
日本経済入門 2021
日・米・欧の経済を考える

２月 月例会報告 (２月１５日)

今月の月例会は、楽学の会に入会された榊原金市様に自己紹介とミニ講演会を行なって頂きました。

講演会のテーマは、「古代ギリシャ建築の美 法隆寺へ」でした。概略は、古代ギリシャで誕生した建築美の

エンタシスの柱やスマイル神像がアジアへ、そして日本の法隆寺へどのような経緯で伝わったのかをたど

るお話でした。その概略は以下のような内容でした。

１、紀元前 5世紀、古代ギリシャの美の誕生

・美のポイントの代表は、エンタシスの柱とスマイル像 等々について。

２、紀元前 4世紀、古代ギリシャの美がインドへ

・アレキサンダー大王の東方遠征から現在のパキスタンの遺跡まで 等々。

３、紀元 1世紀、古代ギリシャの美が中国へ

・釈迦の墓標の仏塔は楼閣建築を基盤に木造五重塔が形作られる 等々。

４、紀元４世紀、古代ギリシャの美が朝鮮半島へ

・朝鮮半島に残る寺院の「エンタシスの柱」 等々について。

５、紀元 7世紀、古代ギリシャの美が法隆寺へ

(１)金堂 (２）中門 (３）回廊 (４）西院伽藍 (５）法隆寺前高田良信管主の著書

(ボランティア活動推進部)
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回・月日 講義内容 講 師

第１回

4 月３日

トランプ大統領時代のアメリカ経済を振り返る
～4 年間のアメリカ経済の変化と世界経済に及ぼした影響 柴田 寛氏

元農林水産省 課長職

農林水産省で農業白書及び

旧経済企画庁で国民生活白

書の執筆に携わる、在職中

は調査・企画の業務担当。

（足立区在住）

第２回

4 月 10 日

新型コロナウイルス２年目の日本経済を考える
～感染予防と経済振興との両立を目指す日本経済について

第３回

4 月 17 日

イギリスのＥＵ離脱の背景と日本への影響を考える
～ＧＤＰ世界第 5 位のイギリスのＥＵ離脱と日本への影響
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世界全体で猛威を振る新型コロナウイルスが２年目に入る中、アメリカでは異色のトラン

プ氏からバイデン氏に大統領が交代しイギリスではＥＵ離脱の影響が本格化すると見込ま

れ、日本でも菅新政権がコロナと経済の両立を目指す等の内外の動きが日本経済に及ぼす影

響が注視されている。講座では①トランプ大統領時代のアメリカ経済、②コロナ２年目の日

本経済、③ＥＵ離脱とイギリス経済について３回にわたり、内外の最新のデータや図表を用

いて分かり易く解説します。 毎回土曜日 午後２時～４時
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2 月 運営委員会報告 (2 月 1 日)

