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平成１９年度 
       「あだち区民大学塾」 

スタート！ 
 
あだち区民大学塾は４年目を迎えました。本年度も１５講座の実施を計画しています。

第１ステージは３講座行われます。 会員の皆さん、協力して成功させましょう。 

 
 講座名・講師 回  月 日 テ ー マ 

１ 感性について考える 
 
感性と教養について考えよう  
～人間の豊かな教養と創造力を育む～  
  日本工業大学名誉教授 
          木村 寛治  氏 

足立区立西新井第一小学校 
校長 矢萩 惠一 氏  

２ 

 
 
4/21,28（土） 

 
10:00～12:00 

感性と子供の教育 

１ 清川八郎と尽忠報国隊の結成 

２ 京都動乱と新撰組の結成 

徳川幕府の崩壊と新撰組  
～新撰組の台頭から終焉・綾瀬に屯
所を構えるまで～ 

 
足立史跡巡りの会 
綾瀬新撰組研究会  

会長 増田 光明 氏 ３ 

 
 

5/9,16,23（水） 
 

19:00～21:00 

新撰組 五兵衛新田（綾瀬）に現る 

１ 鴎外の生い立ちと千住まで 
 
鴎外のぶらり散歩  
～森鴎外・父静男と千住のかかわり
から～ 

 
医学博士 耳鼻咽喉科・小児科 

医院院長 木村 繁 氏 
２ 

 
 

6/13,20（水） 

19:00～21:00 

千住の文学碑を訪ねて 

 「あだち区民大学塾」運営スタッフ募集！！ 
１．事務局当番：平日午後 1時～５時まで＝ワークルーム  
２．講座運営スタッフ「徳川幕府の崩壊と新撰組」  

     5/9、5/16、5/23 毎週水曜日：午後７時～９時  
申し込み先(1、2 共)：区民大学塾事務局まで＝FAX.03-5813-3759 

 

 
 第 119 号 (発行 平成１9 年４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://gakugaku.web.infoseek.co.jp/ 

が  く      が く  
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２００７年度 

生涯学習ボランティア養成セミナー概要決定！ 
～『新しいボランティア活動』で創る“学び・仲間・自分”～ 

現在、「福祉関係のボランティア」以外にも、様々な領域で活躍するボランティア活動が盛んです。  
最近では、ボランティア活動による自己実現や、活動に伴う「学び」の視点から「生涯学習としての  
ボランティア活動」が注目されています。  
今回は、「生涯学習」と「ボランティア」についてその内容や活動の理解を深めるとともに、主に  

社会教育施設において「学ぶ人々（＝学習者）」を支え、自らも学び輝く『学習支援ボランティア』を  
養成します。  
 
なお、講座終了後、希望者には学習講座、事業等の企画や運営等を行う学習支援ボランティアの機会を用意しています。 

 
☆会員の皆様、お知り合いにもお勧めください☆ 

 
回 月 日 テ ー マ 講師名（敬称略） 

１ ６／２２ ボランティアについて考える 
～生涯学習とボランティア活動～ 

（財）日本生涯学習総合研究所理事  
伊藤 俊夫 

２ ６／２９ 生涯学習社会とボランティア 
～ボランティア活動の意義と新潮流～ 

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

理事長    興梠 寛 

３ ７／６ 社会教育施設ボランティアの魅力とその可能性 
～だからボランティアはオモシロイ！～ 

文化ボランティアコーディネータ  
大久保 邦子 

４ ７／１３ こんなこと実践しています！！ 
～施設ボランティアの活動事例～ 

鎌倉市生涯学習推進委員会 
ＮＰＯ法人あだち学習支援ボランティア 

「楽学の会」 

５ ７／２０ 学習情報の提供と相談による学習支援 
～「学習情報ボランティア」の可能性～ 

文教大学教授 
平沢 茂 

６ ７／２７ 学習ボランティアのすすめ 
～生涯学習ボランティア活動とまちづくり～ 

川村学園女子大学教授 
齋藤 哲瑯 

★ 会場：足立生涯学習センター 受講料：無料 定員：６０名（先着順） 

★ 申込方法：電話または直接公社窓口へ 

★ 申込・問い合せ先：学習センター 〒120-0034 足立区千住５－１３－５ 

℡ ０３－５８１３－３７３５ 

※募集の開始は「公社ニュースときめき」６月１日号です。 

なお、講座準備スタッフ会議を６月１５日（金）午後７時から行います。 

 

