
江戸川総合人生大学発            人と地域をつなぐ情報紙

自利利他のお勧め

前号においてベトナムは昭和30年代の日本の社会にい

きなりカラーテレビとオートバイが入ったような国だと

述べました。

今回はベトナム人の内面的な一面を紹介しましょう。私

にとって初めてのベトナム訪問でしたが、強い親近感を

覚え帰国しました。ベトナムは日本と同じ仏教国、それも

大乗仏教の国です。大乗仏教とは従来の仏教が出家者中

心であり、自利を求めるのに対し、利他中心の考えをと

っています。利他とは、他人の幸せを願うこと、わかりや

すく言うと大きな船に皆を乗せ、救うということです。

この利他の考え方が時には行き過ぎた例として、次のよ

うな話を現地の日本語学校の日本人の先生から伺いまし

た。テストのときに答えがわからず困っている人を同じ

クラスの学生が救うということです。つまりカンニング

をするわけです。カンニングはいけないといくら注意し

ても、困っている人を救って何が悪いと反論されてしま

うとのことでした。利他はテストの準備の段階でのみす

総合人生大学が体験できる

オープンキャンパス2007
｢総合人生大学ってどんなところ？｣

｢私でも授業についていけるかしら？｣ 

こんな疑問に答えます。気軽に授業を

体験してみませんか！

【当日のプログラム】

大学の概要紹介：知恵と力を地域

に活かす

模擬授業：江戸川学科、子どもコースのいずれかを選べます

北野学長の特別講義：食の安全～農薬･食品添加物･遺伝子組み

替えについて考える～

【開催日時】2007年7月5日 （木）午後1時～4時

【会  場】タワーホール船堀（3階産業振興センター）

●申し込み締切：6月29日（金）●参加費は無料です

申し込みは：江戸川総合人生大学推進室 電話 5676－2431

地域のために自分を活かしてみたい。江戸川総合人生大学はそんな人のために江戸川区が開設した区民のための大学で

す。現在、1年生と2年生合わせて約170人の学生が、 熱心にそれぞれの目的や課題に向けて授業に取り組んでいます。

第4期生の募集は8月頃を予定しています。（＊学校教育法等で定める正規の大学ではありません。）
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るよう説得しても聞かないようです。そこでカンニング

しづらいように、問題番号はアラビア数字の代わりに星

印など、特殊な記号で代用しているとのことでした。

大乗仏教の利他の考えは自利利他です。これは自行化他

ともいい、自ら修行して悟りを得るとともに、他人にも仏

法の利益を得させることです。江戸川総合人生大学の建

学の精神とまさに一致しています。すなわち自ら学び、知

識・技術を身につけ、その成果を地域に還元することです。

是非、自利利他を私たちの大学で実践しませんか。

第2回江戸川総合人生大学祭
8月5日（日）に開催。
総合人生大学生の学びの発表の場である大学祭を、8月5

日にタワーホール船堀で開催いたします。

今年は「ひと あい えどがわ-広げよう66万の地域力-」を

テーマに学生約170名の学びの成果を、展示物、 ステー

ジなどで発表します。お子さま

が楽しめるイベントもありま

す。ご家族みなさんのご来場を

お待ちいたしております。

【開催日時】2007年8月5日（日）

午前11時～午後4時

【会  場】タワーホール船堀  

（1F展示ホールほか）

●入場は無料です

第
二
回
  

主催：江戸川区/江戸川総合人生大学祭実行委員会 
TEL03-5676-2431  http://www.sougou-jinsei-daigaku.net/
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8/5 (日）a.m. 11:00～
p.m. 16:00 

タワーホール船堀（展示ホールほか） 

         
            入場無料 

広げよう 

66 万の地域力 
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江戸川総合人生大学学長

北野 大 

Mekong Rest Stopにて昼食のエレファントフィッシュを眺める学長



ま・ち・へ・飛・び・出・す

えどがわエコセンター　イベント予定（2007年6月～7月） 江戸川区ボランティアフェスティバル2007が開催されます
区内で活動する50以上のボランティア団体やＮＰＯ法
人が参加し、日頃の活動を紹介するブースやステージ、
フリーマーケットのほか点字やパソコン、高齢者擬似
体験などの「学びと体験コーナー」ゲームや遊びを通
じて交流する「おまつり広場」が開催されます。
【日　時】7月15日（日） 10時～16時
【会　場】タワーホール船堀　1階展示ホール
【問い合わせ先】ボランティアセンター／電話5662-7671

