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★座 談 会★ 

活動の充実と新たな取組みを・・・ 
平成１９年度が新たな体制、仕組みでスタートしま

した。それをどう運用していくか、各部の課題と方針の

座談会をお伝えします。（内容一部要約） 

・実施日 ７月６日（金） 
・出席者 代表理事 早坂津夜子 
     事務局長 瀬田佳男 
     学習支援部長 小林徹 
     ボランティア活動推進部長 江川武男 
     広報部長 田中国弘 
 （司会）事務局理事 緑川祥元 

 

                 座談会風景 
司会 昨年からは他団体との交流

や見学の申込も増え、ありがたい評

価もいただいている状況ですが、さ

らに活動の活発化を図るため、各

部の方針や課題をお聞きしたいと

集まっていただきました。今年度の

取り組みについて代表からうかがいます。 

早坂 ご存知のように１９年度は部長が大きく入れか

わりました。新たなとりくみとして、代表理事の諮問機

関として審議会がスタートしています。理事以外の会

員や新しい会員の声を運営に反映したいと、いくつか

審議事項を提起し、６名の委員に検討いただいてい

ます。 

また大学塾でも受託事業でもその分野が年々拡充

してきているので、さらなる新分野の開発を図るため 

 

 

 

 

 

 

 

に講座検討会議も設置しました。その運営により役割

も多くなりますので昨年定款を変更し、理事定数も増

やし、仕組み作りをしました。それをどう運用していく

か新部局長の意見を聞かせてください。特に事務局

には会の要として、各部への支援体制もできるという

位置づけにしたいですね。 

 

司会 代表の話を受け、各部の方針と課題を聞かせ

てください。まず学習支援部から。 
 

◆ 学習支援部から ◆ 
 

小林 事業は区民大学塾と自主

事業および受託事業があります。

部員は１５名ですが部会に参加

するのは５～６名です。区民大学

塾については統括をし、講座検

討会議を開催しまとめます。 
企画会議は従来通り緑川さんがリードして実施する事

になります。大学塾講座は年間１５以上、うち無料講

座が２回で、会員講師と著名人講師とします。講座検

討会議の充実を図り、テーマを発掘することが大事で、

分野を分けアプローチの方法を検討したい。 

受託事業は区や公社からの講座の運営受託およ

び「楽学の会」が企画提案し受託する講座の２通りあ

りますが、いずれも、講師折衝、予算策定、運営、報

告書作成を担います。後者の講座については、現代

的で、社会的なテーマで、講師は区外の専門家を探

して、年２回開催します。 

受託事業の「生涯学習ボランティア養成セミナー」

は続けてやります。部の課題は各部員への情報発信

を通して、部会等への参加者を増やしたい。 

 

司会 続いてボランティア活動推

進部にお願いします。 
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◆ ボランティア活動推進部から ◆ 
 
江川 組織を月例会グループ、ネ

ットワークグループ、学習情報相談

グループに分け、部員もそれぞれ

分担し、相互援助しながらやります。

３１人の部員がいますが部会の出席

は５～７名で、今後部会を月２回にしないと活動を消

化しきれない状況です。部員の参画が緊急の課題で

あると同時に、運営ボランティアに参加してくれる会員

をいかに増やすかを大きな課題として抱えています。    

新入会員歓迎会、月例会、暑気払い等の参加の呼

びかけをし、ワークルームに参集しようとの動きを作っ

ていきたいと思います。まず部員の連絡網づくりから

始めます。 
 

◆ 広報部から ◆ 
 
田中 会報「楽学ニュース」は、報告やお知らせにと

どまらない情報の発信を目指したい。取材、編集、制

作（パソコン利用）、印刷の機能に分け、それぞれにリ

ーダーを置き、得意分野を活かして楽しく活動できる

舞台づくりをしたい。編集長を新設し、紙面の充実を

はかります。ホームページは外部向け情報発信と会

員向けのよりきめ細かい情報提供の手段と位置づけ

ます。「新鮮、楽しい、役に立つ」をコンセプトに毎月

更新を引き続き目指します。Web 制作の機能を強化

したいところです。 

もう一つの課題はプレス対応など対外的役割を早

く担える体制づくりです。すでに皆さんが持っている

ネットワークや人脈を共有でき

ればと願っています。また大学

塾関係での広報の役割である

チラシ、看板なども、パソコン上

手を増やすことで担えるようにし

たい。少し時間をいただきたいと

思います。 

 

