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平成１9年度臨時総会・１０月月例会報告 
＜臨時総会報告＞ 

１０月２７日（月）午後７時より司会者金子勝治さんが開会を宣言し、正会員８５名、うち出席者３５名、委任状

提出者１４名であり、定款第３０条の定める総会の定足数を満たしており、臨時総会が成立する旨を報告して開

催された。 

 第１号議案 議長選出の件：司会者は江川武男さんを指名し、全員異議なく承認された。 

 第２号議案 議事録署名人選出の件：議長は石渡建夫さん、大藤久子さんを指命し、全員異議なく承認され

た。 

 第３号議案 理事選任の件：事務局長より北川勇さんを理事候補とする議案が上程され、全員異議なく可決

された。北川 勇さんは就任を了承しました。                       (瀬田佳男) 

新理事就任に思う 

この度、伝統ある楽学の会の理事に就任いたしました。これからは会の永続的存

続・発展のため、“和”と“協調”を重んじつつ理事の立場と己の存在を見失なわずに、

自分なりに努力していければと考えております。何分未熟ですが、先輩諸氏のご指

導を賜りますようお願いいたします。                    北川勇（新任） 

 

＜１０月月例会報告＞ 
◆◆講座の作り方について◆◆ 

 １０月２９日に行われた月例会は、学習支援部小林徹さんにより講座の作り方について発表がありました。以下

は小林徹さんがまとめた概要です。 

 

■生涯学習にマーケティングの視点を取り入れて考えるとよい。たとえば、 

・市場調査（消費者ニーズはどこにあるか ⇔ 学習ニーズはどこにあるか） 

・製品開発（どのような製品を作るか ⇔ どのような講座を作るか・どのように 

講座を編成するか） 

・販売促進（新製品をどのように宣伝・告知するか ⇔ どのような方法で講座

を告知し、募集するか）等である。 

■時代により学習ニーズは変化する。 

情報源（市場調査）として、政府機関などの調査報告書、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ、タウン・ウォッチング（まち

の定点観測）、書店の書棚、カルチャーセンターの講座パンフレットなどがある。 

■講座には必要課題と要求課題がある。 

あだち区民大学塾では必要課題が重要である。すなわち社会的に、個人的に学ぶ必要がある課題（現代的

課題・生活課題・地域課題）である。 

■時代の風」を反映させることが重要である。「時代の風」とは、文化情報（文学、音楽、美術、映像・映画、演劇、

建築など）、政治・経済、消費生活、余暇生活などの各分野で、「いま何がもっとも関心を持たれているか、何

が話題になっているか、これから何に関心が移っていくか」を把握することである。 

（当日発表の資料を要望される方は申し出ください） 

 第 125 号 (発行 平成１9年 11月２9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 



 2
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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～  

 前回の「童話の魅力」講座のアンケートで、次回は

「朗読の魅力」に触れたいという声が数多く見られまし

た。そこで、講師に童話作家大石もり子氏を再び迎え

企画したものです。また、講師関連の劇団ギルドの代

表高谷信之氏をボランティアで講師として、お迎えし、

朗読の楽しさに演出という視点での幅広い講座になり

ました。高谷氏はNHKの中学生日記の脚本も担当さ

れるなど活動の幅も広い。また、大石先生の主宰する

「朗読サロン」の実演に合わせて受講者参加型という

講座になりました。 

朗読が、今静かなブームです。そこで、講座の最

後に、足立区の朗読サークルのいくつかを紹介して

受講者の皆様に情報提供しました。 

また、平日の午後２時～４時での時間帯を試み、講

座によっては、可能なことが分かりました。担当者（木

島・今野）としてはホッとしているところです。 

（今野君江） 

★ご協力いただいたアンケート（2講座）から、受講の

感想など、ご紹介します。 
 

■朗読 

○受講者参加型で、より一層朗読の楽しさを知りまし

た。 

○初めて朗読を聞いて、声に出して読むことで、もっ

と楽しくなることを知りました。 

○講座の前半はタイトルと内容に違和感がありました

が、後半は楽しく参加しました。 

○自分の考えていたものとは違っていたように感じま

したが、朗読の魅力に引き込まれました。 

○高谷先生の実践アドバイスは、良かったと思いま

す。 

                    

