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第111号 (発行 平成１８年７月２４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/ 

座談会  
 新たな一歩へ向けて 
会の創設から 10 年、先頭にたち活動してき 
た前代表の市川さんから、早坂新代表にバト 
ンタッチ。「楽学の会」今後の方針について、 
代表理事、各部局長による座談会を開催いた 
しました。 
以下、その内容（一部要約）を報告します。 

 

・出席者：代表理事 早坂津夜子   

       事務局長 瀬田佳男（司会） 

学習支援部長 緑川祥元 

        ボランティア活動推進部長 岡田スミ子   

広報部長 小林徹 

期日：平成１８年７月７日 

瀬田 はじめに早坂代表の挨拶と本年度の方針を

お話しいただきたいと思います。 

早坂 １８年度は１０周年

という節目の年でもあり、

NPO 法人になって４年目です。

ニュース１１０号で既にお

知らせしたように、「区民大

学塾フォーラム」でのパネラ

ーの皆様からもさまざまな

提言をいただいております。 

 本日は現場を担うそれぞれのリーダーとして、

楽学の会のこれからの方針や運営のあり方をお話

いただき、会員の皆様のご協力とますますの参画

をお願いしたいと思います。 

 楽学の会が目指す学習支援をより発展させるた

めにはさまざまな課題があろうかと思いますが、

一つは潜在する人材の発掘と活用、二つ目はネッ

トワークの拡充、三つ目に活動の場づくりと会場

の拡充を基本指針として挙げたいと思います。今

日はこの３つのことを現場でどのように具現化さ

せていくか、また各部局での新たな取り組みなど

についても話し合って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。 

瀬田 はい、ありがとうございました。いま代表

から基本的なことが出ましたが、各部からはまず

組織や運営方針をお聞きします。学習支援部から

お願いします。 

＜学習支援部から＞ 

緑川 １８年度の部員体制

は理事４名、部員１１名で

すが、実態は月１回の部会

に２～３名の出席ですから、

活動への参加はかなり少な

い。どこに参加できない原

因があるのかを調査して、

再構築が急がれています。 

 今年から学習支援部の担当事業が少し変わり、

区民大学塾や受託事業、センター主催講座の運営

ボランティア役割分担など手がけて、従来の講座

企画だけでなくそれ以外もかなり広範囲に活動を

展開していくわけで、部の活動内容がかなり様変

わりしますので、少し考え方を変えていかなけれ

ばならないかと思います。 

 そこで、理事４名が事業別にそれぞれの部門の

責任者という役割分担を決めて活動を展開してい

くようになるのかなと考えています。それと、主

要事業となってきた大学塾については、講師の発

掘・受講者層の拡大・区内各地での講座開催・受

講者から理解が得られる案内・連携企業先の拡大

等々、会員の英知と協力により、区民のニーズに

応える講座づくりに一層努めたい。 

瀬田 次にボランティア活動推進部の岡田さんに

お願いします。 

＜ボランティア活動推進部より＞ 

岡田 １８年度より、組織が

月例会グループ、ネットワー

クグループ、学習情報・相談

グループに編成、部員が希望

のグループに所属し各グルー

プのリーダーを中心に役割を

担ってもらい計画を推進して

いきたいと思います。 

１. 月例会グループは新入会員研修会、会員のスキ

ルアップ研修会、また、会員相互の交流会、館外

交流会等年間１０回の月例会を実施します。 
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２. ネットワークグループは、部員のネットワー

