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第110号 (発行 平成１８年６月２６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 】早坂 津夜子 方
〒120-0001 足立区大谷田3-1-15-203

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

 平成 18年５月３１日（水）午後１時から、足立区生涯学習センター講堂にて、あだち区民大学塾フォ

ーラムを開催。第１部は文化庁長官・臨床心理学者の河合隼雄氏の特別講演会、会場は１９５名の参加

者で満員となりました。「好きなことでもっと人生を楽しく！元気に！」というテーマで聴衆を魅了され

ました。概要は次ページ以降に掲載。続いて「区民の学びが広がるまちづくり」をテーマにパネルディ

スカションがあり、第２部は午後５時から、会の創立１０周年記念祝賀会を、同会場７F にて開催。内

藤教育長はじめ、多数の来賓より祝辞があり、来賓、招待者、会員との楽しい交流で閉会しました。

▲受受付にたくさんの参加者         ▲油油井教育委員ご挨拶

▲パパネルディスカッション

 
▲河河合文化庁長官特別講演会 

 

◆
教
育
委
員
会

内
藤
教
育
長
ご
祝
辞

▲熱熱心に聞き入る満席の参加者
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▲ 「こんな題で講演するのは初めて」と 
河合長官  

・臨床心理学というのは、人の悩みの相談をする

もので、楽しくてしかたがないとか、元気でや

っている人は一人もいない。

・何を待っているかというとその人が何か好きな

ことを見つけられるまで待っているといっても

いいぐらい。

・ 私が直したのではなく、その人が直る道を見
つけた。好きなことを見つけた。

・高校生でも学校に行かない、話しもできない子

がいるが好きなことがあるかと聞いたら「別に」

・「別に」ばっかり言ってる人でも不思議なことに

会っていたら何かでてくる。

・ その人の好きなものが出てくる。その人の好
きなものが突破口。

・将棋や音楽など好きなことをやっていると楽し

い。

・しかし好きなことをしていたら時々心配になっ

て、論文を書かなければ、好きな笛はやめて、

・楽しみが深まるためには苦しみがないといけな

い。苦しくて楽しいのだ。

・好きな事、楽しいことの裏打ちには苦しさがあ

る。これは絶対忘れてはならない。

・苦しみの支えがあって、楽しみが分厚くなる。

もし書けたらフルートを吹こうとすると、大体

駄目。

・好きなことを置いて、大事なことをしようと思

わずに、好きなことを先にするほうがいい。

・どんなことがあっても頭を下げなければならな

いならそれを好きになってみせることが大事。

・人間はよくこんなに馬鹿なことをして生きてい

ると思うと何か楽しくなる。

・学生を笑わせる作戦。「徹夜か。これは朝飯前」

というと学生が笑う。笑うと学生が負け。面白

くない事を楽しむ。やらねばならなくなったら

好きになる事がものすごく大事なこと

・碁をやらなくては、勝たないとだめでは、趣味

でなくなってくる。好きというよりはこれをや

らないとだめ、あれをやらないとだめとなると、

だんだん憂鬱になり、楽しみが重荷になってく

る。

・好きなこと、楽しいことも難しさがある。そう

いうことをいろいろ考えながらやっていかない

といけない。
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・文化ボランティアの活動では中学生から８０歳