 

歌舞伎の世界に遊ぶ 
～演目から知る歌舞伎のみどころ～ 

 

 顔見世興行の時期に会わせ１１月８日、15日,２２日

の３回「歌舞伎の世界に遊ぶ」の講座が開催された。 

 講師は、観劇はもとより疑問に思ったらトコトン調べ

るといった歌舞伎愛好家の安江武夫氏。 

 歌舞伎役者の最高峰 市川團十郎を主題に、「仮

名手本忠臣蔵」の早野勘平、「勧進帳」の弁慶、「助

六」の芸のみどころなどを名調子で解説された。「歌

舞伎は役者を見にいくもの」「役者の魅力は“一声、

二眼、三姿”」と、次々に繰り出す歌舞伎の知識を感

心しつつ面白く学んだ。 

 事務局も、総力を結集して、講座チラシを作成、国

立劇場から借りた「錦絵」等をパワーポイントに編成す

るなど準備でいとまがな

かった。  （相馬義人） 

講師 安江武夫氏 

 

国立劇場からお借りした「錦絵」 
 
 
■歌舞伎 

○お話が具体的で楽しくあっと言う間に時間が来ます。

12月に歌舞伎にまいりますが、今迄とは異った楽し

みが出来そうです。 

○大変歌舞伎の認識が深かまった。 

○良かったが写真や動画もみたかった。 

○とても先生のお話がわかりやすく面白かった。歌舞

伎の世界の裏が見えたように思う。 

○我国の伝統芸能歌舞伎の事を詳しく学べ、大変良

かった。受講後一度劇場に足を運んでみようと思

いました。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

早坂代表が「葛飾区講座」講師を務めました！ 
早坂代表が１１月１７日（土）新小岩社会教育

会館で開催した葛飾区教育委員会主催の「学

び、結び、地域を作る」講座で「生涯学習ＮＰＯと

コミュニティビジネス」のテーマで講演しました。  
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放送大学連携講座 

明治・大正・昭和の邦楽革命 

11月6日（火）から3回の邦楽の変遷の講座にボラ

ンティアで参加しました。 

受講者は34名でしたが、CD等のＡＶ機器を多く使

用したので、音の広がりを考えると程よい人数であっ

たと思いました。 

邦楽の変化は、放送大学客員教授の徳丸吉彦先

生によると内発的変化と文化触変による変化であり、

江戸時代から変化はあり、変化を体系的に指摘して

いただきました。 

江戸後期の長唄から CDが始まりました。先生は初

めに解説して下さってから CD 等をかけるのですが、

先生が途中途中で変化の部分で説明を加えてくれた

お陰で、私でも何とか理解することが出来ました。 

特質すべきは第 2 回目の講座のときに生の箏と尺

八の演奏があったことです。 

ＡＶ機器だと音が抑えられていたのですが、生の演

奏は迫力がありました。受講者を見渡すと目を閉じて

聴いている方が多

く、音を心で感じて

いるように思えまし

た。 

 ボランティアをし

て大きなおみやげを

貰い、一日幸せでし

た。（安田善英） 
 

獨協大学連携講座 

「歓喜に寄せて」の物語 
１０月１８日、２５日、１１月１日、独協大学と公社の

連携講座「歓喜に寄せての物語」が独協大 矢羽々

崇教授を講師に迎えて開かれ、４９名の方々が参加

された。 

「歓喜」はべートーヴェンの第九交響曲の大合唱の

テーマであるが、

詩人シラーと楽聖

ベートーベンの関

係、「歓喜」に込め

た作曲家としての

思い等を判り易く

解読された。流暢

なドイツ語を交え

た、とても丁寧な解読に参加者は魅了されていた。 

年末をむかえて、足立区内でも演奏され歌われる

第九であるがこの講座に参加された方々は例年とは

違った思いで歌い、聴かれることでしょう。（酒井政雄） 

 