クづくりからはじまり新旧相互のコミュニケ

ーションを図り公的機関、「楽学の会」が受託

共催する自主講座の運営ボランティアの活動

を高めていくように努めます。また、ボランテ

ィア活動の実践の場とボランティア交流会、生

涯学習の企画運営に関わる施設ボランティア

と交流会、「市民大学」を企画運営している機

関との交流会等ネットワークの拡充を図って

いきたいと思います。 

３. 学習情報・相談グループにおいては、ボラン

ティア活動相談養成の学習会や実践している

機関との交流会を企画していきたいと思います。 

  各グループが活動しやすい環境づくりに、皆さ

んの意見を尊重しながらアドバイスに努めて

いきたいと思っています。 

瀬田 次に広報部の小林さん。 

＜広報部より＞ 

小林 部の組織としては会報グループとホームペ

ージグループの２つがあります。ただし、部員は

両グループに全員が共通して

入るという方針です。責任者

はそれぞれ決めてあります。

部員は１９名ですが、通常は

７～１０名の参加です。 

 これからの課題と方針は、

ニュースは月１回で、内容は

活動の報告とお誘いだけでな

く、情報を積極的に提供していきたい。基本路線

としては学習支援ボランティアに関するものを中

心に、他団体や関係者への取材に重点を置いてい

きます。会員の声を載せる欄を作っていますが投

稿は少ないですね。その内容は前向きな方向が望

ましく思うので、投稿も時には取捨選択が必要か

なと思っています。 

 外部向けの「楽学だより」ですが、昨年は発行

していません。今年の提案ですが、区民大学塾が

「楽学の会」の重要な事業と思いますので、A4 を

１枚でいいから「あだち区民大学塾だより」（仮称）

として公の場に出していきたい、その中に講師募

集や区民からの情報提供がされるような欄を設け

て、と考えています。それにより、会員も増えて

いけばいいなと思うのですが。 

 もう一つ大きな柱としてホームページがあるの

ですが、活動している場での情報を発信していき

たい。ホームページは情報が入れ替わらないと見

ないということもあり、これから検討しようとい

うことです。 

 それから、あんなに立派なパワーポイントで作っ

た会の紹介もあることですので、ビデオの編集も広

報部の課題にしたい、プレスとか情報の発信も必要

で、協力したいと思います。 

＜事務局から＞ 

瀬田 ありがとうございま

した。事務局は私から。参

加していない部局員も３名

ほどおりますが、今年一番

大事なことは会計制度の確

立です。簿記を今までの単

式から複式にと準備を進め

ています。二つ目は会員の

管理で、名前だけで実際には出て来ない会員の

方々にどう働きかけるかが各部共通の話題になり

ましたね。 

＜自分の所属を見直しては＞ 

早坂 共通の話題というより会全体の課題だと思

うんですね。姿が見えない、考えがわからない、

どこを担っていただいたらよいか、コンタクトが

取れないなどの状況だということですが、働きか

けを各部でやるのか、事務局でやるのかが一つ、

また、所属部局を変えるという方法も考えていた

だくことが一つ、そして部内の組織が変わったこ

となどお知らせして居場所を選択しなおしていた

だくのもいいかと思うのですが。 

緑川 返事をいただけるような方法で情報提供を

やってみるのも一つの方法かも知れません。 

岡田 声をかけることでコミュニケーションをと

ることは大事なことですよね。 

緑川 会費を納入されない方については、ある時

期で退会ということも考えられますか。 

早坂 退会ということでなく、必ずしも現場で活

動していただけなくても、ご支援いただける方な

ら賛助会員や後援会員という方法もあります。活

動から遠ざかっている方には月例会や暑気払いな

ど皆が集まる場に呼び込んだらどうでしょうね。 

瀬田 大事なことですね。会員の参画を働きかけ

るための叩き台を事務局で早い時期に作りましょう。 

早坂 所属部局を変わることで自分の持っている

ものを発揮できるということもありますから、周

りに気を使ったりしないで欲しい。また、組織が

変わったことで、各部でたくさんやることがあり

ますよ、とお知らせしていくのもいいですね。新

入会員の歓迎会などは誰でも参加できますから、

各部長さんから呼びかけていただきたいと思います。 

＜人材の活用とネットワークづくり＞ 

早坂 いろいろな角度から目を向けて、リーダー

はよい人材を見つけようと目配り気配りすること

が大事だと思うんですよ。 

瀬田 会内部のネットワーク強化ということで、

この機会に事務局で、会員の働き場所や所属グル
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ープなどの希望を知る手だてを考えてみましょう。 