まで、仕事を一緒にしているときは心が通える。

・人間と人間が集まるといろんなことが起こって

くる。大将にならないと気がすまない人とか、

人の悪口を言うのを趣味にしている人とか、い

ろんな人が集まるから面白い。一緒に本当にや

っていたら段々変わってくる。

・決めたとき必ず問題があると言う“ 問題さん”
がいる。そのとき、こういうことも言う人がい

ると思うと人生少し違う。鋭い所をついている

とか、誰も考えない事を言えるというと、うれ

しくなって、言っただけで、別にこだわってい

ない。そうか、なかなか柔軟ですねということ

で段々変わってくる。

・楽しみが深まるためには、苦しみがないといけ

ない。

・人間が生きるのであれば、苦しみも引き受けて

生きないと面白くない、せっかく人生に苦しみ

があるのなら苦しみも込みでやっていく事。

・衝突が起こったとき、又衝突が起こったと思わ

ないで、この衝突ができることがいい、せっか

くの衝突を生かそうとの気持ちを持つと変わっ

てくる。

・すばらしいグループは内部の衝突とか葛藤とか

を乗り越えたグループだと思う。これは家族で

も夫婦でも、中でいろいろな問題を乗り越えて

きた。好きな事、楽しいことの裏打ちがある。

これは絶対忘れてはならない。

・大好きな遠藤周作さんの言葉で忘れられないの

は「小説を書くのは苦(くる)楽しいのだ。苦し

くて楽しいのだ」といわれた事。

・苦しみのほうの支え、それがあって、楽しみが

分厚くなってくる。

・本当に人生を深くたのしもうと思ったら、根本

は人生の悲しみを知っていないと楽しめない。

・私は笛を吹くが、ドを吹いててもその下に和音

がついている。和音がわかって吹いているか、

わからず吹いているか、プロはわかる。

・辛い人の下にどんな和音がなっていたか。心は

後にいろいろなものがついている。あの人の楽

しいことの後ろに何がついているのだろうと思

うと面白い。高さを支える深さを持たないと高

い音が響かない。

・自分がしていることは常にどこまで役立ってい

るのか、微にいり細をうがっていかないといい

ことは生きない。

・楽しいが、それでいいのか、それは本当に微に

いり、細をうがって意味を持っているのか、周

りに対してアンテナを張らないと迷惑を掛けて

いる。そういうことをわかってやりだすと段々

面白くなってくるし、自分のやっていることに

意味がわかってくると思う。

・我々はものすごいものを共有している。それが

死ぬということ。それを支えに生きているのが

人間の素晴らしいところ。

・暗さとか、弱さとか、悲しみとかに無縁にある

のでは、幅を持たない。そういうところを持ち

ながらやってるところに意味がある。

・皆さんがボランティアで、好きな事、楽しいこ

とをやってるのを非常にうれしく思うが、私が

言ってることを、いつも考えるとちょっと憂鬱

になるが、時々思い出してもらったらといいと

思う。（おわり）

（広報部／相馬義人・田中国弘）

▲早坂副代表から長官へ感謝の花束を
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 コーディネーターの近藤真司 氏

近藤 日本で一番人気があると言われている河合
先生のお話を受けて、今日のテーマについてひと

言づつ、ヒントになりそうなキーワードをあげて

いただきたいのですが。

瀬沼 足立の「楽学の会」を１０年もたせること
は大変なこと、すごいことだとひと言いっておき

ます。

大久保 キーワードの１つは文化ボランティア、
２つ目は協働のまちづくりです。

森 昨年まで「区民大学塾」の担当でした。キー
ワードはタイトルから協働かな。行政と区民の皆

さんで役割分担しながら協働で学びを創る、学び

を支える仕組みをつくる。そういったことを「区

民大学塾でやってきました。その仕組みをひろげ

ていきたいですね。

市川 河合先生は「苦（くる）楽しい」といわれ
ましたが、確かに学びの過程で苦しいこともあり

ますが、学びの中から楽しさを見つけることが大

切と思います。学ぶをキーワードにしたいですね。

近藤 ４人のパネラーから「１０年の重み」「文化
ボランティアとまちづくり」「協働」「楽しく学ぶ」

とキーワードが出ました。瀬沼先生の１０年の重

みは会報の「楽学ニュース」を見てもわかります。

１０年間で１０９号発行したことは河合先生の

「苦（くる）楽しい」より「狂う楽しい」ほどだ

ったと思います。

 さて瀬沼先生、学習ボランティアや市民塾など
の活動は全国的にはどんな状況ですか。

 
瀬沼 市や区の主導は
全国で４００くらい、住

民主導が２００くらい

あります。足立のような

住民主導は、その規模を

見るのに予算額に注目

します。年間予算１００

万円未満は８０％で、東

京周辺は大体そうです。

地方により特徴があり、

北海道や九州は飛行機の便が良いこともあり、有

名人の連続読み切り講座や講演会を大規模にやり、

首都圏は専門的内容で１人の講師で掘り下げたや

り方、東北は低調で、関西・中国・四国は首都圏

に似ています。市民大学の型は関東が本場です。

＜出席者＞ パネラー 瀬沼克彰 （桜美林大学教授 「楽学の会」顧問）
    大久保邦子（文化ボランティアコーディネーター 「楽学の会」顧問）
    森 太一 （足立区教育委員会社会教育主事）
    市川茂敏 （「楽学の会」代表理事）

 コーディネーター 近藤真司 （雑誌「社会教育」編集長）
（敬称は略します） 

講演会に続いてパネルディスカッションが、午後２時１５分から２時間余りにわたって行われま

した。紙面の都合によりその内容の一部を掲載いたします。 
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近藤 市川さん、講師はどのように探すのですか。
市川 これが難しいです。会員がアンテナを張り、
行ってお願いします。講師によってはテーマや３

