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皆様のご意見を取り入れました 

～ホームページが来年初めリニューアルされます～ 
 平成１８年７月２３日～８月８日ホームページ(ＨＰ)アンケートを実施（回答率２１％）。その結果よ

り今後のあり方として３つの課題で取り組み、来年初めを目標にＨＰをリニューアルします。 

 

＜課題１ トップページのリニューアル＞ 
１）キーワード 

    「新鮮・楽しい・役に立つ」(アンケート結果を踏まえ、会のＨＰの新しい3原則としました） 

２）リニューアルポイント 

   ・少し躍動感、メリハリを付ける。 

   ・ＨＰを開いた時インパクトを与える。 

   ・見て楽しいＨＰ、例えば動き、音楽、写真、ロゴなど。 

   ・トピックスをこまめに掲載。 

   ・会に興味を持ち、連絡をしたくなる様な、更に入会したくなる様な紙面づくり。 

３）会員向けＨＰ掲載内容の見直し(必要性は？、役立ち情報が少ないとの声に対応）。 

   ・情報内容の幅と質を広げる(写真、記事量、質）。 

・会の活動受付窓口、登録など。各種の申込、連絡がメールでできるようになると良い。 

 

＜課題２ 定期的、逐次の更新を行う＞ 
１）広報部中心に、各部にもＨＰ担当を決め、更新体制を作る。 

田中国弘(ＨＰ事務局）喜多村政夫(ＨＰシステム）染野絢子(ＨＰ管理人）神戸明(ＨＰデザイ

ン、広報部）原田進(学習支援部）石田佳久(ボラ活部）江川武男(事務局） 

２）会員の声や、活動の様子など、必ず更新する部分を設定する(トップページに明示)。 

３）毎月末、毎月初めなど定期的に更新日を設定して更新を行う。 

 

＜課題３ リンク、連携を強化する＞ 
１）多くのＨＰ設置者と連携・ネットワークをつくる。 
２）「楽学の会」と交流のある団体、自治体とのリンク。 

 
 木口千恵子さんの毛筆でシンボルロゴ

「楽学の会」を作成。 

 
 「楽学の会」のＨＰ管理人の 

染野絢子さん。現在のＨＰを原田さんと

立ち上げ、その後、ＨＰを支えてきた最

大の功労者。 

「これからも頑張ります。」 
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運営ボランティア報告 

▼獨協大学連携講座 
『ビジュアル！名画でつづるイエスの生涯』 

運営に参加して 

 本講座は、9月27日(水)から10月25日までの全５

回にわたり、獨協大学講師の谷口郁夫先生を講師

として開催されました。 

 映画「ダビンチコード」の影響か講座への関心

は高く、80余名と参加者も多数の講座でした。聖

書への理解の深まり、過去及び近い将来本物の絵

の観賞に役立つとの、多くの意見も伺いました。 

 多くの画家が異時代に表したイエスに関する絵

画は、その時代の風俗を的確に表現し、谷口講師

の説明と共に楽しく拝聴する事が出来ました。 

 ただ、PCを使っての絵画観賞は場所によって見

えにくい所もあり、会場作りは工夫のいる事でし

た。そして初めての司会は講師がつぶやいたスピ

ーチであったかと落ち込んだり、初めてなのだか

らと自身で慰めたりしました。運営にあたって、

同講師の講義は３回までは盛り上がりますが、５

回は難しいと感じました。 

（山守美知子） 

 
 

▼NHK連携講演会 
『ルソーの見た夢・ルソーに見る夢』 

  ～アンリー･ルソーと素朴派、 

  ルソーに魅せられた日本人美術家たち～ 

 天候に恵まれた10月28日（土）午後2時より生涯

学習センター４階講堂で行われた。 

講師に世田谷美術館事業部企画担当課長遠藤望

氏を迎えて行われました。まさに芸術の秋にふさ

わしい演題どおりの素晴らしい講演でした。受講

者の出足もよく開演10分前にはほぼ満席となりま

した。 

今回運営ボラティアとして参加して感じたこと

は「学ぶこと・知ることの楽しさ」でした。ルソ

ーがこんなに多くの美術家たちに影響を与え魅せ

られていたとは。驚きの連続です。ルソーの「発

見者」や「魅せられた美術家」として、アルフレ

ッド・ジャリ、ドローネ、ピカソや私たちに聞き

なれている藤田嗣治、海老原喜之助、岡鹿之助な

どの名が上げられ枚挙に暇がない程でした。 

ボランティアは12名役割に従って手や口を動か

して「ニコニコ笑顔で今日は」で受講者を迎え、

偉大なルソーを学んだ実り多き１日でした。 

(今野 君江) 