早坂 広報部に伺いたいのですが、「楽学だより」

をリニューアルということではなく、廃止して新

たに「区民大学塾だより」をということですか。 

小林 そうです。例えば１００号特集は会員以外

の方へ多く配布していますが、会員向けの案内を

載せた１枚は会員のみに挟み込みにして配布する

などの配慮をして作成しています。外部に出せる

ようにニュースの紙面も充実してきたと言えるで

しょう。 

岡田 もっと外部にまきたいですね。今は公共の

施設だけよね。 

緑川 楽学ニュースは会報ですから、発行する狙

いによっては必ずしも外部向けばかりにはできな

いでしょう。 

早坂 そうですね。何が目的なのか、「会があるよ」

なのか、会員募集なのか、目的と効果を考えて広

める必要があるでしょう。 

岡田 何かしたいと考えている人に興味を持って

もらうきっかけになればいいわね。 

緑川 さっき「区民大学塾だより」と言われまし

たが、講座のお知らせだけでなく、運営に参加し

てみませんかと入れて配るのも効果的ではないか

な。 

小林 講師はいませんか、一緒にやりませんかとね。 

早坂 それ効果的ですよ。受講者の募集も、“とき

めき”の掲載だけにたよらず PR の仕方も考えてい

かなければならない時期がきているのでは。 

小林 床屋にチラシを置いてもらうとか。公共の

場だけでなく場所はあると思う。 

岡田 銀行に置いてもらうとか。ぱっと目につく

ものがいいですね。 

早坂 「区民大学塾だより」は前宣伝のチラシを

兼ねるものと、結果を知らせるものもいいでしょう。 

小林 年数回発行したいね。A4を１枚でいいから。

人が待つ場所に置けるといいですね。 

緑川 保険施設はどうですか。 

岡田 保健所でボランティアをやっている会員に

話してみましょう。 

早坂 それも会の活動ですね。店に置いてもらう

とか、探せば沢山ありそうです。 

早坂 楽学ニュースに書籍の紹介が載りますが、

他の顧問の先生方にも著書や講演会の情報などご

紹介いただいたらどうですか。 

小林 １００号の時にコンタクトをとりましたの

で、今後も生涯学習の情報を提供してもらいまし

ょう。 

早坂 東京新聞の鈴木さんが月例会で話された、

「自ら情報を発信する・当事者意識が大切」とい

うのはこういうことなんですよ。 

＜会場を地域に広げたい＞ 

 

 

 

 

 

 

早坂 最後に会場、活動の場づくりです。今はこ

のセンターが拠点ですが、より充実するには地域

に活動の場を広げていけないかと考えてみたいの

です。８月にはギャラクシティをお借りすること

になっていますが。 

岡田 講座も地元でならっていうのがあるんです。 

早坂 以前に、竹の塚チームを作って竹の塚学習

センターで講座をやったわね。民間の指定管理前

だからできたのかな。 

岡田 L ソフィアは協働事業に限ってなら借りら

れるのではないかしら。 

早坂 例えば男女参画プラザで募集した区民企画

講座を以前にやりましたが、その枠だと区民大学

塾でなく、別枠仕立ての自主講座としてなら可能

かもしれない。 

緑川 楽学の会で受託して、講座企画を出し、会

場をとってということで可能になるかな。 

早坂 いまのような提案を含めて、財源を増やせ

るような事業の提案、開発に力を入れ、会員が増

える分活動の場を広げていきたい。姿の見えない

会員のことも考えつつ、新事業の展開を考えてい

かなくてはと思います。 

岡田 企業との連携も続けたいですね。 

早坂 会費を上げるということでなく、みんなの

活躍の場を増やしながら、財源を得られるような

ことも考えてみましょうよ。 

瀬田 いろいろとご意見、提案が出ました。本日

はありがとうございました。 

（終り） 
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埼玉県埼葛地区社会教育担当者会の視察に対応して 

区教育委員会を通じて、標記の会（埼玉県東部

１５市町の職員で構成）から申し入れがあり、７

月１９日生涯学習センターにて対応となった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 始めに遠藤センター長、三堀職員による施設案

内が１時間ほどおこなわれた。 
当日のメンバーは、視察団１２名、当会から３名

（早坂・原田・緑川）、 
区教育委員会から本間係長と男子研修生も出席し

ての計１７名。 
視察の目的は「楽学の会」の設立の経緯や活動

の詳細、区民大学塾講座の企画・運営について、

区民（ＮＰＯ含む）と行政の関係についてなどが

主旨であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 早坂代表の（パワーポイントによる）説明から

始まり、原田・緑川は大学塾の講師探しや区民の

ニーズに対する意気込みなども交え説明、次いで

本間係長より区民と行政の協働の在り方や課題に

ついての話がなされた。 
 
視察団からは、財政状態の厳しい中で、如何に住

民の学習ニーズに応えるかの難題に足立区は上手

に（金を掛けずに）対応していること、区民と行

政の関係が良好な様子など勉強になったことに謝

意と、これを機に交流の機会を重ねたい旨の申し

出も頂き１８年度のスタートに弾みを付ける交流

の場となった。          （緑川祥元） 
 
 

