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１７年度「日本語ボランティア支援講座」盛会裏に終了 
 先頃、「楽学ニュース」に掲載された写真

を北千住駅前の“あだちシティビジョン”

に使用したいとのメールを頂いた。１０３

号の「日本語ボランティア“くりはら”訪

問記」にある写真のことである。 

 発信者は１７年度の「日本語ボランティ

ア支援講座」の担当である、区民課国際化

推進担当係長の中村さんからであった。本

講座を足立区より受託して３年、外国人の

ための支援グループ立ち上げの養成講座に、

「楽学の会」が関わってきたことが少しず

つ広がりをみせていることは、何にも増し

て嬉しいことである。 

 当初は緊張感を伴いながらの講師

とのやり取りも、最近になって、親

しみと信頼と思えるような言葉をメ

ールで頂くとつい嬉しくなり、直ぐ

周りに転送してしまう。その時々の

思いを、支えあう者同士が分かち合

い、一体感を持てればと考えている。 

 今回は例年より遅いスタートで始

まった、中央本町地域学習センター

での講座も２月１２日で最終回を迎

えた。８回目は４月からの活動に備

えて、直面するであろう実践のノウ

ハウを先輩ボランティアに伺おうという内容だ。様々なアドバイスに意欲的な質問が飛ぶ。 

 一方、さすが試行錯誤を重ねて来られたリーダーらしく、優しさと期待を込めた眼差しのメ

ッセージが返される。心に響くものを感じたのは私ばか

りではあるまい。 

 ふと、足立区に在住される外国人２万１千人余りのほ

んの一部の人たちにではあるが、貢献できる意味合いを

思い浮かべながら、１８年度の受講生に思いを馳せる自

分が居ることに気づく。 

 今回の支援メンバーである７人（市川、原田、大藤、

緑川、田中(桂)、田中（国）、小林（玲））の皆様の、毎

日曜日のご協力に感謝いたします。 

(早坂津夜子) 
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  み ん な の 声 

2006年 今年の抱負 

 １０５号に引き続き、会員の皆様に今年の抱負を寄せて頂きました。 
  

★新年への思い        石田 佳久 

 事務局に入っていってびっくりした。 

なんと大きな金庫が置いてある。「どうしたの」

とAさんに聞いたら「実は今年から行政の対応が変

わってまったく違った方向に進むことができるよ

うになったの」というのです。金は出すけど口は

出さないというのです。なんて素敵なフレーズだ

ろう。 

 ようし今年からいろいろな企画が制約なしに何

でもできる。昼の講座もできスタッフの方の出席

もよくなるだろう。万々歳だ。 

 なんて自宅に帰ってああでもないこうでもない

といろいろ検討して喜んでいましたが、次の日事

務局に行ったら金庫がありません。「どうしたの」

とAさんに聞いたら「なにとぼけているの」といわ

れ、我に帰り、そうか自分は近未来に会がこうな

ったらいいなあという夢を見ていたんだ。でもよ

く考えたら会の皆さんもこんな夢を見たことはあ

りませんか。 

 願望として。 

 実際はありえないことで会の現実に気づき、清

く貧しく・・・・・を考え今年もできの悪い会員

として少ない知恵を絞り頑張っていこうと思って

います。 

 

