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☆ 川村学園女子大学生との交流会実施 ☆ 

10月16日(火) 午後0時50分～2時30分、千

葉県我孫子市にある川村学園女子大におい

て、交流会を実施した。これは当会顧問の

川村学園女子大の齋藤哲瑯教授が７月のボ

ランティア養成講座の講師でお見えになっ

た時、交流会のお誘いを受け、実現したも

ので、当会から早坂、鹿島、大藤、今野、岡田、

金子、尾島、小林、田中、緑川、関口、北

川の12名が出席した。 

女子大生で一杯の学食での昼食を終えた

後、齋藤教授の授業に参加という形で20人の

女子大生とフリーディスカッションを行った。教室7209、7211の２会場で５グループに分かれ、「生涯学習」「ボ

ランティア」等のキーワードで、これから社会に出る学生に地域との係わりや体験談などへの意見を聞くとともに、

「楽学の会」の活動などへの質問にも答えて意見を交換した。年代を超えた本当に楽しい素晴らしいコミュニ

ケーションの場となった。 

ディスカッションに先立ち、女子大生を代表して広川美幸さんから「社会教育学を専攻しており、今日はたくさ

んのお話を聞きたい。宜しくお願いします」との歓迎の挨拶があり、終わったあと「幅広いボランティアがあるのだ

なー」、「いろいろな楽しい話が聞けた」、「楽学の会へ興味が持てた」などうれしい感想も聞けた。また我々も「地

域の子供の学びの支援ボランティア」、「地域の環境保護支援活動」など多彩な女子大生の思いもよらぬボラン

ティア活動の実態に頼もしい思いを持った。 

最後に全員で記念写真をとり、大いに盛り上がり終了した。 

素晴らしい機会をあたえて頂いた齋藤教授はじめ、女子大生の皆さん本当にありがとうございました！ 

(取材 広報部) 
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全員で記念写真 

▲「グループ討議風景１」皆さん楽しそう！ 

▲川村学園女子大学校舎内 

▲討議風景２ 
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 新入会員の抱負  

新 入 会 員 への期 待      代表理事 早坂 津夜子 
この度、「楽学の会」にとって、頼もしい４名の新会員を迎えることができました。夫々の皆様が“これからの生き