コマの講座の組み立てに到るまで、私たちのスタ

ッフが講師と相談しながらやることもあります。

森 講師探しについては大学塾以前からトレーニ
ングも重ね、実績も積んできましたが、大学塾の

講師探しは地域に埋もれている人材を発掘するこ

とそのものもそうですが、テーマに応じた適材を

探すことが区民講師探しの難しさだと思います。

大久保 講師探しが大変とは思いますが、その前
があるはず。地域でやりたい課題がある。それを

解決するにはどうするか、それをわかっている人

がまわりにいる。つまり講師になれる人がいる、

と考えていけるのではないでしょうか。

近藤 森さんのキーワードの協働ですが、なぜ協
働を目指したのですか。

森 協働は区政運営の
基本理念に掲げられ、行

政と区民の皆さんや民

間事業者と力を合わせ

てなにか実現していこ

うという取り組みです。

行政が用意できる学習

事業と、区民の学習ニー

ズのギャップを、行政と

区民が力を合わせて埋

めていこうという取り組みを協働で行っていこう

としています。区民大学塾がそれであり、区民が

学習機会を企画し、運営し、行政が会場を用意し

たり、広報を受け持ったりと、役割分担をしなが

ら、力を合わせて進めていくことです。

近藤 協働のあり方をどうお考えですか。
瀬沼 住民主導と行政主導とその中間に分けられ
ますが、行政と住民の役割分担のあり方になりま

す。ここの区民大学塾を行政だけでやると３～４

千万の事業です。え！足立は０円ですか。生涯学

習はお金なしでできるんですね。

大久保 私たちは行政
を楽にするためやって

いるのではないですね。

なぜボランティアをや

っているのでしょう。会

場の皆さんいかがです

か。

会場Aさん 大田区の生
涯学習ボランティアで

す。区から委嘱され、１

５名ほどで協議会を作り、事務局、企画、運営を

１８００万円の予算を頂き、やってます。いまの

時代が私たちにチャンスを与えてくれたのだと受

け止めています。

会場 Bさん 足立区で日本語ボランティアをやっ
ています。外国の方々と交流する中で、外国語を

理解したいと、講座を受けた仲間とボランティア

グループを立ち上げ、「苦（くる）楽しい」けど醍

醐味もあります。協働についてはまだまだ課題が

あると感じています。

           会場からも活発なご意見

瀬沼 地域では全人的活動となり、多面的な能力
が発揮できますからボケてはいられません。そし

てボランティアを長く続けることでスタッフとな

り、アマからプロへというケースになれば有償と

いうこともあり得ます。好きな事でお金を得ると

いうのはおすすめです。

大久保 無償ボランティア、有償ボランティアと
いろいろな人がいていいのかなと思います。協働

の難しさがそこにあり、それを乗り越えることで

本物になるのではないでしょうか。



6

会場 Aさん ボランティアは無償であり、有償ス
タッフとは違います。大田ではボランティアが活

動をし、有償スタッフが実務的仕事をこなすと、

あくまで区別するシステム作りに踏出しています。

          会場から実例のご紹介も

近藤 「楽学の会」の役割をどう考えますか。
市川 経験と知識をもつ行政と協働するには、そ
れに負けない経験を積み、そして行政にはない夢

を持つことだと思います。私たちの役割は、学ぶ

人々の支援という学習支援活動です。夢は学びあ

うまち足立の実現ですね。まだまだ夢の一里塚で

す。活動の経費ですが行政からもらうのではなく、

活動の中でお金を作っていく。次の１０年で事務

所を持ちたいという夢も持っています。

近藤 では「あだち区民大学塾」の仕組みと役割
について伺います。

市川 私たちの役割は
企画・運営を担い、必要

なお金は行政からでは

なく、受講料で全て賄っ

ています。講師料に７割、

運営費に３割を当てて

います。

行政は会場確保と広報

を担います。

森 社会教育委員会議
の答申を受けて、その１つの大学事業を具現化し

たのが区民大学塾です。学びたい人、教えたい人、

学習の機会を作りたい人がこの区民大学塾に参加

できる仕組みになっています。行政の財政状況が

どうなっても、区民による学習システムが働き、

広げることができるのが売りです。残金を貯め、

次に区民に還元するという仕組みで財政上も自立

していけます。

近藤 瀬沼先生にこの会の現状を格付けしていた