★新年、そして10周年に想う 高見沢 公彦 

 もう2月末ですね、皆さんの新年の計画は進んで

いますか？あまり考えた事のない私ですが、今年

は「起業」と言う目標を立てました。 

 「集う・働く・学ぶ」が起業のテーマであり、

又人生は誕生から終末までが「生涯学習」である

と私は思います。 

 縦割り社会からネットワークを生かし、異業種

(NPO・ボランティア)活動・交流も必要。人間関係

のうまく取れない大人も多く、小さなことで腹を

立て、切れる大人には困ったもの。他者否定せず

に議論が出来るよう、学ぶ事が必要か？ 

 区民大学塾が始まっているが、なぜ、会員・理

事が講師をしないのか？ボランティアセミナーも、

もう自分たちだけで講師は務まるのでは？（他自

治体では市民主体である） 

 私の現在の活動は、楽学の会では会報部の支援

ですが、主な活動は「精神保健福祉」の方です。

年間3万人もの自殺者のいる日本、世界からも注目

されています。（あまり良い注目ではないが） 

 楽学の会も、今年は10年と言う節目の年、考え

る良い機会と思います。そして皆さんが講師を体

験してください。私は20代後半に渋谷区の教育委

員会からの要請で、レタリング（技術指導）の講

師を経験させていただきました。その後、台東区、

足立区、船橋、調布など忙しく活動した事が今で

も役に立っています。講師をするには様々な準備

が必要ですが、その準備が講師にとって良い学び

になりますね。つまらないプライドなど捨てて、

頑張ってみませんか。 

 今年は長年の夢でもありました「セルフ・カウ

ンセリング講座」も３月に３回の体験講座を実施

します。興味ある方はご連絡を。 

 

★自己中心にならないように   相馬義人 
 今年の年賀状に「年男。生活パタ－ンも定着し

てきました。体操、歩き、パソコン、ボランティ

ア…、増えたのは、検診、クスリとモノワスレ」

と書いたら、同じ歳の友だちから「…ヨッチャン

をうらやましく思う。モノワスレなら負けないぞ」

と返事がきて、思わずニッコリ。 

 今年は、自己中心にならないように努めたいと

思う。なぜって？ 

「身体のおとろえが、心のおとろえにつながって

いるとしたら、人間は老いるに従って自己中心の

子供の世界へ回帰してゆくかもしれない。」（ハロ

ラン芙美子ハ－トｔｏハ－トから） 

 

★そろそろお年頃        鈴木良夫 
 40代に思った、60になったら仕事から解放され

ゆっくりと、65過ぎたら役員を引退、団体の役員

は70過ぎまでするものではない。そんな風に考え

ていたことが現実に自分がこの年齢に直面してみ

ると、世間の風から解放されるのを決断できなく

ている。ついつい自分等が立ち上げた「ふるさと

会」との思いがあって。会員の年齢構成に起因す

ることもある。会員構成年齢が自分たちが中心だ

から、ずるずると……でも今年は決断をしようと

思う。若い力が見えてきたので。ニュ－スに有り

ました「楽学人生」の探しの為にも。 
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★私に今、出来る事      吉田 洋子 
 今、91歳の父を介護していて老いるという事は

こういう事なのだと実感しています。 

 いずれは自分もと、我が道を思い学ぶことも多

いです。 

 以前に比べてボランティア活動は少なくなりま

したが、“情報ボランティア”は細々と続けること

ができ、そこではパソコンの知識を覚えたり、生

涯学習センタ－の職員の方や、良き先輩方との実

り多い交流があります。また、運営ボランティア

では懐かしい仲間に出会えるのも楽しみです。「自

分のできる事を、できる時に」当面は活動したい

と思っています。 

 

★年初に当たって       小松 敬 
 年初に当たって何か一言という機会を与えられ

ましたので、少 「々楽学の会」への御願いを――。 

 私は第２回のボランティア養成講座を終了し、

直ちに入会。最初の２、３年はメンバー同士がカ

ンカンガクガク、楽しくホットに議論し、種々の

イベント、運営等に参加して来ましたが、その後

は全く名ばかりの会員として今日に至るという訳

です。 

 では何故そうなったかと考えて見ますと確かに

会はＮＰＯ化とともに組織とては整備されてきま

したが、その実、内部（メンバー個々）にほとん

ど目を向けることなく外部へのＰＲ．デモンスト

レーションにその力が注がれて来たと私は感じて

います。もっと会員相互の交流を重視し、豊な人

間関係を築く“場”にすることも会の目的の一つ

ではなかろうかと考えます。会員には必ずや人生

経験が豊富で魅力的な方々が多数おられることで

しょう―――。 

 この際もう一度会員ひとりひとりの再発見と交

流の年でありたいと願っています。 

 

★会報部ってステキ      加藤 章子 
 新年、明けましておめでとうございます。昨年、

生涯学習ボランティア養成セミナーをキッカケに

楽学の会へ入会し、会報部に参加させていただき

ました。 

 それから半年、毎月発行される楽学ニュースの

作成で楽しい経験をさせていただいています。”で

きることから始めよう”そんな気持ちで始めた活

動ですが、今年も仕事を両立させながら”自らも

学び・輝く人生”を歩めるようにボランティア活

動をしていきます。今年もよろしくお願いします。 

★新年に思う。         安藤 寿 
 自分の身の丈で。 

自分の後姿は解らないが身の丈は解る。本年は何

事によらず、自分の身の丈をわきまえて行動する

事を心掛ける。 

 無理して背伸びすれば転んで恥をかき、人様に

迷惑も掛ける。 

 会員の皆様本年も宜しく御交誼下さい。 

 