生涯学習ボランティア養成セミナー終わる 

 平成18年度、養成セミナーも無事終了。今回は鎌

倉の皆様の事例発表を紹介します。 

「こんなこと実践しています」で、鎌倉市生涯学習推

進委員会会長 本郷公基氏による鎌倉の事例報告で

す。 

1. 生涯学習推進委員会とは 

   現在推進員の総数は７０名。 

そのうち９０％近い６０名が講座イベント部会

に所属して、講座イベントの企画・立案・運営に

参加。彼らは鎌倉学習センターに１４名、腰越学

習センターに９名、深沢学習センターに１２名、

大船学習センターに１２名、玉縄学習センターに

１３名いる。次に多いのは「鎌倉萌」の編集発行

をする広報部員で２１名。後は情報部員で８名、

庶務部員が７名。 

2. 部の構成 

★庶務部：新人の採用、新人研修、全員のスキル

アップ研修、その他一般庶務。 

★講座イベント部：５センターの講座･イベントの企

画運営、各センター年間講座 20 本強、イベント

数本、合計約 120 本 

★講座の回数：語学６回程度、絵画・音楽・書道

等６回程度、歴史・文学４回程度、手芸・料理・

健康４回程度、其の他 １―３回程度 

★広報部：「鎌倉萌」の編集と発行、毎月第４火曜 

日に１万部発行、配達：各センター･市役所・公

共施設（６０箇所）、江ノ電･モノレール･美術館

等（８０箇所）、其の他新築マンション、喫茶店，

美容院にポスティング、発送：市内外の生涯学

習施設等（５０箇所） 

★情報部：プラネット神奈川のホームページによ

る情報発信とＩＴの研修 

３. 鎌倉の特徴 

＊ 人気講座は語学、歴史もの、絵画や文学等

趣味の講座であり、市民啓発のための講座、

例えば高齢社会や地球温暖化の問題、資源

活用等社会性のある講座は応募者少ない

のが悩み。 

＊ 鎌倉市は高齢者が多いので、受講者も高齢

者が多い。育児中の母親や、勤労者対象の

講座も企画するが人集めに苦労する。 

市民大学土曜講座など勤労者の為に土曜

日に開催するが、殆どが企業引退した７０

前後の老人である。これはこれで高齢者の

ボケ防止になり、生甲斐を与えることにも

なり、意義あることと考えている。 

＊ 鎌倉には文化人多く有名な講師がボランティ

ア精神で出演してくれる。（広報部 小林徹） 
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あだち区民大学塾特別講座開催案内 

 この度、あだち区民大学塾夏休み子ども特別講座として、「おもしろ宇宙のはなし」の演題で、ギャラ

クシティにおいて講座が行われます。対象は小学５年から中学生です。 
 なお、講師は、楽学の会会員の小林徹さんです。子どもさん達の参加応募をお待ちします。 

講   座 日程 時間 内  容 区民講師 申込締切

8/24 

木 

宇宙ってどんなところ？ 

～地球とその周りの星たち・宇宙と地球の誕生～おもしろ宇宙のはなし 

～ふしぎな宇宙へのトビラ～ 8/25 

金 

10：00 

～ 

12：00 
みんなの周りの宇宙の技術 

～宇宙の利用、ロケット、人工衛星、宇宙旅行～

元(財)無人宇宙実験 

システム研究開発機構

研究員 

小林 徹氏 

 

8/10 

必着 

 

★運営ボランティア募集！ 

 区民大学塾事務局まで、活動できる日時（２４日・２５日両日か、どちらか１日）をお知らせください。 

０３－５８１３－３７５９（平日午後１時～５時）  

「あだち区民大学塾」平成１８年度第２ステージ終了 
 ６月２２日(木)より開始した１８年度「あだち区民大学塾」の第２ステージの３講座は７月１４日(金)、
各講座とも成功裏に終了しました。 
●講座名 今どき御葬式事情 ～変わりゆく葬送を考える～             受講者：１７名 
1 回  「替わり行く葬送事情」 ～葬儀の歴史と変遷～                              講師 久保 正数氏 

