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第107号 (発行 平成１８年３月２７日) 

 
【編集・発行】 
特定非営利活動法人 

あだち学習支援ボランティア「楽学の会」 

【 事 務 所 】市 川 茂 敏 方 
〒123-0853 足立区本木1-10-11 

ホームページ http://gakugakukai.ld.infoseek.co.jp/ 

「文化ボランティア全国フォーラム２００６」開催される 
 
 ３月１０日、１１日の両日、河合隼雄文化

庁長官も参加されて、国立女性教育会館（ヌ

エック）において、「文化ボランティア全国

フォーラム2006」が開催されました。 
このフォーラムは、楽学の会の顧問である

大久保邦子さんが実行委員長で、全国規模で

は第１回目の開催とのことである。 
 テーマは「文化ボランティアが＜あなたと

日本を＞元気にする！～出会う･つながる・ 
動き出す～」です。北海道から沖縄まで、総勢230人におよぶ参加者があり有意義なフォーラ

ムでした。 
1日目は河合長官による講演、 各方面の４つの団体による事例発表、情報交換会等が行われ

ました。河合長官は、「文化」の意味は無限で広い。

世代を超えて人のつながりが必要であると話され

ました。今回、若者の参加が目立ち、特に学生ボラ

ンティアの発表は新鮮さがあり、ボランティア活動

の広がりを感じます。 
夕方の情報交換会では学生が進行し、河合長官と参

加有志とのフルート共演もあり盛り上がりました。 

 
２日目は８つの分科会に別れ、我々は「大田文化の森」と「楽

学の会」（田中国弘さん発表）の発表をもとに、指定管理者制度に

ついて、３０名以上が参加し議論を行いました。兵庫県のＮＰＯ

が実際に指定管理者になった例の報告があり、白熱した議論が行

われました。午後に、各分科会の発表と河合長官の講評でフォー

ラムは終了しました。 
 なお、「楽学の会」からは、市川、早坂、安田（善）、田中（国）、

安藤、江川、小林徹の７名が参加しました。           

河合文化庁長官 講演 

文化フォーラム出席者 

第４分科会「公共文化施設とボランティア」 
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平成１７年度「あだち区民大学塾」第３ステージ３講座終了 
 
 ２月２８日（火）より開始した１７年度「あだち区民大学塾」の第３ステージは、４講座のうち3講座

が成功裏に終了しました。 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
  
 
  

☆「新・話し方おもしろ講座」 
   ・楽しく参加できました。聞くだけでなく発言するというのがとてもよかったです。 
   ・他人を変えることができなければ自分が変わる努力をしようと少し思いました。 
   ・とても優しい気持ちのよい時間を過ごすことがでました。第2弾もあったら是非参加させてい 
    ただきたいと思います。 
 

☆「真のマナーを身に付けませんか」 
・自分の知らなかったことばかりで勉強になりました。グループで話し合ったりできて初めての

方ばかりなのに親しく話ができてよかったです。 
・仕事で応用できると思いつつ普段の生活の中で気をつけて生きたいポイントが多く楽しく聞く

ことができた。 
 

☆「ビール学入門講座」 
   ・メーカーの方の講座なので特に興味深く聞けました。 
   ・試飲があるのはよかった、ビールの歴史も知ることができてうれしい。 

講座名；新・話し方おもしろ講座 
～正しい発音・発声の会話訓練～ 

１ あなたも10歳若返る 
～正しい発音・発声の会話訓練～ 

２ 魅力的な表現力とは 
～おかしくないですか？敬語の使い方～ 

３ 違いが出るコミュニケーション術 
～あなたの個性が光る？スペシャルメモ～ 

 
元・ＴＢＳ 
アナウンサー 
 船田 君子氏 
 

真のマナーを身に付けませんか 
～江戸しぐさに学ぶマナーの真髄～ 

１ マナーの意味を知る 
～江戸しぐさに学ぶマナーの真髄～ 

２ 意外に知られてない生活マナー 
～言葉選び、身のこなし、しぐさで変身～ 

３ 明日から使えるビジネスマナー 
～気持ちを伝える電話・手紙・メール～ 

 
 
