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 「あだち区民大学塾」の新しい試みとして、子どもたち（小学５年生～中学生）を対象とした講座

を８月２４日、２５日の２日間にわたり開催しました。今回は、対象が子どもたちであることに加え

講師が楽学の会の会員、司会が大学生ということも始めての試みです。応募してくれた子どもたちは

２日間とも熱心に受講してくれました。 

 奇しくも、講座開講中に、冥王星が惑星の仲間から外れたニュースが飛び込み、効果のあるタイミ

ングでした。 

  テーマ：おもしろ宇宙のはなし 

  講 師：小林 徹（会員） 

  司 会：大野 竜寛さん（区役所に来ている実習生／駒沢大学） 

  会 場：ギャラクシティ 
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◇◆ 神戸 明さん ◆◇ 

  楽学の会に入って 

 

  私のボランティア活動の動機は、

仲間探しです。地域への貢献は結果

として付いてくる程度で OK かと思っていました。

今夏｢養成講座｣を受講して自分のボランティアに

関する考えは幾つか見直しをしましたが、動機につ

いてはそのままです。未だ始めたばかりですので

｢仲間｣は確認していません。当たり前ですね ハハ

ハ。 

  僅かな体験ですが、会員のフラットな人間関係と、

ある種の緊張感に感動しました。よくある仲良しク

ラブのようなベタベタした仲間関係ではないのが

快適です。 

  そして自分の位置が直ぐに見付かったのも幸い

でした。仕事上 PC の扱いには慣れていますので、

この面でお役に立つのが早道だと思っています。 

 ただ私は現業を持っていますので、日程の関係で

少し厳しい時があるかも知れません。口だけでなく

手足を動かすことに心掛けるつもりです。よろしく

お願いします。 

 

◇◆ 金子 勝治さん ◆◇ 

生涯学習＆文化ボランティア活動 

 

困った人を助ける（献身的に奉仕

する）事だけが、ボランティアだと

思っていたのが“大間違い”。世の中

には意味のある事がいっぱいあり、広い意味では文

化活動に自分の意志で参加する事もボランティア

活動なのだと判って来た。   

ボランティア活動は福祉活動だけに止まらず人

生を広く楽しく過ごす為の手段として、積極的に他

人の輪の中に入り込む事だと考えます。先ず自分の

好きな事を見つけて、その中から何か出来る事はな

いかと探す「自分探しを始める」事から始めて、そ

れを仲間と一緒に楽しむ事は出来ないかと考え、

「企画」又同じ考えの人に協力を求め「相互協力し

合い運営」行動実践していく。又、大切なことは自

分の考え方を押し付けず、自分と違った意見も許容

し取り入れて、企画に幅のあるものへと広げていく

事も大切な事ではないかと考えます。なぜならやっ

ている事が楽しくなければ長続きしないと思うか

らです。 

 自分自身も向上し成長して楽しくボランテイア

が出来ればと思って居ります。人の命と社会を支え

る文化ボランテイア活動こそが、我が人生に於ける

最上の生涯学習の一歩だと考えたからです。 

 

 

 

◇◆ 山守 美知子さん ◆◇ 

  入会に際して思う事 

 

休日も緊張を強いられていた仕事

から突然、責任の希薄な仕事に異動さ

せられ、鬱々とした気持ちを抱え、仕事をやりたい

と周りの人に訴えていたある日、あと数年で来る定

年になったら自分でやる事を自分で見つけなけれ

ばならないと、思い当たりました。 

定年後は「読み聞かせ」をしようと思い立ち朗読

を習い始めて、久しぶりに立ち寄った学びピアで

「生涯学習支援とボランティア」の募集を見つけま

した。「読み聞かせ」に役立つかも知れないという

軽い気持ちで受講しました。回が進んで楽学の会の

活動状況の説明を聞き流していた時『歴史をプラッ

トホームに』の言葉が飛び込んできました。江戸時

代の瓦版、黄表紙を読み聞かせにしてみたいと考え

ていたので、歴史を学びながら学びを提供する事に

興味をひかれ、即入会を決めました。恐る恐る出席

した暑気払いで暖かく迎えて頂いたり、諸部会での

新参者のトンチンカンな質問に丁寧に回答して下

さったりと、暖かくやさしい諸先輩方と共に、一人

でも多くの方々に学び知る喜び、楽しみを伝えたい

という気持ちを持って、参加して行きたいと思って

おります。 

 