★１０年の歩み        大藤 久子 
 活動を始めて10年目。自分でも続けていけるか？

と心配しながら、講座、講演などに参加し、会員

の皆様と活動を進めているうち、今や自分達で企

画し、活動できるまでになりました。 

 区民学習が拡がることが１つの目標です。今年

も、「ＮＰＯ法人 あだち学習支援ボランティア 

楽学の会」として、「あだち区民大学塾」、自主講

座や指定管理者制度の学習会などの活動に参加し、

皆さんといっしょにしっかりと活動していきたい

と思います。 

 健康で楽しい会の発展に微力を役立てたいと思

います。 

 

★地を歩く者         木島 叔子 
 ６回目の寒梅忌が先月行われました。藤沢周平

を好んで読みますが、某評論家が司馬遼太郎は「天

翔ける者」を描き、藤沢周平は「地を歩く者」を

描くと言います。ともに人気作家であり読者も多

いのは、いつの世も両者で成り立っていて、それ

ぞれにおのが身を重ねるからかもしれません。 

 「楽学の会」は多くの地を歩く者で種をまき、

水をやり、森をそだててきました。今年もまた、

地を歩く者たちで種をまく時期がきます。 

 

★還暦を迎えて       喜多村 政夫 
 昨年の６月に還暦を迎え、妻や子供達からお祝

いをして頂きました。なんとなく気恥ずかしいも

のでした。 

 定年３年前に退職し、最初は地域に知り合いも

なく、家事以外は１日中パソコンに向かっている

暗い毎日でした(本人は暗いとは思っていませんで

した)。やっと１年後に、町内の皆さんとも繋がり

が出来始め、楽学の会にも入れて頂き、持ち前の

明るさが戻ってきました(と家内が言います)。楽

学の会の活動に参加することを通じて、区内のい

ろいろなボランティア活動などを知ることも出来、

幅が広がってきました。 

 還暦程度では、老人会には入れそうもなく、ま

だまだ辞めた当初の夢へ実現に向けて歩まねばい

けないのでしょう。今年こそ、前進しなければ！！ 

 でも、還暦を迎えて、好きな映画を見るのに入

場料が千円でいいのは、感激です。 
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  み ん な の 声 

2006年 今年の抱負 

★皆で渡れば楽しさ倍増     原田 進 
 あだち区民大学塾に10周年記念事業と、楽学の

会は今年もイベントが続きますが、「楽しく明るく」

をキーワードに活動を続けて行きます。沢山の人々

といろんな交流ができることを期待しています。

もちろんお酒以外にも。 

 物忘れに思い込み、聞き違いに勘違い、とマイ

ナス点が多くなりますが、「俺もそうだよ」「私も

だんだん」などのアイヅチに気持ちを強くしてい

る昨今。「皆で渡れば怖くない」を「皆で渡れば楽

しさ倍増」と前向きに、１回でも２回でも自分の

できる範囲内で、ご一緒に活動しましょう。 

 