企業研修講師 
 木元 栄子氏 

ビール学入門講座 
～ビールの愉しみ方～ 

１ これさえ学べば「ビール博士」 
～原料・製造・歴史・ビールと健康～ 

２ 私たちの暮らしとビール 
～もっと美味しく、もっと楽しく～ 

 
キリンビール㈱ 
 米谷 英之氏 
    ほか 

受講者の声から 
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生涯学習センター講座報告 
  

 人にやさしい医療福祉技術 
～生活をサポートするハイテク車いす～ 

 2月25日、学びピア講堂で東京電機大学公開 
講座が開催された。講師は、現在、循環器系人工

臓器、高齢者用福祉機器などを研究しておられる

東京電機大学理工学部助教授の舟久保昭夫先生。

前半は、人にやさしい医療福祉技術についてのお

話、後半はさまざまなタイプの車いすの試乗が行

なわれた。 
 医療・福祉の現場を支えているのは、医学だけ

でなく、最新の医療福祉工学の分野では、人の身

体の特徴を考慮した技術を活かし、人をやさしく

サポ－トしながら日常生活を送ることを目指した

機器開発が行なわれていること、車いすを取り巻

く環境の整備や安全性などの問題、三大成人病の

動向、人工心臓などを持参しての福祉機器の解説

などがあった。 
最後に、福祉社会とは、機器の開発によって個

人の能力を引き出すこと、福祉機器を生かす社会

環境の改善を図ること、教育による個々人の意識

の向上と意識の持ち方のレベルアップによって住

み良い社会にすることをまとめとして強調され、

機器の開発に携わる先生の情熱とやさしさがひし

ひしと感じられた講義であった。 
 車いすの試乗体験では、手動車いす、介助用車

いす，ハイテク車いす、サッカ－用車いすが持ち

こまれ、先生のほかスタッフの方から、各車いす

の特徴や駆動の仕方の説明があり、参加者全員が

講堂内を緊張しながら駆動して試乗を楽しんだ。 
        （相馬義人） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「老いを生きるということ」 
～お年寄りの心と家族のかかわり～ 

 老い（年齢を重ねること）によって人はいろい

ろと変わっていく。年齢とともに変化に順応でき

る女性・できない男性。 
 老いとともに身体的喪失、人間的喪失と様々な 

ものが肉体から頭脳からなくなっていく。 
 放送大学の星 薫助教授のわかりやすくテンポ

のよい話に皆さん納得の様子でした。 
 高齢者の特徴とか喪失についてはいろいろある

が特に役割の喪失（退職等）人間関係の喪失につ

いては考えさせられた 
 またアルツハイマーについてもわかったときは 
かなり進んでいるとか。介護する、介護される当

事者になる前に知っておくと大変役に立つと思う

ので機会があれば是非皆さんも聞いてほしい。 
             （石田佳久） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「今どき子育て事情」 
 ～健やかな育ちのために！～ 

 最近、子育てに関する情報がよい面、悪い面で 
氾濫している。養育する環境が変化してきている 
ためであると思われる。お茶の水女子大学の菅原 
ますみ助教授の講演に参加した。 
 子育ての環境で、メディアの影響が非常に大き

い時代である。子供は生まれた瞬間からアンテナ

を持っていて、何でも自分に取り込もうとすると

いう。メディアは上手に子供に与えなくてはなら

ない。その責任は親にある。子供たちが健やかに

育つためには、親が子供を取り巻く環境をよく知

り、よりよくしていくことである。親の責任の重

要さを痛感した。 
             （小林 徹） 
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「がんとミカンの不思議な関係」 
～かんきつ類のがん予防物質～ 

本講座は東京電機大学公開講座として実施され

たもので、工学系の大学にしてはユニークなテー

マだと思います。講師は同大学の生命工学科 川

合悟教授でした。 
さて、現代の３大死因が、順に、癌、心疾患、

脳血管障害ということをご存知かと思いますが，

癌が一位になった主原因は、何だと思いますか？

それは、高齢者人口の増加と医学分野での治療法

の進歩なんだそうです。つまり、長生きする人が

増え、癌が相対的に増えたということでしょう。 
癌予防の15か条を解説して頂きました。それに

よると種々の食品のバランスのよい摂取、正常体

重の維持、運動の励行、禁煙･･･と私には耳に痛い

ことばかり。要は、適度な運動と節度ある食生活

が重要ということです。そして、本題の温州みか

ん(いわゆる冬みかん)については、含まれている

β－クリプトキサンチンとレチノイン酸が癌予防

に効果があることが判っているそうで、栄養補助

食品として取るといいのだそうです。温州みかん

はオレンジなどの他のかんきつ類の中でもっとも

効果が高いのだそうです。日本に住んでしてよか

った！ 
最近，運営ボランティアへの参加者が少なくな

っており、本講座のボランティアは５人でした。

お手伝いすることももちろんですが、講座を聞く

ことで自分の学習にもなります。 
運営ボランティアが楽学の会の活動の出発点で

もあります。皆さん、来年度からどんどん参加し

ようではありませんか！     (喜多村政夫) 

