
 
 
 
 
 
 
 

３団体による交流・情報交換会 報告 
■開催日時 平成１９年８月２５日（土） 14時～18時      
■開催場所 足立区生涯学習センター 研修室１ 
■参加団体及び参加者数 
☆鎌倉市生涯学習推進委員会              １１名 
☆文京アカデミア学習推進委員会            ７名 
☆ＮＰＯ法人あだち学習支援ボランティア「楽学の会」  １６名 
 ８月２５日、上記３団体による交流・情報交換会が開催された。「楽学の会」早坂代表より開会の挨拶、その後出

席者全員の自己紹介が行われた。 

  つづいて、鎌倉市の本郷会長、文京区の佐藤委員長、「楽学の会」は小林部長から活動事例発表があった。 

各団体とも各種講座を開催しているが、実際に行っている内容は、似ている点、大きく相違している点がある事も 

理解できた。行政の関わり方、予算の有無等それぞれであるが、市民（区民）への生涯学習という「学びの場」を 

提供する目的は変わらないこと、また運営の苦労について共感するところ大であった。 
 
 第２部として、ワークショップ形式によるグループ学習会が開かれた。参加者全員を各団体メンバーが混合す 

るように６班に分け、テーマは「新人ボランティアの育成」または「講座づくり」のいずれか、１テーマを決めて話し 

合いを行い、発表した。 

 ３０分という少ない時間であったが、熱心な意見交換がなされ各団体の抱える問題点・共通点が見えてきた。 

全体としては、「講座内容・講師等についての情報交換を緊密に行い、協力体制を作る」という事になった。本 

交換会は、出席した皆さん十分に満足のいく集まりであったと思われる。その後、有志による懇親会を行い、18 

時過ぎに解散した。 
 
 「楽学の会」の皆さん、ご苦労様でした。後日、鎌倉市の本郷会長及び文京区の佐藤委員長より、交流会が有

意義であったこと、また、お世話になった事へのお礼がありました。 

ボランティア活動推進部 江川武男 
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第3回 文化ボランティア全国フォーラム 
                 in 弘前 ２００７ 開催される 
 