だきましょうか。

瀬沼 独断と偏見でやらせてもらうと、人（材）
の問題ではＡランク。施設はＢでホームグランド

が欲しい。資金ではＢかＣランク、都や国にエン

トリーして助成申請をもっとしなければ駄目です。

次に情報の点でＡ、団体のクオリティは機関紙を

見ればわかるというのが私の持論です。システム

についてはＡかＢの中間かな。全体的には２０年

を経た、日本でも有名な清見潟市民塾に互して、

Ａランクと高く評価します。

大久保 「楽学の会」は私の大のお気に入りです。
大きな夢を掲げることは大事なことで、非常に成

長株です。Ａランクをつけたいです。

近藤 「楽学の会」は全国的に評価されているの
ですよ。今後 10年間を目指した夢をどうぞ。

市川 区民大学塾で、多くの区民をつなぐこと、
グループができる橋渡しを次の１０年に向けてや

りたい。そして明るい楽しい住みよい町づくりを

したいと思います。

森 ２～3 年は団塊世代が参画できる機能を増や

したい。次回のステップとしてはカルチャーや外

部講師を対象に枠を広げる方向も考えたい。また

青少年を対象に事業展開をしたい。もう 1つ、学

習相談を、学習案内だけでなくアドバイスもでき

る事業としたいことが願いです。

近藤 これからは時間という資産を持つ人が増え
るわけで、今後の１０年が輝ける足立になるかは

この会の活動にかかってくると思います。

近藤 瀬沼先生、大久保さん最後にひと言。
瀬沼 資金の外部調達を頑張っていただきたいと
思います。

大久保 地域で何かやりたい方の止まり木、協働
の拠点づくりとして心身ともに自立しているこの

「楽学の会」に期待したいですね。

近藤 長時間ありがとうございました。
（広報／木島叔子）
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 初めに本祝賀会にご多忙の中、ご出席下さいま
した我々の会を支えて頂いている多数の関係者、

団体の皆様に心から感謝を申し上げます。  
来賓の皆様の祝辞激励を頂き会員の嬉しそうな

笑顔の中、華やかに開催されました。

日時 平成１８年５月３１日（水）
午後５時～６時３０分

場所 学習センタ－７階 レストラン“ さくら”
出席者 来賓１４名 会員４０名 合計５４名
 祝賀会は緑川理事の司会で定刻通りパーティー
方式により開始されました。

 初めに早坂津夜子次期代
表理事より、会員を代表し

てこれまでの関係各位のご

尽力に謝意を申し上げると

共に、１０年を節目として、

会が更なる飛躍を期する力

強い挨拶がありました。

 次に足立区教育委員
会・内藤教育長から、

これまでの活動実績を

評価され、今後の活動

を激励する言葉を頂戴

致しました。

 さらに（財）足立区生
涯学習振興公社・井ノ部

事務局長から、同様なご

あいさつと、公社と我々

の会がさらなる協働、友

好を深めたいという有難

いお話をいただきました

 続いて当会顧問・瀬
沼先生から、祝辞を受

け来賓の挨拶は終りま

した。

 乾杯の音頭は当
会顧問・大久保さん

が、いつもの笑顔で

乾杯！！

フォ－ラムでの河

合文化庁長官の特

別講演を聞き、更に

パネルディスカッ

ションで、色々な角

度からの話で勉強

した後の興奮醒めやらぬ内に、賑やかに華やかに、

パーティが開始され、ご来賓の皆様と、会員とが、

これを機会に交流を深め合いました。

 

最後に中締めは瀬田常務理事で予定どおり終了

しました。        （広報部／安藤寿）
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活動を始める前にスタッフ全員で記念写真、

舞台等の看板・垂れ幕は会員の木島さんが作成。

 入念に
打合せる

会場

スタッフ

受付運営

スタッフ

新しい

パワー

17 年期生
の勢揃い

 A-net主催による、第２回「あだち NPOまつり」

が６月１０日（土）、竹の塚地域学習センターで開

催されました。介護保険についての講演とパネル

ディスカッション、NPO活動紹介コーナーでの各

NPOの紹介、映画「二人日和」の上映などと盛況

でした。「楽学の会」からは早坂さん、瀬田さんが

スタッフとして活動されました。また、映画を鑑

賞された方々も多くおられたことと思います。こ

れからも、対外的な活動に参加していきましょう。

（小林徹）

 

