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平成１８年度 通常総会 開催報告 
 

平成１８年度通常総会は５月２８日、早坂代表理事か

ら力強い抱負の挨拶があり、議長に緑川さんが選任され

議案の審議が行われた。 
 主要議案である平成１８年度事業報告及び収支報告

が承認され、つづいて平成１９年度事業計画及び収支予

算が原案どおり議決された。 
続いて理事・監事の選任が行われ、新理事に木島叔子

石渡建夫 、金子勝治、新監事に原田進の皆さんがそれ

ぞれ選任された。 
 また報告事項として、平成１９年度理事役割、経理規定制定及びボランティア保険加入につての説明

があった。 
 なお平成１９年度理事役割分担は以下のとおり。 
代表理事 早坂津夜子  学習支援部 小林 徹（部長）・安田善英・今野君江・鹿島健一   ボラン

ティア活動推進部 江川武男（部長）・岡田スミ子・金子勝治 広報部 田中国弘（部長）・木島叔子・

石田佳久 事務局 瀬田佳男（事務局長）・緑川祥元・大藤久子・石渡建夫  監事 安藤 寿・原田 進 
 
 
 
✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭ 

 第 121 号 (発行 平成１9 年６月２８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 

入会して二年弱、会の全容が理解できた今般、

理事を拝命しました。当会も誕生以来、十年が過

ぎ、量と質が問われる時となりました。特に質に

ついてはレベルアップに繋がる研修など課題解

決のための着実な努力が望まれます。「上善は水

の如し」の譬えどおり、事務 
方として、世話役として、皆 
さんのお役に立ちたいと思い 
ます。どうか宜しくお引き回 
し下さい。 
石渡理事（新任） 

この度の大任の拝命は身の引き締まる思いで

受け止めています。ボランティアの 3 原則、公

共性・自発性・無償性を認識し、また行政・民

間・地域の活動との協働も視野に入れ、生涯学

習支援の活動を活発に遂行します。現役時代に

好んだ熟語「人心収攬」を 
再度胸に刻み、皆様の助言 
助力も賜りながら一生懸命 
努めさせて頂きます。宜し 
くお願いします。 
金子理事（新任） 

 「いのち短し恋せよ乙女、あかきくちびるあせ

ぬまに、あつき血潮の冷えぬまに」と歌ったのは

青春時代。唇はあせても、まだ血潮は冷えていな

い。ここをたよりに、もう少 
し恋していたい。「楽学の会」 
に。 
 
木島理事（前監事） 

ますます広範囲になってきました楽学の会の

事業活動と業務運営・管理における品質と透明性

の向上、および会員皆さんにより解りやすくする

ためのお手伝いができたらと 
思っています。今後ともよろ 
しくお願いします。 
 
原田監事（前理事） 

（ホームページの会員専用ページに平成 18 年度の事業報告書、収支報告書、と平成 19 年度の事業計

画書、収支予算を PDF ファイルにて掲載いたします。あわせてご覧下さい。） 
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６月２３日、午後２時～３時３０分、足立区生

涯学習センター４Ｆ講堂に於いて待望の「直木賞

作家・山本一力特別講演会」が満員の１９５名の

受講者を迎え、盛大に実施された。司会は木島さ

ん、主催者として教育委員会より高木直樹部長、

（財）生涯学習振興公社より儘田政弘部長が出席

された。主催者挨拶のあと「江戸人から知る人の

絆」のテーマで講演され、そのひたむきな語り口

は最後まで聴衆を魅了しました。 

 