◇◆ 楮本（かずもと） 文子さん ◆◇ 

新会員の言葉 

 

 今年の４月に町会の婦人部の一員が不慮の事故

で５０代の若さで他界してしまいました。色々な活

動や習い事をしていましたのに、実ることがなくあ

っけない人生だと思いました。その事があってから

私もこの地域ばかりでなく、もっと何か出来る事が

あったら参加してみたいと思っていました。ちょう

どボランティア養成セミナーの事を知り、勉強して

新しい生きがいの場をみつけたいと思いました。自

営で限られた時間しか参加出来ませんが宜しくお

願いします。 

 

◇◆ 北川 勇さん ◆◇ 

 入会に際して思うこと 

 

 私は今年３月退職しました。定

年後１０万時間（これは会社勤務

と同じ）の余暇時間をどのように

過ごしたら良いものか色々 考えました。その中の

１つとして、ボランティア活動はどうか？検討して

みたいと思っていたところ、今回の「生涯学習ボラ

ンティア養成セミナー」をあだち公報で知り、取り

あえず参加することにしました。 

 ４回のセミナーの中で「ボランティア活動とはど

（受付順） 新会員、入会の抱負
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のようなものか？」を学術的、専門的、実践的見地

から学ばせて頂きましたが、この時点では”生涯学

習ボランティア”と”楽学の会”との関係が、まだはっ

きり解りませんでした。  

 その後楽学の会から配布された「設立趣意書」・

「定款」・「あらまし」と最後に「ボランティアガイ

ド」を読み終えた時点で、はじめて楽学の会の目指

すべき姿を理解することができました。 

 また、セミナーの中で何度もボランティアに参加

することは”自らも学ぶことができる”と語ってお

られましたので、あだち地域社会への学びのボラン

ティアのみならず自分への学習ボランティアにも

なることを知りました。 

 以上の理由により入会させていただきたいと思

っております。今後は、今迄と違った体験を通じた

喜びや、時には苦労があるかと思いますが、微力な

がら敢えてチャレンジしていこうと思っておりま

す。 

 よろしくご指導のほどお願い申し上げます。 

 

◇◆ 近藤 巳知恵さん ◆◇ 

       入会に際して 

 

 私は、今年３月にリタイアした

事で、その後のあり様につき自分

探し中の者です。 

 以前より時々ですが、興味のあるセミナーを受講

して居りました。 

 そのセミナー会場で運営メンバーの方々が明る

く、親切に対応して下さり、いつも感謝して居りま

した。今回養成セミナーに参加して、始めて、「楽

学の会」の皆様がボランテイアで運営されている事

を知りました。そして、是非活動に参加したいと思

い入会を決めました。出来る事から始めようと、９

／２４・２５の２日間受付のお手伝いに参加、始め

ての経験で不安もありましたが先輩方のご指導を

いただき、楽しく参加出来ました。ありがとうござ

いました。次回、９／２７～１０／２５（水）の５

日間の参加を予定して居ります。今後共宜しくお願

いいたします。 

 

◇◆ 尾島 美津江さん ◆◇ 

入会に際して 

 