 
 

「あだち区民大学塾」 

  平成１８年度第３ステージ講座 報告 

★もっと探そう司馬遼太郎の魅力・パートⅡ★ 

去る10月、標題の講座は40余名の受講者を迎え

て盛況のうちに終了した。 

昨年12月の「坂の上の雲」が好評、司馬遼太郎

の講座を再度開きたい、との要望もあって、今回

の講座が生まれた。 

約10ヶ月、中島講師と打ち合わせを重ねた。特

に安藤さんは「街道をゆく」をほとんど読破し、

内容を把握しての対応には頭の下がる思いがした。 

43巻に亘るシリーズから何を採り上げるのか、

悩みに悩んで絞り込んだ結果が、三日間のプログ

ラムになった。 

受講者の声には、「講師の沢山の知識を少しで

も多く話したいという熱意に溢れて、少々焦点が

絞り切れない感を受けたが、映像を駆使し、肩肘

張らない説明に好感を持った」という意見があり、

また「16ページに亘る資料は司馬遼太郎を読んで

いこうとする時大いに役立つ」、とのお褒めの言

葉も頂いた。 

中島講師は大変満足されたようで、今度は松本

清張シリーズをやってみようかと張り切っておら

れた。安藤さんと私も大いに乗り気になり、19年

度中には実現の方向で検討を始めたところです。 

(鹿島健一) 
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★川柳から見る人模様★ 

～川柳の楽しみ方： 

みんなで作ろう楽しい川柳を～ 
 
 見川文雄氏（日本ビジネス川柳倶楽部所属）を

講師として、11月4日、11日、18日の３回にわたり

講座が開催されました。 
 川柳は口語体で人を詠む、17音字による短詩形

文芸で、上の句５、中の句７、下の句５字で構成

されます。それにより、人情の機微を上手に表現

する、肩が張らない心の底から自然に湧き出る笑

いをもたらします。 
 見川氏のウィットに富んだ講義と、お題（テー

マ）を与えられての受講者による川柳の創作で、

３回の講座ともあっという間に過ぎました。「年

賀状」、「家計簿」等の講師提示の「お題」に対

して、受講者による傑作創作もあり、会場が盛り

上がりました。受講者一体の講座は、受講した皆

さんに有意義な時間を与えたことでしょう。 
 
受講者の声より： 
・川柳のおもしろさ、深さを理解できました。 
・趣味を一つ増やしました。 

・「たかが
・ ・ ・

川柳、されど眠れず」楽しませてもら

いました。 
（小林徹） 

 
 
★暮らしに役立つデザイン術★ 

～あなたとデザインがもっと身近になる～ 

 鈴木玲子氏（デザイナー）を講師として、11月1

日、8日、15日の3回にわたり、「暮らしに役立つ

デザイン術」の講座が開催されました。 

 デザインとアートとは違うとの講義がありまし

た。アートは、条件はないが、デザインは顧客の

要望により、早く、安く、美しく、といろいろ条

件で縛られます。デザイナーの仕事の一面を講義

の中から拝見しました。 

 今回は、受講者と共に、自分らしい年賀状作り

に挑戦しました。受講者が年賀状のイメージを描

き、案を考え、講師がそれに対しアドバイスを出

してくれました。 

 自分らしい年賀状の届くことを期待します。 

（小林徹） 

 
 
 

早坂代表理事：特別区職員研修で講演 

平成18年度地域経営研修 

「参加と協働の展開」 

 早坂代表理事が、特別区職員研修・平成１８年

度地域経営研修「参加と協働の展開」において下

記の題で講演を行いました。 

 演 題:～「楽学の会」が創りだす 

生涯学習支援のこれから～ 

 日 時：１１月８日（水） 

 場 所：特別区職員研修所（江東区木場） 

 参加者：３９名 

 