  

ＮＨＫ連携講座 

フェルメールと１７世紀のオランダ絵画 

 １１月３日（土）ＮＨＫ連携講座は多摩美術大学の

中村隆夫氏によりフェルメールとオランダ絵画の講演

会があった。 

 前日ＮＨＫの迷宮美術館で「牛乳を注ぐ女」が取り

上げられ、受講者の方にはより解りやすくなったので

はないかと思う。 

 この時代のオランダの絵画は一般市民がパトロン

で他国に比べて小品が多いのが特徴とか。１５０名の

定員に５４０名を超える応募がありいつもビジュアル系

の講座は大変人気があると思う。 

 今回は受付で

新会員の福本さ

んも会の一員とし

て頑張っていま

した。 

（石田佳久） 

 
 

千住の歴史と人々の暮らし 

～放水路と千住～ 

矢沢幸一郎先生による、詳しい資料とわかりやす

いお話にて、１０月２４日、３１日、１１月７日の３日間大

変楽しい講座となりました。 

２日目は千住のまち歩きの日です。昔江戸４宿の１

つとして賑わい、栄えた千住宿、地図で見てみると現

在の国道４号線、荒川、隅田川に囲まれた千住西部

地区が本日のコースです。 

１０月３１日、薄曇りの散策日よりです。参加者はス

タッフを含め４９人、センター前をスタート。道中、畔道

がそのまま道路になった様な所もあり、前後の車や自

転車に注意し、お互いに声を掛け合いながら、ゆっく

りと２時間余の行程となりました。 

大川町氷川神社・南足立郡立病院跡・タカラ湯・愛

育院跡・元宿神社・北魚市場・元宿稲荷神社・お

ばけ煙突跡・元宿小

学校跡・お竹の渡し

跡・最終千住神社。 

今回歩いて見て、

街角の石碑や公園

の記念碑の前で説

明を聞き、改めて、

多くの先人達の生活と歴史が刻まれている事を知り、

学ぶ事が出来ました。参加者のそれぞれに出会い、

発見や驚きがあり、次回が楽しみです。 

（近藤己知恵） 

学習センター講座運営ボランティア報告 
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あつぎ生涯学習リーダー会『輝き厚木塾』との交流会実施 
１１月１６日（金）神奈川県厚木市より“自分で習得し

た事を他人に教えたい”という、あつぎ生涯学習リーダ

ー会の山崎代表ほか１０名を、「楽学の会」早坂代表

他、瀬田、緑川、江川、岡田、大藤、鹿島、石渡、金子

の８名で当会に迎え、運営の基本・市民と行政の協働

による生涯学習のノウハウと、各々の会の情報交換を

行いました。 

あつぎ生涯学習リーダー会は平成１７年厚木市が開

催した、「生涯学習リーダー養成講座」修了生全員が

講師資格習得者として、平成１８年に発足『輝き厚木

塾』を誕生させて、１８年度は前期・後期で２１講座（約３００名）、１９年度は前期３５講座（約５００名）、後期は３５

講座（約４５０名）、南毛利学習センターを主会場として開催中です。各々の会の紹介後は、事前に頂いた質問

（組織の活動内容、会則・規定、ＮＰＯ法人化の理由、活動費や税務処理等）内容に沿って、活発な応答が行わ

れました。 

あつぎ生涯学習リーダー会の特色 

１．メンバーは全て講座修了生で講師資格者。 ２．講座スタッフは講座に必要な人数を講師が手配する。 

３．受講料は１回５００円（講師６割・会４割） ４．最少開催人数５名。 ５．主に技芸などカルチャー的ものが多い。 

６．２回目以降の解約可。 

楽学の会の感想として 

 無償ボランティア活動内容に皆さんが驚きと関心を示されました。最後に、遠路、楽学の会にお見え頂きまし

たあつぎ生涯学習リーダー会の方々に、改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。    （金子勝治） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０回全国ボランティア学習研究フォーラム東京大会 

