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「楽学ニュース」１００号を記念して 

～みんなに読んでもらえるニュースを目指して～ 

代表理事 市川 茂敏 

創刊から９年の歳月を刻んで「楽学ニュース」が１００号を迎えた。このニュースは、９年

間余りの本会の歩みを、絶え間なく記してきた貴重な財産である。 

創刊当時を振り返るとき、紙面はワープロ打ちと手書きの原稿の切り貼り編集。頁数もＡ４

版２～４頁。毎月の全体会(現在の月例会)の開催報告、生涯学習館(当時)が開催する講座・講

演会の運営ボランティア募集情報、一、二の会員からの投稿が主な内容。しかし紙面には、い

ろいろな情報を会員に伝えようと毎月の継続発行に懸けた数名の広報担当者のご苦労が滲んで

いた。それがいま、１００号に繋がっていると思う。 

今、生涯学習や私たちを取り巻く環境は、学習機会を提供する状況の変化、住民主導の生涯

学習、ＮＰＯ活動の拡大、指定管理者制度の導入等、９年前とは大きく変わっている。１００

号を迎えたこの機会に、新しい発想に立った「みんなに読んでもらえる『楽学ニュース』」が望

まれる。 

先ず望みたいことは、会員が知りたがっている情報を探して載せよう。例えば、現在一番力

を入れている事業・活動の紹介、生涯学習を巡る行政の動向、３年、５年先の会の姿、学習支

援ボランティアを取り巻く今と今後、これらに対する多くの会員の意見や主張を掲載すること

から、みんなが望む会の実態が見えて来ると思う。多彩な経験を持っている会員の紹介、会員

からエッセー(私の生涯学習活動、私の生きがい等)や読後感の募集、また顧問、賛助会員の方々

からの意見・注文などもいただければ、紙上に面白さや楽しさも増えて来る。交流する諸団体・

グループの活動状況の紹介は、会の活性化に繋がるだろう。掲載される原稿などが縁で、思わ

ぬ方との「出会い」が生まれたら何と素晴らしいことか。 

しかし、 これの実現には、広報担当者がただ原稿のお願いに終始するのではなく、会員の協

力も得ながら、取材など多様な方法を駆使した紙面作りが欠かせない。当然会員も「私たちの

ニュース」という思いを持って、積極的な支援が望まれることは言うまでもない。 

 

「機関誌をみるとその組織の水準や実態が手に取るようにわかるということが、よく言われ

る。」とは、瀬沼克彰先生(桜美林大学教授、本会顧問)のお話。 

 

このニュースは、本会の活動の様子を多くの人々に理解して貰う役割を担って欲しい。また、

未来の扉を開く先導役として、１５０号に向かって新たな目標・夢を持ってスタートすること

を望むものである。 

 

最後にこれまで、ニュースの発行に携わって来られた皆さんに深謝申し上げたい。 
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「楽学ニュ－ス」１００号によせて 
 今号で私達の楽学ニュースが１００号の発行となりました。長い間の会員の皆様のご支援の賜物です。

つきましては、楽学ニュース１００号記念に向けて、会員の皆様からご意見を頂きました。会報部では、

これらの励まし、サポート、ご鞭撻を頼りに今後も１５０号に向けてがんばって行きたいと思います。 

 

昔を振り返ると，････ 

岩田守弘 

私が「楽学ニュ－ス」の制作に携ったのは、２

回あります。１回目は、平成１０年４月(１９号)

～平成１１年１１月(３８号)、２回目は、平成１

６年７月(８９号)～平成１７年３月(９６号)です

が、内容や制作過程には大きな差があります。 

昔の思いを振り返り、その進歩を考えるのも意

義あるものと思い、いくつか記して見ました。 

１．制作に於いては、原稿をワ－プロで作成し、

それを切り張りで作っていました。 

この時重要なことは、貼り付けを透明テ－

プで止めるのですが、端を完全に覆わないと

コピ－した時に線になって残ってしまうため

注意が必要でした。 

２．印刷も現在のような方式ではなく、コピ－

機を使用しておりました。頁数が多い時の組

み合わせは、頭を悩ますことでした。(現在も

同じ) 

３．編集は、黒板に書きながらワ－プロ化した

原稿を一つ一つ並べ替えて行っておりました。 

４．挿絵も今ほど多くなく、手書きの場合もあ

りました。 

５．原稿集めは、今も昔も大変ですが、会員数

が少なかった分、昔の方が苦労しました。原

稿が無い時は、自分で書いたり、バッファ－

として、生涯学習用語を載せたり、一般の講

座・講演会の案内を載せたこともありました。 

これらの苦労を乗り越えて今日を迎えた訳です。

これからは、機器類の進歩に合わせた方式を採用

することは、もちろんですが、やはり内容の充実

が一番と考えます。そして文章を出来るだけ少な

くして、絵や写真を多用することも必要ではない

でしょうか。 

 

