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新しい年にあたり、 
   さらなる進化と深化を 
 

                        代表理事 早坂津夜子               

新しい年の幕開けは、リニューアルされたホームページをクリックすること

から始まりました。１０周年という節目に代表理事を引き受けることになり、

一瞬よぎった“本当に大変なのはこれからかもしれない・・”。                     

しかし、カーソルが示した先にあった画面は、たわいもないそんな引っ掛か

りを払拭させるものでした。 “こんなに凄い仲間がついているじゃないか”。 

充実した情報発信こそ活動力そのものの活性化につながると考えている。しか

も、ホームページは毎月更新していこうと呼びかけていた。各部から選ばれた情報発信者は新顔がズ

ラリ。それに呼応するかのように会員の約半数がメールアドレスを持つ。入会してパソコンに挑戦し

た人も少なくない。改めて“自らも学び輝く”「楽学の会」の文言を噛み締める。いささか手前味噌の

書き出しになってしまったが、これからの会の運営の現実は課題も多い。  
年々、行政改革の名の下に公共サービスの在り方が様変わりしてきている。民営化が促進され、付

随する活動の場に拡がりができることは歓迎されることである。 
しかし、やがてはそこも市場原理が働くこととなり、どう持続させるかが問われることになる。我

が会の行方を左右するであろう「あだち区民大学塾」を、成熟した事業としての機能をどう見出して

いくか・・。実際、ここからが勝負なのである。バラエティに富み、多様なレベルでの魅力溢れる講

座を取り揃える。客のニーズにどれだけのスポットが当てられるか。大量退職者が見込まれる団塊の

世代へのアプローチ講座は２月に開催予定である。そろそろ外部講師の登壇もあっていい。青少年事

業、学校支援事業、家庭教育支援事業など、新分野の領域にも踏み出してみたい。     
一方で、こうした目的達成には組織的な企画力の育成が当面の課題となってくる。他とは違う独自

の感性が必要なのかもしれない。こうした眼で会員をみてみると、毎年登録者が二桁になり、多彩な

技術と能力が存在しているのである。 
こうした人材の意外性をどう引き出せるか、強みとして生かせるかが 

企画力を鍛えるポイントになりそうだ。これら一つひとつの目標をクリ

アしながら、学習支援ボランティアとしての進化と深化につなげていき

たい。皆様からの良き提言とご協力を宜しくお願い申し上げます。新年

に乾杯！ 
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今後更新情報が継続掲載されます。今すぐクリック！ 
http://gakugaku.web.infoseek.co.jp/index/ 

または、
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  2007 年を迎えて、会員からのメッセージ(その１)（順不同）  

◇◆生涯青春の気持ちで◇◆ 

理事 瀬田佳男 

 あけましておめでとうございます。 

お正月に幻の詩人サムエル・ウルマンの「青春と

いう名の詩」を読み直しました。 

 青春とは人生のある期間ではなく、心の持ち方

を言う。優れた想像力、たくましい意志、燃える

情熱、安易を捨てる冒険心、こういう心の様相を

青春と言う。年を重ねただけでは人は老いない。

理想を失うとき初めて老いるのだ。 

 今年も会員の皆様とご一緒に、生涯青春の気持

ちでただ一度の掛替のない人生を、若々しく健康

で、心豊かに輝いて生きてゆこうではありません

か！ 

 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

◇◆新年の抱負◆◇ 
              理事 緑川祥元 

 明けましておめでとうございます。 
昨年を振り返って見ますと、実りの多い１年であ

ったことが実感できます。 
ホームページのリニューアル、新経理システム

の実施、講座企画活動への参加者の増加、大学塾

の運営力の充実、「協働」関係の向上、等々その成

果に現れていたのではないでしょうか。 
 それは、会の雰囲気が明るくなったこと、会員

間の意思疎通の向上、求心力の高まりに起因した

ものと思います。 
今年は丁亥（ヒノト・イ）の年、草木繁茂の相。 

会員間の協力を以って、粛々と着実に歩を進めた

いと念ずる次第です。本年もよろしくお願いいた

します。 
 

◇◆更なる発展◆◇ 
理事 岡田スミ子 

 新年おめでとうございます。 
 昨年は「あだち区民大学塾」フォーラムの成功

により「楽学の会」が全国的に認識された飛躍の

年であった。 
 これまでの地道な積み重ねの活動が実りにつな

がったものと思います。更なる発展のためには会

員一人一人が「会の理念」と目的に基づき活動に

参加参画し、アイデアや知恵を出し、地域の学ぶ

人々の学習支援をすることで住みよいまちづくり

に貢献できる充実したボランティア活動をしてい

かねばと思います。 
 
 
 