 7 月 31 日～8 月 2 日の 3 日間、青木保文化庁長官も参加さ

れて、“ねぷた”の弘前市において、「全国フォーラム in 弘前 

2007」が開催された。 

このフォーラムには、前実行委員長で、楽学の会の顧問 

大久保邦子さんのお誘いで、当会から早坂、瀬田、緑川、大藤、

鹿島、安田、北川、田中の計 8 人が出席した。 

 テーマは「文化ボランティアの未来＜めざせ！地域がまる

ごと文化＞弘前で地域文化の原点“ねぷた”を体験しながら

文化ボランティアの今を考える」である。全国のボランティア、

行政、施設関係者等多数の参加者があり有意義なフォーラ 

ムだった。1日目は文化庁の青木長官の挨拶等があり、続い 

て、青木長官、弘前市津軽錦絵作家協会・三浦呑龍会長、

奥山恵美子仙台副市長による「祭りと文化とまちづくり」と題

したトークライブが開かれた。青木長官は、「文化力とそれを

盛りあげる基礎が文化ボランティア」と話された。また三浦呑

龍さんは弘前ねぷたの絵師の熱い思いを語られた。この後、 

会場を変え、参加ボランティア、関係者と貴重な情報交換・

交流会を行った。フォーラムは2日まで、市内の各会場で文化ボランティアの活動や現状、課題などを

話し合った。 
 

我々が出席した第3 分科会では「地域の学習（楽集）拠点をみんなで創る＜文化の香りの協働ってどんなこと＞」で、

すみだ学習ガーデン、大田文化の森からも発表があり、第 4 分科

会では「文化ボランティアとまちづくり」、第 6 分科会では「博物館・

図書館をたのしんじゃおう ＜ミュージアムの今とこれから＞」のテ

ーマで違った視点のボランテアの事例紹介を聞け、大いに刺激を

受けた。夜は念願の、文字通り地域丸ごと文化の“ねぷた”を桟敷

席で見学し、時代絵巻と太鼓の響き、「ヤーヤ・ドー！」の夜空に響

く掛け声で津軽は熱く燃えていました。      （取材・田中国弘） 
 

＜五能線の旅＞ ８月２日フォーラム終了後、鹿島と田中は旅情あふれる五能線の「リゾートしらかみ４号」に乗

って「黄金崎不老ふ死温泉」を訪ねた。列車は特別仕立ての新車両、窓が膝下まで低く取ってあり、眺望が良い。

岩木山を大きく迂回して北に進み、五所川原を過ぎ、やがて日本海を右手に見るコースを走る。鯵ヶ沢を過ぎる

辺りからは波打ち際を走り、遠く水平線を眺めるとそこに中国大陸が見えそうな錯覚になる。千畳敷辺りでは、永

年日本海の荒波と寒風に浸食された奇岩が眼下の海に乱立する。やが

て列車は目的の「黄金崎不老ふ死温泉」に着いた。早速露天に浸かっ

た。太陽が水平線の向こうに落ちる直前わずかに残る雲に遮られ顔を隠

したが、日没が作り出す自然の大パノラマを目の辺りにして最高の幸せ

感を味わい、明日は真直ぐ帰らなければいけないのかな、と思いつつ

夢の世界に陥った。（鹿島健一）

青木文化庁長官と出席会員 

トークライブ（上）・第 3分科会（下写真） 

ねぷたの錦絵 
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生涯学習ボランティア養成セミナー 報告 
平成 19 年度、生涯学習ボランティア養成セミナーの活動事

例発表者は、前年と同じ「鎌倉市生涯学習推進委員会」本郷公

基会長、当「楽学の会」は木島叔子、江川武男でした。 

事例発表は初めての事であり、また鎌倉市との同時発表、質

疑応答も一緒に受けるということで、どう進めればよいのか緊張

しました。昨年発表の田中氏と打合せを何回も行い下準備を進

めました。 

７月１３日当日は、わかりやすく説明できるか？パワーポイント

はうまく作動してくれるか？等緊張しましたが、全体に良いムードで終わる事ができた（一部、画面が進みすぎた

ハプニングがあったが）と思っております。 

質疑応答では、私自身が会について知らない事がたくさんあり、勉強不足であると反省させられたが、代表お

よび他の会員の応援もあり、なんとか無事に終了出来ました。これも代表はじめ、会員皆様の応援があったからだ

と感謝しております。４名の新入会員がありました。大変喜んでおります！                 （江川武男） 

 

新入会員説明会および歓迎会 
 ８月７日午後７時から、会員２０名の出席で新入会員説明会が開かれました。 

新入会員は、若生 眞理子さん、関口 妙子さん、福本 優子さん、市川 道子さんの4名。 

 早坂代表、生涯学習センター分野課長補佐の歓迎の挨拶後、説明会が行われ、進行役のボラ活部長江川よ

り、新入会員のボランティアへの参加として 

 ○講座・講演会への運営ボランティア 

 ○会の活動・行事（月例会・各部局の部会・区民大学塾の講座検討会議・企画会議） 

等に出席し、馴染んでほしい旨の説明があり、続いて各部局長による各部局の内容及び打合せ日について説明

がありました。 
 

 活発な質疑応答後、新入会員を含む全員の了解のもと、歓迎会は、場所を代えてレストラン「さくら」で行いまし 

た。いろいろな話題や質問があり、参加者全員和気あいあいと楽しく過ごし、瀬田事務局長の締めで、９時前に

終了しました。                                                     （江川武男） 

  ―― 紙面の都合により新入会員の抱負は次月124号に掲載させていただきます。（広報部） ―― 
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◆◇◆暑気払い（７月月例会）にぎやかに開かれる◆◇◆ 

開催日時 ７月２４日 出席者 ３３名 

 梅雨明けが遅れている中、晴れ間ののぞいた暑気払いにふさわしい天気になりました。７月２４日毎年恒例の

暑気払いが「レストランさくら」にて開催され、楽学の会３１名、公社より１名、教育委員会より１名、総勢３３名出席

しました。 

早坂代表の挨拶に始まり、教育委員会の本間係長、公社の儘田部長のご挨拶の後、会食に入りました。 
 

 