 受講者からは、「最高の成功事例です。」「ボラン

ティアで参加していた人たちが実績を重ね、ＮＰ

Ｏにし、活動の幅を広げていく過程や、活動内容

を聞き、区民の持つ力、ネットワーク力の大きさ

を感じた。ＮＰＯの組織力、運営力などＮＰＯの

実際を理解できた。」等の感想が寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

★新入会員紹介 

 今回、あらたに以下の２名の方が入会されまし

た。ご活躍を期待しております。 

  藤井
フ ジ イ

 智恵
ト モ エ

さん 

  秋本
アキモト

 耀子
ヨ ウ コ

さん 

 



 

 - 4 -

  

★ みんなの広場 ★ 

学習支援 ボランティアと雑誌「社会教 育」 

 今年の夏、隣の埼玉県ふじみ野市の市営プールで

起こった小学生の死亡事故、また各地で頻発してい

る飲酒運転による死亡事故には憤りを感じる。 
 そんな時、リニューアルされた雑誌「社会教育」

１０月号が届いた。頁数はこれまでと変わらないが、

その内容は読み応えがあり、興味を引くものばかり

で随分変わった。 
 最初に目に入った内容は、座談会「リニューアル

された雑誌『社会教育』への期待」の大久保邦子さ

ん（文化ボランティアコーディネーター）の一つの

発言。「私は、最近、ますます社会教育の重要性を

感じています。地域に耳を傾ければ、高齢者でさえ、

自分たちの福祉問題もさることながら、青少年の問

題を何とかしたいという声がふつふつと沸いていま

す。地域を何とかするために、『役に立つ社会教育

力』をいかに生かすかという・・・」。また、近藤

編集長の「『飲酒運転』が持つリスクをイメージす

る力が貧困になっている現象は、社会教育の現代的

課題。飲酒本人の問題ではなく、周囲の人々の見過

ごした責任がある。問題解決に向かうのが『社会教

育力』なのでしょう。」という趣旨の一文。悲しい

事故・事件をなくし、住みよい地域づくりには、「社

会教育力」が欠かせないということを１０月号で改

めて学んだ。読書はあらゆる活動の源泉ということ

も。 
 そのほかにも、新連載の「企画・講座づくりのエ

ッセンス」、雑誌という「メディア」の機能による

「プレミアムページ」は、各地の施設、活動、人・

団体の情報が満載されている。「楽学の会」の情報

も提供したいものだ。また、桜美林大学の瀬沼克彰

教授の連載「市民大学方式のモデル研究」は各地の

団体などの活動などが紹介されている。  
 私たちは「社会教育力」を培い、「学びによる住

みよいまちづくり」を目指している。リニューア

ルされたこの機会に、雑誌「社会教育」から足立

区という一地域の情報だけでなく、全国各地の情

報を仕入れネットワークを構築する端緒に活用し

よう。会でも購読しているが、座右の学習・情報

雑誌として自費購読（１年分送料共・税込み：9,900

円）を薦めたい。 

（市川茂敏） 
 

 

  

臨時総会および１０月度月例会報告 

 １０月２４日(火)午後７時より議長に安藤寿さ

んを選出し、臨時総会が開催された。議事録署名

人には石田佳久さん、安田善英さんが選出された。 

 第１号議案：理事選任の件で江川武男さんを理

事候補とする議案が上程され、審議の結果、全員

異議なくこれを可決した。 

 第２号議案：定款（理事定数）変更の件では３

名以上１６名以内に変更する議案が上程され、審

議の結果、全員異議なくこれを可決した。 

 第３号議案：ボランティア保険加入の件では楽

学の会の事業が増加し、ボランティア活動中の「傷

害保険」と「賠償責任保険」の２つをセットした

ボランティア保険に加入する（ただし、保険料300

円は会員より別途徴収する。）議案が上程され、審

議の結果、全員異議なく可決した。 

(瀬田佳男) 