★楽学の会との関わりのなかで 染野 絢子 
 久しぶりに会議に参加して、驚くほどハイスピ

ードで進化しているのを感じました。そのような

状況の中で、唯一、設立初期から変わらないこと、

それは、楽学の会メンバー皆様の暖かい心遣いで

した。学生だった頃、参加できない時期がありま

した。久しぶりに勇気を出して顔を出したとき、 

「よくきたね」と皆様の暖かい言葉に自分の場所

を探すことができ、自然と受け継がれている心の

温かさ、そして、これからも受け継がれるべきも

の大切さを実感いたしました。 

 新規会員の方は、ボランティア自体がはじめて

であり、楽学の会での居場所を探しきれていない

かたも多くおられると思います。しかし、皆様の

暖かい声かけで、自分の居場所を見つけ、組織が

受け継がれていく、そんな楽学の会だからこそ長

年この会に関わりを持てたのだと思います。また、

これからの関わりのなかで、NPO法人ではあります

が、今までの会社組織の概念を一歩外れて（捨て

てみるのも？？）ボランティアという根底をみつ

めていただきたいと思います。 

 新しい考えを導入するのももちろん大切なこと

であり、これからの会の発展に重要なことではあ

りますが、楽学の会が法人を取得する以前より目

指してきたものが何なのか、そのために作り上げ

てきたものは何であるのか、歩んだ道のりを今一

度顧みていただきたいと思います。 
                                                                                

     わ   さ   び  

 旅の好きな人もたくさんいると思います。今回

は読み方の難しい地名をあげてみました。なお読

み方についてはまたいつかこの欄でいたします。 

北海道編 

 (１)愛冠 (２)能取 (３)冬窓床 

 (４)厚瀬 (５)紫雲古津 (６)興部 

 (７)雨粉 (８)一巳町 (９)弟子屈 

 (10)羨古丹 (11)音威子府 (12)生花苗沼 

 (13)温根沼 (14)御札部 (15)長万部 

 (16)咲来 (17)倶知安町 (18)奥潭 

 (19)長流枝 (20)東風泊町 (21)止若内 

 (22)野花実南町 (23)白老 

 
小樽運河 

沖縄編 

 (１)与武門原 (２)勢理客 (３)玉城 

 (４)喜屋武 (５)国頭村 (６)今帰仁村 

 (７)大工廻 (８)東山本町 (９)安慶田 

 (10)喜瀬武原 (11)穂採謝原 (12)水納 

 (13)宣名間 (14)西表 (15)南風見仲 

 (16)東風平 (17)新城 (18)具志頭 

 (19)東江 (20)祖納 (21)荷川取 

 (22)皿嶺 (23)平安名 

 
エイサー 

 皆さんいくつ読めましたか。いつかまたお会い

しましょう。          (石田 佳久) 

Let's Joint Us 

３月月例会開催案内 
 以下の要領で、３月月例会を開催しますので、万

障お繰り合わせの上、ご参集ください。 

１．日時：３月２７日（月）午後７時～９時 

２．場所：学びピア ５階 研修室４ 

３．テーマ； 

    今、学校支援ボランティアに期待するもの 

４．講師； 

   教育委員会学校地域連携課係長 桜井 通 氏 
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指定管理者制度学習会 報告④ 