早坂代表の挨拶           本間係長の挨拶             儘田部長乾杯の音頭 

 

会の中頃より抽選会が始まり、空くじなしの景品がそれぞれにゆきわたり和やかな雰囲気の内に瀬田事務局長

の三本締めにて閉会しました。この和やかさを日頃の活動に生かしたいと思います。会の雰囲気を盛り上げるた

めもう一工夫あったらよかったかな？と思いました。                      （ボラ活部 尾島美津江） 

 

 

 
 
 
 
 
元気な女性会員              珍しい人も見えます          期待を込めて見守る面々 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のんべえの集まり飲まれる人もいたか？            もうおしまい？もっと飲みたいなあ 
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区民が学ぶ・教える・創る 区民大学塾 報告 
みんなで考えよう！私たち僕たちの地球 

～地球温暖化のはなし～ 

7 月 30 日、

31 日の２日間

にわたり、西

新井ギャラク

シティーのこ

ども科学館で、

当 会 員 の 小

林徹さんが講師となり、夏休み親子教室を開講しまし

た。昨年につづいて２回目ということもあって３１名の

申込みがありました。 

地球と人類の歴史から始まり、地球温暖化の話で

す。地球上がちょうどよい温度になるように太陽の熱

を調節している温室ガスの層が、現在は二酸化炭素

（CO²）などにより厚くなり、熱を放出することが出来ず

に温暖化になっていると、パワーポイントを使っての

説明に、子どもたちは熱心に集中しました。 

低学年には少しむずかしいと感じましたが、帰って

から親子に話題になったことでしょう。 

参加者のあるお母さんが「大学の先生の話を伺っ

た時より分りやすかった」と言っていました。 

ＣＯ²の排出を減らすために私たちの生活を見直し、

小さい事でも実行できればいいですね。 

講師は子供さんからの質問の一つを「宿題にもら

いました」とうれしそうに語っていました。                       

                        （高野喜美江） 

 
 
 
 
 
 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人のための「日本語講座」 

～「ひらがな」と「カタカナ」をきれいに正しく書く練習～ 

本講座は、前

期「ひらがな・カタ

カナ」をきれいに

正しく書く、後期

「日本語能力検

定試験３級」を目

標とした２回シリ

ーズで構成されている。今回の前期は申込者８名、受

講者７名でした。 

受講生の出身国は韓国・イラン・バングラディシュ・ 

ペルーで、日本に来てから１０数年の人も二人おり、 

皆さん日本語の聞取り、会話は大変上手であったが、

書くことは苦手で、文法を含め系統だてて勉強をして

いないように見受けられました。しかし、意欲は旺盛で

２時間と短い時間の中で集中して勉強している姿には、

感心しました。 

少ない受講生でしたが、忙しく働いている中で、時

間をつくり学びたいという気持、真摯な態度は心に残

る思いがしました。 

今後、このような講座がある事を、どの様に知らし

めるか？課題も残っていますが、後期の講座運営に

向けて努力していきたいと思います。  （江川武男） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あだち区民大学塾」運営ボランティア募集！ 

是非奮って申し込み下さい。お待ちしてます。 
講座名 内容 日程 講師名 

こころをはぐくむ朗読の

魅力 
～朗読から広がる 
もう一つの世界～ 

10/23・30（火） 
14:00～16:00 

童話作家 
大石 もり子氏ほか 

歌舞伎の世界に遊ぶ ～演目から知る歌舞伎の

みどころ～ 
11/8・15・22（木） 

19:00～21:00 
歌舞伎愛好家 
安江 武夫氏 

お墓のことなら、プロに

聞いてみよう 
～これだけは、知ってお

きたい～ 
11/10・17・24（土） 

15:00～17:00 
日本石材産業協会専務理事 
中江 勁氏 

知って楽しむ 
あだちの祭り 

地域を結ぶ郷土芸能 11/10・17・24（土） 
14:00～16:00 

足立区郷土芸能保存会会長 
雨間 秀浩氏 

申込先 ： 大学塾事務局ＦＡＸ 03-5813-3759   （「あだちの祭り」会場は梅田・エルソフィア） 
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河合隼雄さんの“贈りもの” 