未来に向けて 

高見沢公彦 

毎月毎月、今思うと、良く発行を続けてきたと

思います。でも、100 号は通過点に過ぎない。200

～300 号と、楽学ニュースの発行が続いていくこ

とは、楽学の会の発展があればこそです。 

ニュースの役割は大きい。会員に活動内容を伝

える、ボランティア活動に参加し、会員の喜びを

文字で、写真で伝える。様々な事情で活動に参加

できない会員には、ニュースで活動報告を「読む・

見る」事で、「また、活動に参加したい」と言う気

持ちに繋げる。記事も「取材」をし、書く。写真

も添えて。これらを実行するには機動力が必要で

す。会員一人ひとりには、取材文の書き方、写真

の撮り方。得意な人もいるでしょう。運営ボラン

ティアにはない「面白さ」もあって良いと思いま

す。皆の活動分野が違っていても、それが楽学の

会を支える力になれば、楽学の会発展に寄与しま

す。 

私はニュース発行のみに参加していますが、完

成した時の喜び、充実感、これはとても有り難い

ことです。ニュースの制作を通じて、会員との繋

がりを感じるから。今後はニュースを読んでいる

会員の声をどう吸い上げるか、一方通行ではない、

相互通行にしないといけないと思います。 

纏まりのない文ではありますが、楽学の会の今

後の発展には、関わり方は色々。それを受け入れ

ることの出来る、NPO 法人楽学の会であって欲し

いと思います。 

 

私の抱負 

鹿島健一 

まずは、「楽学ニュース」１００号発行おめでと

うございます。 

私は、平成１５年５月「楽学の会」に入会させ

て頂きました。以来、大した活動もしていなかっ

たのですが、平成１６年度３月から新たに発足し

た“あだち区民大学塾”の講座「こころで読み解

く宮沢賢治」にスタッフの一員として参加した時

から、学習支援の何かを感じ、以後、この“塾”

が取り扱う講座の企画・立案・実行するまでを担

うプロジェクトチームに加わり、自分もテーマの

選択、講師の発掘というなかなか困難な仕事に携

わるようになっています。 

「楽学の会」が学習支援のボランティア活動を

基本に成り立っているものの、私自身の活動を、

当初は、いわゆる第一段階の受身型に置いて気楽

にやっていこうと考えていたのですが、ＰＴに加

わって、検討会議で意見を述べたり、メンバーの

熱心な討論を目の当たりにしているうちに、更に

は、三回に亘って実施された「こころで読み解く・・」

が、講師に恵まれ、コーディネータとメンバーの

熱心な活動によって成功裡にまっとう出来たこと

も刺激になって、もう一歩踏み込んだ活動に首を

突っ込んで講座を作ってみたいという願望が生じ

てきました。つまり、第二段階の参加型に近づい

たという意識が芽生えてきたのです。 

限られた字数なので簡単にしますが、１７年度
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には、この“塾”は１０講座を予定されており、

テーマと講師選択が想像以上に大変な仕事だとい

うのが現状で、今のＰＴメンバーだけではどうも

人手不足のような気がします。会員から一人でも

多く参画され、力添え頂ければ、より充実したも

のになるだろうと思い、“塾”の発展維持を切望す

る一員として一言申し述べる次第です。 

 

読んでもらえる 

    「楽学ニュース」って？ 

木島叔子 

わたし 「楽学ニュース」読んでいる？ 

Ａさん 一応目を通すわよ。 

わたし どんなところを読んでいる？ 

Ａさん 会合のお知らせとか、ボランティア募集

の案内とかは見ないとね。 

Ｂさん 書いた人の名前があると読むわね。 

わたし どんな記事を読みたい？ 

Ｂさん 学びの情報が欲しいわ。たくさん。 

Ｃさん あだちのまちの情報とか、人の紹介もあ

ってもいいんじゃない？ 

わたし 読んでいて何か感想がある？ 

Ａさん 少し固いかなあ。何でもいえる雰囲気が

欲しい気がする。 

Ｂさん そうそう、楽しいっていう雰囲気。 

Ｃさん カラー刷りって無理なの？ 

わたし ギャフン、でも待ってて。お金をためて

からね(笑い)。ほかに期待することは？ 

Ｃさん 一方通行じゃなくて、ピンポンできるよ

うな企画ができるといいんじゃない。 

わたし そのとおりよね。キビシ―イ！でも、あり

がとう。そんな企画を一生懸命考えるか

らね。 

    その時は書いてくれる？ 

Ｂさん でも、書くのって苦手よね。 

わたし じゃあ取材に行くから話してね。 

Ｂさん ギャフン、でも頑張って。期待している

から。 

 

興味・関心をひきつける工夫を 

小林玲奈 

文章を読むときに、どんな文章ならば読みたく

なるかといえば、まず「自分の関心が高い文章」

だと私は思います。しかし、どんなに興味・関心

が高くとも、びっしりとただ文字が敷き詰められ

ていたならば、読む意欲は減るでしょう。つまり、

読んでもらえる文章とは「興味・関心をひきつけ

る文章」で「読みやすい文章」ではないでしょう

か。「読みやすさ」の為の工夫は、読みやすいよう 

に適度に体裁を整える事、文章理解を助けるよう

な題名と挿絵を入れる事などです。新聞や雑誌な 

どでもこのような工夫がよくされています。私は

「興味・関心をひきつける」という点の方が、工

夫し甲斐があるのではないかと思います。どんな

に読みやすい文章でも、興味がなければ人はまず

読みません。新聞・雑誌でよく行われるのが、イ

ンパクトのある見出しや挿絵を入れる事ですが、

方法はそれだけではないでしょう。自分が活動す

る会ですので、もともと関心は高いのですが、関

心をさらに高めるためには、会員参加をより重視

する必要があると私は思います。例えば「本の紹

介」で紹介された本についての別の会員の感想を

ニュースで紹介したり、ニュースを読んでの会員

の感想を随時紹介したり、というのも参加意識の

向上につながるでしょう。「自分もニュースに関わ

っている」という気持ちになれば、今よりさらに、

ニュースを読む事が楽しみになるのではないかと

私は思います。 

 