■平成１９年度 顧問の紹介 
 
平成１９年度も引き続き、「楽学の会」の顧問として以下の各氏に承諾していただきました。  
また、顧問の方々から激励の言葉をいただきました。有難うございました。  

 
伊藤  俊夫    （財）日本生涯学習総合研究所理事  
大久保  邦子   文化ボランティアコーディネータ  
興梠  寛     社会福祉法人世田谷ボランティア協会理事長  
齋藤  哲瑯    川村学園女子大学教授  
薗田  碩哉    実践女子短期大学教授  
瀬沼  克彰    桜美林大学教授  
平沢  茂     文教大学教授  
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●楽学の会の現在の活動について  

10 年前のスタートのときから進捗状況を拝見して

いますが、理念が高尚な場合、

空回りしたり、息切れすることが

多いのですが、楽学の会の場合、

地道な学習活動を楽しくすすめ

ながら、着実に進化・深化してい

ることに驚いています。 

先日、月例会に参加させていた

だき、正直いってうなずくものがありました。過去２

～3 年のいわゆる幽霊会員（？)に対するアンケート

調査の結果を、全員で分析しながら解決策を考え

ようとするものでしたが、背伸びしないで率直に現

実と向き合い、新旧会員が学び合う姿に、まだまだ

伸びる可能性を感じました。 

それに感心する

のは自分たちの学

習(楽集)と社会還

元のバランスのよ

さ！ 生涯学習と

ボランティア の関

係を見事に体現さ

れていると思って

います。 
 
●あだち区民大学塾について 

「自分たちが学びたいことを企画する」・・・それが

講座内容にも現れていて、私自身受講したい内容

がほとんどです。充実しているからますますいい内

容になっていくと思われますが、一過性のものにしな

いで、とくに歴史ものなど区民の知的財産になる筈

なので、冊子などにまとめることをお勧めします。そ

のためにも区の支援はきちんと取り付けておいたほ

うがいいと思います。 
 
●楽学ニュースについて 

役割分担が徹底していて、人材が豊富なことが伺

えます。いろいろな文章が混在しているところなど活

気があると同時に親しみを感じ、大好きです。会員

向けとのことですが、同じような活動をしている人た

ちには大いに参考になる内容なので、自信を持って

発信していってください。 
 
●文化ボランティア全国フォーラムについて 

本年度は、弘前でねぷたの時期（7 月末から 8 月

初）に開催されます。祭りの持つ地域の文化力を体

感しようというねらいもあります。もう１つ考えられるの

が生涯学習ボランティアと文化ボランティアの関連で、

生涯学習センターの参加も増える筈です。それこそ

楽しみながら学ぶ｢楽学の会｣と同じですね。ぜひご

参加ください。 

 