2 回  「葬儀と法要のあれこれ」 ～香典返し・飲食・接待～                  講師 濱名 雅一氏 
3 回  「最新お葬式事情」 ～家族葬・生前予約・究極の新システム～            講師 根岸 藤男氏 

● 講座名 あなたの家は地震に耐えられますか？  
     ～木造戸建住宅の耐震診断と対策を考える～               受講者：１７名 
1 回 「地震と家屋の構造を見る」～阪神淡路、新潟中越地震の現場から～ 

2 回 「木造戸建住宅の耐震性を学ぶ」～だれにも分かる構造の基礎知識と耐震性～ 

3 回 「わが家の耐震対策を考える」～わが家の耐震性のチェックと対策～ 

講師(1・2・3回) 松崎 孝平氏（一級建築士・一級建築施工管理技士） 

● 講座名 「日本茶」入門講座 ～茶を知って愉しく味わう～            受講者：２０名 
1 回「日本茶のルーツをたずねて」～伝承されてきた茶の文化～ 

2 回「お茶の不思議」～現代に蘇る効用の魅力～       講師(1・2 回) 奥村 静二氏（日本茶インストラクター） 

3 回「美味しいお茶のヒミツ教えます」～形状・香り・色・五感で味わう～ 

講師(3回)  奥村 恵子氏（日本茶インストラクター） 

 

新入会員説明会・歓迎会のお知らせ 

新入会員歓迎会を下記のとおり開催いたします。 

・日 時：８月２日（水） 

・説明会：午後５：３０～ 

・歓迎会：午後７：００～８：４５ 

・会 場：学びピア研修室１ 

昨年は大勢の方が入会され活動されています。 

今回も新しい会員をあたたかく迎え、新旧相互 

会員の交流を図りながら、会を盛り立てていきた 

いと思います。皆様のご参加をお願いいたします。 

（ボランティア活動推進部） 

 

歓迎！ 新入会員 
 平成１８年度の「生涯学習ボランティア養成セミナ 

ー」は７月１９日にプログラムが終了し、７月１９日 

現在、次の７名の方々（敬称略）が「楽学の会」に、 

入会されました。皆様の御活躍を期待します。 

尾島美津江、金子勝治、神戸 明、北川 勇、近 

藤巳知恵（コンドウミチエ）、楮本文子（ナズモトフミ 

コ）、山守美知子の皆様です。      （事務局） 
※お知らせ 
平成１８年７月より、「楽学の会」前代表理 

事の市川茂敏さんは、理事会の決議により相 

談役として今後もご支援を頂くこととなりま 

したのでお知らせします。 

（事務局) 
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６月度月例会報告 

 ６月の月例会は、６月２６日（月）に行われた。講師に、東京新聞したまち支局長・鈴木賀津彦氏を

迎え、「自ら情報発信するって、どんなことだろう」をテーマに講義をしていただいた。 

 講義の後、３班に分かれ、鈴木氏の問題提起についてグループ討議が行われた。 
 
鈴木氏のお話の要旨： 

メディアについて、現代の動きから見直す 
（九州の市民メディアの現場「住民ディレクター」が生々

しく紹介された） 
（１）私達自身がメディアだ 

（「地域」のキーワードは「当事者意識」と提起された） 

（２）市民メディアとマスメディア協働の時代 
（「NPO と情報革命」の進展を展望する） 

 
 鈴木氏は、楽学の会に注目していること、「楽学の会がもう一

歩発展するためには、もっと多くの分野の人々とつながってい

くこと」と締めくくられた。また、鈴木氏は取材で知った「千

住文化普及会」代表の櫟原
いちはら

文夫氏、大久保美智子氏を伴って来

場され、意見交換が行われた。 
  
                             

 
グループ討議には櫟原、大久保両氏も参加された。各班とも

当会の情報発信について真剣に議論し、「情報は、足で得るこ

とが大切だ」、「当会のホームページの充実が大切であること」、

「会員が情報発信をしていくという意識をもつこと」等が報告

された。 
 鈴木氏から、各班の報告について「関係者が当事者意識をも
てるかどうかがポイントである」とのコメントをいただいた。 
 終りに、各部から部の動きについて報告され、閉会した。 