 昨年会社をリタイアして、一年が過ぎました。長

い間会社づとめでしたのでその間稽古事や、旅行な

どの他、会社以外の方とはあまり接点のない生活で

した。先の事を考える余裕のないままリタイアしま

したので何を始めて良いのか解らず、月日がたち時

間ばかりが過ぎて行きました。そんな折り、ボラン

ティア養成セミナーのことを知り参加致しました。

私の頭の中でボランティアと言うと奉仕すると言

う、考えでしたがセミナーの回数を重ねていく内に、

まず私の身になることでさらにまわりの方に、少し

でも手助になればと考える様になりました。思いを

同じにする方とご一緒に何か出来ればと思ってお

ります。どうぞよろしく、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

新入会員歓迎会報告 ★★７月度月例会・暑気払い★★ 

 ８月２日(水)、新入会員に対するボランテ

ィア活動の説明会が行われ、それに引続き、

歓迎会が開催されました。歓迎会はグループ

毎に新会員を囲み、会の活動等について活発

な議論が行われました。 
 最後に、新会員による議論の内容、各自の

抱負等の報告で終了しました。 

 ７月の月例会は７月２４日(月)、レストラン

“さくら”において、生涯学習センター及び新

会員も参加しての、夜景を見ながらの暑気払

い。みんな大いに盛り上がりました。 
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運営ボランティア報告 
 

NHK 連携文化講演会 

「日曜美術館」放送 30 年と番組の舞台裏 

 

 十年一昔も死語になりつつある現代社会で「日

曜美術館」は 1976 年 4 月より 30 年、放送回数実

に 1500 回を超えた長寿番組、日本全国で沢山の

ファンに親しまれています。 

 この度、30 周年記念文化講演会に参加させて

戴きました。9月2日土曜日、秋晴れの天気の為、

アウトドアのレジャ－等で出足が心配されまし

たが、出席者 209 人、運営ボランティア総勢 10

名が、司会、受付、誘導接待等を積極的にこなし

役目を果しました。 

 講師は NHK プロデュ－サ西松典宏氏、番組の舞

台裏を巧みな話術で披露、講堂一杯の参加者を堪

能させていました。 

 放送当初は画家の一生をドキュメンタリ－風

に紹介していましたが、途中から「私と〇〇」 

 

 

 

シリ－ズとし、各界の著名人を招き、視聴者より

好評を博した事、紹介する画家がヨ－ロッパに偏

よるきらいがあり、最近は、アジア、アフリカの

ア－ティストに眼を向け始めた事、又、視聴者が

自分自身で興味ある絵、作家を見つけたり、描い

たりする楽しみ方をしたら良い等のアドバイス

をされました。 

 最後に、NHK には耳の痛い様な、鋭い質問も飛

びかい盛況裡に幕を閉じる事が出来ました。 

「30 年展」は 10 月 15 日迄、東京芸術大学美術

館で開催中、“美術の秋”を十分満喫されたら如

何かと思います。 

              （石渡建夫） 

 

 

放送大学連携講座 

現代の経済社会を探る！ 

 

 放送大学助教授の坂井素思氏を講師に、 8 月

25 日、9月 1 日、8 日の３回にわたり開催されま

した。 

今回の企画に運営ボランティアのメンバーと

して参加して大変得ることがありました。豊富な

データを提供されての理解しやすい表や、一言踏

み込めないと思っていた経済問題も少しは理解

でき、また面白く新聞を見るようになりました。

毎日手にするお金の仕組みとその怖さも・・・   
今後の企画に期待してささやかなお手伝いを

したいと思います。       （南 協子）

 

あだち区民大学塾 講座運営スタッフ及び事務局当番の募集 

 

あだち区民大学塾の講座運営スタッフ並びに事務局当番に皆さんご参加下さい。 
 １．事務局当番 

   今まで参加されたことのない方も是非参加ください。経験ある方と一緒に活動して貰います。 

   今回は、9/26～11/2の平日・午後1:00～5:00 生涯学習センター ワークルーム 

 ２．講座運営スタッフ 

 （１）「暮らしに役立つデザイン術」 

    11/1・11/8・11/15 全３回・毎水曜・午後７時～９時 

 （２）「川柳から見る人模様」 

    11/4・11/11・11/18 全３回・毎土曜・午前１０時～１２時  

次回予定の「日本語」と「ワイン」は１０月発行の楽学ニュースでお知らせいたします。 

当番ならびに講座運営スタッフの申し込みは大学塾事務局まで、ファクシミリをお送りください。 

ファクシミリ番号 ０３―５８１３―３７５９
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運営委員会だより 
 