 

 

◇◆丁亥の発展◇◆ 

理事 小林徹 

 猪（亥）年は十二支の最後、次の新しい廻りに

続く年でもある。正確には、2007年の干支は「丁

亥（ひのとい・ていが）」という。百科事典による

と、干支（えと、かんし）は、十干と十二支を組

み合わせたものである。十干十二支（じっかんじ

ゅうにし）、天干地支（てんかんちし）の略。10

と12の最小公倍数は60なので、干支は60期で一周

することになる。いわゆる還暦である。「干」は「十

干」のことで、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・

壬・癸の10種類です。「支」は「十二支」のことで、

子・丑・寅・卯・辰・巳午・未・申・酉・戌・亥

の12種類です。 

 組合せ最初の甲子（きのえね）から数えて丁亥

は六十干支の24番目です。今年、還暦を迎えるの

は昭和22年生まれの皆さん。 

 干支はまた、「壬申の乱」「戊辰戦争」「辛亥革命」

など、歴史上の大事件の呼び方に使われています。

「楽学の会」「丁亥の発展」といきたいですね。 

 

◇◆「成熟社会」と「生涯学習社会」◆◇ 

相談役 市川茂敏 

 「日本の成熟社会を担うべき『市民』を育てる

には人材とお金が必要。政治は税金をそこに投じ

よ。それを私は２１世紀の新しい公共事業だと言

っている」とは、都内初の民間出身の公立中学校

長の発言要旨の一部である（１月５日毎日新聞よ

り）。 

 そんな記事を読んだ後に、「豊かで活力のある住

みよい生涯学習社会、そんな社会こそが『成 

熟社会』じゃないの。その社会を創ろうとして、

税金にもあずからず、自己を磨いて社会教育力を

培い、学ぶ市民を支援している多くのボランティ

アの『市民』がそこにいるよ。」と咆哮している初

夢を見た。こんな夢はどう思います？ 

 

◇◆新年に想う◇◆ 

理事 今野君江 

 新しい年を迎え、心を引き締め、今年も良い年

でありたいと願う。穏やかな年でありたいと願う。

私の大切にしたいことは、今までもそうであった

が、今年も、「人は一人では生きてゆけない」この

言葉を大切にしたいと想う。特に、人との絆・つ

ながりを第１に考え行動したいと思う。 

 心の時間がゆっくりと流れるようにしたい。豊

かな心により豊かな人間関係が生まれ、そこから、

また、豊かな仕事や新しい発想が生まれるであろ

うことを信じて様々なことに取り組みたいと考え

ている。 
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◇◆２００７年を迎えて◇◆ 

理事 鹿島健一 

 亥年に因んで古い日記を開いたらこんな事が書

いてありました。 

 平成１３年１０月某日(日)。今日６０歳の還暦

を迎えた。無事に定年退職出来てホッとしている。

明日からは自由に使える時間の連続が始まろうと

している。―中略―当面何の目標もないまま只ボ

ーとしながら生活していく事にはなるのだろう。

―中略―この日からはあまり大げさに考えないで、

徒然なるまま毎日の出来事について感想などを織

り込んで記していきたいと思う。―後略― 

 爾来、今日に至るまで毎日欠かさず続いていま

す。何事にも飽きっぽい自分としては上出来かな。

時を同じくして始めたのが中央図書館にある膨大

な本を気軽に読む事と荒川土手を中心にしたウォ

ーキングでした。今では継続して実行するという

事が心身の健康にそれなりの効果があると思って

います。 

 改めて、亥年に因んで何をしようかと考えても

あまり突拍子のない事は思い当たらず、只ひたす

らにこのやり方を続けていき、加えて引き続き「大

学塾」の講座企画に一生懸命取り組んでいこうか

と思いました。 

 本年もよろしくお付き合いの程を・・・。 

  