 成功への軌跡 

“ 本当に瓢箪からこまが出ました！”興奮の様

子が伝わってくるメールを受けたのが昨年の１１

月、発信者は「楽学の会」メンバーの山守美知子

さん。ここから山本一力先生の特別講演会実施に

向け準備が開始されることとなった。 

学習支援部会で、講座の企画を討議する最中に、

“山本先生のサイン会で講演をお願いしてみよう

かしら”の一言から始まった話であった。 

“折角のチャンスだから「あだち区民大学塾」

の区民への還元講座として実施したら”の提案か

ら、区教育委員会・生涯学習振興公社と共催し実

施が決定。着々と準備を開始する中、共催３者の

協力体制も充実。チラシの作成、「ときめき」原

稿の作成、メディアへの発信、受講者募集、会員

による手作り看板の企画・製作等々、一つ一つの

準備作業を通して会員相互にやる気の高まりが感

じられる毎日であった。 

受講者募集の期日が迫る、応募者は定員を大幅

に上回る、好調な募集状況に喜びながらも、抽選

必至への不安が入り混じる毎日。とうとう応募期

限がきた。応募者は３６０名と定員を大幅に超過、

止む無く抽選作業を決定、抽選は厳正を期し複数

人が立会いパソコンを使用し作業。受講券と選外

通知を作成、点検後雨が降るなか投函、抽選に外

れた方々には何とも申し訳ない気持ちで一杯。 

平成１６年度に「あだち区民大学塾」がスター

ト、試行の初年度は４講座、１７年度１０講座、

本格稼動の１８年度は１５講座、１９年度の本年

は１５講座、区民講師探しに苦慮しながらも、本

年度の目標は何とか達成の見通し。 

今年度から講座作りを目的とした会議「講座検

討会議」を新設、学びたい区民・教えたい区民・

創りたい区民が一体となり、区教育委員会・生涯

学習振興公社と「楽学の会」が手を取り合って作

る「あだち区民大学塾」は更に前進を続けようと

頑張っています、活動に参加頂いた会員の皆様に

感謝。そして、講師をお受け頂いた山本一力先生

に感謝、有難うございました。   （緑川祥元） 

 

山本一力先生の講演を聴いて「失われた人の絆

と分相応の生き方」 

梅雨の晴れ間をぬって、あだち区民大学塾特別

講演は開催された。直木賞作家山本一力先生の講

演は、「平成の日本人は高価な物を日常的に食べ、

海外旅行へ気楽に行き、誰でも持てるはずがない

ブランド品を持つほど経済力があるのだろうか。

そして隣人と同じ生活をする事が当たり前と生き

ている。しかし、人には分相応の生き方があるは

ずだ。 

かつて日本には自分の分に過ぎた事のみっとも

なさを教えてくれた人が居た。そんな人々が居な

くなってしまった社会が、現在の日本である。た

だし人を諭すには、相手を思いやる気持ちと相手

への距離を保たなければならない事が根底にある

のだ」と熱く語ってくれた言葉の一言一句は、多

くの聴衆の方々に、現在失われた人の絆について、

問いかけてくれたお話でした。（山守美知子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講師 直木賞作家・山本一力 氏 
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★★「鴎外のぶらり散歩」★★ 

6月13日､20日の2回に亘り、医学博士・木村繁氏

を講師に「鴎外」講座が開催された。本講座は「医

学者、家庭人としての鴎外と父静男、ならびに千

住との関わりを基点にした講座であった。鴎外ほ

ど医師である父静男の認知度は高くない。 

父静男は津和野藩医に弟子入り後江戸松本塾、

佐倉順天堂への遊学、母峰子の薫陶など、秀才鴎

外を取り巻く家庭環境に触れ、初めに鴎外が生涯

の友人賀古鶴所に口述執筆させた遺言書の一部

「余は石見人森林太郎として死せんと欲す」とい

う映像を見ながら、講師が鴎外は生涯を通じて名

誉、栄誉を無欲とした人生を歩まれた、という言

葉に鴎外の生き方が凝縮されていると感じた。津

和野、向島、千住への転居診療所、橘井堂医院の

開業、ここまでは父静男の業績。以後鴎外の活躍

が始まる。鴎外１７歳の時。講師から配布された

年表と医学会投稿冊子・森鴎外と父静男「温故知

新」は鴎外辞書とも言える貴重なもので、ここか

ら鴎外を紐解いて行くヒントが満載されています。 

（安藤 寿）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆「あだち区民大学塾」１９年度第２ステージ開催の案内◆◆ 
平成１９年度第２ステージの「あだち区民大学塾が開催されます。協力して成功させましょう！ 

講座名・講師 回 月日 テーマ 

１ ひらがな、カタカナの書き順と形 

２ いろいろな書類の書き方の練習 

外国人のための日本語講座 

～もう一度ひらがなとカタカナを 

きれいに書く練習～ 

日本語講師 小川 美紀 氏 
３ 

7/23,30,8/6 

（月） 

19:00～21:00 ハガキで書く練習 

１ みんなで考えよう！私たち、僕たちの

地球～地球温暖化の話～ 

元（財）無人宇宙実験ｼｽﾃﾑ研究開発機

構 研究員 小林 徹 氏（当会員） 

２ 

7/30,31 

（月）(火) 