 平成18年8月度,9月度の運営委員会は8月7日（月）
及び 9月 5日（火）に開催されました。議事録をもと
に報告します。 
 
｛8月 7 日｝ 
1．早坂代表より報告及び提案 
① 生涯学習センタ－から、9 月 15 日にさいたま市 
 関係者がセンタ－を視察後、「協働」について話 
 をしてほしい旨の依頼があった。－講師は早坂 
 代表。 
② 文京アカデミ－学習推進部から、12 月 5 日 

「地域に帰り地域で暮らす」についての講師依頼
があった。－講師は早坂代表。 

③ 7 月 29 日、内藤教育長の義父の通夜に参列した。 
④ IT 東京ネットワ－ク主催の「NPO 団体のための HP

作成講習会」に会から 4 名（受講料は会が負担）
参加してはどうかとの提案があり、協議の結果提
案どおり了承した。 

２．あだち区民大学塾の件 
① 第 3 ステ－ジ 4 講座の会場  
「司馬」10月 7 日、14 日、21 日－研修室 4「デザイ
ン」11 月 1 日、8 日、15 日－研修室 5 
「ワイン」11 月 30 日、12 月 7 日－講堂 
② 「事務局当番」の協力依頼があった。 
③ 講座「おもしろ宇宙のはなし」受講者確保の協力

依頼があった。 
３．各部・局等からの報告及び提案 
○ 学習支援部 

自主企画講座の企画案（作成中）を生涯学習セン
タ－に提案する。 

○ ボランティア活動推進部 
9月 28日の月例会は5名の会員による「事例発表」
を計画している。 

○ 広報部 
ホ－ムペ－ジに関する「アンケ－ト」を集計し、
今後の更新等に活用したい。また、「HP 作成講習
会」の参加者を至急検討する。 

○ 事務局 
① 係先に事務所、代表者変更申請書の提出を完了

した。 
② 平成 18 年度運営委員会月例会開催予定  

運営委員会 10 月 5 日（木）、11月 6 日（月）、
12 月 6 日（水）、1 月 10 日（水） 
2 月 5 日（月）、3 月 5 日（月） 
月例会 10 月 24 日（火）、11 月 28 日 
（火）、1 月 26 日（金）、2 月 26 日（月） 

    3 月 29 日（木） 
③ 来年の NPO まつりはボランティアまつりと合同

で開催する予定。 
④「男のボランティア」参加の報告。 

○ その他  
  千住文化普及会とネットワ－クを構築したいと 
  の提案があった。 
 
｛9月 5 日｝ 
１．早坂代表より報告及び提案 
 ①8 月 17 日の新聞で河合文化庁長官の病状を読 
  み、一日も早いご快復をお祈りします。 

  ②平成 17 年度「文化ボランティア全国フォ－ラ 
  ム」のレポ－トの配布があり、今後の会の運営 
    に活用してほしい。 

 ③(財)あしたの日本を創る協会主催の「全国 
  フォ－ラム」が今年は 12 月 4 日、5 日東京 
  で開催の予定。代表が分科会実行委員を依 
  頼された。 
  ④8 月 30 日生涯学習センタ－と受託事業講座の方 
  針、役割分担について打合せ会を実施した。な 
  お、「学び見つけた」の今後の作業内容の見直し 
  を検討することになった。 
  ⑤10 月 24 日に臨時総会を開催する。議題は理事 1 

名選出、定款変更（理事定数）、ボランティア保険
の加入等。 

２．あだち区民大学塾の件 
 ①「おもしろ宇宙のはなし」講座実施報告。 
 ②第 3 ステ－ジ 5 講座の開催予定。 
  「司馬遼太郎」「デザイン」「川柳」「日語語」「ワ 
  イン」 
  ③第４ステ－ジは 2 講座の企画が決定した。 