（司会：石渡建夫、記録：酒井政雄） 
 
 
 

運営ボランティア報告 

★「演劇入門」の運営ボラで思ったこと 

 放送大学客員教授の渡辺 保先生の 3 回講座には 70 名をこえる参加がありました。毎回ビデオを

使っての名解説で、みんなが酔いしれているように感じられました。 
 古典劇と現代劇はどう違うのか、その違いから演劇の本質を知ろうというのが狙いで、第 1 回は、

能の「松風」と「炎の人」（ゴッホを滝沢修）から“狂気”をテ－マに比較しようという内容でした。 
 そのほか、古典劇では文楽と歌舞伎、現代劇では「女の一生」と「マイフェア・レディ」､が選ばれ

て、「恋」と「男と女」をテ－マに古典と現代の演劇を比較しました。 
 一口メモの資料には、「能の見方を教えていただき、興味を覚えた」とか「演劇を見て人生の勉強を

していきたい」などさまざまな受講者の声がよせられていて、「運営ボラって、新しい知識がえられる

し、他の人の感じたこともわかって、楽しいな－」とつくづく思いました。      （相馬義人） 

ビデオを見ながらのお話 
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運営ボランティア報告 

NHK 連携講演会 

 「世界の巨大恐竜博 2006」を最大に楽しむため

の恐竜セミナーが７月８日、小学生を対象に開催

されました。演題は“日本と世界の恐竜発掘”、講

師は国府田良樹氏（ミュージアムパーク茨城県自

然博物館）により行われ、保護者同伴とはいえ、

講堂が満杯となり大盛況でした。 
 小学生及び同伴者２

４０名での開催という

ことで、生涯学習セン

ターの学習事業課全員

とボランティア１１名

で、緊張のスタートとなり

ましたが、大きな混乱も

なく無事に終了することができました。 

 講演会は定刻どおり開演され、国府田講師が恐

竜の話を始めると、ざわついていた会場も次第に

静かになり、子供たちは話に引きずり込まれて行

きました。子供たちは恐竜の化石を持った時、そ

の重さにびっくりしたり、化石の色が色々あり中

にはパール状のものもあることに驚いたり、また、

恐竜の卵が何千、何万個とまとまって見つかるこ

とに目を見張っていました。 
感心したこと

は、子供達が恐

竜について良く

知っていること

で、名前・分類

はもちろんの事、

棲息した地域ま

で講師の質問に

答えておりました。 
（タイが過去恐竜の王国であったことは知りませんでした） 

運営ボランティアとして参加している中で、こ

のような話を聞くことができることは、非常に楽

しく、また自分自身の為にもなることと痛感しま

した。皆さんご苦労様でした。 
         （江川武男） 

 