「変化」の時代のボランティア学習 
 

10 月 27、28 日に実施された今回の東京大会は、亜細亜大学での会場から３年、国立教育政策研

究所・社会教育実践センター（上野）での開催である。当会顧問でもある興梠寛先生が理事長を務め

られる「日本ボランティア学習協会」主催の本フォーラムは毎年、ボランティア活動における教育力を

テーマに実施されている。その多様なプログラムは参加を重ねる都度、新しい発見がある。そして、ボ

ランティア活動のいまを検証し、新たな教育を創造していこうという狙いにも魅力を感じている。実際、

今回も３０歳を少し超えた若者が講師（しかも親子ずれで参加）の分科会は、日本の放課後を豊かに

したい！・・という思いを、放課後 NPO「After School」として立ち上げ、世田谷区を中心に活動してい

る現場を報告。「変化」の時代のボランティア学習・活動だからこそ、これまでにない可能性を秘めた

研究会であった。   

２７日の記念講演は放送大学教授・宮本みち子氏「若者はなぜ大人になれないのか」。シンポジウ

ム・シンポジストは、無藤隆氏（白梅学園大学）、松本一彦氏（逗子高等学校）、永井順國氏（政策研

究大学院大学）、コーディネーターは長沼豊氏（学習院大学）の各氏。          （早坂津夜子）
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国立女性教育会館３０周年記念国際シンポジウム 

時代を拓くアジアの女性リーダー ～女性の人材育成を支援するために～ 
 昭和５２年に設立され、通称 NWEC（ヌエック）として、日本国内外の女性３１５万人あまりに活用された会館が

３０周年を迎えた。１１月２０日に実施された式典では、神田道子理事長の式辞に始まり、記念祝賀会、シンポジ

ウムと続いた。国際シンポ・パネリストは、中国・張静（チャンジン）氏（中華全国婦女連合

会常務委員、弁公庁主任）、韓国・キムキョンエ氏（韓国女性開発院院長）、日本・内海

房子氏（NEC ラーニング（株）代表取締役執行役員社長）、郷通子氏（お茶の水女子大

学学長）、コーディネーターは有馬真喜子氏（特定非営利活動法人ユニフェム（国連女

性開発基金）日本国内委員会理事長）の各氏である。また、開館３０周年記念事業として、

「女性アーカイブセンター」開設の発表がなされ、本館２階に於いて先行展示がなされて

いる。（１２月１６日まで） 

私が会館を利用したのは、まだ真新しさを感じるオープンして６，７年目頃、足立区女

性センターでの講座の宿泊研修が始まりである。隣県とはいえ少し道のりが不便な会場

という感があったものの、閑静な環境と広大な敷地に恵まれた宿泊施設を備えた 

ここは、家族からも離れ、自分のための学習、研修の場として得がたいものを感じていた 

ことも事実である。 

しかし、ある事をきっかけに既成の研修に参加するだけの場ではなくなったのである。

平成１１年末から１４年３月まで、全国ボランティア情報提供相談窓口・相談員（文部省委

嘱事業）として、ヌエックに採用されることになったからである。しかし現実は、全国からの

問い合わせに応じるために、更なる学習を求められたのである。そして、私の研鑽はこれ

だけでは終わらなかった。同時に会館事業課から依頼を受け「エル・ネット家庭教育セミ

ナー」事業のビデオ制作担当として、１年間に亘り２足のわらじを履くことになったのです。

今回、ここでの体験、多彩なキャリアを持つ人たちとの出会いが、今の活動につながり、

生かされていることを改めて強く感じるのです。現在、これからの会館の運営の在り方に

ついて様々な提案がなされていることを耳にしました。日本の女性教育の拠点としての

役割を担う場として、更なる開発・発展を願いたい思いです。    （早坂津夜子） 

 
 