みんなで作る｢楽学ニュース｣を 

相馬義人 

ＮＰＯ法人の認証後、会員向けから、範囲を広

げ、「楽学の会」をＰＲする広報紙にしたいという

機運が高まり、内容も、入稿記事そのままを掲載

するのではなく、取材をとり入れた記事づくりに

脱皮することが求められている。 

記事を書く人が少ない、限られていることを考

えてみると、会員の活動が、運営委員会、部会、

月例会と生涯学習センタ－を含めた事業の運営ボ

ランティアの参加者で、これはやむをえないが、

これらの場では、個人の経験談やスキルの交流を

する余地がない。 

ニュ－スを手にしたとき、自分が出席したり、

参画した活動や、自分が書いたひとことでも載っ

た記事なら、真っ先に読むにちがいない。現在発

行のニュ－スは、ト－ンが同じで、目新しさが感

じられない。仮に、“会員のペ－ジ”があって、愛

好する作家、星や宇宙、歌舞伎やミュ－ジカル、

クラシック、絵画、写真、デジカメ、パソコンな

ど同好の会員の交流の機会ができたら、会員の特

技がみんなにわかって、活躍の場が出てくるので

はなかろうか。みんなが読み、みんなで作る｢楽学

ニュース｣を実現したい。 
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    座 談 会 

「楽学ニュース」の今後に向けて 

－ みんなに愛される会報を － 
 １００号の発行を記念し、「楽学ニュース」が今後さらに発展するために、関係者の方々に語っ

ていただきました。 

開催日時：平成17年６月６日 午後２時～４時 

開催場所：生涯学習センター 調査研究室 

出 席 者： 

 木元 栄子(オフィスキモト代表、フリーライター、研修講師、キャリアカウンセラー、 

   楽学の会 賛助会員) 

 森  太一(足立区教育委員会 学校地域連携課 係長) 

 市川 茂敏(楽学の会 代表理事) 

 小林 徹(楽学の会 理事、会報部担当) 

司  会：早坂 津夜子(楽学の会 副代表理事、ボランティア活動推進部担当) 

 

