
1 

 

 

                       
 
 
この度、「楽学の会」は、２月５日、７日、８日と連続して取材を受けました。 
●２月５日、(財)長寿社会開発センター機関誌「ひょうひょう」の泉田編集長から取材を受けまし 

た。２月２１日の大学塾講座も取材される。取材の記事は４月１日発行「ひょうひょう」に掲載 

される。 

●２月７日、羽生市を中心とした北埼地区生涯学習担当者連絡会のメンバーによる視察来訪。 

●２月８日、福岡市教育委員会・生涯学習部学習課、福岡地区高齢者大学・福岡市シルバーカレッジ 

による視察来訪。 

各取材の関連記事をページ４に記載してあります。 

「ひょうひょう」の取材                             

 
 

★★「楽学の会」顧問の瀬沼先生からメッセージが届きました！★★ 
 

第 2ステージへの発展を願う 
桜美林大学教授 瀬沼 克彰 

本会は、区行政の支援と会員の努力によって 10年が過ぎて、組織としての内部固め、メンバーの人

数確保、役割分担の明確化など、第 1 ステージの段階を軽々とクリアーしたと思われる。いよいよ、

第 2ステージに突入して、さらなる発展が、会員と組織の両面ではかられていくことだろう。 

数多い事業が推進されているが、これから、ますます重視されていくことが望まれるのは「区民大

学塾」であろう。年々講座の数を増やしていって、18年度は１５講座を開設した。数を増やすことも

大事だが、それ以上に大切なのは内身の質である。 

全国的にみて、その水準は、かなり高いものなので、やはり、内部に担当できる人が育ってきてい

ることが明確にわかる。これからも、区民の希望に合った講座や学習会を活発化し、総仕上げとして

の生涯学習フェスティバル（大会）を開催して、区全体の生涯学習水準を高めるようになってもらい

たい。それが、第 2ステージの課題だと思う。 
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  2007 年を迎えて、会員からのメッセージ(その２)（順不同）  

◇◆新年の言葉◇◆ 

監事 安藤寿 

今年の心がけ、３Ｋを目標にします。 
１Ｋ・・健康（心身の健全） 
２Ｋ・・研鑽 
３Ｋ・・謙虚 
１ｋ・昨年は不注意による怪我、持病となった

左肩痛、これを何とか直したい。健全な体でない

と考えも良い方に発展して行かない。 
２Ｋ・色々な会合研修に出席したが殆ど勉強不

足で付いて行けない。是なら自信を持って人前に

出ても恥ずかしくないものを身に付けたい。 
３Ｋ・入会して古顔の部類になって来ている。

会合などで何時の間にか初心を忘れ挨拶、礼儀が

疎かになって来ている。自戒をしなければならな

い。暖かい挨拶のない会合は終始成果が無いまま

で終る。 
 

◇◆「おのれ光りぬ」を目指して◇◆ 
監事 木島叔子 

 「枯れゆけばおのれ光りぬ冬木みな」は加藤楸

邨の句です。朝日新聞一面の「折々のうた」欄で

最近目にしました。選者の大岡信氏は、作者の自

分に対する祈りと読み取ったようです。 
 国政レベルで論じられる格差社会の中で、「お

のれ光りぬ」を自覚することは容易ではありませ

んが、「冬木みな」となれば勇気が湧くというも

のです。 
 「楽学の会」を、みなが「おのれ光りぬ」恰好

の居場所にしましょう。 
 

◇◆新年に思う◆◇ 
理事 石田佳久 

 明けましておめでとうございます。 

早いもので入会して１年半になりました。 

今年は亥年猪突猛進でなく自分にあった身の丈

で頑張っていけたらと思っています。 

 団塊の世代の２００７年もスタートします。 

何らかの形で会に貢献できたらと・・・・・。 

 今年もよろしくお願いします。 

 

◇◆新年の抱負◆◇ 
理事 原田進 

ことしも元気に みんなで楽しく。 

（帯状疱疹が出ませんように 腰が痛くなりま

せんように 膝に水がたまりませんように） 

うれしかったこと 

数年前地元の中学校を退職した校長さんから

年賀状 

「昨年柏市で障害のある子供のための NPO を立

ち上げました。」３年前にエルソフィアで聞いた

NPO 入門講座を思い出します。 

◇◆新年のメッセージ◆◇ 
        理事 田中国弘 

 新年おめでとうございます。本年は文字通り１

月１日ホームページのリニューアル公開でスタ

ートしました。本年はこの「新鮮・楽しい・役に

立つ」のキーワードで行きたいと思います。 
「新鮮」常に前向きにチャレンジ。 
「楽しい」好きな事でもっと楽しく。 
「役に立つ」人の役に立ってこそ。 
今年もよろしくお願いします。 
 