●楽学の会に望むこと 

いろいろなところとネットワークされていますが、ぜ

ひそれを生かして、楽学の会がイニシアティブをとっ

て、生涯学習支援ボランティアの全国フォーラムを

なさってください。楽学の会にはすでに人材が育っ

ていますし、それをやることで、会はもちろん、生涯

学習支援ボランティア全体の活路を開くことになると

思っています。 

「楽学の会」の活動が（財）長寿社会開発センター 

機関紙  「ひょうひょう」に掲載されました。 

２月に取材を受けてい

た（楽学ニュース１１７号で

報告）「あだち区 民大学

塾」の活動状況が「ひょう

ひょう」の４月号に掲載さ

れました。「ひょうひょう」は

「50 代からのイキイキ発見

マガジン」とのことで、シニ

アの活動状況を紹介して

いる全国版の冊子です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤

大久保邦子顧問に伺いました 

みんなの広場（会員投稿） 

戦争と平和 
 ３月１０日（土）朝９：３０江東区高橋防災船着
場から小型船に乗り、万年橋下から隅田川を見

て塩の道、小名木川を下り番所橋船着場で下

船、その間橋の数は１５、途中水位調整の扇橋
閘門の開閉を待った。 

この川は何度も改修が行われ目下遊歩道工

事が始まっている。また一段と緑が増えて憩い
の場ができる。川の両側は芭蕉ゆかりの神社、

大名屋敷跡など由緒の多い所。 
 午後から亀戸文化センターで「東京大空襲を

語り継ぐつどい」を受講、超満員。 

初代館長早乙女勝元氏（足立区在住）の挨
拶の後、お目当ては井上ひさし氏の講演。 

戦争の本質に触れ、最後の締めは国際条約

集に日本国憲法の条文がどの条文の中にも取
り入れられているとの事であった。まさに戦争と

平和を考え直す一日であった。 
                     （安藤 寿） 
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３月 月例会報告 

 ３月は自然が一斉に命が芽吹き始め、人間社会

でも心がうきうきしたり、スタートに対する緊張

感が入り混じる複雑な月です。そんな中月例会は

29日（木）に開催しました。早坂代表の挨拶で始ま

りましたが、会員の中には体調を崩している方が

おられ、健康には充分留意されますように！との要望

がありました。 

今回は顧問の大

久保邦子氏が特別

参加され、グループ

討議にも加わり、

楽学の会の印象や

討議の講評も頂き

ました。お話の中

で“UNLEARN＝ほぐす”という言葉が特に印象的で

した。 

引き続き、昨年度末から年始にかけて実施した

アンケート調査の結果報告がありました。この調

査はここ数年の間で比較的ボランティア活動に参加

されていない会員を対象に、意識調査を実施したも

ので４４％の方から回答を頂きました。 

励ましの言葉や今後参加したいなどの意見も添

えられ、意思が通じ合えたものと確信しました。 

 次に活動には参加していますが、｢今後、もっと

活動に参加してもらうにはどのようにすれば良いの

か？｣について、グループ討議を行いました。 

短い限られた時間内にも拘わらず、参加者全員

でイーブンな形で論じ合えた事や、ある程度の結論

を導き出して頂いた点は、今後きっと楽学の会の

“DNA”として引き継がれるのではないでしょうか？ 

 最後に各部・局からの報告がありました。大学

塾では講師の先生から講座に対する運営やすばら

しい講師の選定などお褒めの言葉を頂き、更なる

飛躍が期待されます。また今年１月 1日からスタ

ートしたホームページについて更なる充実を図る

ためには、会員並びに一般の方にもアクセスして

もらうなどの力強い応援が是非必要であることの

要請がありました。 

         （北川 勇） 

 

 

通常総会開催案内 

１.日 時：５月２８日（月） 午後７時から 

２.場 所：生涯学習センター・研修室４ 

３.議 題： 

①議長、議事録署名人の選出 

  ②平成１８年度事業報告・収支予算の件 

  ③平成１９年度事業計画・収支予算の件 

  ④理事選任の件 

  ⑤その他 

 お願い：やむを得ず欠席される方は、委任状を

事務局長 瀬田宛に提出して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤

 
 

 
・トップページのイメージ写真が変わります。 
（会員の皆さんの楽しい活動風景シリーズ） 

・「あだち区民大学塾」平成 19年度開催案内 
・会員お役立ち情報 
 ◆各部会報告 
（会の動きがわかります。是非参加下さい！） 
◆あだち区民大学塾企画会議 
（あなたも講座の企画に参画しませんか！） 

 ◆生涯学習センターの運営ボランティアにホー

ムページから簡単に申込できます！ 
（講座のチラシも事前に手に入ります。） 

・その他「新鮮、楽しい、役に立つ」情報が更新

されています。是非ご覧下さい 
HP メンバーに可愛い仲間が増えました！ 

 
 