◇◆マップ作り◆◇  

理事 安田善英 

 私、去年の暮れから今年の 3 月までの予定で、

東京都の主催する観光のフォローアップ講座に参

加している。参加したコースはマップ作りである。

目的は後世の人々に残すべき景観を探すことであ

る。 

 場所は京王線の初台駅から幡ヶ谷駅周辺の渋谷

区西原地区である。ここは山の手では珍しく昭和

の風景を残しており、高い建物もほとんどない下

町の風情を感じられる街である。 

街自体は名跡、旧跡は八幡神社以外ないが、個人

の建物特徴や緑が他の地区から来た人間にとって

はとても面白い街だと思う。近くに高速道路を建

設中なので、完成したら高いビルが建てられ、こ

の風情も消えてしまう可能性が高い。マップ作り

が住んでいる人たちに関心を呼んでもらいたいと

思う。足立にも後世に残すべき景観が有ると思う。

住民が関心を持たなければ、残せないと思う。 

 

◇◆2007 年新たな年を迎えて◆◇ 
山守美知子 

昨年、ほとんど無理と思われた山本一力氏招聘

を、周りの皆様の声なき声に励まされ、手紙をサ

イン会に持参した事で瓢箪から駒の如く実現出来

る運びになった事は大変嬉しい事でした。「歴史を

ネットワークに！」の言葉にさそわれ入会した事

に因り、千住の歴史を学び、それに携わっている

方々との交流も得る事が出来ました。生涯学習支

援ボランティアは、私が江戸を学ぶ上での自身へ

の学習支援です。歴史を基盤に今年は、じっくり

考えを纏め企画を練り実現して行きたいと考えま

す。 

 

◇◆新年を迎えて◆◇ 

佐藤博 

 新年を迎えましておめでとうございます。 

 暫く日本を離れ、羊の群を追っていたら今年は

猪の年と成りました。 

 老いた猪にならない様に力強く参加して行きた

いと思います。 

 

◇◆新年のメッセージ◆◇ 
金子勝治 

 私は今年の輝かしい正月を迎え、まず新年の、

明けましてお目出度の挨拶を言う前に、敢えて“ご

苦労様でした”との一言をまずは添えたい人達が

いた。それは、ホームページリニューアルに携わ

り元日を期して立ち上げた素晴らしき優秀なメン

バー達だ。昨年８月のアンケート作業から基本計

画の立案・作成・決定。そして１月１日（元旦）

の開始を目標として公表。その後は急ピッチでの

進展作業、その間での種々の難題や障害を乗り越

えた成果を我々は正月明けに見る事が出来た。内

容については会員の諸氏の更なる協力にて、より

一層の充実が計れるものとして、大きく期待して

見守れるものであるが、後日談を聞くと大晦日も

ゆっくりテレビの紅白歌合戦でも観ながら年越し

そばを食し、除夜の鐘を家族でなごやかに聞いて

過ごす間もおして作業に没頭、終るころには正月

明けを迎えていたという。そしてその内容をメン

バー同志にて確認し合い、夜明けと共に深い眠り

についたとのこと。この様な素晴らしき仲間達が

成し得た楽学の会のホームページリニューアルは、

会の歴史上でも一ページを飾れるものとなった訳

である。そのメンバー達に重ねて心から拍手を送

りたい。 
 本当におつかれさま、そしてご苦労様でした。 
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館外交流会報告 
 

江戸東京博物館見学会及び江戸博友の会セミナー

「江戸城の構造」に参加して 

 