お茶とお喋りを楽しみながら
区内在住の2万人を超える外国人には、
言葉の問題や生活習慣の違いに困って
いる方も少なくないはず。
そんな方の役に立ちたいと、地域での
国際交流を学ぶ国際コミュニティ学科
有志が国際江戸端会議を立ち上げまし
た。現在、中国語、韓国語、英語のでき
るボランティアと一緒に清新町コミュ
ニティ会館で週１回活動中。お茶を飲
んで会話を楽しむことから、日常生活
や子どもの教育、日本語習得の相談ま
でいろいろです。

「区内めぐり」で江戸川区の
魅力を発見
毎月1回イベントを実施。4月15日、
5カ国28人の招待を含め47名で区内
めぐりを行いました。中国人9人、韓国
人8人、イギリス人6人、インド人3人、
オーストラリア人2人と話す言葉もい
ろいろ。ボランティアの活躍で各々の
言葉で説明を受け、一之江名主屋敷や

行船公園など春爛漫の区内を満喫。
「江戸川区が良くわかり、いろいろな国
の人とも知り合えてとても楽しかっ
た」と大好評でした。5月13日には清
新町･臨海町ふれあいまつりに韓国料
理の模擬店を出店しました。

只今お喋り仲間を募集中
さまざまな国籍の人が集まり、気軽に
立ち寄ってお喋りできる井戸端会議の
国際版。だから日本人も大歓迎、外国語
ができなくても全く問題ありません。
予約も必要ありません。外国人とどん
どんお友だちになりましょう。
英語、韓国語、中国語を話すボランティ
アも参加しております。

定例会活動：毎月水曜日2回、土曜日2回
13：30～15：30
開催日はホームページでご確認ください。
http://www.geocities.jp/edobata2006/
会　場：清新町コミュニティ会館
参加費：1回100円

介護・福祉コース2期生の富沢早智子
さんが主宰する西一之江地区の江上町
会のミニディサービス「江上ほのぼの
会」を紹介しましょう。

「江上ほのぼの会」は毎月1回、家に閉
じこもりがちなお年寄りを町会会館に
お招きし、地域の人たちと交流して楽
しく豊かな老後を過ごしていただこう
と平成14年10月にスタートしまし
た。会長は町会長の金井兼吉さん。会
員の皆さんのお世話をするのは、約30
名のボランティアの方々です。また中
央健康サポートセンターの保健師さん
が参加して皆さんの健康状態に気を配
っています。

こんにちはー　おげんきですかー
金井会長のびっくりするほど大きく元
気の良い声で始まった4月の第4水曜
日、会員19名、ボランティア29名が参
加しました。この日は発足以来50回目
の例会。全員が600円の会費を払い、
四つのテーブルに分かれてテーブル対
抗の歌合戦、ゲームを行います。

皆さん大きな声で笑いながら、他のテ
ーブルに負けじと頑張り、10時から14
時まで楽しい時間をわいわいがやがや
賑やかに過ごしました。「家ではお父さ
んとテレビの前でほとんどしゃべらな
いけど、ここへ来るとみなさんとお話
ができて楽しいわ」皆さんこの会を心

待ちにしています。会の目的の
｢すこしでも豊な老後｣のため
に、一歩ずつ歩みを重ねていま
す。多人数の食事の支度やゲー
ム、歌のおもてなし企画などさ
まざまなアイデアで「会員さん
のなんともいえない笑顔に触れ
られることが最高の喜び」との
想いを大切にして、これからも努
力していきたいと思ってます。
会員の皆さん、ますますお元気
でお達者に。

未来を担う子どもたちの応援団に
総合人生大学での体験活動「スクール
ボランティア」を発展させる形で昨年
10月から活動を開始。学校と地域で子
どもを育てる『地域の子育て支援』を目
標に二之江第二小学校を中心に活動中
です。
ともに学びあい、育ちあう
「どうしたの？」「それで大丈夫だよ！」
わからなくて戸惑っている子ども、自
信を持てない子ども、一人ひとりに寄
り添い支えること。この活動を通して
私たちも多くの元気をもらい、視野が
広がり、新たな自分を発見することも
少なくありません。
学習支援は教職員との打合せが大切。
支援の内容や子どもの様子を先生方と
相談し、私たちのわからないこと、困る
ことなどもしっかり話し合います。
この活動に興味があり子ども好きの方
は、ぜひ一緒に活動しましょう！地域の
方や話しだけ聞きたい方でも大歓迎。
※「ゆうほ」の由来：「ゆう」には祐（たすける）・友
（ともだち）・優（やさしい）など、「ほ」には歩（あゆ
み）・穂（みのる）・補（おぎなう）などたくさんの想
いがこめられています。