 

 

 

司会 役割、理事の責任、対外的なことなどをうかが

いましたが、ホームページには各部で協力しましょう。

最後に事務局にお願いします。 
 

◆ 事務局から ◆ 
 
瀬田 総務チームと記録チーム

に分け、なお、総務チームは、総

務グループ、経理グループ、受託

管理グループで編成し、それぞ

れに理事を含めた人員体制をとりました。参加は１１

名の限られた部員数なので兼務もあります。 

活動方針として事業計画と事業報告、総会、理事

会・運営委員会の運営と議事録の作成、会員の入退

会や会費徴収管理、会計や総務処理、公的機関の

手続きなどを正確に、健全に遂行することです。 

活動人員の増強が急務で、各部局に共通した課題

ですね。 

 

司会 ４部局長にそれぞれ方針や課題を伺いまし

たが、代表の感想はいかがですか。 
 

◆ 情報発信するニュースとは ◆ 
 

早坂 会員にいかに参加していた

だくかが毎年話題になりますよね。広

報部の例ですが、板橋区に転居して

いる会員と電話で話す機会があって、

その方の身辺のボランティア事情

などを知らせてほしいと伝えたら「そ

れならできそうね」との事だったの。自宅にいながらで

きる情報発信もあるのね。個々をどう生かせるか、で

すね。 
田中 あまり参加されていない会員さんに最近会っ

たとき「パソコンが不得手でね」といわれたので、「編

集の経験を是非活かしてほしい」と頼んだら「編集な

らできるかもしれない」と。それぞれの参画の機会を提

供して声をかけるといいですね。 
早坂 そう。具体的な提案をしてほしい。いろいろ

な情報発信の方法を考えて。 
田中 企画と取材が重要だね。 
早坂 取材はどの会員でもできるのよ。とりまとめ

を広報でやるということね。 
田中 それいいね。 
 

司会 広報部は編集長を置いたり新しい試みもやり、

また看板を新しい会員が作成し始めて、大学塾のス

タッフが増えましたよね。 
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◆ 活動を具体的に提示して ◆ 
 
江川 ボラ活部は会員をボランティア活動に参加

してもらうという目的があります。これも具体的な雰囲

気づくりが必要です。 
瀬田 事務局は会議と会報発送の月２回集まります。

事務能力とか会計知識がないとできないというこ

ともあり、難しく敷居が高いのかという反省もあります

が、まず具体的な作業から参加してもらうことがいいと

思います。 
早坂 事務局はハードルが高くてもやるべき事が

多いのね。担当リーダーが各ポジションで考えて行く

方がいいでしょう。 
 

◆ 担当理事さんに期待します ◆ 
 
司会 今年は各部の各分野に担当理事を配しました

が定着してきましたか。広報は？ 
田中 編集に木島さん、制作・大学塾窓口を石田さ

ん、取材を安藤さん、印刷を相馬さん、HP を田中（兼）

でスタートしています。 
 

司会 学習支援部はどうですか 
小林 学習を提供する企画づくりが

中心なので、これからです。講座検

討会議は鹿島さん、今野さん、受託

事業は安田さんが中心となりますが、部員全員が

参加です。 
早坂 学習支援部の基本は企画です。まずそれを

自覚してね。メインは企画です。バラエティーに富ん

だものを皆で出して、先ず１講座ね。 
江川 ネットワークグループは岡田さん。対外的分野

の開発をするために協力をお願いします。活動推進

グループが金子さん、月例会は北川さん、江川（兼）

がバックアップします。会員はボランティアに参加する

という動きを起こすことが課題です。 

早坂 ネットワークグループは対外関係も自ら探し

て増やしてほしいですね。今年もすでに交流が始ま

っています。 
江川 学習相談グループも設置はしていますが。 
早坂 ７月１９日の狭山市との交流でも学習情報

は得られます。情報の引き出しをたくさん作って、相

談へ結びつけてほしいですね。 

すみだ学習ガーデンなどに申し込んでみたらい

いわね。また新入会員は毎年入ってきます。最初に

受ける感じが大切で、歓迎会のあり方や、ボランティ

アガイドの使い方も含めて考えてほしい。 
 
◆ 電話でもコミュニケーションを ◆ 

 
司会 事務局は会費の事を含めて。 
瀬田 担当理事は総務Gが緑川さん、原田さん、経

理 Gが石渡さん、受託管理Gが大藤さん、記録チー

ムが緑川さん、原田さんが兼務です。 

会費の問題ですが、未納者へは７月のニュースに

会費納入依頼書と、振替用紙を同封してお願いしま

す。 

 