方”を模索する中で、「楽学の会」を選択して頂いたことに感謝申し上げ、大きな責任も感じております。 最近の

ボランティア活動に関する情報も参加意識も多様化の方向にあり、受け入れる側にも活動テーマやメッセージの

明確さが求められます。 

そして、新会員入会の時期は、現在の運営の在り方を振り返るタイミングでもあると捉えております。「楽学の

会」の活動の継続は、その時々の新入会員の新たなアイデアがもたらしてくれた、といっても過言ではないと思い

ます。 

一方、会の活動を理解し、それらを咀嚼しながら一年後、共に支え合える仲間として“かがやき”を放っている

かは、相互の努力が生み出すものだと思います。皆様が吹き込んで下さるであろう、さまざまな体験に基づく提

案に期待いたします。                                             （掲載は寄稿順） 

◆◇ 目からウロコ ◇◆       若生 真理子 
社会人生活から開放され、いよいよ自分の為に時間が使えると、まるで青春時代の胸の

ときめきをもって生涯学習センターの教養講座に出席したのは今から３年前の事でした。そ

の後学校図書館のボランティアとして子供たちに読み聞かせをしております。 

時間があり、余裕も出来、まだまだ内在している力を溜め込んでいる元気一杯のシニア

を見るにつけ、私にも何か出来ることはないだろうかと自問自答の日々が続きました。 

そんな時に目に飛び込んだのが「生涯学習ボランティア養成セミナー」でした。全６回にわたり開催された内容

に、今まで抱いていたボランティア観が覆えさせられ、目からウロコでした。好奇心の塊が高じていろいろと手を

広げ、その上現在在学中、レポートに追われる毎日で一日がアッという間に過ぎていきます。入会一年生、右も

左もわかりませんが先輩に教わりながらゆっくり、着実に成長していきたいと願っています。どうぞよろしくお願い

します。 

◆◇ 魅力的な集まり ◇◆       関口 妙子 
最近、何かのサークルに加入したいと願う気持ちが強く、いろいろと見学にも行ったりし

ておりました。そんな折「あだち区民大学塾」山本一力特別講演会を受講し、それを機に

「楽学の会」を知りました。講演当日大勢の方々に迎えられました。皆さん生き生きと役割を

こなしていらっしゃいました。どんな団体なのだろう？とその時、興味も湧きました。 

当日のパンフレットの中に「楽学の会」ご案内も入っておりましたので、二回程会合に出

席したところ、内容も濃く、しっかりした会、これからの人生に魅力的な集まりだと言う事が伝わって参りました。私

がこの会について行けるのか、一抹の不安もありましたが入会することに決めました。ただ内容を知る程に、「自

分が一番楽しく活動出きるところは何処なのか？」と難しい選択が待っております。これから先輩の方々のお話を

伺い、会合にも出て決めることができたら幸せです。迷える会員ですがよろしくご指導下さいます様に。 

◆◇ 新たな場 ◇◆         福本 優子 
一昨年のあだち区民大学塾の会場で受講者を暖かく迎え、講座がスムーズに運営され

るよう気配りをされている「楽学の会」の皆さんの存在を知りました。 

家庭と職場の二つの“場”しか持たない私にとり「定年」の二文字が気になる年になり新

たな“場”を見つけたいと思っていた時、生涯学習ボランティア養成セミナーの開講を知り

ました。６回の講座で興味も湧きましたが、自分に出来るか不安もありました。が、やってみ

なければ結果は出ないと思い入会しました。 

最初は自分の為という動機ですが、活動を通じ、成長させて頂くことで、真の「楽学の会」の一員となれるよう努

力したいと思います。どうぞ御指導、よろしくお願い致します。 

◆◇ 出会いを大切に ◇◆      市川 道子 
会社人間を自認している私は、いつも退職後の自分の姿を探しておりました。 

学ぶことはもともと好きでしたが、自分のためだけの自己満足であってはならないとも考

えておりました。そんな折、「生涯学習ボランティア養成講座」を受講することが出来、そこ

で、「楽学の会」の皆様の活動を知りましたが、私にとって遠い存在に思えておりました。し

かし、６回の講義の中でボランティアの本当の意義を学習し、また、会の方から、やさしいお誘いと励ましの言葉

を戴き、せっかくの「出会い」を大切にしなければと思い入会させて戴きました。 

まだまだ力不足の私ですが、専門性を身につけることを目標に，少しずつですが、皆様と一緒に活動してまい

りたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。 
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センター講座運営ボランティア報告 
 

独協大学連携講座 

図説「ユダヤ民族の歴史」 
 
10月5日、12日、19日、26日の４日にわたり独協大

学講師の谷口郁夫氏により「出エジプト・十戒」と題し

てユダヤ民族の歴史の講座があった。 

 
今回は、モーゼがユダヤ人を率いてエジプトから

脱出する「出エジプト」、モーゼが神から与えられた

「十戒」をテーマにして、映像を中心に分かりやすく

解説され、いつもながらこの講座が人気があるのもわ

かったような気がする。広い研修室１の会場も受講者

の熱気であふれていた。歴史関係の講座はいつも人

気があり、もっとあってもいいような気もします。 

 
(石田佳久) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西洋美術史講座 

「世紀末・愛と死と生の画家たち」 
 

芸術の秋、9月26日、10月3日、10日の計３回、美

術史研究者 斉藤陽一氏を講師として上記講座が開

催された。ムンク(叫び)、クリムト(接吻)、ロートレック

(ムーランルージュ)の生涯をスライドを使って、数々の

名画が制作された背景や画法、色彩などの特長を丁

寧に解説された。 

なるほどと個々の絵の見方を学んだ。講座が終っ

て世紀末の３人の画家たちの愛とエロス、生と死が走

馬灯のように頭に浮かび展覧会では味わえない。ま

るで映画を見たような感じになった。 

カメラの担当だったが、スライドを映して会場を暗く

している時間が多く写真を撮るのがむずかしかった。

受講者46名、運営ボラ延１６名。 

 