活き活き花と緑のまちづくり
総合人生大学で学ぶ、江戸川学科2期
生の卒業研究グループ9名で昨年12月
に発足しました。手入れの行き届かな
い公園を活き活きさせようと立ち上が
りました。毎月第1、第3火曜日の10時
～12時に南小岩二丁目南児童遊園を
中心に、公園の草むしりや花の植え付
けなどを行っています。
またどちらかの1回を、もう一つの柱
として区立鹿本幼稚園の草木の手入れ
に活動を広げ始めました。皆でわいわ
い作業をして、終わったら近くのファ
ミレスなどで、話をはずませながら昼
食をして解散です。楽しいですよ。肩肘
張らずに、続けていこうがモットーです。

国際江戸端会議
〈国際コミュニティ学科2期生〉

江上ほのぼの会
〈介護・福祉コース2期生〉

スクールサポーター〈ゆうほ〉
〈子どもコース1・2期生〉

江戸川グリーングリーン
〈江戸川学科2期生〉

……………地域に芽吹いた活動あれこれ（2）

お問い合わせは
端　計子　keikohata@aol.com

お問い合わせは
広脇 歩　ayumi0401@nifty.com

お問い合わせは
堀川和男　3679-4357

お問い合わせは
富沢早智子　3656-6257

エコセンターの東　西小学校の総合学習に参加して
5月22日、左近川親水緑道取水口で行われた東　西小学校3年生約
150名の総合学習のボランティアとして、江戸川学科2期生の小池、
千田、島田が参加。エコセンターの高木さんの説明後子ども達がア
ミとバケツをもって川に入る。私たちは子ども達が捕まえてきた生
き物を、魚、貝、カニなどをそれぞれの水槽に入れてもらうこと。
その都度「先生、これはどこに入れるの」と大騒ぎ。
50分程の授業でしたが、子ども達はずっとやっていたかったみたい。きっと夢のような時間だったの
では。家で飼いたいという子もいたが、「水質の問題があるから、家では生きていけないので全部川に
戻そう」との説明にようやく納得し放流する。子ども達よりも楽しんでいたのは私たち？

二之江第二小学校での活動風景

イベント名 開催日時 開催場所 イベント内容 

生ごみリサイクル講習会（連続） 6月16日・7月28日 
いずれも14：00～ 
6月21日・7月12日 
いずれも14：00～ 
6月26日 
11：00～ 
6月30日 
13：00～ 
7月2日 
8：00～ 

生ごみリサイクル講習会（連続） グリーンパレス 

東部フレンドホール 
家庭で手軽に取り入れられる、 
環境に配慮した料理法をお教えします 
街の中にある原っぱに入って、 
トンボやカエルをゲット！ 
企業がどのような環境活動を 
行っているか見学します 