司会 知り合いの人には電話でお願いするのもコミュ

ニケーションの一つになりますね。 
早坂 事務局会議やニュース発送のとき、事務局の

電話を使って連絡をしてみるのもいいのではないで

すか。 
 

司会 今日は各部の方針や問題点が、かなり細部に

わたり相互理解できたと思います。この協調を基に、

今年度をさらに発展させましょう。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新入会員説明会・歓迎会のお知らせ◆ 
 
 新入会員歓迎会を下記の通り開催します。 

   日 時：８月７日（火） 
   歓迎会：午後７：００～９：００ 
   会 場：学びピア研修室 
 なお今年度は歓迎会の前に説明会を行いそのあと

歓迎会を行います。 

 昨年入会された方も活動されています。 

 今回も新会員をあたたかく迎え、会員の交流を図り

ながら、会を盛りたてていきたいと思います。皆様のご

参加をお待ちしています。 

           （ボランティア活動推進部） 
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さいたま市「市民大学の現地学習」で 

「楽学の会」が講師 ～25 名が来訪～ 

 梅雨に加え台風が九州に上陸した 7 月 14 日雨の

中、瀬沼顧問の紹介により、さいたま市民大学「生涯

学習企画コース」の受講者23名と市職員2名が研修

室に参集、当会から早坂代表、小林さん、緑川さんが

講師で出席し現地学習が始まった。 

早坂代表が「楽学の会」の設立から会の概要をパ

ワーポイントで1時間ほど説明、休憩後の質疑応答に

なると矢継ぎ早に手が上がる。 

・実施している青少年事業は  

・講師の選定の経緯は  

・専従者は  

・有償ボランティアか 

・テーマがむずかしいのでは 

・講座の反応を知る方法は 

・魅力ある事業展開と資金調達は、などなど鋭い

質問に丁寧に応答する。 

事業型 NPO の方向性も模索しているが専従者や

事務所の壁がクリアーできないなど、当会の課題も浮

き彫りになった。 

 「全員が 4 部局に配置される仕組み、予算以上の

活動内容、楽学ニュース、NPO 法人であることなど、

楽学の会はすばらしい」との感想も。女性参加者に感

想を聞くと、「夏休み青少年対象事業はいいですね。

仕事をしながらもできるボランティアや NPO が必要だ

と思いますが、時間帯がネックですね」と若やいだ笑

顔が返ってきた。      （取材・記事 木島叔子） 

狭山市「さやま生涯学習をすすめる市民の会」 

との交流・情報交換会 

 顧問の平沢茂先生の仲立ち紹介により、狭山市「さ

やま生涯学習をすすめる市民の会」との交流会なら

びに情報交換会が７月１９日午後１時３０分から開催さ

れた。 

 「市民の会」からは今田準一会長ほか１４名の会員

と狭山市教育委員会社会教育課の金子美恵子氏が、

「楽学の会」からは１４名が参加した。 

 交流会は、江川さんの司会で、早坂代表の歓迎の

言葉と今田会長の訪問の挨拶、出席者の自己紹介

に続いて、パワーポイントで「市民の会」の概要紹介

（藤原氏）、「楽学の会」の事業紹介（田中さん）が行

われた。 

 「市民の会」の現在の課題と今後の展開では、市民

への生涯学習情報の提供の拡大、団体間の活動の

交流、懇談会の実施、生涯学習案内人の育成と設置、

講演会などの行動、市民講師塾の開設、狭山市民カ

レッジの設立と講師の育成検討が示され、事前に送

られてきたアジェンダの内容から、今後に向けた強い

意気込みが感じられた。 

 