 １０月々例会は、上記の臨時総会終了後、石渡

さんを司会に２月の月例会で討議された１７年度

の反省の下記２点について議論された。 

①活動に参加する会員が増えたとはいえ、まだ

限定的である。 

②会員相互の理解、交流等が不足している。 

 それぞれ沢山の提案があり、ボラ活部でまとめ

てアンケート調査を出来るだけ早く実行すること

になった。 

 ・各部局の報告 （省略） 

(石田佳久) 

 

江戸東京 博物館 見学会 及び 

江戸博友の会主催の「講演会」への参加ご案内 

 

 開催日  平成１９年１月９日(火) 

 集 合  現地午前１０時３０分 

 解 散  午後４時頃予定 

 内 容  江戸東京博物館見学 

(展示ガイドボランティアの説明有) 

 講演会  「江戸城の構造」 

   (江戸博学芸員 原講師 14：00～15：30) 

 尚、入館料(1200円、65歳以上半額、要身分証明) 

      及び講演会費(600円)が掛かります 

 申込方法 岡田スミ子 TEL/FAX：3606－0594 

      江川武男  TEL/FAX：3898－1542 

    Eメール：takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 

 締切日   １２月９日(土) 

講演会は、この後も、１月１６日「徳川家の系

譜」、１月２３日「江戸における大名の暮らしと庭」

と２回開催されますが希望すれば受講可能です。

(本来、友の会会員のみ参加) 

(江川武男) 
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運営委員会だより 

 平成18年11月度の運営委員会は11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．早坂代表より報告及び提案 

①10月30日“あしたの日本を創る協会”の全国

フォ－ラム実行委員会に出席した。フォーラム

開催の予定は下記。 

・会 場：国立オリンピック記念青少年総合

センタ－ 

・期 間：12月3日～5日 

・分科会：12月4日。 

「楽学の会」に参加要請があり、後日希望者

に連絡する。 

②（株）自分楽研究所（代表 崎山みゆき氏当会

賛助会員）の事務所移転の連絡と同研究所事

業の司会・受付など委託申し入れがあった。 

③文化庁より文化ボランティアに関するアンケ

－の依頼があった。個人で回答する。 

④特別区研修所の講演会（11月8日開催）「参加

から協働へ」のレジメを作成した。 

２．「大学塾」事務局からの連絡とお願い 

①運営ボラのFAX受信用の箱と原稿整理箱を設

けた。 

②講座終了後コ－ディネ－タ－は関係書類を速

やかに整理してほしい。 

③資料･事務容器を整理した。 

④第3ステ－ジの状況報告(11月6日現在) 

「デザイン術」：応募13名、第1回受講10名。 

「川柳」：応募23名、受講22名。 

「日本語」：応募2名。 

「ワイン」：応募8名。 

なお、「日本語」は電話・ＦＡＸでも受付する。

ただし、受講票郵送の葉書代を50円徴収する。 

３．ホ－ムペ－ジリニュ－アルの件 

 田中国弘さんからトップペ－ジ等デザインの

紹介と1月公開に向けての作業の報告があった。 

４．各部・局等からの報告及び提案 

○学習支援部 

①ＮＰＯ活動支援センタ－から「NPOだより」

への掲載について連絡があり、広報部長が

「ワイン」講座開講を依頼する。 

②学習センタ－へ提案する講座企画案につい

ての紹介があった。 

○ボランティア活動推進部 

①「スキルアップ講座」受講申込現在22名。

「格差社会をこえて」は現在15名。 

②10月以降新入会員3名が入会したので説明

会の開催を検討している。 

③館外交流会を1月9日に東京江戸博物館での

開催を検討している。 

○広報部 

「楽学ニュ－ス」第114号は11月28日、第115

号は12月25日に発行する。なお、11月、12月は

月例会が開催されないため、各部・局の報告は

事務局に連絡し、事務局でまとめ、楽学ニュ－

スと一緒に配布することになった。 

○事務局 

①「格差社会をこえて」の請書を学習センタ

－に提出した。 

②ＮＰＯ活動支援センタ－より来年4月1日以

降指定管理者に移行するので、プロポ－ザ

ルの提出要請があり、Ａ-netで検討してい

る。 

③「男たちのボランティア2007」は19年2月17

日（土）東京芸術センタ－天空劇場で開催

することが決定した。 

○その他 

あだち区民大学塾講師の大石もり子さんが

「日本文芸大賞童話優秀賞」を受賞され、早

坂代表名で“お祝状”を郵送した。 

(瀬田佳男) 