[本の紹介] 
｢住民主導の生涯学習地域づくり 

  ～台頭する各地の市民大学～ 」 
          著者：瀬沼 克彰 

 桜美林大学教授、日本生涯学習総合研究所理事  
 ＮＰＯ法人「楽学の会」顧問、人間科学博士 
 世界思想社刊 
 2006年3月発行 定価：1,800円+税 
 
 本書まえがきでは、｢地方自治体の財政悪化から 
行政の力が退潮し、全国各地で、地域づくり活動 
を牽引する住民主導の学習設備（場）として、市

民大学が台頭し始め、地域の生涯学習全体を浮上 
させている。」と、各地域の現状が記述されている 
 本書は全体が5章立てで記されている。私たちが

関係する主な内容を紹介すると、第2章「代表 
的な市民大学の実践」では住民がつくった市民大

学の実践活動例として、全国６団体（大学）につ

いてねらいと沿革、主な活動（講座）内容、今後

の方向（課題）を紹介。 
 第3章「地域づくりのためのイベント」では、 
地域づくりの戦略として、住民主導の生涯学習フ

ォーラムなどを紹介し、活動内容、課題の改善策 
を提案している。第4章「市民大学の活性化のた 
めに」では、活性化のノウハウとして行政との連 
携など、市民大学の発展プロセスについて考察し 
ている。 
 上述のように、当会顧問の著書が経験と取材を

もとに、静岡市の「清美潟大学塾」など先輩市民

大学の多くの事例が紹介されている。 

 本書が18年度から本格実施となる「あだち区民

大学塾」推進のためのハンドブックとして、私た

ちが大いに学び、活用することを願い、薦めたい。 

(市川茂敏)
 

「楽学の会」創立10周年記念事業にかかるイベントの案内 
「あだち区民大学塾フォーラム」 

河合隼雄文化庁長官が講演・テーマが決定！ 
 来る5月に「楽学の会」は創立10周年を迎えます。これを期に「あだち区民大学塾フォーラム」を開

催いたします。本フォーラムは特別講演会とパネルディスカッションで構成されますが、特別講演会の

講師として、心理学者で、文化庁長官の河合隼雄氏をお招きしています。特別な機会です。皆さん声 
をかけ合い参加いたしましょう。 
 

講演テーマ：「好きなことでもっと人生を楽しく！元気に！  
～『こころ』を豊かにする出会いと仲間づくり～」 

   日時：平成18年5月31日（水） 午後1時～午後4時30分 
 会場：足立区生涯学習センター ４階 講堂 

 河合隼雄文化庁長官の講演に引続き、パネルディスカッション(詳細は次号で報告)を行います。なお、

参加費は無料です。                           (記念事業実行委員会) 
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運営委員会だより

平成18年3月度の運営委員会は3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－ジ開講状況は以下のとおり。 
  「新・話し方…」申込40名、受講26名。 
  「卓球から…」申込39名、受講30名。 
  「真のマナ－…」申込40名、受講26名。 
  「ビ－ル学…」申込36名、3月8日開講。 

② 3月2日、立川市教育委員会の職員1名、ボ

ランティア4名が来訪し、「真のマナ－…」

講座の状況を見学した。 
２．指定管理者制度学習会の件 
  第5回学習会を4月に開催する。 
３．創立10周年記念事業の件 
① 本日開催した記念事業実行委員会でメイン 
 テ－マについて検討を行なった。 
＊ 事業全体：「あだち区民大学塾フォ－ラム」 
＊ 特別講演会：「好きなことでもっと楽し 
 く・元気に！」 
＊ パネルディスカッション：｢市民が創るも 
 うひとつの生き方～ボランティア活動か 
 ら私の発見～｣ 

② チラシによる実行委員の応募があったが、 
 今後も募集を継続する。 
③「社会教育」、「足立よみうり」等に後援の 
 依頼をする。 

４．各部・局等からの報告及び提案 
 〇学習支援部 

① 共催講座「子どもを危険から守るには」は3
月1日開催した。 

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（全 6
回）開催する。なお、施設ボランティア活

動事例は鎌倉市生涯学習推進委員会に依頼

する。開催の記事は5月1日号の“ときめき”

に掲載の予定。     
 〇ボランティア活動推進部 

4月28日の月例会は、「大学塾」について 
森係長の講話を予定している。 

 〇広報部・会報部・ホ－ムペ－ジグル－プ 
① 楽学ニュ－ス3月、4月号で10周年記念事

業の内容を掲載し、会員の盛り上げを図

る。 
②「わさび」欄への投稿を名称の変更も含め 
 て検討する。 
② ホ－ムペ－ジの掲載容量の拡大、ニュ－

ス記事との連携改善などのため、契約先

を変更したいとの提案があり、検討の結

果提案が了承された。 
〇事務局 
①平成18年度上半期の運営委員会・月例会の

開催予定日について協議を行なった。開催

予定は、3月号ニュ－スの「楽学インフォメ

－ション」に掲載。 
② 顧問の「肩書き」を確認し、整理したもの

を4月の運営委員会に提出する。 
５．平成17年度事業報告書・平成18年度事業 
  計画の件 
  事務局より提出のあった標記の報告書およ 
  び計画案について検討を行ない、4月の運 
  営委員会に修正案を再提出することになっ 
  た。 