14:00～16:00 

１．地球と人類の歴史 

２．地球温暖化と私たち 

  

 

 上記「あだち区民大学塾」の運営スタッフ・事務局当番を募集します。今回は当会員の小林さんが講

師の講座もあります。是非奮って申し込みください。お待ちしてます。 

 ・申込期限「日本語」「地球温暖化」の両講座共 ７月１４日（土） 事務局当番 7月１０日（火） 

 ・申込先  大学塾事務局まで FAX ０３－５８１３－３７５９（講座名記入下さい。当番も） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あだち区民大学塾」講座実施報告書

完成報告及び作成の経緯について 
 教育委員会の依頼を受け、平成 16 年

度～18 年度の「講座実施報告書」を作

成しました。編集方針として「あだち区

民大学塾」の歩みが分かるものを編集方

針に定めて、作業を進めてきました。完

成しましたので、ご報告をいたします。

閲覧できるように「あだち区民大学塾」

の戸棚に収容しました。なお、 
報告書グループ 
メンバーは次の 
通りです。 
江川･金子･北川 
今野･相馬･原田 
緑川 
（今野君江） 

あだち区民大学塾講座報告（第 1 ステージ） 

 

あだち区民大学塾 

皆さんで出し合い、創りましょう、講座の

テーマ！ 
このたび、「あだち区民大学塾・講座検討会議」

を開設することになりました。会員の皆さんが

普段考えておられる、あるいは身の回りにある

課題等について自由に提案し合い、講座のテー

マを創っていきます。 
地域的、社会的、現代的な課題を広範囲な分

野から掘り起こしましょう。 
（従来の歴史講座検討会は当会議に統合します）

参加は自由。奮ってご参加ください。 
第１回目の講座検討会議は下記要領で開催し

ます。 
日時：７月７日（土） 午後３時～５時 
場所：生涯学習センター 研修室３ 

（担当 学習支援部長） 
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「東京」という社会のなりたちとゆくえ 

  ～江戸、東京、Tokyo～ 
皆さん東京とはどこを指していますか。という

質問が先生からあり、大都市東京の過去・現在・

未来について明治学院大学教授浅川達人氏の講座

は大変興味がありました。かなり難解な部分もあ

りましたが、東京が戦後の復興からバブルに至る

まで、東京への流入者を町会という組織がうまく

受け入れ発展につなげていったということがわか                       

りました。 
 これからの東京はすべてにおいて一極集中（人

および経済）により人的つながりが希薄になって

おりさらに輪をかけていくのではといわれている。 
 内側の平穏を守ろうとし、付き合いを省略し、

閉じる方向に割り切っているホットスポット。 
 以前のような開かれた住み方ができれば、もっ

と重要な人との関係が回復できるといわれそれに

期待をしたいと思っています。   （石田佳久） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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」 
東宝撮影所で撮影スタッフとして黒澤明監督の

「用心棒」「影武者」をはじめ日本を代表する映画監

督と交わり２２年間で５８作品、その後５０作品の

映画製作技術等の企画に携わってきた松尾民夫氏の

３回の講座であった。３０数名の受講者に１０数名

の講師関係者とボランティア１１名でした。室内両

側の机には往年の名監督や名画が閲覧され、皆さん

興味深く見入っておりました。 
 映画創作は夢を実現し映像表現していくことで想

像力、感性、技術、更に体力を要する。 
映像として映る光と影、色彩、カメラ角度等につい

て現場での苦労話や名優のエピソードを交えての楽

しい内容であった。 
 映画の魅力は感動を与えるものである。一本の映

画でも世界を平和にすることができないかやってみ

る価値があるし、心から感動する映像を子供達に文

化として残したいという話に同感です。映画、テレ

ビ共現代は余りにも感動する作品が少ないのではと

思います。          （ 岡田スミ子） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習センター運営ボランティア活動 