司会 本日は「楽学ニュー

ス」１００号発行という節

目に当たり、これまで以上

に会員の皆様に読んでい

ただける内容を目指した

いとの思いから座談会を

企画いたしました。それぞ

れの立場で忌憚のないご

意見をいただけますよう、

よろしくお願いいします。 

木元さんは賛助会員として入会後日も浅いのです

が、お仕事上広報、情報発信の方法ということで

は幅広い見識をお持ちのことと思いますが、現在

の「楽学ニュース」についての感想からお聞きし

たいのですが。 

木元 まず「楽学ニュ

ース」という題字がと

てもいいですね。見た

目がいい。また判りや

すいレイアウトになっ

ていると思います。い

い印象を持ちます。た

だ、先日気になったの

が、あだち区民大学塾についての報告が二号続い

ていたこと。また中味について、非難するような

内容がありましたが、載せない方がいいと感じま

した。代表者の方の意見も大事ですが、もっと多

くの人々の意見もお聞きしたいと思います。 

司会 森さんは楽学の会の立ち上げからの関わり

で、「楽学ニュース」には森さんの考えも反映さ

れている部分もあると思いますが、読まれてきて

いかがですか。 

森 「楽学ニュース」も１０年目になり、見ると

会の成長がよく判ります。創刊当時は手書きや、

ワープロで打ったものを切って貼り、枠も定規で

引いたりと手作り作業で

した。印刷直前に原稿を

持ち込んで、あたふたと

やっていたことを懐かし

く思い出します。Ａ４ペ

ラから見開きになり、月

を追ってよい会報になっ

ていったと思います。 

会ができて、ニュース作りを提案させてもらった

のは、会のメンバー一人ひとりの心をつなぎ止め

るためのニュースにしよう、手段にしようとした

からです。 

また、情報を知らせることがなかなかできにくか

ったこともあり、センターとして「楽学ニュース」

ボランティア情報コーナーをいただき、郵送作業

もせずにご案内できることは大きなメリットで、

センターにはずいぶん貢献してきたことは確かで、

感謝しています。 

いままでは、最初からこういうフォーマットでと

作る形が決まっていて、誰かが担当し、誰かに書

いてもらい、編集し、校正して形にするというや

り方ですね。最初はそれでよかったかも知れませ

んが、書く人も頼まれる人も片寄ってしまい負担

になる、書くなら出たくないなんて(笑い)、悪循

環になってしまう。 

できれば、ニュース性を発揮してもらいたいです

ね。書いてもらうのではなく、担当の人が直接取

材に行く、そして、こういうことがありました、

こう思いましたという編集者の目みたいなものが、

ニュースの中に出ると、本当の意味のニュースと

なり、書き手の思いが伝わるのではないでしょう

か。 

司会 次に市川さんも楽学の会の立ち上げからの

関わりで、また、リーダーとして長くニュースに

も関わって来られた訳ですが、当事者という立場



- 5 - 

も含めいかがですか。 

市川  平成８年５月に

楽学の会が発足し、９月

に「楽学ニュース」を創

刊しました。今年７月に

１００号を迎えるのは感

慨深いものがあり、ニュ

ースの内容や、また会を

取りまく環境を考えると

隔世の感があります。は

じめは安田さんが原稿を集め、私がワープロを打

ち、木口さんが切って貼って紙面を作り、印刷し、

発送を大藤さん夫妻に頼んでいましたね。 

ニュースは会と会員を結ぶ役割を果たすものと考

えていますので、発行は今後も継続してやって欲

しいと願っています。発行に関わる人は、次号の

ことがいつも頭からはなれないそうで、大変でし

ょうが、ニュースがあったからこそ会がここまで

続いて来たと思うと、関わって来られた方々に感

謝しています。 

頼まれて原稿を書くのも結構大変で、１週間位か

かってしまうこともあります。特定の人に片寄ら

ず、いろいろな人の投稿が欲しいですね。 

司会 広報部の組織改正がされ、１００号記念特

集も発行するという、会にとっても変化を迎えて

いる時、新たに広報部長になられた小林さんです

が、今まで関わってこられた範囲で、どうお考え

ですか。 

小林 木元さんがおっしゃ

るように、４月号と５月号

は、区民大学塾の報告がダ

ブった内容になり、反省し

ています。１００号を機会

に、少しアレンジして新し

いものをと題字の部分のリ

ニューアルを提案してきま

したが、長くいらっしゃる方からはこの題字は由

緒ある字であると聞き(笑い)、何らかの形で残し

たいとも思っています。 

編集していて原稿が締め切りに間に合わず、部内

で埋めることもあります。森さんも話されてまし

たが、取材に重点を置き、部員が出かけて行って

新しい情報や話題を持ち帰り、会員に知らせると

いう形が取れればいいなぁと思います。 

また、会員の方からの意見を吸い上げることが重

要で、すすんで投稿してくれる雰囲気を工夫して

いきたい。お知らせだけでなく、他団体や一般の

人もコラムのような欄で取り上げられたらいいと

思います。 

 