            （瀬田佳男） 

２００６年 今年の抱負 投稿のお礼 

 みんなの声として、「楽学ニュース」１０５号（１

月号）、１０６号（２月号）の２回にわたり、多く

の会員みなさんの「今年の抱負」を掲載させてい

ただきました。本年は「楽学の会」は創立１０周

年を迎えます。会に対するご意見もあり、みなさ

んの声は今後の会の運営の参考にさせていただき

たいと思います。投稿ありがとうございました。

(会報部長) 

 4月月例会開催案内 

 以下の要領で、４月月例会を開催します。万障 
お繰り合わせの上、ご参集ください。 
 

1． 日時：4月28日（金）午後7時～9時 
2． 学びピア 5階 研修室4 
3． テーマ：18年度の「あだち区民大学塾」に

ついて 
4． 講師：教育委員会係長 
            森 太一氏 

みんなの広場 
今号から、会員の自由な話題提供のコラムを設け
ました。奮って投稿してください。 
 
◆今どき思うこと◆ 
 つい最近、大学生たちとディスカッションする
場がありました。今どきの学生はどんな発想 
を持っているのか？非常に興味がありました。 
テーマは「宇宙の利用について自由にアイディア
を出してください」というものです。なかなか出
てきません。「なにか困っていること。身の回りで、
こうであったらよいなと思うこと。そんなことで
良いのです」と問いかけると、「困っていることは
無い」という。自分の周りには好きな、手に入る
ものは何でもある。 
あえて新しいものを作り出そうとは思わない。 
皆、現状に満足しているのだろうか。自分の若い
ころを振り返って、ちょっと違うなと思うのは私
だけでしょうか。          (小林徹）
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2月度月例会報告 

 2月の月例会は2月24日（金）午後7時から 
開かれた。議題は「17年度の反省と18年度への提

案」で会議は参加者が4班に別れ、グループ討議と

発表、そして総括の順に進行した。 
 グループ討議では、各グループとも共通の話題

が多く、活動の成果も反省点も参加会員の認識が 
多くの点で一致していることが伺えた。 
 成果では。 

① 大学塾：10講座の実現と組織改正。 
② ふるさとづくり賞振興奨励賞受賞。 
③ 楽学ニュース100号達成と内容の充実。 
④ ２２名の新入会員の参加。 
⑤ 指定管理者制度の学習。 

 等々が話題となった。 
 反省点では。 

① 活動した会員が増えたとはいえ、まだ限定

的である。 
② 「学習相談の分野が未開発であること。 
③ 会員相互理解、交流等が不足していた。 

 等がグループごとに話し合われ、続いて新年度

の提案が議論された。 
新年度への提案。 
① １０周年記念事業への全員参加の体制作り 
と事業成功への方策。 
② 区と公社からの受託事業に対して提案でき

るような検討。 
③ 多くの会員が活動できる体制づくり。 
④ 指定管理者制度の学習の継続。 
等々の討議が行われた。 
各グループの発表の後、市川代表理事からのグ 

ループ討議に対する総括と問題提起があり、参加 
会員は１８年度への決意を新たにし、終了した。 

         （酒井政男） 
 

 
 平成１８年度上半期運営委員会、 
            月例会開催予定 
 
☆運営委員会（午後７時～９時） 
  ４月５日（水）  ５月１日（月） 
  ６月５日（月）  ７月３日（月） 
  ８月７日（月）  ９月５日（火） 
 
☆月例会（午後７時～９時） 
  ４月28日（金）  
  ５月12日（金） 通常総会 
  ６月27日（火） 
  ７月27日（木） 
  ８月は休み 
  ９月28日（木）  

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

○運営委員会 

４月５日(水）午後７時～９時ワークルーム 

○月例会 

４月28日(金）午後７時～９時研修室４ 

 
○学習支援部 

４月18日(火）午後７時～９時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

４月12日(水）午後６時～８時 ワークルーム 

○会報部 

４月７日(金）午後３時～５時 ワークルーム 

４月20日(木）午後３時～５時 ワークルーム 

４月28日(金）午後３時～５時 ワークルーム 

○事務局 

４月21日(金）午後２時～４時 ワークルーム 

 

○第5回指定管理者学習会 
４月５日(水）午後４時～６時      研修室４ 
 

お問い合わせ＆ご意見等 
 
 ○「楽学の会」の運営に関するお問い合わせ 
   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 
 私たちは時の流れの中で、多くの「仲間」を 
得て歩みます。 
「夢」は一人で見るものでなく、一人で目指すも

のでもないような気がします。多くの仲間と夢を

語りませんか(大げさかな)？ 
 会と会報部のために素晴らしいご意見をお待ち

しています。           
（石田佳久) 