文化ボランティア コーディネーター 大久保邦子（当会顧問） 

初めてお会いしたのは、２００４年春、『文化ボランティアガイド』のインタビューだった。文化庁長官就任から 4

年目、洒脱な語りは予定の時間を大幅に過ぎ、担当の方をハラハラさせてしまった。一見、楽しくてやさしそうな

語りのなかに、文化ボランティアというより、生きることの真髄が見事に語られ、まさしく“人生の達人”という印象だ

った。 

すでに高齢になられてからの就任の決意の最たるものが、「文化ボランンティアで、元気がなくなった日本を何

とか元気にしたい！」だったという。その言葉通り、就任以来、通信の発行、各地での講演会、文化ボランティア

推進モデル事業の実施など、矢継ぎ早に事業を展開された。 

2005年夏、文化庁担当者から、文化ボランティアに関する全国集会開催の話がきたとき、私は2つ返事でお受

けした。「文化ボランティア」という言葉を、何としても長官在任中に、ボランティア自身の手でひとつの形にしてお

きたかったのである。年度末の 3 月に実行委員会形式で開催された第 1 回「文化ボランティア全国フォーラム」に

は全日程参加され、参加者とのフルート演奏を誰よりも楽しまれた。脳梗塞で突然倒れられたのは、その夏のこと

である。 

しかし、第 2 回全国フォーラムはその年の暮れ、そして第 3 回がこの夏弘前で開催された。文化ボランティアと

いう言葉も、「文化ボランティア全国フォーラム」も、河合隼雄さんから私たちボランティアへの大切な“贈り物”だと

思っている。 

――河合元文化庁長官のご冥福をお祈りいたします （楽学の会）―― 
 

瀬沼克彰先生の暑中見舞いから 
 

 本年度も勤務校で「生涯学習論」「余暇論」の授業

とゼミを研究として５月に『元気な市民大学』（日本地

域社会研究所）、１１月に『進化する余暇事業の方

向』（仮題） (学文社)を刊行予定です。学会は、３月

に７年間勤めた日本余暇学会会長を退任し、顧問

になりました。本年の大会は９月８日（土）９日（日）に

上智大学で「江戸の余暇」をテーマに開催します。 

 皆様、今夏を楽しんでください。 

 

興梠寛先生から研究フォーラムのご案内 
 

 事業名：第 10 回全国ボランティア学習フォーラム 

 東京大会「変化」の時代のボランティア学習 

 期 日 ：07 年 10 月 27 日（土）～28 日（日） 

 会 場 ：国立社会教育実践研究センター 

 主 催 ：日本ボランティア学習協会 

        

 

 
 
 
 
 
 

本 の紹 介  
 
「１０年を経て、さらなる躍進をつづける楽学の

会」と題して文化ボランティア・コーディネ－ター 

大久保邦子さん（当会顧

問）に当会を紹介頂きま

した。 
題名：社会教育活性化プ

ラン・団塊世代等社会参

加促進のための地域人財

活用システム構築「教育

サポーター制度」のため

の基礎調査内容○楽学の

会とは ○組織、運営、

事業等 ○区民が創る「あだち区民大学塾 ○楽学

の会の継続と進化の秘訣 ○今後の課題と展望等。 
発行事務局：（財）全日本社会教育連合会 

「社会教育」編集長 近藤真司氏 
 

 

 
・Google検索と Infoseek検索で一位になりまし
た。  Yahhoo検索では二位です。 
 是非「楽学の会」で検索してみてください。 
・アクセス数が増えました。一日平均12-15アクセ
スが倍の25-30アクセスになりました。 
・｢お役立ち情報｣ 会員専用ページに入るには 

IDととパスワードが必要です 
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運営委員会だより 

 