平成 18年 6月度の運営委員会は 6月 5日（月）に
開催されました。議事録をもとに報告します。 
 
1．足立区民大学塾の件 
① 第２ステ－ジ３講座（今どきお葬式事情、あ
なたの家は地震に耐えられますか？、「日本
茶」入門講座）の応募状況の報告があった。
「ときめき」の掲載方法の変更の影響なのか
非常に低調である。対応策を検討した。 

② 第 2ステ－ジ 3講座の講師に「依頼状」を発
送した。また、運営ボランティアを募集して
いる。 

③ 「あだち区民大学塾」講座実施報告書を作成
した。 

④ 学習センターの講座開催可能月は４月、５月、
７月、１０月、１２月、３月である。開催場
所を地域学習センター等とすることの検討が
必要である。 

⑤ ボランティア保険の加入に関し検討すること
となった。 

２．創立 10周年記念事業の件 
① 特別講演会・パネルディスカッションに１９
５名、祝賀会に５４名参加した。 

② ６月５日現在の会計報告があった。 
③ あだち区民大学塾の運営資金の一部で一般市
民に還元できるように、今後も企画・運営す
ることが大切であるとの意見が多数あった。 

④ 楽学ニュース特集号に顧問より頂いた「祝辞」
を今後の楽学の会の活動に参考にして、より
よい運営を心がけようとの提言があった。    

３．各部・局等からの報告及び提案 
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○ 学習支援部  
 生涯学習ボランティア養成セミナ－（全６
回）は 6 月 14 日～7 月 19 日に開講する。今
日現在の受講申込者は３４名。なお、６月７
日に運営ボランティア打合せ会を開催する。 

○ ボランティア活動推進部（Ａ-net担当） 
①養成セミナースタッフ申込者は２４名。 
②８月２日「説明会」を午後５：３０～、 
歓迎会」を午後７：００～開催する。 

③６月の月例会は東京新聞したまち支局の鈴
木賀津彦支局長による「講演会」を開催す
る。 

 テーマ：「自ら情報発信するって、どんなこ
とだろう」 

④６月１０日に第２回 NPO まつりを開催する。
会員の参加を期待する。 

○ 広報部 
①６月の楽学ニュ－スは「あだち区民大学塾
フォーラム」を特集する。 

②ホームページグループの新体制作りを開始
した。 

○ 事務局  
  ４月 1日現在の会員名簿を配布した。 
  ４月１日～正会員１名退会し、賛助会員１

名入会した。 
４．その他 
  ７月２７日（木）開催予定の月例会は７月
２４日（月）に変更になった。（同日は足立花
火大会のため）            

（瀬田佳男） 

7 月度月例会（暑気払い）のお知らせ   
～夜景を見ながらコミュニケーション        
しませんか～ 

 
 7月度の月例会（暑気払い）は下記の予定で 
開催します。 
 奮ってご参加してください。 
 
 日時：7月 24日（月）午後６時～８時 
 場所：学びピア２１ レストラン“ さくら”  
 会費：3,000円 
 申込み先： 
 岡田スミ子 TEL/FAX：3606-0594 
  石田佳久  TEL/FAX：3620-1347 
      E-メール:adu41060@ams.odn.ne.jp 
申込み締切日： ７月 15日 （土）

（石田佳久）

 
 

   さらに飛躍の年へ 
             理事 石田 佳久 
       入会して 10ヶ月余り、あっという
間に過ぎてしまいました。 
 余裕のない毎日を送っている自分に理事として
の抱負といわれても、何ができるのだろうか？ 
 今年も養成セミナーを経て入会してくる人のた
めに常に広く門戸をあけ入りやすく活動しやすい

居場所作りへの協力、また会員の 70％以上の物言
わぬ人（活動してない人）が一人でも二人でも会

へ出てくれることを目標に頑張っていきたいと思

っています。 そのためにも会員皆様の更なる御
協力をお願いします。 
 
 