◇◆2007 年の自己地図造り◆◇ 

大藤久子 

 １月８日、江戸東京博物館見学に参加。「江戸

城構造」ガイド説明付で、また、講演にも出席し

楽しい思いをしました。帰りに、歴史研究会の田

中さんにお願いし両国歩き、私たちのグループに

はすばらしい人がいます。足立も歴史的に負けな

いと思います。「あだち区民大学塾」での講座に

地域の歴史が沢山出てきます。千住から始まり草

加まで、地域の人とまじわりたいものです。私自

身が、車ではなく自転車で地図を片手に暖かい日、

多くの人と会話ができるよう心がけたいです。 

 

◇◆新年川柳◆◇ 
              神戸明 

 昨年入会して 「ボランティアって忙しいなあ」 

と呟きながら半年が過ぎました。 

 楽学のホームページリニューアルでお手伝い 

しましたが、「新鮮・楽しい・役に立つ」 を実現

するために、今年も頑張ります。ぜひ見て下さい。 

 

【今年こそ】で 川柳四連発です。  

・今年こそ 大器晩成 成るはずだ 

・今年こそ 今年こそはで また一年 

・「今年こそ」 三日坊主が 薄笑い 

・今年こそ 大いに笑って 福が来る 

 
◇◆年の始めに思うこと◇◆ 

相馬義人 

 日課のウォーキングも一万歩から 5,6 千歩に

なった。歩きすぎたり、自転車も力んでペダルを

踏んだ時は足の甲や足首、腿を揉む。よく噛んで

食べ、水をよく飲み、我慢しない。チョット我慢

すると漏れてしまう。筋肉の締りが弱くなってい

るから。総じて言えば、ペースを落す、手入れを

怠らない、我慢しないことか。 

“もの忘れ？仕方ないんじゃない、歳だから” 

“いやいや、忘れない工夫をしないと「もの忘れ

外来」のお世話になってしまう” 

 皆さん、“運営ボラ”で会いましょう。 
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◇ ◆正月は冥土の旅の一里塚◇◆ 

石渡建夫 

 “正月は冥土の旅の一里塚……”とは云え、正

月に新年度の構想を練るのも人の世の常。 

 猪（亥）年は、自然・人間社会共に荒れる年と

云われている。 

 十二年前の亥年には、阪神大震災、地下鉄サリ

ン事件（小生も一被害者）等大荒れの年であった。 

 今年も暖冬、国会紛糾等荒れる予感、でも個人

的には、心を大切に“一期一会”の精神（他人・

自分を思いやる「忠恕」が根本）をモットーに人

との繋がりを大切にしてゆきたいと思う。 

 また、趣味である日本古来の芸能は“本物”に

出来る限り触れ、造詣を深めたい。勿論、縁あっ

てのボランティア活動にも出来る限り参加し、皆

さんのお役に立ちたいと心を新たにしておりま

す。            

 