(相馬義人) 

 西洋美術史講座風景 



 4

９月 月例会報告 事例発表特集 

９月２８日、研修室１において、恒例の９月月例会が行われた。今回は会員による多彩な

活動の事例発表がテーマである。近藤巳知恵さんの司会で始まり、安藤寿さん、小松敬さ

ん、滝呑昭龍さん、中山勝喜さん、船田君子さんの５人の貴重な発表がありましたので紹介

します。 

 

（ボランティア活動推進部・広報部） 

 
 
ＮＰＯ法人「江東区の水辺に親しむ会」 

安藤 寿さん(平成１５年度入会) 
入会の動機は２００５年２月２８

日(月)「土木の日」記念フォーラム

「利根川の脅威と恵み」が国交省

の主催で西新井文化ホールで開

催された。そこにパネラーとして本

会理事長が出席していた。 

小名木川の側の江東ゼロメートル地帯に１３歳から

２３歳まで過ごした自分はこの会の活動に興味を持っ

て、江東区白河の事務所を訪ね活動内容を聞いた。

水辺環境を生かした町づくり、座学として宮村忠教授

の日本の一級河川を県別に講義する「宮村河川塾」

があるとの事でこれに魅かれて入会した。町起こし行

事、利根川草刈などには参加していない。 

月一回の河川塾を受けると後で勉強しなければな

らない事が多く出る。 

自分にとっては「勉強の機会」を与えられる会でも

ある。宮村教授を司馬遼太郎が街道をゆくシリーズで

取上げているが、河川工学者と言うより、文学者と言

う色合いが深い。我が足立区も水辺活用、環境資源

としての河川の見直し、歴史の探求を期待したい。 
 
「趣味を大切に」 

小松 敬さん(平成９年度入会) 

初めに自己経歴紹介から元Ｔ

ＢＳ勤務、その後色々と経験。長

島茂雄さんの名台詞ではない

が、今年初めての古希を迎えた。

(会場爆笑) 

趣味はゴルフと茶の湯。茶の湯の「心」を学ぶ、茶

碗を回す作法の意味、客と亭主の間の決まりごとなど

礼儀作法は色々とある。 

退職したら趣味を持ち健康に気をつけながら社会

参加する事をして人生豊かに楽しく過ごしたい。楽し

く過ごす秘訣の一つは、相手との言葉意見の相違が

あっても言い返さない事である。 

「ボランティアに参加して」 

中山 勝喜さん(平成１２年度入会) 
仕事は建築関係で、かたい仕事とも言いましょうか。

当会に入会したのは学習センターが綾瀬にあった頃、

「楽学の会」による古典文学の講演で女性司会者の

深い気配りに満ちた巧みな司会に感銘を受け入会し

ました。その後も各部門で女性の素晴らしい活躍を

見てきました。 

この前後に、多くのボランティア、趣味のグループ

で男性の少ないのに驚きました。当会は例外で男性

も力があるのに、何故でしょう。若い時に外部に関心

が少なかったのでしょうか。年配になり大切にされす

ぎたのでしょうか。 

当会はボランティア養成

講座を開いていますが、来

年も開催される「男たちの

ボランティア」にも関与して

います。 

これらの活動を通して引き込む機会を多くして強め

たいと思います。これも女性の力が期待されます。

「男たちのボランティア」、朗読ボランティア「樫の実

会」にも入っております。 

１００名ほどの会員、朗読の練習では女性が優しく

フォローしてくれます。１１ケ国の人達が参加の「日本

語ボランティア」もしています。男性にはもっとボラン

ティアに参加して欲しいものです。 
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「カラー印刷に必要な経費と時間」 