（安藤寿、田中国弘） 

１．第４回指定管理者制度学習会について 

日時：平成1８年２月６日（月）15時～18時  

場所：ワークルーム 

出席者：２１名 

議題 「楽学の会」具体的参入案とメリット、

デメリット～参入の可否議論を通じて

より深く学ぶ～ 

①指定管理者制度の学習支援ボランティア

「楽学の会」への影響分析（「機会」「脅威」

と「強み」「弱み」） 

②影響分析を踏まえて、指定管理者制度への

「楽学の会」の対応について考える 

・第１回～４回の学習会で指定管理者制度の理

解と「楽学の会」の対応の方向性は十分議論

できたと思います。 

 参加できなかった方は、今回の配布資料を

お送りしますので、FAXかメールで田中国弘ま

で請求下さい。是非全会員に読んでいただき

たいと思います。 

   (FAX：03-3856-9290 

    EMAIL：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp） 

・次回４月最終回(日時別途連絡)はこれまでの

議論の総決算として、いくつかの選択肢を整

理して提示したいと思います。賛否の判断は

理事会、総会等で行うこととし、本学習会は

予定通り終了いたします。 

２．全４回に亘る学習会後の会員の一口意見・ 

  感想（大意要約、順不同、両論掲出） 

・ボラの意識、今後のＮＰＯ法人の会員として

のあり方、など今後の「楽学の会」のあり方、

進め方に大変参考になると思います。 

・このような学習会を会員のスキルアップの手

段として必要な時に開いたらと思います。 

・会の今後のあり方にかかわる問題を含めて、

ボランティアについて学習することができま

した。新しい事業のあり方の大きな柱でしょ

う。官から民への大きな社会の流れの中で、

新しい時代を感じていく学習でもあったと思

います。参入する、しないは別として議論を

重ねていく大切さが、特に「楽学の会」にと

っては大きな意味があると考えます。 

・他の例の実態調査も含めて学習会を続ける。

又会員の意識を今後まとめる必要があります。 

・これからの本会の活動を発展させて行く為の

有意義な時間でした。「楽学の会」が認知度を

高めていく為には指定管理者になることが最

も大事な事ですが、それにはまず組織作りが

第一と思います。本体事業と指定管理者とを

会の元としてしっかりした責任者を配置し、

多くの会員の参加を促す様にしていけたらと

思います。又公社のソフト面をこれからの３

年間で協働し実力を発揮できたらと思います。 

・参入するとしたら、ハードの部分を担う企業

とのジョイントベンチャーを組むのが現実的

であろう。只イニシャティブをとらなければ

利用されるだけで終わる可能性が大である。

当会のＰＲが必要。その意味で参入は時期尚

早と思います。次回を期して実力と合わせ当

会のＰＲを十分することが大切と思います。 

・後は実行するか否かの決断だと思います。本

当に中心になって進める人が立ち上がるのか、

大学塾との両立が可能か、財政基盤充実のた

め会費値上げが可能か、具体的に詰めること

が沢山あります。 

・会としてこの事業に参加するか、しないか方

針を決める時期と思います。 

・そろそろ清貧に甘んじるだけでなく、いろい

ろな水も飲んでみることが必要なのではない

でしょうか。 

・私は世の中の流れから参加することは必要と

思います。種々問題はあると思いますが、一

つ一つ解決していくことが必要ではないでし

ょうか。その為にはもう少し具体的に進める

ことが良いと思います。 

・参加者は新人とベテラン。中間層をいかに取

り込むかを考えることも必要と思います。 

・大まかな内容が解かりました。とてもむずか

しい事ですね。 

・楽学の会が任意のボランティアから３年前に

ＮＰＯ法人に移行した際の基本的な考え方が、

いろいろな議論のスタート。その辺の基本理

念をしっかり踏まえた上で参入、不参入を検

討する必要があると考えます。 

・今回の学習会で会の本質的な問題が明確にな

り、会員が忌憚のない意見を出して会合した

ことは大変有意義なことであったと思います。 

・会員のスキルの棚卸がどうしても必要。その

結果で施設管理能力の有無等を判断すべきと

思います。           [以上] 



 - 6 -

 

楽学ニュースを手に、橋本編集長

 

「竹ノ塚百景」 

  

「竹の塚百景」橋本編集長取材

１/２３(月)区民大学

塾講師候補の情報を得

るため安藤、田中が「竹

の塚百景」の編集長 橋

本氏を東保木間の編集

オフィスに訪ねた。昭

和５６年創刊以来２５

年の足立の情報満載の

名物タウン誌で、橋本氏は名物編集発行人菊池氏よ

り引き継がれた方である。区を初め、各界の２５年

の情報ネットワークの話を興味深くいろいろ伺った。

我々が非常に参考になったのは当たり前のことであ

るが「基本は自

分で直接取材

して記事を作

る」ということ。 

 今後は「竹の

塚百景」の中で

講師候補があ

れば、大学塾の

立場で取材し、

直接コンタクト

したらどうかというお話を頂いて、取材を終えた。 

(田中国弘) 

 

 
西新井大師節分豆まき見物記 

 生まれて初めてお大師さんの節分豆まき見物に行

ってみた。理由は初場所優勝した大関栃東を見たか

ったと言う、単純と言えばそれまでの話だが。３時

３０分から開始という事で早めに出向いたら、予想

通り既に老若男女合わせ多勢集まっていた。 

 警察と消防の厳重な警備、警戒の中、予定よりや

や遅れて豆まき開始。仮設回り舞台から時計の逆回

りで開始。大相撲の白鵬、何の縁かサッチ―こと野

村沙知代さんも豆まきの人の中に居て「サッチー」

の掛け声が飛んだ。 

 待望の栃東が近くに来た。何故か豆は舞台下に向

かってぱらぱらとまく。遠くへまけば人が移動して、

危険と考えたのではないだろうか。実際、栃東に関

係なく自分の近くで将棋倒しが起きた。是は誰も止

められない。警備、警戒で防ぎ切れない運不運とい

う事はあるものだ。ところで栃東、来場所優勝かそ

れに準じた成績を上げれば横綱になれる。 

 相撲は日本最古のプロスポーツである。谷風が４

代横綱となったのは寛政元年11月(1780年）、それか

ら数えて２２６年、横綱は６８代しか生まれていな

い。そのうち３代目までの明石志賀之助、綾川五郎

次、丸山権太左衛門は伝説上の横綱である。相撲は

格闘技と様式美を兼ね備え国技となっている。東京

出身は戦後に、東富士、栃錦、貴乃花、３代目若乃

花の４人しか成っていない。頑張れ栃東、足立の

星！！               (安藤 寿) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
好天、善男・善女が集まり、 