 
[本の紹介] 「新静岡市発 生涯学習２０年」 ～自立型長寿社会へのアプローチ～ 
清見潟大学塾 編 ３０１頁、200４年５月発行、定価 １,500円（税共） （株）学文社  ℡：03-3715-1501（代）） 

 この本は静岡市の清見潟大学塾が、平成１６年に創塾２０周年を迎えた記念に刊行し

たもの。その内容は大学塾の現況、歩み、外（専門家・調査研究機関・マスコミなど）から

見た大学塾の論評、年表が盛り込まれている。 

 大学塾の状況を一部記すと、スタートは昭和６０年９月。当初は１２講座、講座を担当す

る教授（教える県民）数１２名、塾生（受講者）数１００名の規模。それが１５年度は講座数 

１５３講座プラス大学教授によるセミナー１講座、教授９４名、塾生３３３０名。教授の内訳は

男性３３名、女性６１名、旧清水市民７７名、その他１７名と年を追うごとに拡大している。 

また「ふるさとづくり賞内閣総理大臣賞」も平成２年に受賞している。 

 大学塾のキーワードは①遊び心で大学ゴッコ②生活者第１主義③市場原理の導入。

そして「とことん学んで、ちょっと臥せって、あっさり死ぬ」ことが美学であり、最も美しい生

き方である、と基本理念として述べている。 

当会顧問の瀬沼教授も「当塾が住民主導の市民大学のパイオニアとして、２０年にわたって継続して、多くの試行

錯誤をしてここまで来たことは高く評価される」との稿を寄せている。 

 足立区社会教育委員会議も「区における高齢者の生涯学習振興策」を答申するにあたって、市民大学の事例

として当塾を視察している。今後のあだち区民大学塾の企画・運営の参考として学ぶことの多い本であり、是非

活用することを勧めたい。また当塾はこの本を活動の啓発・説明に資する書物として活用（有料頒布）しているよ

うだ。当会もこの本を手本に、近い将来周年記念誌の刊行が実現することを願うものである。     （市川茂敏） 

神田理事長挨拶 

大久保邦子顧問と会場前にて
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女性フェスティバル２００７あだち見聞記 

 １１月１０日、１１日に男女参画プラザ(Ｌ・ソフィア)に

て足立区女性団体連合会・足立区主催の「女性フェ

スティバル２００７あだち」が開催され、早坂代表の代

理として参加した。オープニングセレモニーでは足立

区長他の挨拶の後、映画「折梅」の上映があり、ホー

ルは満席となっ

た。 

館内では両

日にわたり学習、

働く女性、教育、

健康、介護、環

境、文化などを 

 

テーマに、講演、相談、体験、展示、絵本の読み語り、

歌や踊りが多彩に繰り広げられ、そこには手作りの温

かさがあった。 

「あなたはいつでも心の中のことを安心して話せる

人がいますか？」と呼びかける「傾聴ってなあに」のコ

ーナーで、当会の船田さんと酒井さんがスタッフとし

て傾聴の実践に当たっていた。 

 「酒井さんにとって傾聴ってなんですか」「生きがい

です。見知らぬ方の人生をひたすら聴くことです」

訥々とした答えとカルチャーショックを持ち帰った。 

(広報部 木島叔子) 

 

 
 