平成 19 年８月度および９月度の運営委員会は８月７日（木）と９月５日（水）に開催されました。議事録をもとに報告し

ます。 

■８月度運営委員会 

１．早坂代表より報告及び提案 

①１９年度生涯学習ボランティア養成セミナーが終了

し、５名の入会があった。本日７時から歓迎会を開催

する。今後の同セミナーの内容、開催場所等を検討し、

学習センターと協議する必要があると思う。 

各講師から「楽学の会」の活動についてこれまでにな

い支援の言葉を戴いた。齎藤先生から川村学園女子

大学の学生との交流要請があった。 

②１０月２９日（月）午後７時から臨時総会を開催する。 

③葛飾区、中央区の生涯学習関係団体から講師依頼

がきている。 

２．あだち区民大学塾の件 

＜講座検討会議＞ 

第２回を９月８日（土）午後３時より開催する。 

＜大学塾企画会議＞ 

①「外国人のための日本語講座」および「みんなで考 

えよう！私たち、僕たちの地球」を終了した。 

②第２ステージ３講座の準備状況の報告があった。 

３．ホームページの件 

①８月１日に更新完了。７月は８４２名にアクセスしても 

らい、一日平均２７人であった。 

②購入したパソコンの使用方法について説明があっ 

た。なお、資産管理は事務局が担当する。 

４．各部、局の報告及び提案 

＜学習支援部＞ 

①生涯学習ボランティア養成セミナーの委託料の請 

求書を提出した。 

②８月１０日の部会で委託業務の検討を行う。 

＜ボランティア活動推進部＞ 

①８月２５日開催予定の「３団体交流会」の準備を実施 

中。 

②９月２８日の月例会は「事例発表会」を計画してい

る。 

＜広報部＞ 

足立よみうり９月１日号に、大学塾３講座の記事掲載を

依頼した。 

＜事務局＞ 

７月のニュースに「会費納入依頼書」を同封し、５名の

会員から入金があった。なお、8 月１７日に未納者に電

話する。                （瀬田佳男） 

■９月度運営委員会 

１．早坂代表より報告及び提案 

①8 月２５日開催した３団体交流・情報交換会の報告 

（詳細は楽学ニュース第１２３号） 

②齋藤顧問から依頼の川村学園女子大生との交流 

会は 10 月 16 日か 11 月 20 日午前で開催申し入れを 

行う。 

③審議会に諮問した「人材育成のための仕組みづく 

り～新入会員研修について」の発表は、11 月度月例 

会で行う予定。なお、報告書を受領後ＰＴを設置し実

施に向けた検討を行う。 

④各部局の中間報告の提出は１０月５日迄。 

２．あだち区民大学塾の件 

＜講座検討会議＞ 9 月８日（土） 

  平成２０年度年間開催講座スケジュールをジャ 

 ンル別に立案し検討する。 

＜大学塾企画会議＞ ９月２１日（金） 

  第２ステージ３講座の運営スタッフ応募に協力 

 依頼があった。 

３．9 月ホームページの報告 

①ニュースは 8 月休刊であるがＨＰは 9 月２日更新し 

た。 

②セキュリティー・ＯＳ更新のため会のパソコンのネット 

接続が課題。 

４．各部局の報告及び提案 

＜学習支援部＞ 

  受託講座「裁判員制度」全３回を検討中。 

＜ボランティア活動推進部＞ 

①９月２８日の月例会は６名の会員の「事例発表」を実

施する。なお、新入会員には事務局から開催通知を

送り出席を促す。 

②１０月２９日は、臨時総会終了後、月例会を開催し、

学習支援部長の「講座検討方法について」の講話を

計画している。 

＜広報部＞ 

楽学ニュース第 123 号は９月２８日に発行する。 

＜事務局＞ 

①10 月より小口現金の管理は大藤理事が担当する。 

②「男たちのボランティア２００８」は平成 20 年２月１６日

足立区役所庁舎ホールで開催する。   （瀬田佳男） 

 

 

 
 

 