 質問などを含め、運営について情報交換が行われ

たが、お互いに、異なる環境のもとでの活動に関する

質疑応答であるため理解の程度は計り知れなかった。

幸に、交流会の終了後、「大学塾」企画会議を見学し

て頂き、更に場を移し、早坂代表が対応する情報交

換の場が設けられたので、理解度が増したものと思わ

れる。 

                （取材・記事 相馬義人） 
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運営ボランティア報告 
 

★東京電機大学連携講座 

環境の変化と私たちの暮らし 

～科学の分野からのアプローチ～ 

   日時 ６／２６・７／３・１０ 
 毎週火曜日 ３回 場所 学習センター講堂 

 東京電機大学理工学部の岡本博司教授、勝本正

之講師、村勢則郎教授の３氏による夫々違う立場から

の専門的講話であった。その科学的研究資料は過去、

現在、未来の実績、予測など多方面にわたるもので、

統計など映像をフルに用いて地球温暖化のメカニズ

ム、人類発生の根拠を示すデータ、極限環境の生命

体等々盛り沢山な内容であった。「環境問題の重要

なポイントは、人間と環境、他の生物との共生、有限

資源の循環活用など、人類だけの地球ではない事」

を認識することを、纏めの言葉として受けとめました。

受講者の熱心な勉強態度、公社職員の細やかな神

経を持って運営に携わる姿勢に改めて感心させられ

た３回講座の運営ボラであった。      （安藤寿） 

 

NHK 関連文化講演会 
「失われた文明（インカ・マヤ・アステカ）展」 

 ６月３０日（土）午後２時より生涯学習センター主

催４階講堂で開催されました。講師は愛知県立大

学、杉山三郎氏。アステカでは、太陽や月、大地、火、

金星、神が世界を動かすとか。インカでは、ミイラにす

る風習。マヤでは、絵を文字にする等。主要遺跡、ス

ライド説明、世界遺産の宝庫中南米三大文明には驚

きの連続でした。学ぶこと見ることの楽しさを感じまし

た。                      （大藤久子） 
 

 
知って得するビタミン・ミネラルの話 

 生涯学習振興公社主催の大塚製薬(株)連携講座が
７月４日(水)午後２時から参加者５４名、運営ボラ６名

により開催された。 

 「今日は、よーこそ！」と威勢のよい受講者を迎える

声。受付は、電話申込み者の名前のチェックと配布

資料、ポカリスエット・サプリメント・ビタミン＆ミネラル

の試供品の手渡し。会場では、入場者を空席へ誘

導。 

 司会者の爽やかな発声で講座が始まる。 

 講師は農学部出身の大塚製薬 長谷部晶子氏。

「わたしたちのからだは、日々、ビタミンやミネラルの

補充が必要です」パワーポイントを使って両手を前に

左右に早い動作で話が間断なくつづく。カメラ係はカ

メラを構え、いつ、シャッターを切るか大童。 

「正しいサプリメントの摂リ方を学んで、自分のからだ

づくりを見直してみませんか？」 

 マイク係は立ち上がってマイクを片手に質問者の

席を見定め移動する。 

「…これをもちまして本日の講座を終了いたします。

皆様お気をつけてお帰りください。」   

                        （相馬義人） 
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ホームページ８月更新情報 
・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 
・６月月例会報告 
・各部局活動６月活動報告 
最近アクセスが増加しています！ 
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！ 

 

６月月例会報告 

 開催日時  ６月２８日 ＰＭ７時～ 

 出席者   ２６名 

 ６月の月例会は、教育委員会・学力向上推進室担

当係長、堀越幾男氏に「生涯学習とボランティア」とい

うテーマで講演をして頂きました。 

 最初に最近の教育課題として、足立区の実情が紹

介されました。特に小中一貫教育として興本扇学園が

開設され高い評価をうけたこと、また新田地区にも新

たに開校予定との話であった。生涯学習とボランティ

アの関連について「ボランティア活動そのものが自己

開発につながる生涯学習である」と言っておりました

が、会が目指すボランティアを通じて「自らが学ぶ」こ

とと同じなのだと納得。 

秋津小学校（習志野市）の事例紹介では、開かれ

た学校づくりのためには学校支援ボランティアがいか

に大切か、また必要であるかが良く理解できた。足立

区でもこのようなボランティアが活動しているのか、気

になるところでした。 

 講演終了後、各部局からの連絡事項等があり９

時前に閉会となりました。     （ボラ活部） 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔本の紹介〕 