世界遺産「熊野」と紀伊万葉に学ぶ 
６月２日、９日、１６日各土曜日の３回にわたり、世界遺産である「紀伊山地の霊場と参詣道」を「曼

荼羅の絵解き」「紀伊万葉」「熊野の森の写真」の３方面から紹介する講座であった。講師はそれぞれ、

新宮市教育委員会学芸員の山本殖生氏、近畿大学 

教授の村瀬憲夫氏、写真家の楠本弘児氏と多彩。 

講座には１７６名の応募があったとのこと。その 

人気のほどが伺える。 

講義はビジュアルに、非常に分かりやすく解 

説された。聴講者全員が新しい知識を身につけた 

ことと思う。特に、１回目の曼荼羅の絵解きでは、 

「熊野比丘尼（びくに）」の装束を講師が見につ 

けて、当時の絵解きの様子を実演された。これに 

は聴講者の反響が大きかったと思う。 

運営ボランティアの活動もスムーズに行われた。 

（小林徹） 

「東京という･･･」講座運営スタッフ 「黒澤明･･・」講座 往年の名監督や名画の写真 

講座はビジュアルで解り易い説明 
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 平成 19 年５月度の運営委員会は６月５日（火） 
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他団体との交流会は鎌倉市生涯学習推進委員

会、文京区アカデミア学習推進委員会、狭山

市生涯学習を進める市民の会の３団体から依

頼がある。なお、鎌倉市、文京区とは、楽学

の会との合同交流会を検討している。  
 ②山本一力特別講演会の挨拶を教育委員会  

高木教育事業部長に依頼した。なお、同講演 
会には鈴木課長、高井係長、本間係長、公社

より儘田部長も出席の予定。 
 ③６月度月例会の講師は、教育委員会 堀越学 
  力向上推進室担当係長に依頼し内諾を得た。 
 ④６月度の各部局会議に出席し、事業運営等に 
  ついて意見交換をする。 
 ⑤「文化ボランティア全国フォーラム in 弘前」 
  に参加希望者は「社会教育」６月号に掲載の

開催要項を参照の上、各自申込みされたい。 
 ⑥楽学の会としてパソコンを６月中に購入する 
  ことを検討している。 
 ⑦７月度運営委員会までに理事の部局内での役 
  割表を提出し、責任部署を明確にし、会員に 

周知する。 
２．「あだち区民大学塾」の件 
 ①山本一力特別講演会の司会者に木島理事の推 
  薦があり了承された。また、講師への花束贈 

呈、演台の飾り花も用意することになった。 
 ②平成１９年度 あだち区民大学塾事務局業務 
  の各部局役割分担について説明があった。 
  講座検討会（歴史講座検討会も含む）は小林 

理事、企画会議は江川・田中・緑川理事が担 
当する。 

 ③平成１６年度「あだち区民大学塾講座実施報 
  告書」の完成および１７年度、１８年度報告 

書の作成状況について報告があった。 
３．ホームページの件 
 ①「お気に入り」の変更を実施し、カウンター 
  も一日平均１１件になっている。カウンター 

数を増やすため「HP 名刺」を作成したとの 
報告があった。 

 ②デジタルカメラを購入していただきました 
  のでご活用ください。 
４．各部・局等からの報告及び提案 
 ＜学習支援部＞ 
  ①ときめき６月１日号に平成１９年度「生涯 
   学習ボランティア養成セミナー」の開催記 

事が掲載された。「運営スタッフ会議」を６ 
月１５日（金）午後７時から開催する。 

  ②印刷機の使用ルールが変更になり、４階の 
   センター受付で「使用予定表」に記入して 

利用する。 

＜ボランティア活動推進部＞ 
①６月度月例会は教育委員会 堀越幾男係長 
 を招聘して講演していただく。 

 ②７月２４日午後６時より、７階さくらで「暑

気払い」を開催する。 
 ③９月度月例会は「事例発表会」を検討して 
  いる。 
＜広報部＞ 
 「楽学ニュ－ス」第１２１号は６月２８日に 
  発行する。 
＜事務局＞ 
①平成１９年度会費納入状況の報告があり、 
 未納者に対して納入協力の要請があった。 
②足立本木郵便局の「楽学の会」の口座名義 