小松川ゆきやなぎ公園隣 

東京エコタウン 
→三井ガーデンホテル（昼食） 
→東京ガス新宿ショールーム 

小岩区民館 コンポスト容器または 
発泡スチロール箱を使用しての 
リサイクル講習会 

エコ・クッキング 

原っぱで生きものさがそう探検隊 

エコライフツアー 

詳しくはえどがわエコセンターまでお問合せください。電話5659-1651

南小岩二丁目南児童遊園　花の手入れを終えて

鹿本幼稚園　藤棚の手入れ



江戸川総合人生大学祭で、中目さんの｢布ぞ

うり作り｣が体験できます。ぞうりは足裏を

適度に刺激し脳の活性化につながります。

介護予防に役立つ「布ぞうり」を一緒に作っ

てみませんか。

竹細工や布ぞうり作りの傍らご夫妻でボラ

ンティア活動をされている中目一由さん

（74歳、西一之江3丁目在住） のお宅を訪問

し、お話しを伺いました。

竹細工をはじめたきっかけはなんだったの

ですか？

●新潟の十日町市に生まれ、少年の頃に見

よう見まねで父に竹細工を学びました。定

年後、ボランティア活動（サタデーネット）

をはじめてから、活動資金バザーのために

子供時代に経験した竹細工なら売れるかと

思い、半信半疑で出品したら50点の作品が

完売するほど大好評でした。

作品作りにはずいぶん手間や時間がかかる

のでしょうね

●竹の持つ素朴さと温もりを感じてもらえ

る作品つくりにはそれなりに手間隙がかか

ります。真竹は東松山から、孟宗竹は伊豆下

田から竹の切り出しも自分でやっていま

す。切り出した竹はすぐには使えず、孟宗竹

は油抜きをしてから3ヶ月乾燥させます。

問い合わせや見学も多いようですね

●修学旅行コースに｢伝統工芸｣が入ってい

るらしく、青森、仙台、愛知、岐阜など各地

からたくさんの中学生が見学に来ます。地

元の瑞江中学校からも毎年体験に来てくれ

ます。

切り出しから籠作りまでをスライドで紹介

した後、実際に作品を作ってお土産にしま

す。評判も良くリピーターも多いですよ。

これからの抱負は？

●木と竹を使ったイベントでの実演を通し

て環境問題に取り組んでいきたいと思って

います。竹細工は体力と根気のいる仕事で

す。私もそう長くはやれないと思うので早

く後継者をつくりたいですね。ただ技術が

必要なためなかなか難しい現状です。

三輪学科長、放送大学で
総合人生大学を紹介！

子どもコースの

三輪建二学科長

（お茶の水女子

大学教授）が、

放送大学「教育

社会学（’07）」

の第14回授業

の講師として出

演します。

授業のテーマは

『生涯学習社会

の展望』。生涯学習の概念に続き、実

践例として、江戸川総合人生大学の

概要や、子どもコースの授業の進め

方、小学校で学習支援活動する学生

の様子などが紹介されます。

放送は、テレビ（ＵＨＦ）16ｃｈ

7月11日（水）午前11：15～

今後4年間、放送される予定です。

催 し 日  時 会  場 費  用 主催・お問い合わせ・内容 

毎月2の付く日 

（2日・12日・22日） 

6月9・13・23・27日 
13時30分～15時30分 
6月28日（木） 
11時30分～ 

清新町コミュニティ会館 
集会室 
東方国際学院教室 
東 西5-15-2 
行船公園・源心庵 
 
小岩フラワーロード 
ポッケットハウス 

 
国際江戸端会議 
6月定例会 

留学生との 
ランチパーティー 
台湾夏季短期留学生との 
交流会 
 

国際江戸端会議 端 keikohata@aol.com 
http://www.geocities.jp/edobata2006/ 
江戸川アリスの会 
上平 TEL 3680-6393 
江戸川アリスの会 
上平 TEL 3680-6393 
すきま南風 高木 TEL 5668-5396 
開催日についてはお問合せください 

 

 

小岩の茶店 

 

7月12日（木）10時～ 
8月7日（火）10時～ 
 

100円 
 
1,000円 

（先着10名） 

無料 
（先着10名） 

無料 

区民の皆様のご参加をお待ちします

西一之江在住

中目一由さん

催 し 日  時 会  場 費  用 主催・お問い合わせ 

区立船堀幼稚園 

区立鹿本幼稚園 

タワーホール船堀3F  

 

倉賀野（高崎市）～ 

板鼻（安中市）～ 

主に 西地区 

 

小岩区民館 

タワーホール船堀3F  

タワーホール船堀3F

  

500円 

 

実費 

 

無料 

 
500円 

無料 
1,500円 （学生） 

丸山（子どもコース2期生） 

山田（子どもコース2期生）5658-5295 

パソコンサポートの会 

各クラスパソコンサポート委員まで 

大渕（江戸川学科2期生）3671-8269 

詳しくはお問合せください 

中村（江戸川学科2期生）3878-0663 

詳しくはお問合せください 

大渕（江戸川学科2期生）3671-8269 

堀川（江戸川学科2期生）3679-4357 

住谷（江戸川学科2期生） 090-3107-0671

かざぐるまをつくろう 

野草観察会 

パソコンスキルアップ講座 

パワーポイント入門（2）  

中仙道を歩こう会 

（吟行） 

モニュメント6 

街角の彫刻などの清掃 

句会・虎落笛（もがりぶえ） 

朗読会 

絵本読み（朗読）と声出し勉強会   

6月19日 

6月23日 

6月25日 

9：55～／13：25～ 

7月26日 

8月29・30日  

毎日曜日（要確認） 

午後2時から 

毎月第2日曜日 

7月28日 

7月22日 

 

無料 

無料 

他のクラスとの交流のために（詳しくは各担当者にお問合せください。）

旬なひとたち

お問合せ先

中目一由：3654-2896

「ひと あい えどがわ」編集委員

島田 久市（江戸川学科2期生）

戸塚  弘（国際コミュニティ学科2期生）

吉田 英雄（国際コミュニティ学科2期生）

上原真樹子（子どもコース2期生）

井上 周介（介護・福祉コース2期生）

お問合せ／江戸川総合人生大学

電話：5676-2431

HP：http://www.sougou-jinsei-daigaku.net/

イ べ ン ト 情 報

報情ルクサ ー

再生紙を使用しています。 