 
 
 
 

 
皆さんのアクセスが HPを元気にします！  

 
 
会員専用ページ ID：guest  PW： haya0101 

楽学の会 

お蔭様で無事に元気

な女の子を出産しま
した。今後も親子共々

よろしくお願いいた

します。（染野絢子） 

クリック！ 検索 
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 平成１９年４月度の運営委員会は４月５日（木）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 

①年度末に開催した受託事業および区民大学塾 

 は講師・受講者にも好評を得られた内容であ 

 った。 

 ②思春期講座の講師からは「楽学の会」の活動 

  について高い評価を頂いた。これはスタッフ 

  に対する評価であり、講師折衝から運営ボラ 

  等講座に関する全てが集約されないとうまく 

  いかないので、お互いが講座を支えていると 

  いう認識で今後も推進したい。思春期講座の 

４回目の横湯園子教授は NHK の福祉ネット  

ワーク「ひきこもり相談委員」として出演し 

  ていた。 

 ③今年度の区民大学塾特別講演会講師を依頼し 

  ている作家 山本一力氏の「あかね空」が映 

画化され、TBS ラジオに出演していた。こ  

の講演会をぜひ成功させたい。 

 ④生涯学習センターの組織改正と人事異動があ 

  った。 

 ⑤事業運営推進会議のメンバーは市川相談役、 

  木島、江川、石渡、北川、山守の６名に依頼 

  し、４月中に召集する。 

２．「あだち区民大学塾」の件 

①平成１８年度第４ステージ３講座実施状況の

報告。応募者は「定年！…法律知識」４２名、

「安藤昌益…」４４名、「あだちの地域の歴史…」 

７９名。 

②平成１９年度第１ステージの準備報告 

「感性と教養」の運営スタッフを募集し、１０日頃

取りまとめる予定。 

３．ホームページの件 

  ４月１日月初めの更新を行い、月毎の更新が

定着してきた。また、区民大学塾の受講者にホ

ームページのＰＲをした。現在、８ヵ所とリン

クしている。 

４．平成１８年度事業報告書および平成１９年度

事業計画書の件 

  各部で検討し事務局で整備した事業報告書と

事業計画書をもとに協議を行った。最終の報告

書・計画書は事務局が作成し、５月２８日の通

常総会に提案することになった。 

５．各部・局等からの報告及び提案 

＜学習支援部＞ 

  平成１９年度「生涯学習ボランティア養成セ

ミナー」の企画案を策定し、生涯学習センター

と折衝を始めた。開催は６月２２日～７月２７日（全

６回）の予定。 

 