瀧呑 昭龍さん(平成１８年度入会) 
目下他のボランティアで

活動していて、行事日程表

などカラー印刷で発行して

います。これに関連して一

言、三大発明といえば西洋

では羅針盤・火薬・活版印刷ですが、東洋では西洋

に先がけてこれらの技術は存在しており、印刷では

六百年早く版画による大量印刷技術を開発、日本で

も経典が大量印刷されています。 

日本では１７６５年に考案された木版画多色刷技

術は、ほぼ完全なフルカラー印刷。浮世絵・錦絵の

世界を生み、西洋絵画に大きな影響を与えました。

日本人のカラー印刷に対する感性は印刷技術の向

上に意欲的で世界のトップレベルにあります。 

ペーパレス時代と言われていますが印刷物の効用

には大きなものがあります。因みに機械の値段、イン

ク類は意外に安価です。感性に訴える印刷物の作成

への参考迄に。 
 
 

ＮＰＯ法人「ユニフェム」 

船田 君子さん(平成１０年度入会) 
ユニフェム（ＵＮＩＦＥ

Ｍ）とは、開発途上国の女

性の自立を支援する国連の

基金です。 

国連は１９７６年に「国連婦

人の１０年基金」を設け、１９

８５年「国連婦人開発基金」と改称しました。 

「ユニフェム」の本部はニューヨークで、世界１６カ

国に国内委員会があります。各国政府、女性組織、

国連機関が連携協力して、現在１００以上の支援対

象国に、教育(識字)・技術訓練・暴力撤廃、人身売買

の根絶・ＨＩＶエイズの蔓延防止・平和、安全保障など

多くの分野のプロジェクトに助成金を提供し、成果を

収めています。 

ＮＰＯ法人ユニフェム日本国内委員会は１９９２年

世界で１３番目に承認され、全国９地域委員会のひ

とつ「ユニフェム東京」は、２０００年に発足。年２回の

チャリティーコンサートやバザーで基金協力しており

ます。何かの折にご協力頂けたら嬉しいです。 

 

 
 
 
 

「楽学の会」受託事業：平成19年度生涯学習センター ネットワークセミナー 

もしもあなたが裁判員に選ばれたら？ 

～私たちと裁判～ 

２００９(平成２１)年５月までに裁判員制度が導入されます。裁判員制度は、重大事件の刑事裁判に市民の参

加によって市民の司法に対する信頼を高めることを期待するものです。 

しかし、わが国にはこれまで刑事裁判に市民が参加する経験がありませんでした。法律制定以来様々な啓発

活動が行われているものの、参加することへの不安も大きいのでないかと感じられます。ここでは私たち市民が参

加する刑事裁判の手続きについて、基本から学びます。
 
  

日 程 
講 座 内 容 

(予 定) 

講  師 

(敬称略) 

11月27日 

(火) 

裁判員制度について 

～意義と問題点～ 

弁護士 

吉田 秀康 

12月 4日 

(火) 

裁判の進めかた 

～検察官VS弁護士～ 

弁護士 

榊原 一久 

12月13日 

(木) 

もしも裁判員に選ばれ

たら 

～市民と裁判～ 

弁護士 

吉原 隆平 

毎回 午後７時～９時 

  

◆◆運営スタッフ募集◆◆ 

 上記ネットワークセミナーの運営スタッフを募集い

たします(締切：１１月１３日)。 

 なお、１１月２０日(火)19:00から生涯学習センター

にて運営スタッフ会議を行いますので、申し込まれた

会員は参集ください。 
 
申し込み先： 

メール(金子勝治)：kkaneko1943@msn.com 

FAX(あだち区民大学塾事務局)：5813-3759 
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あだち区民大学塾講座  
－ 第２ステージの終了報告 － 