が個人から法人になった。 
③ボランティア保険の加入申請事務手続きに 
 ついて説明があった。預かり保険料は一ヶ

月毎に集計して翌月初めに申請するので補

償開始は申請日の翌日からになる。 
④A-net の映画の催し「武士の一分」は、昼 
 の部２５０人、夜の部３５０人の入場者が

あり、盛況裡に終了したとの報告があった。 
              （瀬田佳男） 

 
平成 19 年度会費納入のお願い 

平成 19 年度会費（2000 円）・ボランティア保

険料（300 円）未納の正会員の方はお早めに下

記郵便口座へ送金をお願いします。(事務局） 
なお郵便局の口座記号・番号・名義が法人に

変更になりました。送金にはご注意願います。 
記 

局 名：足立本木郵便局（局名は変更なし） 
記 号：１０１００ 
番 号：５２３５７２０１ 
名 義：特定非営利法人 
    あだち学習支援ボランティア楽学の会 
 

お知らせ 

 
・「狭山市・生涯学習を進める市民の会」 

7 月 19 日に来館！相互交流を深めましょう 
  場所：足立区生涯学習センター５F 研１ 
  午後 1 時 30 分～3 時 交流会 
  （その後、大学塾会議見学班とワークルー

ムでの情報交換班に分かれて続けます。

ワークは早坂が対応します。） 
 
・当会賛助会員 油井久仁子 氏 5 月 東京人権

擁護協議会会長に初の女性会長として就任！ 
   油井久仁子 氏は昨年 5 月「あだち区民大

学塾フォーラム」にて来賓 教育委員として

ご挨拶を頂きました。60 年続いた男性の牙

城に初の女性会長として就任されました。 

運営委員会だより 
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生涯学習センター 
ボランテｲア情報 

・今月はボランティア情報はございません。 
また次月募集の折にはどうぞよろしくお願い

致します。     （生涯学習センター） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

○月例会（暑気払い） 
7 月 24 日(火)  午後 6 時～8 時 ﾚｽﾄﾗﾝ「さくら」 

○学習支援部 
7 月 10 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 
 7 月 13 日(金)  午後 3 時～5 時 ワークルーム 
○広報部 
 7 月 11 日(水) 午後 3 時～5 時 ワークルーム 
 7 月 18 日(水)  午後 3 時～5 時 ワークルーム 
 7 月 24 日(火)  午後 2 時～4 時 ワークルーム 
○事務局 
 7 月 20 日(金) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 
○大学塾講座検討会議（新） 
 7 月 7 日(土) 午後 3 時～5 時  研修室３ 
○大学塾企画会議 
 7 月 19 日(木) 午後 3 時～5 時 研修室１ 
○ホームページ企画会議 
 7 月 22 日(日)  午後 3 時～5 時 ワークルーム 
＊ホームページにもスケジュール表を掲載してま 

す。 とても便利です。（会員専用ページ） 

 

★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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ホームページ７月更新情報 
・あだち区民大学塾 H19 第２ステージご案内

「日本語講座」、小学生向「地球温暖化」講座 
・トピックス：直木賞作家山本一力特別講演会 
・「鴎外のぶらり散歩」講座終了報告 
・生涯学習センター運営ボランティア報告 
＜会員専用ページ＞更新 
・平成 18 年度通常総会報告 
・各部局活動６月活動報告 
ホームページＰＲ用名刺ができました！ 
（ご希望の方は右記ＨＰ担当へご連絡下さい） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今月も楽しい新着情報お届けします。 

皆さんのアクセスが HP を元気にします！ 

 

楽学インフォメーション
★会合のお知らせ★ 

編集後記 
 今月は締め切り直前の「山本一力特別講演

会」を皆さんの頑張りで掲載、お届けすること

ができました。またこのところ梅雨もどこか

へ、蒸し暑い夏のような異常な天気が続いてま

す。このタイミングで会員講師による小学生向

け「地球温暖化」講座も 7 月に行われます。 
今後も幅広い視野での楽学の会の活動をニ

ュースとホームページのお互いのメリットを

活かし、皆さんと楽しく情報発信、お届けして

行きたいと思います。 
（田中国弘） 

★7月月例会は暑気払い！！★ 
 

 楽学の会の「暑気払い」を下記の通り計

画しました。（7月月例会） 

 会員の皆さんの参加を 

お待ちしております。 

        記 

 日 時 

平成１９年７月２４日（火）

午後６時～８時 

 場 所  生涯学習センター内 

レストラン「さくら」 

 会 費  ３,０００円  

申込先  メール 江川  

takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
 電話・ＦＡＸ  岡田  

 03－3606－0594（ＦＡＸ共）   

 受 付  ７月２０日迄 