 

 

おめでとうございます 

大石もり子氏 

『日本文芸大賞童話優秀賞』受賞 

 今年度４月に「あだち区民大学塾」の講座『心

をはぐくむ童話の魅力』で講師をお願いした大石

もり子氏から受賞の知らせがありました。お祝い

のメッセージを早坂代表よりお送りしましたとこ

ろ、お礼として、下のような葉書が届きました。 

 受賞作は「マリのさんしん情話」(マリ企画2003

年出版)で、この中には足立の伝説を素材とした創

作童話も載っています。 

 ここに心からのお祝いの気持ちを込めて、紹介

させていただきます。おめでとうこざいます。 

(木 島叔子) 
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生涯学習センター 

ボランティア情報 

Wanted: Volunteers!! 

 例年になく、暖かい日が続いていますが、街はクリ

スマスイルミネーションが瞬いていますね。でもなん

だか気持ちは置いてきぼりを食ったような･･･。 

 さて、講座は、年末・年始と目白押しです。気ぜわ

しい時期ではありますが、皆様のご協力よろしくお願

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! 

▼お茶の水女子大学 公開講座  

『日本文学の魅力！ 

  「歴史の扉を開ける」』  
（ 詳細は公社ニュース 1２／1 号） 

◎日時    1２/２１(木)・２２(金)・２５（月）・２６(火) 

       （全４回） 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  國分・大塚 

▼西洋美術史講座  

「印象派絵画へのご招待」 
 （ 詳細は公社ニュース 1２／1 号） 

◎日時    1/１０・１７・２4（全３回） 

毎水曜日 午後２時～ 

◎活動時間  午後１時15分から４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  勝野・永井 

▼NHK連携講演会 

「ギメ東洋美術館所蔵 浮世絵名品展」 
（ 詳細は公社ニュース 1２／1 号） 

◎日時    1/１４（日）（全１回） 午後２時～ 

◎活動時間  午後１時から４時30分頃まで 

◎会場    生涯学習センター ４階講堂 

◎活動内容  司会・受付・案内・接待等 

◎担当者  池田 

※足立区団塊世代地域回帰事業 
「はばたけ! 盛人フォーラム連続講演会」 

 （ 詳細は公社ニュース １／５ 号） 

◎日時    1月 8日 (月 ･祝 )  
◎活動時間  午前9時頃～午後4時30分頃 

  時間内に、5つのテーマで講演会等を行います。 

◎会場    足立区役所 庁舎ホール 

◎活動内容  案内・運営等（当日はお昼をはさみま

すので、昼食を用意いたします。） 

◎担当者  分野 

★★★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 

gs@kousya.jp 
申し込み締切り日 

 「団塊回帰事業」 １２月１１日（月） 

 「日本文学」   １２月１１日（月） 

 「印象派絵画」  １２月２０日（水） 

 「NHK講演会」   １２月２２日（金） 

 

楽学インフォメ－ション 
   

★会合のお知らせ★ 

○運営委員会 

12月6日(水) 午後7時～9時 ワークルーム 

○12月々例会 

休み   

○学習支援部 

12月8日(金)   午後6時～7時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

 12月15日(金)  午後6時～8時 日本海(忘年会) 

○広報部 

 12月 8日(金) 午後3時～5時 ワークルーム 

 12月18日(月) 午後3時～5時 ワークルーム 

 12月25日(月) 午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 12月22日(金) 午後4時～5時 ワークルーム 

○大学塾企画会議 

 12月13日(水) 午後4時～6時 ワークルーム 

○歴史講座検討会 

 12月13日(水) 午後6時半～  ワークルーム 

○ホームページ企画会議 

 12月4日(月) 午後5時半～  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】 

 師走を控え、あわただしい日々が続きます。忘

年会が始まっている方も多いのでは？広報部の新

人も、新年からのホームページのリニューアルに

向けてシャカリキでがんばっています。 

 この一年、如何でしたか？「楽学の会のお陰で、

充実した。」とおっしゃるあなたは幸せですね。 

                  (喜多村) 
  