司会 会員向けの会報ということで、外部の目が

向かない点があったかと思いますが、最近では、

賛助会員や後援会員や区とか他団体との接触も

あります。取材をとのご意見がありましたが、木

元さんはどんな取材先が適当とお考えになります

か。そのヒントなどお聞かせいただきたいのです

が。 

木元 私はいつも読者が何を求めているのか、何

を知りたいのか、考えます。よい話し方とかよい

文章とは、読み手が求めているものをいかに話せ

るか、書けるかがポイントです。 

たとえば、私が執筆した「社会教育」の６月号の

記事では、ただ、ある生涯学習センターが講演会

をした、という事実のみを書いたのではなく、他

の生涯学習センターが講演会をやるにはどうした

らいいか、という視点で書きました。話が飛びま

すが、区民大学の講師も、大学教授や区民にこだ

わらなくてもいいのではないでしょうか。区民が

何を望んでいるかを考えた上で、講師を発掘し、

区民に情報を提供すればいいのではないかと思い

ます。 

司会 読者が何を求めているか、ニーズに応える

という点で、いままではいかがですか。 

市川 「楽学ニュース」を出す発端は、１つは学

習館が運営ボランティアを会員にお願いするため

のお知らせとして、２つは月１回の会合の報告や

次回の日程のお知らせなどを伝えることが役割で

した。２０号くらいまではそれに運営ボランティ

アをやった感想などが加わった紙面構成だったと

思います。 

その後、会の活動状況、ボランティアや生涯学習

を取り巻く社会的話題なども載せられた。私も代

表としての考えや、訴えたいことなど載せていた

だきましたが、書くのに夢中で読み手への配慮ま

で気が回らなかったですね。 

司会 「ニュース」はお知らせという位置づけだ

ったのですね。 

木元 楽学の会がこれだけ続いているのはすごい

ことです。中高年のサークルというのは、はじめ

は活況だけれど、後継者がいなくなり、だんだん

消えていってしまう運命にあると言われる。そん

な中で楽学の会が続いたというのは素晴らしい魅

力があるからでしょう。しかし申し訳ないのです

が、内部の人だけで盛り上がっている感じがして

しまう。足立は公園が２３区中一番多く、緑が多

いなど、足立に住んでよかったと思う点などをア

ピールし、「足立をますますよくする会」として

多くの会員を増やし、未来につながる会になって

いただきたいと思います。その足がかりとして、

｢楽学ニュース｣の充実というのがあるのだと思い

ます。 

司会 その点ですが、森さんからも会のＰＲが足

りないとご指摘されたことがありますね。 

森 確かに外へ向けてのアピール度は中途半端な

性格ですね。最初は会合の連絡や情報伝達とかで、



- 6 - 

そのうち情報提供とＰＲも交ざってどっちつかず

の記事になってきたことはいなめないですね。 

あまり急がず、ニュースを作る体制として、会報

と外向きの広報に分けて、それぞれの分野で活躍

していただくのがいいのかなと思います。 

司会 この二部制というのは広報部として小林さ

んはいかがですか。 

小林 現在「楽学ニュース」と「楽学だより」を

発行しています。「楽学だより」は外部向けで年

２回くらいのペースでしか発行していないのです

が、毎月発行の「楽学ニュース」をピックアップ

して、４ページのトピックスの感じで会の活動だ

けを載せています。 

「楽学ニュース」は７月で１００号を迎え、評価

をいただいていますが、これを外部向け用に作っ

てみたいと思っています。こうした形で年２～３

回外部向けに、その場合は不適切なものは除くな

ど配慮して、夏号とか秋号のように季刊として出

していったらどうかなと思うんですよね。 

木元 「楽学ニュース」を読ませていただくと、

書いた人の顔が見えないというか、真面目で誠実

できちっとしている印象ですね。たまにはニュア

ンスを変えて書くことも必要ではないでしょうか。 

小林 固いということですね。 

木元 そうですね。もう少し楽学の会らしく、楽

しく学んでいるという気持ちが感じられるものに

なるといいですね。 

司会 簡単なようで難しいですが、市川さん、い

かがですか。 

市川 「楽学だより」は平成１３年７月に第１号

を出しています。それまでは外部にＰＲする余力

がなかった。学びピアに移ったのを機に、ＰＲ用

に「楽学だより」を作り、講演会の受講者に配布

したんです。はじめは印刷代やコピー代にもこと

欠くようでしたが、この頃から少しずつ経済的に

も自立の方向に向かったわけです。 

顔が見えないということですが、楽しく学んでい

るということを、どんな形で表わすか、大変重要

ですが、また大きな課題でもあり、みんなで考え

る必要がありますね。それにはもっと多くの会員

が自分の意見を紙面に発表するなど、意見交換の

場をつくることも欲しいですね。 

 

司会 いろいろご意見をいただきましたが、小林

さん、これからの「ニュース」づくりをどのよう

に考えますか。 

小林 市川代表が言われるように、ＮＰＯ法人設

立の時の「楽学ニュース」第７６号ですが、どう

いう会なのかを知らせる、外向けになっています

ね。「楽学だより」が中途半端だといえるので、

「楽学ニュース」の中に外向けの特集を入れるな

どして、やっていきたい。 

司会 「楽学ニュース」に会員が何を求めている

のか、探る方法はどんなことでしょうか。 

木元 例えば、運営ボランティアをした時の感想

なども、受講生の方々はどういうことを学んだの

か、何をつかみ取ったのかを書いていただきたい

ですね。読者は自分も参加してみたいなと思って

読んでいるでしょうから。 

小林 何かをやりたいという気持が起きるような

内容を書けるといいですね。 

森 それをするには書く人が取材に行って書かな

いかぎり駄目ですね。今までのように誰かに依頼

して書いてもらうというのでは、その域を出ない。

自分の思いなど書く機会がない。同じ事業の報告

でも、会場のとらえ方、見方とか書く人の印象に

より違うし、それにより読み手の受け止め方も違

ってきます。 

面白かったのは、お正月号のひと言です。あれは

いろいろな人の顔が見えて面白い。会報の部分で

は事業報告もよいけれど、その人がこう思ったと

か、取材した結果とかを載せてもよいのかなと思

いますね。 

市川 木元さんの「社会教育」６月号のセミナ

ー取材原稿はとても参考になります。(「社会教

育」を示して。)受講者に講義の前と終了後に感

想を取材している。参考にさせてほしいと思いま

した。それから小林さんの言うように、「楽学だ

より」をやめて、外部向けになるような「楽学ニ

ュース」を、年３～４回発行するのもいいですよ

ね。会の持つ力との兼ね合いでも効果的かと思い

ます。内容の検討が課題ですけれど。文章や表現

も大切ですし、アピール性も欲しいと思います。 

木元 いま中高年の男性の自殺者が多いですね。

経済的背景もあるのでしょうが、もっと生きたい

と思えない、というのも原因ではないでしょうか。

会には定年後も楽しい、とアピールすることが望

まれていると思います。昔から建っている団地に

は高齢者が多くなりました。しかし未だに地域の

中で馴染めず、郷土愛もなく、住んでいる町に対

する誇りも持てないままという人がいると聞いた

ことがあります。そのような人達をどう取り込め

るか、というようにターゲットを絞っていくのは

いかがでしょうか。 

司会 ニュース作りの核心に触れてまいりました

が、取材の方向としてこれからどうですか。 

小林 やりましょう(笑い)。取材で歩いてみて、

人をつかまえ、話をし、感じたことを楽しく書く
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ことだと、区の広報の人達にも言われました。 