平成 16 年度目標の 15 講座開催は達成出来る見込
み。 

 ④足立よみうり、足立朝日等にも講座記事掲 
 を依頼する。 
 ⑤「講座実施報告書」案が提出され検討を行 
  った。 
３．各部・局等からの報告及び提案 
  ○学習支援部 

    11 月開催予定の自主企画講座「格差社会」企画  
    案を生涯学習センタ－に提出する。 
 ○ボランティア活動推進部 

    1 月に江戸東京博物館との交流会開催を検討し  
  ている。 
 ○広報部 

 区民大学塾の各ちらしの裏面に「区民大学塾だよ
り」の掲載を検討している。 

 ○事務局 
 会員名簿（8 月 1 日現在）の配布があった。 
なお、会費未納者に会費納入の振替用紙を楽学ニ
ュ－ス 9 月号に同封する。 

 ○その他 
 千住文化普及会とのネットワ－クを構築する。 

 

臨時総会開催通知 
 

 以下の要領で、臨時総会を開催しますので、万

障お繰り合わせの上、出席くださるよう案内しま

す。 

 

１. 日時：１０月２４日（火）午後７時から 

２. 場所：生涯学習センター 

３. 議題： 

① 理事選任の件 

② 定款（理事定数）変更の件 

③ ボランティア保険加入の件 

④ その他 

 

お願い： 

 やむを得ず欠席される方は、委任状を事務局瀬

田宛に提出下さい。 

 

なお、臨時総会に引続き、１０月度の月例会を行

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!! 
 

 気がつくともう９月になり、空も風も秋の気配
が濃くなってきましたね。今年の夏はなんだか短か
ったような気がします。皆さんはどんな夏を過ごさ
れたのでしょうか? 
 さて、身体を動かすにも、何かを学ぶにもとて

もよい季節となってきました。 
 これからの講座にも、皆さんの御協力よろしく

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＊ 
▼放送大学連携講座  

「法は環境を守れるか」 

  ―環境法律家の挑戦！！－ 

（ 詳細は公社ニュース 11／1 号） 

◎日時    11/30・12/7・14（全３回） 
毎木曜日 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3 

◎活動内容  司会・受付・案内・運営等 

◎担当者  国分・大塚 

 
＊ただ今募集中！＊ 

▼ ＮＨＫ連携講演会 
「ルソーの見た夢、ルソーに見る夢」 
（ 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。 

 

 Tel ５８１３－３７３５ 

 Fax 3870-8407 

   E-メール gs@kousya.jp 

 

申し込み締切り日 

「法は環境を～」：１１月１５日（水） 

「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★ 

○運営委員会 
10 月 5 日(木)  午後 7 時～9 時 ワークルーム 

○臨時総会／月例会 
10 月 24 日(火)  午後 7 時～9 時 研修室２  

○学習支援部 
10 月 13 日(金)  午後 6 時～8 時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 
 10 月 11 日(水)  午後 6 時～8 時 ワークルーム 
○広報部 
 10 月 9 日(月)  午後 3 時～5 時 ワークルーム 
 10 月 19 日(木)  午後 3 時～5 時 ワークルーム 
 10 月 24 日(火)  午後 3 時～5 時 ワークルーム 
○事務局 
 10 月 20 日(金) 午後 2 時～3 時 ワークルーム 
○大学塾企画会議 
 10 月 20 日(金) 午後 3 時～5 時 ワークルーム 

 

★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：田中国弘 
     電話：03-3856-9290  
  E-Mail：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp 
 

編集後記 
 ９月も終りに近づき、秋の気配が感じられる季

節となりました。今号は、８月が休刊でしたので

２ヶ月振りの発行です。今回から広報部には新会

員も加わり、新鮮な構想も取り入れ、充実したニ

ュースにしていきたいと思っています。 

 

 広報部員の動静ですが、安田剛さんは現在、病

気療養で入院されています。 楽学の会を想い、

短歌が届きました。 

“楽学の 活動をせし 友を思う 

  我病棟で梅雨天(そら)を睨む(みる)“ 
一日でも早いご回復を祈ります。 

（小林徹） 