 風が強く寒い１月９日、午前１０時半、江戸東京

博物館に集合。参加者１２名。 

 江戸博友の会会長、岩松氏の挨拶があり、その後

入館し二組に分かれてガイドボランティア(岩松会

長、他１人)の案内で約１時間半見学をした。 

 徳川１４代将軍家茂の特別展を中心に説明を受

け、今まで知らなかった歴史事実を知り、感銘を受

けた。 

 昼食(名物深川丼)後、岩松会長より、毎月３０～

４０名の申込者があり、会員が１２００名を超えた、

等「友の会」の概略説明があった。また、講演会開

始までの間、「葛飾北斎特別展」も鑑賞することが

でき得した気分。 

 江戸博友の会主催のセミナー「江戸城の構造」(講

師は学芸員 原史彦氏)に全員参加。多少専門的なと

ころもあったが興味深く楽しい講義でした。過去の

文献の記載により、西の丸を造った費用は約１００

万両であった。本丸、二の丸、三の丸、等全ての金

額は？ それらの為、江戸城明渡し時、徳川家財産

はゼロと思われる。よって、赤城山埋蔵伝説はウソ

等驚きの連続でした。 

 以上、盛り沢山の１日でしたが、終始気を使って

頂いた岩松会長に感謝いたします。 

（江川武男） 

 
第２回文化ボランティア全国フォーラム報告 

  
 １２月２３日（金）、２４日（土）の１泊２日で、

国立女性教育会館（ヌエック）において第２回文化

ボランティア全国フォーラムが開催され、楽学の会

からは安田善英さんと小林徹が参加しました。 
 本フォーラムは、当会の顧問である大久保邦子氏

が実行委員長として開催されたもので、全国から総

勢６０余名が参加しました。参加者の内訳は、行政

とボランティア団体それぞれの側から約半数でし

た。 

 本フォーラムの主旨は昨年３月に開催された第

１回で出てきた課題である地域社会との関わり、組

織運営のあり方、関係づくり、将来へのビジョン等

を討議し、学ぼうというものです。 
 １日目は、①マネジメント、②パートナーシップ、

③地域の３つのグループに分かれ、それぞれに関す

る事例発表があり討議しました。 
 ２日目はさらにグループを細分化し、参加者が全

員意見をのべる方式で議論が重ねられました。現在、

これからも、市民と行政の関わりを密接にしていく

ことの重要性を認識したフォーラムでした。 
                  （小林徹） 
 
 
早坂代表理事：文京区民大学院講座で講義 

 
講義テーマ：地域に帰り地域で暮らす 
日時：１２月５日（火） 
会場：文京区立アカデミー文京（文京区シビック

センター内） 
 
 早坂代表理事は「地域に帰り地域で暮らす」と題

して、ご自身の体験をもとに、地域での活動につい

て講義されました。それに対する受講者の声の一部

を紹介します。 
 
受講者の声 
 レクチャーを聞いて、３人の子育て、いわゆる専

業主婦という職業に疑問を持たれたというよりは、

真剣に生き方に疑問を抱き生き方の探究をされ、女

性大学で学び、「地域コミュニティを考える」をテ

ーマに卒論を書いて、以来潜在意識に導かれたよう

に次から次ぎへと積極的に活動やら勉強やらエネ

ルギュシュに前向きに歩まれてきたことにより、区

のスタッフから始まり PTA 会長職を経て、現在で

は生涯学習の企画をする「楽学の会」という団体の

代表として活躍され、自分の地域で、生き生きと仕

事に取り組み社会貢献をされつつ暮す毎日こそス

テキな生き方に思います。 
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運営ボランティア報告 
 

はばたけ！盛人フォーラム：連続講演会 
 足立区と生涯学習振興公社が主催する「はばた

け！盛人フォーラム」が 1 月 8 日成人の日、足立区

役所で開催された。このフォーラムのメインイベン

トとして「連続講演会」が生涯学習振興公社により

企画、運営され、当会から運営ボランティアとして

10 名の会員が参加した。 

 年初の初仕事ということもあって 9 時の集合時間

には全員の元気な顔が揃った。 

 連続講演会というはじめての試みに皆不安と興奮

気味にミーティングが行われ、各々の配置につき、

準備に万全を期した。 

 定刻の前から参加者が集まり下記の講師が各々の

テーマで講演をされた。 

 時間   講師   演題 

10 時～ 福島達也氏（NPO 国際ボ

ランティア事業団） 

NPO へのご招待

11時～ 高松和幸氏（獨協大学

教授） 

夫婦の心理 

13 時～ 童門冬二氏（作家） 起承転々の人生

で 

14 時～ 朗読セラピーSuimmy 

 