◇◆新年のメッセージ◆◇ 

北川勇 

 会員の皆様 今年のお正月はいかがだったで

しょうか。我が家は昔ながらの極一般的なお正月

を最近近くに引っ越してきた孫と一緒に過ごし

ました。今日は１１日の鏡開きです 今お汁粉を

食べながらペンを取りました。 

1. 去年、政治的には安倍政権の誕生、社会的 

には子供への虐待・自殺・新しい手口のオレ 

オレ詐欺など、暗い一年でしたが、今年は明 

るい年になるよう願っています。 

2. 私個人的には 去年勤めをリタイヤし、家

を建替えたり、楽学の会に入会させて頂いた

り、比較的変化に富んだ一年であったように

思います。今年は今まで勤めで出来なかった

事を幾つか実行してみたいと思っておりま

すが、取り合えず、① 健康、② 学び、③ 

笑い を中心に “スローライフ”な一年を

過ごそうと思っております。 

楽学の会では ①ボランティアと責任 ②ボラ

ンティアと義務 ③集団活動での協調性と自己

主張 ④保守と改革 ⑤区民の為になっている

か ⑥自分が楽しく居られるか等まだはっきり

見えていませんが、イメージが出来るまで常日頃

心得として意識していこうと思っております。 
 

◇◆「語り」◆◇ 
酒井政雄 

 週２回ボランティアとして伺っている地域包

括センターで昨年 11 月利用者を対象とした「語

りの会」で何か話してくれという話があった。 

 私は傾聴ボランティアだから「語り」は不得手

ですとお断りしたが、当日担当の職員が困ってい

る様子だったので急遽名乗り出て、はじめて語っ

てみた。テーマは「私の親父」で、父の生きざま

を即席で話してみた。自己採点 30点くらい。 

 しかし、その後それまであまり話したことのな

かったお年寄りが自分のご両親のことをよく話

してくれるようになり傾聴の楽しみが増えた。 

 昨年 9 月の月例会で事例発表をさせてもらい、

そのことがきっかけで当会の活動にも力が入っ

てきた。 

 今年は懸案の「歴史もの」講座が実現した。 

歴史以外にも色々のジャンルで同好者が集まっ

て議論を重ね、そのジャンルの講座が実現できる

ようになると良いと思います。 

 

◇◆めげずに今年はボラ参加を増やそう◆◇ 
              鈴木良夫 

 秋田県人の会も、回を重ねる毎に参加する方々

の年齢も重なる。グラスを傾けながら一年振りの

再開を喜び、近状を語る、今年は雪が少な過ぎて

冬の祭りが心配されたそうだが暖冬で日々過ご

すのは楽だという。 

 秋田弁で、秋田の歌を聞き、酒は秋田直送、こ

れがまたうまい。上下 30 歳以上の年齢の差はあ

るが数回参加しているとその差を感じさせなく

なる。ただ、少子高齢化が進み、すでに中学校は

8年前廃校、小学校もこの 3月で 108 年の幕を閉

じる。 

 鉄道は廃線に直面して再生支援協議会が出来

た。弱者切り捨てである。世の流れだから止むを

得ないが。 

 それでもめげずに今年はボラ参加を増やそう。 

 

 

 

 

運営ボランティア報告 

 
西洋美術史講座 ～印象派へのご招待～ 

 この講座は 1月 10 日～24日の 3回、水曜日の

午後に生涯学習センターで開催されました。 

 講師はＮＨＫで数々の美術番組を制作された

美術史研究者の斎藤陽一氏。講座内容は、1回目

マネ、モネ、2 回目ルノワール、スーラ、ドガ、

セザンヌ、3回目ゴーギャン、ゴッホと日本人に

馴染み深いもので、70 名の参加者があり大盛況

でした。 

 先生の語り口調がはっきりしていて聞き易く、 

沢山のスライドで非常に理解し易い説明。ユーモ

アに富んでいて、画家の年代順を覚えるのに「マ

ネーはモーネー」など、とても楽しい講座でした。 

 受講者の感想も「絵を観る楽しさを知った」「す

ばらしく楽しい時間が過ごせた」と大変満足のよ

うでした。運営ボランティアは、1,2 回は 6 名、

3回は 3名になるところでしたが、急遽、呼びか

けで2名が駈けつけ5名で支障なく運営すること

が出来ました。 

           （荻野久子） 
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交流会報告 
 

「男たちのボランティア 2007」開催される 
～扶けあう地域づくりで生涯現役～ 

 
定年を迎えている団塊の世代を対象に昨年引

き続き「男たちのボランティア 2007」が、2 月

17 日午後 1 時より東京芸術センター21 階の天空

劇場で開催された。 

 冬晴れの千住界隈を一望出来る素晴らしい会

場に、区内で活躍するボランティア団体の会員と

一般参加者約 150 名が一堂に会した第一部は、日

本青年奉仕協会理事・事務局長の斎藤信夫氏より

“ボランティア活動のススメ”と題し、ユーモア

たっぷりの講演があり、引き続き同会場で 17 団

体が自分達の活動を紹介・説明、会場のあちこち

で熱い意見の交流があり、活気を呈していた。 

 第二部は「シアター1010 アトリエ」に場所を

移し、約 100 名の参加で懇親会が行われ、第一部

に引き続き、会員と一般参加者の交流が盛んに行

われ、盛況裡に幕を閉じた。 

 当会からは 19団体の内、10名という最多の参

加があり、「楽学の会」を充分、他団体に印象づ

ける結果となった。来年も開催予定との事、是非、

会員の方々にも積極的に参加され、他団体の会員

と意見交流されたらいかがかと思う。 

              （石渡建夫） 

 
(財)長寿社会開発センター機関誌 

「ひょうひょう」の取材を受ける 

 