７月からスタートした、あだち区民大学塾講座の第２ステージは１０月１３日を持ちまして前半期を終了しました。

１９年度は、第２ステージをもって９講座を終了いたしました。後半も皆様に喜んでいただける講座づくりに、スタッ

フ一同鋭意準備中です。 

以下、第２ステージ３講座の実施状況を報告します。 
 
「夢あるリタイヤにむけて」  

海外生活と海外旅行に豊富な経験をお持ちの中

本誠一氏による「夢あるリタイヤにむけて」は受講者１

１名と少人数にて開講しました。 

“受講者との対話を盛り込んだ講座としたい”との

中本講師の意向が、受講者が少なかったことで、円

滑に進められる結果になったことは幸いであったと思

えるものでした。 

講座の前半を講義、後半は受講者からの質問に

講師が回答。大学塾講座では始めての特徴のある講

座の進め方でした。 

熱心な質問、きっと近い将来、海外旅行・ホームス

ティに講座で得た知識を生かしたいと、こころを動か

された方がおいでになった？まさに夢ある旅への誘

いとなった、柔らかな雰囲気で終始した講座でした。 

 (緑川祥元) 
 

「知的発見の旅へ」  
９月２６日、１０月３日および１０日の各水曜日の３回

にわたり、桜美林大学非常勤講師の近藤太一氏によ

る講座で、２９名の応募がありました。特にこの講座の

第３日目は外に出ての東京証券取引所と日本銀行

の歴史的建造物の探訪であり、応募者の興味を引い

たものと思います。 

旅は、「訪ねる場所の歴史的背景を知っていてこ

そ意味深いものになる」との講義にあらためて旅の意

義を知ったところです。第３日には総勢２４名の参加

があり、１日有意義に過ごすことができました。 

 (小林徹) 

｢外国人のための日本語講座｣・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

外国人への日本語講座(後期)は、毎年１２月に行

なわれる日本語能力試験(３級)を受験する外国人

を対象に、９月２７日、１０月４日、１１日の３日間に開

講した。 

応募者８名のところ実際に受講したのは７名でし

たが、みなさん熱心に「文法・文字語彙」、「聴解」、

「読解」の各問題に挑戦し、講師からも丁寧な解答と

解説があり好評でした。特に小学１年生の女児をつ

れたお母さんは、いつもきちんと時間前には机に座

り、一生懸命に学んでいましたが、隣に座った子ど

もさんも母親の熱意を感じてか、しずかに絵本を読

んでいたのが印象に残りました。     （原田進） 
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運営委員会だより 
平成19年10月度の運営委員会は10月５日(水)に開催された。議事録をもとに報告する。

１．早坂代表より報告及び提案 
・講師の依頼： 2件 
①葛飾区教育委員会生涯学習課(11月17日) 
②中央区区民部文化･生涯学習課 (12月14日) 