元気な市民大学 

－生涯学習と人・地域の活性化－ 
        瀬沼克彰（桜美林大学教授）著 
（株）日本地域社会研究所（０３－５３９７－１２３１ 

２，１００円（税別） 

  「楽学の会」と「あだち区民大学塾」のことが、初め 

て単行本に掲載された。 

  「楽学の会」顧問の著者は、真に市民大学と呼べ 

る存在は、①市民（住民）主導で運営され、実施さ 

れていること②専門講座ではなく、総合的な学習 

内容をもっていること、など５つの条件を備えること 

と捉え、各地の市民大学を取材した論稿を本書に 

纏めている。 

  第２章は歴史のある「各地の市民大学の動向」、 

第３章では「市民大学が主催するイベント」として各 

地の多彩なシンポジウムや昨年５月に開催した「楽 

学の会」創立１０周年記念フォーラムの様子を記述 

している。当区民大学塾も全国レベルの“元気な市 

民大学”の仲間に加わったことで喜ばしい限り。 

  また、第５章「市民大学にみる人の活性化」では 

人に関係する問題を、①受講者・会員を増やす 

②進む関係者の高齢化、後継者に必要な態度と能 

力③生涯学習リーダーの育成講座など５つの視点 

で論述している。参考となる内容が盛りだくさん。 

皆さんに是非一読を勧めたい書物である。 

（市川茂敏） 

 

 

 

 

 

 

☆顧問の伊藤先生よりお便りがありました☆ 

  生涯学習ボランティア養成セミナー開講日の講 

師として「ボランティアについて考える」を担当して 

戴いた伊藤俊夫氏に当日の「ライフワーク 622 号」 

をお送りしたところ、早々にお便りを戴きました。 

  その中に感想として“日本の将来は大丈夫だ”・ 

“楽学の会の偉大な足跡がまた一つ刻まれた”との

言葉がありました。 

  同講座は７月２７日に終了、新しいメンバーを迎 

えることになりますが、わが会の顧問でもある伊藤 

先生の期待にそった新会員の今後の活躍が楽し 

みですね。 

  既会員も、この際リフレッシュし、新人パワーに 

負けない活躍を期待したいものです。（瀧呑昭龍）
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運営委員会だより 

 平成19年７月度の運営委員会は７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さいたま市市民大学企画コース現地学習会 