司会 楽しく学ぶを目標に、会員の意識改革も問

われるのでしょうが、広報部だけに限らず参画し

てもらうにはどうしたらよいでしょう。 

木元 アンケートをとったらいかがでしょうか。

会員の方に「会に何を求めているか」など率直な

意見を聞いてみてはいかがでしょうか。問題提起

があったら、その方にやっていただくとか。 

小林 運営ボランティアの感想を書くのも嫌がる

人もいます。 

木元 そういう方には取材をして、他の人が書け

ばいいと思います。それに対し、読者から意見や

感想が来るようになるといいですね。 

市川 「楽学ニュース」は一部の人のものではな

く、会員一人ひとりのものですから、みんなで育

てていかないといけませんね。 

それと、それぞれの号により狙いを明確にすると

いいですね。例えばボランティア養成講座の受講

者に配る時には、その心に訴え、仲間になりたい

と思ってもらえるような紙面にしたい。狙いを持

てば自ずと紙面に表れますよ。 

木元 もし、何かの分野で活躍している人がいれ

ば、成功話を取材して、その経過を紹介するのも

よいかも知れません。 

市川 インタビューや取材の対象としては、いま

はこと欠かないほどあります。賛助会員とか、日

本語ボランティアの人達、ＮＰＯ法人や女性団体、

公社や教育委員会など。もちろん会員でもいいで

す。 

３ヶ月に１回くらい取材先を決め、インタビュー

に行ったらよいのではないですか。取材が苦手な

人もいるかも知れないけれど、案外病みつきにな

るかも知れない(笑い)。 

司会 木元さん、インタビューのコツなど、アド

バイスをお願いできますか。 

木元 まず相手を知ることです。事前に相手に関

する知識をよくつかんでおくことが大切です。取

材中は相手のよさ、よい言葉を引き出すことだけ

を心掛けることです。また全面的にその方を人間

として尊重する姿勢で臨むことも大切ですね。よ

く調べもせず、先入観を持って自分の思いだけを

ぶつけてはうまくいきません。 

司会 会報に期待するところはたくさんあると思

いますが、森さん、いかがですか。

森 急に書いてと言われても難しいところがあ

るでしょう。まず現場に出向いて記事にすること

から始め、次に会員へ、外部へと取材に行くよう、

段階を経てやっていただきたい。「ニュース」は

会員向けには毎月出して欲しいと思っています。

会員が増えればなお必要となります。 

そして、書く記事に思いを伝えることが出来れば

いい。会合では伝えにくいことも記事として「思

い」を伝えて欲しいですね。大変ですけれど。 

 
 

司会 たくさんのご意見や課題も浮び上ってまい

りましたが、小林さん、広報部長としての決意を

聞かせて下さい。 

小林 貴重なご意見をお伺いしました。みんなに

読んでもらえる内容を心がけます。「ニュース」

は年１１回発行し、取材を心がけ、皆さんの意見

を吸い上げられるように、今後の企画を練ってみ

たいと思います。 

司会 一歩一歩階段を上っていくというのが「ニ

ュース」の継続につながるのかと思います。 

木元 ちょっとしたことでいいんです。会合に出

たり、イベントに参加したりすると、どんなメリ

ットがあるか、知識が得られるかを強調し、やっ

てますでなく、一緒にやりましょうと書くと変っ

てくると思います。例えば内容を細かく紹介する

とか、コラムを工夫するなど。これからも「楽し

く学ぶ」をコンセプトにしてますます頑張ってい

ただきたいと思います。一歩一歩階段を登りなが

ら「楽学ニュース」をこれからもずっと継続して

いただきたいですね。 

司会 プラスアルファを含めてたいへん参考にな

りました。頑張りましょう。木元さんには貴重な

ご助言をありがとうございました。またインタビ

ューなどもお願いすることになるかも知れません

ので、その節はよろしくお願いします。皆様お忙

しいところをありがとうございました。 

記録：会報部
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「楽学ニュース」の思い出 

 懐かしい「楽学ニュース」の第１面の幾つかを載せてみました。 
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    第７６号 平成１５年５月発行          第９０号 平成１６年９月発行 

     （ＮＰＯ法人設立記念号） 

 
  

６月度月例会報告 

 ６月２７日、月例会の参加者は１５名であった。

今後、多くの会員の参加を期待したい。月例会は、

ボラ活部の長谷川さんの司会で進行した。 
  

１.「足立区生涯学習基本計画の策定に関する答申

案」について市川代表理事及び教育委員会森係

長より報告・説明があった。 

1)市川代表 

この答申は、２１世紀の生涯学習の基本と

なる「第３次足立区生涯学習基本計画」につ

いて、足立区生涯学習推進協議会が区長の諮

問に応えて、７月１日に出すものである。 

市川代表は、同協議会のメンバーの一人と

して答申作成に加わり、学習支援ボランティ

アの立場で具申し、答申案に明文化されたこ

とを報告した。 

「協働で築く力強い足立区の実現」が基本

理念であり、市川代表はこの答申により、自

分達の活動に意味を見い出し、「あだち区民大

学塾」が区民のニーズに応えるものと確信し、

「今後、区民と行政による協働のモデルケー

スとして育てていくことが大切」と位置付け

られたことを、光栄に思うと語った。 

最後に、森係長の尽力に謝意をのべた。 

2)森係長 

１年以上かけたという答申案の１～４章と

補論の概要を説明し、「楽学の会」に対しては、

基本計画に「あだち区民大学塾」があるので

粛々と活動を続けて欲しいと次のように話し

た。 

① センターの運営ボランティアをはじめとす

る運営ボラの確保 

②｢あだち区民大学塾｣の事業拡充 

③新たな事業として、学習情報・相談の提供

の準備 

④マーケットとして、学校を視野に入れてお

くこと 

等々、答申を読んで活動の確認を行い、今後

の活動のヒントを見つけて欲しいと、結んだ。 

 