朗読ライブ 

15 時～ 石見佳子氏（国立健康･

栄養研究所） 

団塊夫婦の栄養

学 

 特に午後 1 時からの作家童門冬二氏の講演にはこ

の日最多の参加者が聴講し、盛り上がりが感じられ

た。 

 講演の変り目に聴講する人の入れ替わりがあり受

付の担当は結構多忙であった。 

 情報コーナーでは、区内の全地域学習センターの

情報が揃えられ、多くの参加者が各地区のセンター

情報を中心に情報収集するのが目立った。当会も今

年度大学塾第 4 ステージのチラシを提供し、注目を

あびた。          （酒井政雄） 

はばたけ！盛人フォーラム 

生涯学習振興公社の皆さんと 

 

日本文学の魅力～歴史の扉を開ける～ 

 講座開催は師走の 21 日、22 日、25日、26日 

でした。お茶の水女子大学連携講座の 4日間。 

「古代文学と自然（上代）～鹿が鳴く！風雅な文学

素材～」荻原千鶴先生、「新古今和歌集の世界（中古・

中世）～無常と美～」浅田徹先生。 

「宮沢賢治“どんぐりと山猫”（近代・現代）～作者

が送るメッセージとは…～」大塚常樹先生、「近世文

学と浪人（近世）～浪人のイメージと意外な文学活

動～」市古夏生先生がそれぞれお話しされましたが

「ああよかった」と好評の日々でありました。3日間

は 96％～94％代の出席率でしたが、残念ながら最後

の日は、12 月としては 1876 年以来の氷雨の降雨量に

なってしまい、びしょ濡れになって参加してくださ

いましたが 63％となってしまいました。 

 皆さん熱心に今年の締め括りの講座を満喫されて

おられました。大暴れの低気圧の影響には腹立たし

さを感じましたが自然の猛威には勝てません。 

 運営ボラは年末の事ゆえ６人の参加でしたが各々

手際よく担当をはたし、無事に終わることが出来ま

した。 

反省課題としては、時間に遅れる時は必ず連絡す

ることを厳守してほしいと思いました。 

                （蛯子美知子） 

NHK 連携講演会   

  ギメ東洋美術館所蔵 浮世絵名品展 

 天候にも恵まれた 1 月 14 日（日）、生涯学習セン

ター講堂に 200 余名の受講者が参加して、“パリ東洋

美術の殿堂 ギメ美術館とその浮世絵の魅力”を演

題に講演会が開催されました。 

 講師は太田記念美術館学芸員 奥田敦子氏で選ば

れた浮世絵の数々が画面に写しだされポイントが解

説されました。今回は、北斎の「龍、虎」の 100 年

ぶりの出会いが、幾重にもの偶然があって実現した

という話には、感動の喜びが溢れ、ともに喜ぶこと

ができました。龍と虎が互いに向い会う浮世絵は素

晴らしく阿吽で対になっている。このふたつの絵が

対である確定理由を聞いて新たな学びの喜びを感じ

ました。 

 運営ボランティアは、7名が手際よく役割をこなし、

早めに来られた講師にもそつなく対応する一幕もあ

りました。普段見過ごしていた分野にも興味をむけ

視野がまた広がってきました。 

（南協子）
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「あだち区民大学塾」１８年度第４ステージ開催の案内 
 

平成１８年度第４ステージの「あだち区民大学塾」及び受託講座が開催されます。 

会員の皆さん、協力し成功させましょう。 

 講座名・講師 回 月日 テーマ 

１ セーフティネットの基礎知識 

２ 定年前後に必要な手続き 

定年！知っておきたい法律知識 
～あなたの再チャレンジのため
に～ 

社会保険労務士 
中川 直毅 氏 ３ 

 
2/21,28,3/7

（水） 
 

19:00～21:00 働く人を守る労働法 

１ 安藤昌益の生涯と足跡 

２ 安藤昌益が考えていたこと 

安藤昌益ってだれ？ 
～人と思想と千住宿～ 

  「安藤昌益の会」事務局長 
石渡 博明 氏 

３ 

 
2/22,3/1,8

（木） 
 

19:00～21:00

安藤昌益からみた江戸時代 

１ 旧千住宿めぐりの基礎知識 

２ 西新井大師・伊興寺町・旧舎人宿 

あだちの地域の歴史と文化 
～身近に読み解く基礎知識～ 

足立史談会会長 
安藤 義雄 氏 

３ 

3/3,17,24
（土） 

14:00～16:00 梅田の史跡・島根の民族・花畑の文化 

 