    日本一の「楽学の会」をめざして
監事 安藤 寿

「楽学の会」に入会して３年が過ぎました。その

間、広報部一筋でした。

先般１０周年行事が行われ、パネラ－の先生か

ら「楽学の会」は学習ボランテイアとしては日本で三

番目という評価を頂きました。では日本一になる

にはどうしたら良いか。その１つに活動範囲を広

げる事もあると思います。ＮＰＯ（法人）に一番欠け

ているものは財政基盤です。然し人材が人財です。

指定管理者制度勉強会で「会員のスキルの棚卸」

を唱えていたのは私です。１００名近い会員のス

キルを見直せば活動の場がその人に合ったものが

作れると思っています。次に考えるのは人間得て

一つで不得手が九つ、長所が一つで短所が九つだ

と常々考えています。勿論例外はありますが。自

分の場合不得手、短所は解っていても直せません。

人間生まれつきのものは治せないと言われていま

す。従ってその人の持っている、得て、長所を生

かすのが良い選択だと思います。私の得ては情報

収集、調整役（人の話を聞きそこから良いものを

吸収します）そして「動かなければ物事は進まな

い」という単純な行動原理です。「楽学の会」が日

本一になるため微力ながら頑張ります。与えられ

た命題は責任を持って遂行するつもりです。
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 [本の紹介] 

「団塊世代の余暇革新
 ～個々の花を咲かせて次代につなぐ～」
著者／瀬沼 克彰 
桜美林大学教授、（財）日本生涯学習総合研究所理事、

日本余暇学会会長、ＮＰＯ法人「楽 学の会」顧問、人間
科学博士（早稲田大学）。

 （株）日本地域社会研究所（℡：03-5397-1231（代））刊。
 ２００６年5月発行 定価：2,200円（税別） 

 本書のカバー表紙には、
「団塊よ、サラリーマンを卒

業して、余暇活動のイノベー

ターになれ！」と、そろそろ

やって来る団塊の世代７０

０万人に、呼びかけている。

 全体が６章で構成されて
いるが、特に余暇活動を円滑

に、充実させる方法論を詳述

している第５章「余暇充実の

方法論」は熟読して見たい。例えば、退職後の余暇時

間は、１０万も１５万時間もあるが、この時間の使用

方法を会得しておかないと、円滑に使っていくことは

難しいこと。内閣府の生涯学習調査から判断すると、

余暇活用又は生涯学習の基礎・基本の取得は、７０歳

までに取得しておかなければならないこと。地域で余

暇・生涯学習活動をしていく場合、仲間に入ったり、

グループに参加した方が、活動が楽しく、進歩もする

ということ、等々の記述は、玩味したいものだ。    
 
 今、各方面で、団塊の世代の地域社会への参加が叫
ばれている。団塊の世代は是非とも本書を活用されて、

余暇を革新的に充実させ、自分という花を開かせてい

くと共に、地域で活躍するためのノウハウや方策を探

って欲しいと願う。勿論、学びによる住みよい地域づ

くりを目指す私たちも、本書を活用することを薦めた

い。             （市川 茂敏）

楽学インフォメ－ション 
   

★会合のお知らせ★ 

〇運営委員会

 ７月４日(火) 午後7時～9時 ワ－クル－ム

○月例会＜暑気払い＞

 ７月24日(月) 午後6時～8時 学びピア21・７F

〇学習支援部
 ７月18日(火) 午後6時～8時 ワ－クル－ム
あだち区民大学塾企画会議

７月18日(火) 午後3時～5時 ワ－クル－ム

〇ボランティア活動推進部

 ７月７日(金) 午後4時～6時 ワ－クル－ム

〇広報部
 ７月 6日(木) 午後3時～5時

 ７月19日(水) 午後3時～5時

 ７月24日(月) 午後1時～3時
        いずれも ワ－クル－ム

〇事務局

 ７月21日(金) 午後2時～4時 ワ－クル－ム

事務所変更の連絡 

 平１８年６月度より、早坂津夜子、新代表理事
就任に伴い、会の事務所が下記の通り変更になり
ましたので連絡いたします。本号より新表示にな
っています。
新[事務所] 早坂津夜子 方
〒120-0001 足立区大谷田3-1-15-203

★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 ：田中国弘（新）
     電話：03-3856-9290

  E-Mail：ku-tanaka@asahi.email..ne.jp

［編集後記］ 会の 10年の節目を記録することに立ち会えたことは、苦しか

ったけど、非常に幸せなことです。相馬さんと取り合った河合長官のメモを

照らしながら、改めてお話しの深さに感動しました。又パネルディスカッシ

ョンの木島さんのテープ起こしの凄さに驚きました。字数にして１万字を越

えるとか。それを纏めたのが今回のレポートです。もう 1 つ、感謝は小生と

組んだ江川さんのカメラです。いいアングルを撮ってくれていました。１人

よりパートナーを組むと良い仕事ができると感じた次第です。 （田中国弘）