２.「あだち区民大学塾」事務局 

緑川さんより次の報告と提案があった。 

1)９月予定の３講座は８月１日発行「ときめき」

で案内する。 

2)申込みハガキ受理、問い合わせ、名簿作成な

どに対応するスタッフを募集する。登録用紙
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に記載、提出し、協力してほしい。 

3)欠席者にも登録用紙を発送し、参加を要請。 

３.その他 

・ボラ活部から、７月度の月例会は暑気払いと

の報告があった。 

場所：“日本海” 

日時：７月２６日 午後６時～８時 

・センターの坂田さんから、ボラ養成セミナー

の中間報告と、「エジプト・・」講座の運営ボ

ラの要請があった。 

 

(取材 会報部) 

 

 

運営委員会だより 

平成 17 年 7 月度の運営委員会は 7 月 4 日(月)

に開催されました。議事録をもとに報告します。 

 

１．あだち区民大学塾の件 

1)第 1ステ－ジ(9月開講)3講座の案内は8月 1

日号の「ときめき」に掲載される。 

2)運営スタッフ、事務局スタッフ(電話応答)の

登録を会員によびかけているが、申し込みが

非常に少ない。 

２．西部老人館(足立区直営住区センタ－)より講

演依頼の件 

以下の要領で講演の依頼があった。検討の結

果、受託することにし、詳細は 8月度運営委員

会で各自の案を協議しきめる。 

・日時：11 月 16 日(水)1 時 30 分～2 時間 

・場所：西部老人会 2階洋室 

・テ－マ：これからの生涯学習－自分に会う

学習の場を見つけよう－ 

３．月例会等への出席を増やす対策の件 

協議の結果、 

①各部・局会議等で会員の堀り起こしをする 

②運営委員が出来るだけ会員にアプロ－チする 

③月例会等は会員に魅力あるテ－マを検討する

ことになった。 

４．各部・局からの報告及び提案 

・学習支援部 

9月29日から生涯学習センタ－との共催講座

「人生を楽しくするコミュニケ－ション力」(全

5 回)を実施する。開催案内は、「ときめき」８

月 1日号に掲載される。 

・ボランティア活動推進部 

①8 月 3 日(水)午後 7 時より新入会員歓迎会を

開催する。 

②8 月 9 日(火)午後 7 時より新入会員説明会を

開催する。 

③9 月月例会は「事例発表会」を実施する。正

会員、賛助会員 4～5 人予定している。 

・会報部 

「楽学ニュ－ス」100 号記念特集号は 7月 20

日に発行する。また、開講中の生涯学習ボラン

ティア養成セミナ－受講者にも配布する。 

・事務局 

①理事の辞任および就任の登記を完了した。 

②日本語ボランティア支援講座運営スタッフか

らの寄付を寄付金収入に計上の報告。 

・A-net 

NPO まつりへの参加お礼と来年度も開催を検討

している。 

５．創立 10 周年記念事業実施準備の件 

第1回実行準備委員会を7月15日(金) 午後

4 時～6 時開催する。 

６．その他 

1)平成 17 年度下半期運営委員会・月例会開催予

定 

運営委員会 10月５日(水)、11月７日(月) 

      12月５日(月)、１月５日(木) 

      ２月６日(月)、３月６日(月) 

月例会   10月28日(金)、11月25日(金) 

      12月 なし 、 １月27日(金) 

      ３月24日(金)、３月27日(月) 

2)指定管理者制度の勉強会を実施する。 

(瀬田)
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☆ 共催講座のお知らせ!! ☆ 
９月２９日より毎週木曜日、連続５回で、生涯学習振興公社との共催でアサーション(自己表現力)ト

レーニングの講座を行うことが決定いたしました(詳細は 8月 1 日号のときめきに掲載)。 

この講座は、学習支援部が今年１月より何度も、何度も修正を重ね、ようやく実現したものです。学

習支援部としては初の有料で、５回講座です。よりよい人間関係を保つために、きっとどこかで役に立

つと思いますので、運営ボランティア、受講者としても是非ご参加、ご協力よろしくお願いいたします。 
 

 日程 内容 講師 

第１回 9/29 アサーショントレーニングとは 

～楽しい人生を送るための表現力を身につける～ 

茨城大学大学院教授 

   菅沼 憲治 氏 

第２回 10/ 6 自分自身を知る 

 ～新たな自分へ踏み出す～ 

第３回 10/13 職場でのコミュニケーション 

 ～理解しあえる人間関係づくり～ 

神奈川工科大学学生相談室 

  カウンセラー 

   佐藤 哲康 氏 

第４回 10/20 家族のコミュニケーション 

 ～素敵な家庭の基礎づくり～ 

第５回 10/27 明日から役立つアサーション 

茨城大学大学院教授 

   菅沼 憲治 氏 

＊毎週木曜日 午後 7時～9 時 

＊会場：足立生涯学習センター 

(学習支援部) 
  