運営スタッフ募集！！ 

 上記「あだち区民大学塾」の運営スタッフを募集します。奮って申込み下さい。 

（それぞれの講座の都合のつく期日を連絡下さい） 
   ・申込先：大学塾事務局まで。 
     ＦＡＸ：０３－５８１３－３７５９ 

 

受 託 講 座 開 催 案 内 
   

  講座名：思春期は今！？ ～大人ができる事・すべき事～ 
毎週土曜日  午前１０時～１２時 

回 月日 テーマ(予定) 講師名 

１ ３／３ 
子どもの社会力 

～地域で出来ること～ 

筑波学院大学学長 

門脇 厚司 氏 

２ ３／１０ 
放課後の子どもたち 

～子どもの中に幸福感を育てる～ 

東京学芸大学名誉教授 

深谷 和子 氏 

３ ３／１７ 
子どものうつ病てなあに 

～ひとりぼっちから救う対処法～ 

東京都精神医学研究所 

猪子 香代 氏 

４ ３／２４ 
子どもの攻撃性といじめ 

～回復・いやしへ～ 

中央大学教授 

横湯 園子 氏 

 

運営スタッフ募集！！ 

   ・申込先：石田佳久 TEL/FAX：３６２０－１３４７ E-メール：adu41060@ams.odn.ne.jp 

        江川武男 TEL/FAX：３８９８－１５４２ E-メール：takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 