 ２月５日、(財)長寿社会開発センター機関誌

「ひょうひょう」の泉田照雄編集長から取材を受

けました。２月２１日開講の大学塾講座「定年！

知っておきたい法律知識」も取材された。なお、

その講師である中川直毅氏も５日の取材に対応

された。 

 取材の内容は、「あだち区民大学塾」と「楽学

の会」の活動についてであった。記事は４月１日

発行の「ひょうひょう」に掲載される予定である。 

（小林徹） 
 

 
埼玉県北埼地区、生涯学習関係者、 

学習センター施設と楽学の会の活動を視察 
 
 ２月７日午後、羽生市を中心とした北埼地区生

涯学習担当者連絡会のメンバー７名が生涯学習

センターに来訪し、研修室１にて意見交換を行っ

た。 

はじめに学習センターの武田課長から、センタ

ーの実施事業の概要について説明し、続いて楽学

の会とあだち区民大学塾の概要について、田中理

事からパワーポイントを使って説明した。その後

各参加者からの質疑があり武田課長と早坂代表

が対応したが、各自治体とも住民参加による生涯

学習塾やカレッジの企画を熱心に推進しようと

している様子がうかがわれた。 
（原田進） 

 

 
福岡市教育委員会、視察に来訪 

 

  ２月８日、福岡市教育委員会から視察に来まし

た。来訪者は、福岡市教育委員会・生涯学習部学

習課古長氏、福岡地区高齢者大学・福岡市シルバ

ーカレッジ事務局長古川氏であった。     

  学習センター武田課長、楽学の会早坂代表、緑

川副代表、瀬田事務局長が対応し、当会の説明と

意見交換をしました。 

 なお、福岡市シルバーカレッジ事務局長古川氏

から後日お礼状をいただきました。 

（瀬田佳男） 

 
 

 

泉田編集長 
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運営委員会だより 
 
 平成 19 年 2月度の運営委員会は 2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．早坂代表より報告及び提案 
 ①2月1日学習センターで教育委員会本間係長、

学習センター武田課長、勝野主査、楽学の会
から早坂、緑川、瀬田が出席して平成 19 年
度あだち区民大学塾三者打合せ会を開催し
た。 

 ②2月 5日（財）長寿社会開発センター発行誌
「ひょうひょう」の編集長が楽学の会の取材
のため来訪。早坂、緑川、小林、原田、江川
と「大学塾」講師中川直毅氏が応対した。な
お、2月 21 日「定年！知っておきたい法律知
識」講座の取材を実施する予定。 

 ③2月 7日北埼地区、生涯学習関係者が学習セ
ンター施設と楽学の会の活動を視察のため
来訪の予定。早坂、原田、田中が応対する。 

 ④2月 8日福岡市教育委員会が学習センター・ 
  楽学の会を視察のため来訪の予定。早坂、緑

川、瀬田が応対する。 
 ⑤1月31日崎山賛助会員から案内があった「東 
  京都異業種交流グループ合同交流会」に出席

した。横須賀市生涯学習センター職員との交
流があり、今後、楽学の会との交流会を検討
したい。 

２．「あだち区民大学塾」の件 
① 平成 19年度第 1ステージ「感性と教養」は 

4 月 21 日・28 日（土）午前 10 時～12 時研
修室 5で開催する。 

② 山本一力講師への依頼状は教育委員会学校
地域連携課西野課長・楽学の会早坂代表の連
名で近日中に郵送する予定。 

③ その他、事務局当番に 3名が応募。第 4ステ
ージ 3 講座運営スタッフは 2 月 14 日開催の
企画会議に提示。実施報告書作業経過報告。 

３．ホームページの件 
 月初めの更新をめざしている。出来るだけ写真
を添付して情報を提供してほしい。 
４．各部・局等からの報告及び提案 
○ 学習支援部 
① 『思春期は今！大人に出来ること、すべき
こと』のチラシを増刷した。 

② 東京都精神医学総合研究所から講師予定の 
猪子講師の派遣承諾書をもらった。 

○ ボランティア活動推進部 
① 2 月 26 日の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平成 19 年度区民大
学塾等のお話をいただく。 

② アンケートは 39 通郵送したが 15 名の回答
しかなかった。 
 
 
 
 