運営委員会だより 

 平成 18 年 7 月度の運営委員会は 7月 4 日（火）

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講座のうち「今どきお葬式事

情」は終了、「あなたの家は地震に耐えられ

ますか？」と「日本茶入門」は開講中。 

② 第 2 ｽﾃ-ｼﾞは 3 講座とも“ときめき”の掲載

内容変更が原因なのか応募者が激減した。リ

ピ－タ－確保のため、アンケ－ト用紙でＦＡ

Ｘ番号の記入をお願いした。 

③ 「あだち区民大学塾」等の運営ボランティア

の保険加入の検討要請があった。 

④ 7 月 11 日以降の「大学塾」事務局担当の応

募要請があった。 

2．各部・局等からの報告及び提案 

学習支援部  

① 生涯学習ボランティア養成セミナ－を開講中 

② 7 月 19 日三郷市役所の生涯学習関係者が学

習センタ－訪問の件で教育委員会から「楽学

の会」に活動報告の要請があった。当日、「楽

学ニュ－ス」第 110 号を配布する。 

③ 9 月 15 日さいたま市の生涯学習関係者が学

習センタ－を訪問する予定について報告が

あった。 

ボランティア活動推進部 

① 8 月 2 日午後 5 時 30 分から「新入会員説明

会」、午後 7時から「歓迎会」を開催する。 

② 8 月の部会は 10 日午後 6 時～“さくら”で

開催する。 

広報部 

楽学ニュ－ス 111 号は 7 月 24 日に発行する。

なお、ニュ－スに掲載しているホ－ムペ－ジ

に関する意見・提案は田中国弘宛に変更した。 

事務局  

① 東京法務局に「事務所移転・理事変更・代表

者変更」の登記申請をした。 

② 東京都ＮＰＯ法人係に「平成 17 年度事業報

告書等」及び「事業所変更・理事、監事変更・

代表者変更」の報告書を提出した。 

③ 登記完了後、西新井税務署・足立都税務所・

取引金融機関に「事務所・代表者変更届」を

提出する。             （瀬田佳男） 
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生涯学習センター 
ボランテｲア情報 

Wanted: Volunteers!! 
梅雨らしい梅雨もやっと明け、暑い夏がやってきまし

た。皆さんいかがお過ごしでしょうか？この暑さに負けず、
楽しく元気にみんなで学びあいましょう。 

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 ! 
＊新規のご案内＊ 

▼ ＮＨＫ連携  
「ＮＨＫ日曜美術館３０年展」 

関連文化講演会 
（ 詳細は公社ニュース ８／1 号） 

◎日時    ９/２（全１回）土曜  
午後２時～ 

◎活動時間  午後１３時から１６時頃まで 
◎会場    生涯学習センター 講堂 
◎活動内容  司会・受付・案内・運営等 
◎担当者  池田 

▼放送大学連携講座  
現代の経済社会を探る！ 

－貨幣経済と不確実な社会変動を生きる― 
（ 詳細は公社ニュース ８／1 号） 

◎日時    ８/2５・9/1・８（全３回） 
毎金曜日 午後７時～ 

◎活動時間  午後6時15分から9時30分頃まで 
◎会場    生涯学習センター 研修室１ 
◎活動内容  司会・受付・案内・運営等 
◎担当者  国分・大塚 

▼ ＮＨＫ連携 
「ルソーに見た夢、ルソーに見る夢」 

関連文化講演会 
（ 詳細は公社ニュース １０／1 号） 

◎日時    10/２８（全１回）土曜  
午後２時～ 

◎活動時間  午後１３時から１６時頃まで 
◎会場    生涯学習センター 講堂 
◎活動内容  司会・受付・案内・運営等 
◎担当者  池田 
 

★★★申し込み方法★★★ 
   学習事業課に直接、電話・ｅメールなどでお申

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。 

Ｔｅｌ５８１３－３７３５ Fax3870-8407 

gs@kousya.jp 

■申し込み締切り日 

「ＮＨＫ３０年展」：８月２１日（月） 

「経済社会を探る」：８月１２日（土） 
「ルソー」：１０月１６日（月） 

楽学インフォメーション 

★会合のお知らせ★ 

今回は８月及び９月の予定の連絡です。 

○運営委員会 

８月 ７日(月) 午後 7時～9時 ワークルーム 

９月 ５日(火)  午後 7時～9時 ワークルーム 

○月例会 

８月は休み 

９月 28 日(木)  午後 7時～9時 

○学習支援部 

８月 ９日(水)  午後 6時～8時 ワークルーム 

９月 13 日(水)  午後 6時～8時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

８月 10 日(木)  午後 6時～8時 7 階「さくら」 

 ９月 ８日(金)  午後 6 時～8時 ワークルーム 

○会報部 

 ８月 ９日(水)  午後 3 時～5時  ワークルーム 

 ９月 ７日(木)  午後 3 時～5時 ワークルーム 

 ９月 21 日(木)  午後 3 時～5時 ワークルーム 

  ９月 28 日(木)  午後 3 時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 ８月 18 日(金) 午後 2 時～4時 ワークルーム 

  ９月 15 日(金) 午後 2 時～4時 ワークルーム 

○大学塾企画会議 

 ８月 17 日(木) 午後 3 時～5時 ワークルーム 

上記、運営委員会を除き、ご自由にご参加くだ 
さい。 

★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 

久しぶりの編集ですが、盛りだくさんの内容に

嬉しい悲鳴です。広報部はいつも臨戦態勢、そん

な中、パソコンが壊れて。広報部にもパソコンが

ほしい今日この頃デス。 

（高見沢公彦） 