平和のシンボル鳩が飛ぶ 

 

栃東と玉の井親方の２ショット 
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運営委員会だより 

 平成18年2月度の運営委員会は2月6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3ステ－ジ申込状況（2月6日現在） 

 ｢新・話し方おもしろ講座｣     ：37名 

 ｢卓球から学ぶ熟年人生の 

        健康と生き方｣    ：21名 

 ｢真のマナ－を身に付けませんか？｣ ：21名 

 ｢ビ－ル学入門講座｣        ：16名 

②大学塾事務局の応募を締切り、担当表を作成

した。 

③公社事業の申込方法が電話または直接公社窓

口に変わったので、大学塾の申込方法を検討

する。 

④会員に運営ボランティアのあり方について、

理解を求める。 

⑤来期の大学塾企画・運営について、教育委員

会・振興公社と協議する。 

２．指定管理者制度学習会の件 

①本日開催した第4回学習会には21名参加した。

第5回は4月に開催の予定(場合によっては月例

会の場で実施する)。 

３.創立10周年記念事業の件 

 第1回実行委員会を1月27日に開催し、20名が参

加した。２月に開催する部・局会議、月例会で引

き続き実行委員を募集する。 

４．各部、局からの報告及び提案 

〇学習支援部 

①生涯学習センターの受託事業として講座「子

どもを危険から守るには」を3月1日から開催

する。 

②平成18年度「生涯学習ボランティア養成セミ

ナ－」は6月14日～7月19日（毎週水曜日全6

回）開催する。 

〇ボランティア活動推進部 

①3月27日月例会の講師を、教育委員会学校地域

連携課に打診中。 

〇広報部・会報部・ホ－ムペ－ジグル－プ 

①創立10周年記念事業について新聞を中心とし

たマスコミ対応をすすめていく。 

②ニュ－ス2月号“会員の声”の投稿に協力の依

頼があった。 

③ホ－ムペ－ジに大学塾第3ステ－ジの講座開催、

ふるさとづくり賞受賞記事を掲載した。2月17

日染野担当が出席してＨＰの進め方について

協議を行なう。また、メ－リングリスト登録

者を募集している。 

〇事務局 

①4月の運営委員会は5日(水)、月例会は28日

(金)に開催する。5月～9月の予定は3月の運営

委員会に提案する。 

②前副代表理事の岩田守弘氏が退会した。 

○Ａ-ｎｅｔ 

①「足立区心の健康フェスティバル」は3月4日

11時から区庁舎で開催する。 

 

５．その他 

 ３月10日・11日開催の「文化ボランティア全国

フォ－ラム」への参加要請があった。 

（瀬田) 

 

訃報  前理事 中山 義男氏 

 前理事の中山 義男氏が、薬石効なく、２月８日

に亡くなられました。享年７６歳。謹んでご冥福を

お祈り申し上げます。 

 

 

中山 義男さんを悼む 

代表理事 市川 茂敏 
 中山さんの訃報を聞き、言い知れない悲しみと笑

顔で活動に参加されていた姿が浮かんだ。一昨年夏

からの「がんとの共生（中山さんの言葉）」を静か

に終えられた。 

 平成１４年１月、「ＮＰＯ学習会」立ち上げの呼

び掛け人を中山さんにお願いしたところ、「やろう、

やりましょう。」とご快諾戴いたことは今も記憶に

新しい。その後８回の学習会進行役として法人格の

取得に積極的に取り組まれた。また法人設立準備委

員会座長として設立の諸準備にあたられ、更に設立

認証申請書の設立代表者にもなって戴いた。中山さ

んのご尽力がなければＮＰＯ法人としての「楽学の

会」が、大方の会員の賛同を得て１年余りの期間で

誕生できただろうか。 

 ５月の創立１０周年記念行事をご一緒に迎えられ

ないことが、痛恨の極みである。氏のご功績は永く

会の歴史に刻まれることでしょう。心からの感謝と

ご冥福をお祈りします。 

 

  

 