○ 広報部 
「楽学ニュ－ス」第 117 号は 2月 26 日に発行
する。また、「新年のメッセージ」原稿の依頼
があった。 

○ 事務局 
①会費未納者への「楽学ニュース」の送付は

取リ止めにした。 
 ②「男たちのボランティア 2007」に会から 
  10 名が参加する。また、懇親会費の半額を

会の負担とすることが了承された。 
③3月 3日「こころの健康フェスティバル」、 

6月 9日「NPO まつり」の開催の案内があっ
た。 

○ その他 
・平成 19年度上半期運営委員会開催予定 
 4 月 5日(木） 5月 7日(月） 6月 5 
 日(火） 7月 5日(木） 8月 6日(月） 
 9 月 5日(水） 

 ・平成 19年度上半期月例会開催予定 
   4 月 27 日(金）5月 28 日(月）通常総会 
   6 月 28 日(木）7月 27 日(金）暑気払い 
   8 月 なし 9月 27 日(木） 
              （瀬田佳男） 

 

    ３月月例会連絡 

 ３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：３月２９日(木) 午後 7時～9 時 

 場所：研修室 

  内容：アンケート結果報告等 

 

社会教育実習生のレポート紹介 
 昨年、足立区で、社会教育実習を行い、８月に

「あだち区民大学塾」の「おもしろ宇宙のはなし」

の司会・進行を行っていただいた駒沢大学４年の

大野竜寛さんが「区民と行政の協働による生涯に

わたる学習活動」～区民主導による新たな学びの

しくみ～と題して、「区民主導」の学習支援事業

「あだち区民大学塾」を取り上げ、行政主導の学

習支援事業と比較して、成果と課題を考察したレ

ポートを作成されました。レポートの中で「あだ

ち区民大学塾」の特徴とユニーク性を報告してい

ます。 
 我々の活動が、学生の研究活動の一つとして取

り上げられることは非常に意義があることです。    

（小林徹） 
 

◆◆報 告◆◆ 

東京都に申請していた「楽学の会」の定款変更に

ついて、平成１９年２月８日付けで「認証書」（18

生都管法特第 2473 号）が発行されました。 
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Wanted: Volunteers!! 
   はや立春を過ぎ、暦の上でも春になりましたが、

この冬は暖冬でまだ雪を見ていませんね。このまま

春を向かえてしまうのでしょうか？暖かいのは助

かるのですが、なんだか寂しい気もします。 
 さて、生涯学習センターは４月開講講座の企画が

進み、はや春を迎えています。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! 

 
＊新規のご案内＊ 

▼ 獨協大学連携講座  

『ビジュアル！名画でつづる「ユダヤ民
族の歴史」（仮題）』 

（ 詳細は公社ニュース ４／1 号） 
◎日時    ４/20、27、5/11、18 

      毎金曜日(全４回)午後７時～ 

◎活動時間  午後６時 10 分か９時 30 頃まで 

◎会場    生涯学習センター 研修室１ 

◎活動内容  受付・案内・運営等 

◎担当者  大塚 

 
▼ 区民カレッジ 

「ダヴィンチの魅力と謎」 

 （詳細は公社ニュース ４／1 号） 
◎日時   4/18、25(毎水曜日)（全２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  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 

E-メール：gs@kousya.jp 
 

（申し込み締切り日） 
 「ビジュアル」   ４月６日（金） 

 「区民カレッジ」  ４月６日（金） 
 

 
 
 

楽学インフォメーション 

★会合のお知らせ★ 

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

○月例会 
3 月 29 日(木)  午後 7 時～9 時  

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

○ボランティア活動推進部 
 3 月 8 日(木)   午後 3 時～5 時 ワークルーム 
○広報部 
 3 月 7 日(水)   午後 3 時～5 時 ワークルーム 
 3 月 19 日(月)  午後 3 時～5 時 ワークルーム 
 3 月 29 日(木)  午後 3 時～5 時 ワークルーム 
○事務局 
 3 月 16 日(金) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 
○大学塾企画会議 
 3 月 16 日(金) 午後 3 時～5 時 ワークルーム 
○歴史講座検討会 
 4 月 3 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 
 3 月 25 日(日)  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 
いつもの年なら、２月は厳寒の候。しかし、今

年の気候は何かおかしい。地球温暖化の影響であ
ろうか。東京にいまだに積雪の記録がなく、しか
も春一番が吹いてしまった。山では熊が冬眠を忘
れた。地球環境が変化しているように思われる。 
さて、２回にわたり、会員みなさんの今年の抱

負を掲載いたしました。ありがとうございました。
抱負を忘れずに前進したいものです。 

（小林徹） 