臨時総会開催のご案内 

以下の要領で、臨時総会を開催しますので、万障お繰り合

わせの上、出席下さいますよう、ご案内いたします。 

１.日時：１０月２９日（月）午後７時より 

２.場所：生涯学習センター 

３.議題：①理事選任の件 ②その他 

お願い：やむを得ず欠席される方は、委任状を事務局瀬田

宛にご提出下さい。なお、臨時総会に引続き、１０月度の月

例会を行ないます。 

－７－ 



生涯学習センター 
ボランティア情報 

Wanted: Volunteers!! 
朝晩と涼しく、秋の気配が近づいてまいりました。

生涯学習センターの講座も、秋に向けて盛りだくさん

となっています。皆様お忙しいと思いますが、ご協力

の程どうぞ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＊ 
▼ＮＨＫ連携関連文化講演会 

『フェルメール「牛乳を注ぐ女」と 
オランダ風俗画展』 

◎日  時 11/3（土曜日）午後 2 時～ 

◎活動時間 午後 1 時 10 分から 4 時 30 分頃まで 

◎会  場 生涯学習センター 講堂 

◎募集人数 8 名程度（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者 大塚・高橋 
 

▼放送大学連携講座 

『明治・大正・昭和の邦楽革命』 
◎日  時 11/6 11/13 11/20 

（毎火曜日）（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 坂田・磯谷 
 

▼ＮＰＯ法人あらかわ学会連携講座 

『千住の歴史と人々の暮らし』 
◎日  時 10/24 10/31(屋外) 11/7 

(毎水曜日)（全３回） 

10/24・11/7 は午後 2 時～ 

10/31 は午後１時３０分～ 

◎活動時間 午後 1 時 10 分から 4 時 30 分頃まで 

※10/31 は午後１２時４０分～５時頃まで 

◎会  場 生涯学習センター 研修室 4 

※10/31 は千住地区町歩きに同行 

◎募集人数 4 名程度（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者 分野・大塚 

 

▼日本脚本アーカイブス準備室連携事業 

ああ、懐かしの秘蔵ＴＶ・ラジオ脚本展 

記念講演会『私と脚本の思い出』 
◎日  時 10/22（月）10/25（木）10/27 

（土）（全３回）午後２時～4 時 

◎活動時間 午後 1 時 10 分から 4 時 30 分頃まで 

◎会  場 生涯学習センター講堂 

◎募集人数 ５名程度（受付・案内・運営等） 

◎講座担当者 分野・磯谷 
（詳細は公社ニュース 10/1 号をご覧下さい） 

★★★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 

メールアドレス gs@kousya.jp 
★申し込み締切り日 

「フ ェ ル メ ー ル」・・・・・・・10 月 20 日（土） 

「邦 楽 革 命」・・・・・・・10 月 22 日（月） 

「千 住 の 歴 史」・・・・・・・10 月 17 日（水） 

「私と脚本の思い出」 ・・・ 10 月 15 日（月） 

 
 

 
 
 
○運営委員会 
10月 5日(金)  午後7時～9時 ワークルーム 

○月例会・臨時総会 
10月29日(月) 午後7時～9時 研修室１ 
○学習支援部 
10月12日(金) 午後6時～8時 ワークルーム 
○ボランティア活動推進部 
 10月11日(木) 午後3時～5時 ワークルーム 

○広報部 
 10月 8日(月)  午後3時～5時 ワークルーム 
 10月24日(水) 午後3時～5時 ワークルーム 
 10月29日(月) 午後2時～4時 ワークルーム 
○事務局 
 10月19日(金) 午後2時～3時半 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 
 10月27日(土) 午後3時～5時  研修室5 
○大学塾企画会議 
 10月19日(金) 午後3時半～5時 研修室5 
○ホームページ企画会議 
 10月28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お問合せ 
  広報部 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 
８月は休刊であったが活動は継続されていた

ので、報告が満載で紙面は一杯、制作担当の

石田さんが奮闘。 
顧問の先生からの御案内は当会への期待の

表れで皆さんに紹介しました。新会員の方々

から入会への熱い思いのこもった抱負を投稿

されましたが紙面の関係で次号掲載とさせて

戴きます。   （安藤寿） 
－8－ 