みんなの広場は、会員の憩の広場です。毎号スペースを設けます。自由気軽に、趣味、生活の
知恵、心に残った言葉などを寄稿してください。☆300字以内 ☆広報部宛て 

文章を書く時に心掛けること 

私が文章を書く時は、与えられたテーマに対して、

心に浮かんだ言葉を素直に表現します。本を読む事

は、好きですから年間 100 冊を目標に読み、心に残

った言葉や気になる文は書き留めておき、気に入っ

た作者の物は続けて読みます。 

文章をつくる為に参考になるものの引き出しを沢山

用意して、自分にふさわしいテーマには積極的に表

現をする様に努めます。 

文章は簡潔に、書いたら暗記できるくらい読み返

し、何度も推敲を重ねます。私の作文が速いという人

がいるとすれば、私の拙文を形にしてくださる方に、

誠実でありたいと考えるからです。これが私の文章を

書く時心掛けていることですが、参考になりますか。 

（山守美知子） 
 

♪50才で学んだ事♪ 

いま、携帯サイトの通販会社のバイトをしています。

その売れることと言ったら半端ではありません。毎朝、

PC を開けるとびっくりする量の注文が入っています。

お客様は日本中の若い女性です。地方からの注文が

異常に多いのが特徴で、首都圏（都市）ではお店で

買えるので、注文は少ないです。主婦的意見として

「何でこれが売れるの？だれが買うの？」ですが、私

の想定外の意見がこの世の中にはある！ことを学び

ました。 

次に、発送しても受け取らない人がいる事です。勢

いで注文して商品が届いた時にお金がないので受取

拒否したり、注文した事を忘れていたり、7 日間不在

の方など、人はいろいろだと、改めて考えてしまう世

の中です。主婦していたら解らなかった世界でした。 

（白根貴代美） 

タイキクリスタル号の思い出 

30 年来今も続けている競馬について書いてみよ
うと思う。うまと言えば、“うまの耳に念仏” “馬鹿”

などあまり良いイメージに使われていません。しかし、

私はあのか細い四本の脚で 

５百キロ近い体重を支えな 

がら、走る雄姿がとても 

好きです。 

そのお陰？で競走馬を数頭購入しました（一頭で

はなく一口馬主です）。最初に購入したのが外国産

馬（馬名：タイキクリスタル号：牝馬）で、あの名騎手岡

部幸雄さんや現在も活躍している柴田善臣さん、蝦

名正義さんが騎乗し、幸運にも３勝しました。 

ただこの娘（タイキクリスタル号）さんは、千から千四

百米位までの短距離馬で、スタートがとても速いうま

でした。しかし途中で息継ぎをしないため後半バテル

ことが多く、京都競馬場では第四コーナーまでトップ、

直線で負けました。この負け方が本人（馬）にとって大

変ショックだったのか、その以後騎手を振り落とそうと

してじゃじゃ馬になってしまいました。ついには、引退

を余儀なくされましたが、とてもかわいい真面目すぎ

る女の子でした。 

とにかく、うまは夏が苦手で、夏の間涼しい牧場

に放牧、休養します。私のタイキクリスタル号も夏の間

北海道帯広市大樹町にある牧場に放牧され何度か

訪ねました。現在は引退して米国ケンタッキー州の牧

場で繁殖牝馬として子孫を残しているそうです。 

競走馬をもって、どの位儲かったのとよく聞かれま

すがそれは税務署の関係？もあり内緒。儲けよりもロ

マンと夢を持たせてくれたタイキクリスタル号でした。 

                         （北川勇） 

みんなの広場 
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 平成 19 年 11 月度の運営委員会は 11 月５日（月）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 
①10月 27・28日上野国立政策研究所で開催され
た生涯学習全国フォーラムに参加した。内容は