７月１４日午前１０時から、「現地学習・活動を

見に行こう」約２５名。早坂代表理事、小林、

緑川理事が対応する。 

  ②狭山市「さやま生涯学習を進める市民の会」と

の交流会７月１９日午後１時 30 分から、「事前質

問事項に対する応答と大学塾企画会議の傍聴」

約１５名。企画会議出席予定者が対応する。 

  ③文京区「アカデミア学習推進委員会」・鎌倉市生 

   涯学習推進委員会・楽学の会交流会８月２５日 

午後２時から、主題は検討中。参加者数は連絡 

待ち。総合司会は緑川理事、説明は小林理事、 

会場設営はボラ活部。 

  ④「文化ボランティア全国フォーラム in 弘前」に会 

    より８名参加する。 

２．あだち区民大学塾の件 

 ＜講座検討会議＞ 

   第１回を７月７日午後３時より開催する。テーマ、 

   講師探しを中心にフリーディスカッションを行う。 

   書記は山守が担当する。 

 ＜講座企画会議＞ 

①１９年度第 1 ステージ４講座（特別講演会を含

む）は各講座とも定員オーバーで終了した。 

 第 2 ステージ以降の１１講座の企画もほぼ決 

 定し、目標の１５講座の開講は達成できる見込 

み。 

②平成１６年度～１８年度の講座実施報告書 

 が出来上がり、教育委員会、学習センターに 

提出した。１９年度からは各講座のコーディ 

ネーター・リーダーが中心になりパソコンを 

利用して作成する。 

③大学塾事務局業務の役割を部･局に分担する 

ため日程管理表を作成する。 

 ＜その他＞ 

①ギャラクシティで開催する子どもを対象にし 

た講座は傷害保険に加入する。 

②山本一力特別講演会の記事が「あだち百景」

に掲載された。 

３．ホームページの件 

  ７月１日更新を完了。カウンター数を増やすため、 

  ＨＰ名刺を作成し、希望者に配布します。現在 HP

は一日平均１６人が見ている。 

４．各部、局の報告及び提案 

 ＜学習支援部＞ 

  学習センターに提案する２講座の企画の検討を始 

めた。 

 ＜ボランティア活動推進部＞ 

①狭山市生涯学習を進める市民の会との交流会 

の進め方を検討している。 

②運営ボラの参加者が減少しているため対策を 

検討している。 

 ＜広報部＞ 

楽学ニュースの作成体制として編集長を選任し

取材・編集・制作・印刷の役割分担を確立する。 

 ＜事務局＞ 

①通常総会で選任、退任した理事の登記を完了 

した。また、東京都ＮＰＯ法人係へ役員変更届 

書を提出した。 

②ボランティア保険は５月４９人、６月５人、７月４

人が加入した。 

③ＮＰＯ活動支援センターへ定款・事業報告書・

収支計算書・楽学ニュースを提出した。 

 ５．平成１９年度下記運営委員会、月例会開催予定 

  運営委員会：１０月５日（金）、１１月５日（月）、 

          １２月 ６日（木）、 １月７日（月）、 

          ２月 ５日（火）、 ３月５日（水） 

    月例会：１０月２９日（月）、１１月２７日（火） 

        １２月忘年会を検討、１月２９日（火） 

         ２月２６日（火）、 ３月２８日（金） 

                         （瀬田佳男） 
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▼足立区団塊世代の地域回帰推進事業 

『団塊世代・セカンドライフ満喫講座 
〈趣味・教養コース〉』

◎日時   1.葦立つ地の話～足立の歴史～ 

9/15 １０時～１２時３０分 

2.世界史の中のビートルズ 

9/15 13時３０分～１６時 

3.隅田川文学散歩 漱石と千住の桜

9/30 １０時～１２時３０分 

４.世界遺産の見どころ（イタリア編）

10/14 １０時～１２時３０分 

５.簡単な骨盤矯正運動 

10/14 １３時３０分～１６時 

６.わが人生とテレビドラマ 

10/20 １０時～１２時３０分 

７.手塚治虫とトキワ荘の仲間達 

10/20 １３時３０分～１６時 

◎募集人数  各２名 （受付・案内） 

◎会場    竹の塚地域学習センター 

◎講座担当者 分野・坂田 

申し込み締切り日  ９月１０日（月） 
＊お願い お申込みはお電話で！ 
「団塊世代」講座は、担当についての詳細説明と

人数調整のため直接お電話でお申込みください。

生涯学習センター Ｔｅｌ：５８１３－３７３５ 

▼ビジネススキルアップ講座 

『ファイナンシャルプランナー３級 

資格取得支援講座』 
◎日時    9/5・12・19・26 10/3・10・

17・24・31 11/14・21・28
全１２回 (毎水曜日)  
19 時～21時 

◎活動時間  18 時20分から19時30分頃まで

◎会場    生涯学習センター 研修室１ 

◎募集人数  2 名程度 

（受付・案内） 

◎講座担当者  分野・林 

申し込み締切り日  ８月２６日（木） 
★★★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 

生涯学習センター 
ボランティア情報 

Wanted: Volunteers!! 
  ☆暑中お見舞い申し上げます☆。 
季節よりひと足先に秋開講の講座の準備が始り、

「食欲の秋・スポーツの秋・読書の秋」に向けて様々

な内容の講座を予定しています。皆様のご協力よろし

くお願い致します。 
 

新しい自分との出会いを求めて………。 

   LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  
＊新規募集のご案内＊ 

★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 
 

 

 

 
 

 

 
 
○運営委員会 
８月 ７日（火）５時３０分～６時３０分 

ワークルーム 
○月例会 
８月なし 
９月２８日（金）７時～９時 

○広報部 
８月 ８日（水） ３時～５時  ワークルーム 
９月 ７日（金） ３時～５時  ワークルーム 
９月１９日（水） ３時～５時  ワークルーム 
９月２８日（金） ３時～５時  ワークルーム 

○HP 企画会議 
８月２６日（日） ５時～７時  ワークルーム 
９月２４日（月） ３時～５時  ワークルーム 

○事務局 
８月１７日（金） ２時～３時３０分ワークルーム 
９月２１日（金） ２時～３時３０分ワークルーム 

○学習支援部 
８月１０日（金） ６時～８時  ワークルーム 
９月１２日（水） ６時～８時  ワークルーム 

○講座検討会議 
９月 ８日（土） ３時～５時   研修室２ 

○大学塾企画会議 
８月１７日（金）３時３０分～５時 研修室５ 
９月２１日（金）３時３０分～５時 研修室５ 

○ボラ活部 
８月 ９日（木）３時～５時   ワークルーム 
９月 ７日（金）６時～８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いま
す。とても便利です。（会員専用ページ） 

 

編集後記 

122号から木島さんが編集長になりました。 紙面の読

みやすさを念頭に、文字サイズや行間・写真とイラストの

入れ方まで目配りがされています。いかがでしょうか？ 

また今号は、座談会の特集があって、久し振りに 8頁

になりました。なお 8月は休刊です。     （神戸明） 

楽学インフォメーション★会合のお知らせ★