運営ボランティアに参加して 

フィリップス・コレクションの魅力 

会場から“ブラボ－”の声援 

相馬 義人 

毎日新聞社連携講演会、「近代の美術を味わう－

フィリップス・コレクションを中心に画家と作品、

その背景をみる－」には200名を越える参加者があ

り会場をうめつくした。 

講師は、恵泉女学園大学 池上英洋助教授。 

「アメリカのプラド美術館」にすることを目指

し、世界有数の個人コレクションを築き上げたア

メリカのダンカン・フィリップスの業績をはじめ、

今回の展覧会に出品されている、ルノワ－ル＜舟

遊びの昼食＞をはじめ、エル・グレコ、ゴッホ、

セザンヌなどの個々の絵画についてスライドで分

かりやすい解説があり、印象派の絵の本質、展覧

会場では絵に出来るだけ接近し、少しずつ後退し

て見ると絵の情景が見えてくる、また、画家のエ

ピソ－ドや歴史に残ることばなどを感情をこめて

語るなど参加者を魅了させた。講演が終わると、

期せずして会場から“ブラボ－”の声があがり、

われるような拍手のうちに講演会を終了した。 
  

お天気から考える私たちの地球 
－ 地球環境と気候変動 － 

アイディア一杯の実験で楽しい講義 

喜多村 政夫 

千葉放送大学所長の木村龍治氏が講師で、６/28

と７/５の全２回の講座でした。参加したボランテ

ィアは総勢９名といつもと同じ位の人数でした。

ただ、木村先生は、ビディオカメラで小実験の映

像を写し、持参のビディオカセットを次々と取替

えて映写すなど、ＯＡ機器を使われるので、先生

が連れてこられた助手の方だけでは手が足りない

状況となり、生涯学習センターの坂田さんが臨時

の助手として大活躍されたおかげで、無事に講座

を終了できました。 

前で行っている実験(日本上空を流れるジェット

気流の発生実験や、北極からの冷たい海水が深海

に潜り広がる実験など)をビディオカメラを使って

スクリーンに映したので、うしろの席の人もよく

見ることができ、感心するやら喜ぶやら、大好評

でした。これからは、私達ボランティアも最新の

ＯＡ機器を使いこなせるようになることが重要だ

と感じました。 

ただ、先生が受講生の方々に話したいことが多

すぎて、２回の講座では時間が足りなかったよう

な気がします。次回の講座が企画されることを希

望したいと思います。 
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生涯学習センター 

ボランテｲア情報 

Wanted: Volunteers!! 

 暑い夏がやってきました。みなさんお元気でお

過ごしですか?この暑さに負けずにさらに熱く熱く

頑張っていきましょう。 

 さて、早くも秋の講座の準備が着々と進んでい

ます。今回もみなさんのご協力をいただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 
 

新しい自分との出会いを求めて…。 

LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY ! 
 
 

運営ボランティア募集 
 
 

▼ 生涯学習センターネットワーク講座 

「人生を楽しくする 

コミュニケーション力」 

～より良い人間関係をつくるために～ 

(詳細は公社ニュースときめき ８／1 号) 
◎日 時   9/29～10/27(全5回) 

毎週木曜日  

午後7時～9時 

◎活動時間  午後6時15分から9時頃まで 

◎会場    生涯学習センター 

◎活動内容  司会・受付・案内・運営等 

◎担当     中島 

 

★★★申込み方法★★★ 
生涯学習センターに電話、FAX、メールまたは

直接窓口へお申し込みください．その際は、「運営

ボランティア申込み」とお申し出ください。 

 

締切日 

9 月１4 日(水)17:00 まで 
 

TEL  03-5813-3730  

FAX  03-3870-8407 
 Email :  sgakushu@kousya.jp 

楽学インフォメ－ション 
   

★会合のお知らせ★ 

〇運営委員会 

 ８月 ５日(金) 午後７時～９時 ワ－クル－ム 

 ９月 ５日(月) 午後７時～９時 ワ－クル－ム 

〇月例会 

 ９月２７日(火) 午後７時～９時 研修室 

〇新入会員歓迎会 

 ８月 ３日(水) 午後７時～９時 研修室 

〇新入会員説明会 

 ８月 ９日(火) 午後７時～９時 研修室 

〇学習支援部 

 ８月２３日(火) 午後７時～９時 ワ－クル－ム 

 ９月１４日(水) 午後７時～９時 ワ－クル－ム 

〇ボランティア活動推進部 

 ８月 休み 

 ９月 ８日(木) 午後４時～６時 ワ－クル－ム 

〇会報部 

 ８月 休み 

 ９月 ９日(金) 午後２時～４時 

 ９月２１日(水) 午後２時～４時 

 ９月２７日(火) 午後３時～６時 

     いずれも ワ－クル－ム 

〇事務局 

 ８月 休み 

 ９月１６日(金) 午後２時～４時 ワ－クル－ム 

★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 瀬田佳男 電話：03-3896-2462 

   E-Mail：ys-0618@taupe.plala.or.jp  

○ホームページに関するご意見・ご提案 

  ホームページグループ 原田進 

   電話：03-3913-6050 

   E-Mail：BRB03616@nifty.ne.jp 
 

【編集後記】 

 梅雨明けの猛暑が続く今日この頃ですが、皆さ

ん、いかがお過ごしですか？９月からの活動に備

え、８月はゆっくり休み、体力と気力を養いまし

ょう。 

 さて、｢光陰矢のごとし｣とかで、早くも、100

号の発行を終えることができました。編集子への

たくさんのご鞭撻、ご要望を受け、新会報部一同、

少しずつでも前進できればと心を新たにしたとこ

ろです。今後とも、変わらぬご支援をよろしくお

願い致します。           (喜多村) 