・川村学園女子大学生との交流会は10月16日に

実施することになり、会より12名参加する。 
・厚木市生涯学習リーダー会(約20名)の見学会

を11月16日に実施することになった。会から

各部局長およびボラ部3～4名が参加の予定。 
・すみだ学習ガーデンより「生涯学習ボランテ

ィア養成講座」の開催案内が届いた。 
２．あだち区民大学塾の件 
・講座検討会議 

第２回を９月８日に開催した。20年度講座

開催年間スケジュールをジャンル別に立案す

る提案があり作成した。 
第3回は10月27日(土)午後3時から開催、会

員への参加要請があった。 
・大学塾企画会議 
①第3ステージ4講座の受講者を募集中。また

運営スタッフへの協力要請があった。 
②終了講座の関係書類・資料提出のお願い 
講座終了後、直ちに整理を行い、チラシ、

しおり、運営スタッフ、アンケート、報告

書を事務局に設置する各講座別の収納封筒

に提出するよう、協力の依頼があった。 
③教育委員会にコピー用紙(A3、A4)の補給を

依頼した。 
④学習センターに19年度「あだち区民大学塾」

講座一覧表を提出した。 
３．各部、局の報告及び提案 
・学習支援部 

平成19年度上半期の事業実施報告があった。

受託講座「裁判員制度」(全3回)は11月27日(火)、
12月4日(火),13日(木)に開催が決定。今回から

見積書は事務局で作成し学習センターに提出

する。なお、19年度中に受託講座をあと1講座

開催を検討している。 
・ボランティア活動推進部 

平成19年度上半期の事業実施報告があった。

月例会は10月29日の臨時総会終了後開催する。

主題は「講座企画について」講師は小林学習

支援部長。 
・広報部 

平成19年度上期の事業実施報告があった。 
・事務局 

平成19年度上期の事業実施報告があった。 

４．その他 
・変更のお知らせ 

11月27開催予定の月例会は「裁判員制度」

の講座と重複したため、11月29日(木)に変更

した。                         (瀬田佳男) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ホームページ１１月更新情報 
・H19 第３ステージ②２講座開催ご案内 
・H19 第３ステージ①４講座開催中報告 
・講座終了報告 

「知的発見」 
「外国人のための日本語講座」 
「夢あるリタイアにむけて」 

・川村学園女子大生との交流会詳細写真報告 
・生涯学習センター運営ボランティアネット申込 

＜会員専用ページ＞更新 
・各部局１０月活動報告 

 今月も楽しい新着情報お届けします。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トピックス  
当会員、関口妙子さんが［文化功労］の分野で区 

に永年功労があったとして文化事業功労者の表彰を

受けられました。 

関口さんは、永年、「いけばな」を初めとして、多方

面で活躍されてます。 



 8

生涯学習センター 
ボランティア情報 

Wanted: Volunteers!! 
つい先日までの暑さが嘘のように、朝晩などは

寒いくらいになりました。今年の紅葉は少し遅れ

ているようです。さて、今月のボランティア募集

は2件です。気ぜわしい時期ではありますが、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!   
＊新規募集のご案内＊  

▼ＮＨＫ連携関連文化講演会 

『宮廷のみやびー近衞家 

1000年の名宝』 
◎日時    12/8(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 

 
▼日本放送作家協会 

日本脚本アーカイブズ準備室連携講座 

『放送作家のこぼれ話』 
◎ 日 時     11/30  12/7  12/14 

12/21(毎金曜日) 
(全4回)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 研修室１ 

◎募集人数  5名程度 

(司会・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11/1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 

gs@kousya.jp 
 

★申し込み締切り日 

 「宮廷のみやび」 11月20日(火) 

 「放送作家」 11月20日(火) 
 ＊ホームページからも申し込みできます。講座 

の内容もご覧いただけます。(会員専用ページ) 

 

 
 

○運営委員会 

11月 5日(月) 午後7時～9時 ワークルーム 

○月例会 

11月29日(木)  午後7時～9時 ワークルーム 

○学習支援部 

11月 9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 

 11月12日(月)  午後４時～６時 ワークルーム 

○広報部 

 11月 7日(水) 午後3時～5時 ワークルーム 

 11月21日(水)  午後3時～5時 ワークルーム 

 11月27日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

 11月 9日(金) 午後1時～3時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 11月22日(木) 午後3時～5時  研修室３ 

○大学塾企画会議 

 11月 9日(金) 午後3時～5時 研修室１ 

○ホームページ企画会議 

 11月25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 
 

 
 

編集後記 
 新会員の皆さん、お待たせしました。 
 いよいよあなた方の出番です。９月の月例会に全

員で出席された皆さんの熱意を今度は各部会にも向

けてください。 
 そしてフレッシュな情報を広報部に、よろしくお

願いします。MS WORDを覚えたい方、親切に指導

しますので、奮って参加ください。 
 今月号は川村学園女子大学との交流会の模様を一

面に掲載しました。 
(石田佳久) 

楽学インフォメーション
★会合のお知らせ★ 