       申込締切日 ２月１７日（土） 

     ・事前スタッフ会議 

     平成 19年 2月 24 日（土）午前 10時～12 時 

     場所：生涯学習センター  
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運営委員会だより 
 

 平成19年 1月度の運営委員会は1月10日（水）

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 

 12 月 27 日、瀬田事務局長も同行して教育委員

会に年末の挨拶をした。同日教育委員会より「あ

だち学び応援隊」講師登録に「あだち区民大学塾」

講師を登録したい件で協力方の話があった。 

２．「あだち区民大学塾」の件 

① 平成 18年度第 4ステージの予定 

・ 定年！知っておきたい法律知識  

 中川直毅氏（社会保険労務士）2／21、28、 

 3／7（水）研修室 1 

・ 安藤昌益ってだれ？ 

 石渡博明氏（安藤昌益の会事務局長）2／22、 

 3／1、8（木）研修室 3． 

・ 楽しみながら歴史を学ぶ  

 安藤義雄氏（足立史談会会長）3／3、17、24 

（土）研修室 1 

① 平成 19年度の講座計画 

・ リピ－ト 2 名の交渉を開始した。船田君子

氏、木元栄子氏（応諾済） 

② 事務局当番の参加協力要請に対し反応はき

わめて不調であった。 

３．ホームページの件 

 HP 担当、関係者の協力により予定通り 1月 1 

日配信を開始できた。運営委員会出席者からでき

ばえに賞賛の声があった。毎月 5日を目標に更新

する予定で情報提供の協力要請があった。また、

関係機関とのリンクも検討する。 

４．各部・局等からの報告及び提案 

○ 学習支援部 

① 学習センターへ『思春期は今！大人に出

来ること、すべきこと』を提案した 

３／3「子どもの社会力」 

  門脇厚司氏（筑波学院大学学長） 

3／10「放課後の子どもたち」  

 深谷和子氏（東京学芸大学名誉教授） 

3／17「子どものうつ病てなあに」 

 猪子香代氏（東京都精神医学研究所） 

3／24「子どもの攻撃性といじめ」 

 横湯園子氏（中央大学教授） 

○ ボランティア活動推進部 

①1月 9日江戸東京博物館見学会と講演会に 

 12 名参加した。 

② アンケートは 39 通郵送し、今日現在 11

名の回答があった。 

③ 2 月度月例会は教育委員会本間係長と学

習センター武田課長に講話いただく。 

○ 広報部 

「楽学ニュ－ス」第 116 号は 1月 26 日に発行

する。また、「新年のメッセージ」掲載原稿の

依頼があった。 

○ 事務局 

① 平成 18 年度上半期合計残高試算表、会費

未納者数、報酬支払者への調書郵送につい

て説明、報告があった。 

②「男たちのボランティア 2007」への参加 

 要請があった。 

         （瀬田佳男） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月月例会連絡 

 ２月の月例会は下記要領で開催します。多数

の会員の皆様の参加をお願いします。 

 

日時：２月２６日(月) 午後 7時～9時 

場所：研修室 

内容：講演会 

(1) 足立区学校地域連携課 本間係長 

(2) 生涯学習振興公社 武田課長 

 

 

「楽学の会」ホームページ 
リニューアルについて 

 
寄せられた声のご紹介 
・「楽学の会」のホームページすっかり変わって

よくなったね。と友人よりお褒めの電話があり

ました。 
・とても見やすく、良くなったと思います。画面

の色も良くしっかりした会だと認識出来き、立

派な構成だと思います。 
・楽学の会の大きな戦力になると思います。 
お願い 

 ホームページについてご意見をお寄せ下さい。 

ホームページは１ページに示すように URL を入

力するか、インターネットの検索「楽学の会」で

見ることができます。是非訪問して下さい。 
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生涯学習センター 
     ボランティア情報 

Wanted: Volunteers!! 
   新年明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いいたします。 
新年早々から講座や講演会が目白押しで、皆様

にはお忙しい日々を過ごされていることと思い

ます。学習事業課も年度末に向けて、ラストスパ

ート体制に入りました！ 一年間の締めくくり

を大忙しで、でも着実に来年度への架け橋として、

すすめていきたいと思います。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! 

 
 

＊新規のご案内＊ 
▼ 東京都金融広報委員会共催講演会  

『弁護士 住田裕子講演会 

 気をつけよう！消費者トラブル』  

（ 詳細は公社ニュース ２／1 号） 

◎日時    3/17(土)（全１回）午後 2 時～ 

◎活動時間  午後 12 時 45 分から 16 時頃まで 

◎会場   東京芸術センター「天空劇場」 

◎活動内容  受付・案内・運営等 

◎担当者  勝野 

 
▼東京電機大学 公開講座  

「ＩＴと人間のかかわり（仮題）」 

（ 詳細は公社ニュース ３／1 号） 

◎日時   3/２4(土)（全 1 回）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  國分・大塚 

 
★★★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 

 「金融講演会」  ３月２日（金） 

 「電機大学講座」 ３月１４日（水） 

楽学インフォメーション 

 

★会合のお知らせ★ 

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

○月例会 
2 月 26 日(月)  午後 7 時～9 時  

○学習支援部 
2 月 8 日(木)   午後 6 時～8 時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 
 2 月 13 日(火)  午後 3 時～5 時 ワークルーム 
○広報部 
 2 月 7 日(水) 午後 3 時～5 時 ワークルーム 
 2 月 19 日(月)  午後 3 時～5 時 ワークルーム 
 2 月 26 日(月)  午後 3 時～5 時 ワークルーム 
○事務局 
 2 月 23 日(金) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 
○大学塾企画会議 
 2 月 14 日(水) 午後 3 時～5 時 ワークルーム 
○歴史講座検討会 
 2 月 6 日(火)   午後 6 時 30 分～8 時 30 分 
                ワークルーム 
○ホームページ企画会議 
 2 月 24 日(土)  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 
 ホームページのリニューアルオープンととも

に新年になりました。今年は我が「楽学の会」は

大きな進展の予感がします。猪（いのしし）では

ないが、チョット猛進してはと思う。 

 新年のメッセージありがとうございました。紙

面の都合で次号掲載にさせていただく方もおり

ます。ご容赦下さい。 

 皆さんの輪を大切に、今年も頑張っていきまし

ょう。             （小林徹） 