＜ボランティア活動推進部＞ 

  ４月の月例会の運営について１２日の部会

で検討する。また、魅力ある月例会にするた

めにはどうしたらよいか検討している。 

＜広報部＞ 

「楽学ニュ－ス」第１１９号は４月２４日に発行す

る。 

＜事務局＞ 

①経理規程（案）の提案があり、協議の結果了

承された。なお、本規程は平成１８年度より

施行する。 

②平成１８年度収支計算書、貸借対照表につい 

 て報告があった。 

③平成１９年４月１日現在の会員名簿を作成

している。なお、今年度から所属部・局は原

則一人一ヵ所とするが、必要に応じて複数の

所属も可とする。 

④３月２５日、ＮＰＯ法人ハンド・イン・ハンドさわ

やか創立十周年記念祝賀会に代表理事、常務

理事が出席した。 

⑤４月２３日開催のＡ-net総会には、代表理 

事・副代表理事・常務理事５名が出席の予定。 

⑥６月９日開催する NPOまつりには、映画「武 

  士の一分」を上映する。なお、一枚 800円の 

チケットの購入協力を会員にお願いする。 

               （瀬田 佳男） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区および生涯学習センターからのお知らせ 

 
異 動（４月１日付・敬称略） 
足立区教育委員会事務局  

教育事業担当部長   高木  直樹  
   学校地域連携課長   鈴木  一夫  
 
（財）足立区生涯学習振興公社  

事務局長       柴田  壽  
   生涯学習部長     儘田  政弘  
   生涯学習センター所長 武田たかね  
 

４月 運営委員会だより 

年会費とボランティア保険納入のお願い 
 平成１９年度年会費とボランティア保険料

を４月の月例会の時に納入するか、 下記口

座に送金願います。 

    年会費 ２，０００円 

    保険料   ３００円 

    送金先 足立本木郵便局 

    記   号 １０１８０ 

    口座番号 ８２１６７５８１ 

    名  義 楽学の会 

（注）ボランティア保険は昨年開催しました臨

時総会で可決されています。（事務局） 
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生涯学習センター 
ボランティア情報 

Wanted: Volunteers!! 
 

 新年度を迎え、皆様それぞれ慌しい日々を送っていらっ

しゃる事と思います。旧学習事業課は「生涯学習センター」

と課名が変更になり、新しい体制でのスタートとなりました。

楽学の皆さんと共に良い講座を創っていきたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願い致します。 
 

＊新規募集のご案内＊ 
『世界遺産｢熊野｣と紀伊万葉に学ぶ』 

（ 詳細は公社ニュース ５／1 号） 
◎日時    ６/２、９、１６(毎土曜日) 
      (全 3 回)午後 2 時～ 
◎活動時間  午後 1 時 10分から 4 時 30頃まで 
◎会場    生涯学習センター 講堂 

◎募集人数  ６名程度 

（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  永井・林 
 

＊募集中講座のご案内＊ 
▼区民カレッジ （株）黒澤明アカデミー協力講座 

『日本映画！その作品を語り継ぐ』 
 （ 詳細は公社ニュース ５／1 号） 

◎日時    ５/２５、6/1、8(毎金曜日) 
      （全３回）午後７時～ 
◎活動時間  午後 6時 10分から 9時 30分頃まで 

◎会場    生涯学習センター 研修室１ 

◎募集人数  ６名程度 

（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  分野・高橋 
 

▼ 放送大学連携講座  

『「東京」という社会のなりたちとゆくえ 

～江戸、東京、Tokyo～』 
（ 詳細は公社ニュース ５／1 号） 

◎日時    5/23、30、6/6(毎水曜日) 
     （全３回）午後７時～ 
◎活動時間  午後 6 時 10分から 9 時 30分頃まで 

◎会場    生涯学習センター 研修室１ 
◎募集人数  ８名程度 

（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  坂田・磯谷 

★★★申し込み方法★★★ 
   生涯学習センターに直接、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 
新しい自分との出会いを求めて………。 

   LE T’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  
 
 

◆申し込み締切り日 

 「世界遺産・熊野講座」 → ５月１８日（金） 

 「黒澤・日本映画講座」 → ５月１１日（金） 

 「放送大学・東京講座」 → ５月１１日（金） 
 

 

 

○運営委員会 

5月 7日(月)  午後 7時～9時 ワークルーム 
○通常総会・月例会 

5月 28日(月)  午後 7時～9時 研修室４ 
○学習支援部 

5月 10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 

 5月 11日(金)  午後 3時～5時 ワークルーム 
○広報部 

 5月 9日(水)  午後 3時～5時 ワークルーム 
 5月 17日(木)  午後 3時～5時 ワークルーム 
 5月 28日(月)  午後 3時～5時 ワークルーム 
○事務局 

 5月 18日(金) 午後 2時～4時 ワークルーム 
○大学塾企画会議 

 5月 15日(火) 午後 3時～5時 研修室３ 
○ホームページ企画会議 
 5月 26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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

編集後記  
 益々充実の区民大学塾、忙しく活き活きと活

動している姿はよいですね～。しかし、格差社

会は確実に忍び寄っています。活動に参加でき

ない方、様々な事情もおありと思います。  
近況を無記名投稿でもどうでしょうか？  
みんなの支援と理解がないと、活動は成り立

ちません。  
              （高見沢  公彦） 