1．代表挨拶：報告および提案

緊急事態宣言が発せられ、1月開催予定の「渋沢栄一と明治維新」の講座は 3月に延期されました。東京都

の感染者数もやっと下降傾向となってきましたが、まだまだ油断できない状態で緊急事態宣言も延長され

るようです。今年最初の講座となりました「音楽講座」は明日と 26日に開催されます。多くの方に申込を

いただいております。感染対策に万全の注意を払っていただき開催いただくよう改めてお願い致します。

（１）あだち区民大学塾講座

今月は「音楽講座」の１講座です。2月 2日と 2月 26 日です。

来月は、３講座が予定されています。

② 遠藤周作を読む「人生の同伴者」イエスとは？ 3/2・16・23

② 元 NHK アナ直伝！「話し方・聞き方」の極意 3/4・11・18

③ 渋沢栄一と明治維新 3/7・21

（２）2 月の月例会

会員の榊原さんのご講演が予定されています。よろしくお願いします。

（３）元気応援ポイント事業ボランティア登録について

現在、足立区の介護保険課にて元気応援ポイント事業の登録可否について審査中です。

（４）２月・３月の事務局当番の件

まだ、2月が埋まっていないようです。この運営委員会中に埋めたいと思います。

よろしくお願いします。

２．議 事

（１）情報交換

特筆事項なし

（２）月例会開催について

2 月 15 日 PM3：30～ 「榊原会員による自己紹介とミニ講座」

（３）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座）

「音楽講座」 応募者 37名 2/2、26 近藤直子講師

「遠藤周作」 応募者 12名 3/2、16、23 原山建郎講師

「話し方・聞き方」 応募者 10名 3/4、11、18 岡部晃彦講師

「渋沢栄一」 応募者 83名 3/7、21 三村昌司講師

（４）委託事業について

令和２年度新規講座 ナシ

（５）各部局・PT からの報告および提案

① 学習支援部 2/15(月)部会

② ボランティア活動推進部 2/9(火)部会

③ 事務局 2/3(水)ニュース発送、2/12(金)部会

④ 受託事業グループ

⑤ 広報グループ

（６）その他

・「社会教育」2月号 ロッカーに

・その他ご案内 回覧

・区民大学塾事業 お茶代等の費用請求、忘れずにお願いします

・今野さん：運営委員辞退、 早坂さん：退会

次回運営委員会 3 月 1 日（月）１５時から（研 4）

-3-



◎ 運営委員会

3月 1日 (月）午後 3時～5時 研修室 4

◎ 月例会

3月 15 日 (月）午後 3時半～5時 研修室 4

◎ 学習支援部

3月 15日 (月) 午後1時～2時 ワークルーム

◎ ボランテイア活動推進部

3月 9日 (火) 午後 2時～4時 ワークルーム

◎ 事務局

3月 3日 (水) 午後 2時～4時 ワークルーム

3月 12 日(金)午後 2時～4時 ワークルーム

◎ 広報グループ

メール会議

◎ 大学塾講座検討会議

12月 15 日 (月）午後 2時～3時半 研修室 4

◎ 大学塾講座企画会議

3月 1日 (月）午後 1時半～3時 研修室 4

◎ 生涯学習センター 休館日

3月 8日 (月）

★お問い合わせ＆ご意見等

◎「楽学の会」の運営に関するお問合せ

事務局 江川武男 電話:090-3105-8140

E-Mail：takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp

◎「ホームページ」に関するお問合せ

http://gakugaku.main.jp/

広報グループ 神戸 明 電話：03-3606-0058
E-Mail：kambe.akira2@gmail.com

「コロナ禍でも春は来る‼」
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の克服

非常事態宣言の解除後も、「早期診断と重症化予防の

治療法確立」は、「新たな生活様式」の基に感染力の強

い変異ウイルスに対しても効果的なクラスター対策を

行うことは、日本のみならず世界中での課題である。

また、その為の感染予防対策の正しい知識を習得する

ことも重要。せっかくの花見時期なのに外出の自粛、

今年は近くの公園で一人花見となりそうです。

大谷田公園の梅にメジロ (広報G)

◎ 講座名：今知っておきたい、
遺伝子組み換え植物・ゲノム編集植物

Zoom オンライン又はライブビューイング

（教室でスクリーン画像を視聴し参加）
日 時：4月 23 日（金）午後 2 時～3時 30 分

対 象：16歳以上の方

会 場：ライブビューイング 5 階 研修室 1

受講料：無料

定 員：Zoom オンライン 30名、ライブビューイ

ング 20 名 （どちらも事前申込先着順）

講 師：米田 展隆氏（国立研究開発法人産業

技術総合研究所 生物プロセス研究部門

植物機能制御研究グループ 研究グループ長）

内 容：私たちの暮らしの中には、遺伝子組換え

作物に由来する食品がすでに多く出回っていると

思われます。また、これからはゲノム編集植物に

由来する食品等も登場してくるでしょう。本講座

では遺伝子組換え植物やゲノム編集植物とはどんな

ものか、その違いは何かについてわかりやすく解説

します。また、現在世界的に普及している遺伝子組

換え植物の現状や、ゲノム編集植物も含めた最新の

研究開発状況、将来の展望についても紹介します。

◎講座名：聖徳大学連携

感染症と私たちの生活感染の仕組みと予防

日 時：4月 18 日（日）午後 1 時～2時 30 分

対 象：16歳以上の方

会 場：足立区生涯学習センター 5 階 研修室 1

受講料：700円（一律、講座当日にお支払い）

定 員：40名（事前申込先着順）

講 師：滝 恵津氏

（聖徳大学 看護学部 看護学科 講師）

内 容：新型コロナウイルスの世界的な流行により、

私たちの日常生活は大きく変化しました。

本講座では、感染の仕組みや広がり方、私たちの

生活への影響や予防法を学びます。

お申し込みは：電話（03-5813-3730）

または直接窓口

インターネット[近所 deまなびナビ]で検索

イベント・講座情報→講座予約システム

生涯学習センター 講座情報 楽学インフォメーション

★会合のお知らせ★
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3 月「月例会」のご案内
月例会は次の通りです。

◎日 時：3月 15 日（月）午後 3時半～5時

◎場 所：生涯学習センター 5階 研修室 4

◎テーマ：2年度の振り返りと 3年度の計画

会員の皆様の積極的な参加をお待ちしています。

（ボランティア活動推進部）

編集後記