楽学ニュース 125号で報告。 
②11月 16日、あつぎ生涯学習リーダー会（10名）
と情報交換会を開催する。楽学の会 9名の予定。 

③12 月 13 日鎌ｹ谷市生涯学習推進センターから
「ボランティアスキルアップ講座」に出講依頼

があり、早坂、小林、江川が出席する。 
④12 月 14 日中央区民カレッジから「生涯学習サ
ポーター養成コース」に出講依頼があり、早坂、

田中、緑川が出席する。 
⑤11月 10日・11日エル・ソフィアで足立区女性
連合会主催の「女性フェスティバル 2007 あだ
ち」が開催されるので、広報部が取材する。 
⑥11月 20日独立行政法人・国立女性教育会館 30
周年記念行事が開催されるので早坂が参加する。 
⑦11 月 29 日の月例会で、代表理事の諮問機関で
ある審議会中間答申の報告が行われる予定。提

案内容の研修について検討するプロジェクトチ

ームを結成する。担当は、各部局長、リーダー

江川、サブリーダー安田に決まった。 
２．あだち区民大学塾の件 
 ＜講座検討会議＞ 
第 3回を 10月 27日に開催した。議事録はパソ
コンを持つ会員に送信した。 第 4 回は 11 月
22 日(水)午後 3 時から開催、会員の参加要請が
あった。 

 ＜大学塾企画会議＞ 
  ①「戦後の巨匠・松本清張を知る」の会場変更 
  および「五色さくら」（仮題）3月 12日・19日・ 

26日の会場を予約した報告があった。この 2講 
座の運営スタッフの募集は各部局で取りまとめ 
ることになった。 

  ②大学塾担当者会議を早坂、小林、江川、田中、 
  緑川のメンバーで開催することになった。 
３．各部、局の報告及び提案 
 ＜学習支援部＞ 
  ①部会は 12月 11日に開催する。 
  ②平成 19年度「スキルアップ講座」は 2月 20日・ 
  27日・3月 5日開催される。 
 ＜ボランティア活動推進部＞ 
月例会は 11月 29日に開催し、審議会中間答申
の報告を予定している。 

 ＜広報部＞ 
①部会は 12 月 8 日・20 日・25 日に開催する。
なお、ニュース第 126号は 12月 25日に発行す
る。 
②12月 1日、HP更新が一年目を迎えるので、 
HTMLを検討している。 

 
 
 

 ＜事務局＞ 
①部会は、12 月 21 日に開催する。 

②新理事の登記申請書、変更届書は 11月 6日に 
 提出する予定。 
③受託講座「もしもあなたが裁判員に選ばれた 
 ら？」の契約は完了した。また、講師依頼状

を 3講師に郵送した。 
 ＜その他＞ 
  ①「男たちのボランティア 2008」でブースの出 

展をすることになりボラ活部と事務局が担当 
する。 

   なおパネル用案内ポスターは広報部が担当す

る。 
  ②12月 18日午後 6時から「さくら」で忘年会 
   を開催する。担当は、ボラ活部。 
                  （瀬田佳男） 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ホームページ１２月更新情報 
・H19第３ステージ②２講座開催中 
・講座終了報告 
「朗読の魅力」「歌舞伎の世界に遊ぶ」 
・あつぎ生涯学習リーダー会との交流会 
詳細写真報告他 

・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１１月活動状況報告 

   今月も楽しい新着情報お届けします     

運営委員会だより 

「忘年会のお知らせ」   

皆さん、参加しましょう！ 
  日時  １２月１８日（火） 

  時間  午後６時～ 

  場所  センター７階「さくら」 

  会費  ￥３,５００円 

申込先  ボラ活部  江川  3898-1542
takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
         北川  3840-4606
k-isamu@r4.dion.ne.jp 
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生涯学習センター 
ボランテｲア情報 

Wanted: Volunteers!! 
日に日に寒さが増してきています。そろそろ炬

燵を出さないと快適にお昼寝が出来ない・・。楽

学の皆さんは炬燵で昼寝などしないですね、失礼

いたしました。さて今月のボランティア募集講座

は２件です。どちらの講座もこの冬の一押しです。

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＊  
▼放送大学・国立歴史民俗博物館連携講演会 

『江戸武家屋敷の神仏公開』 
◎日時    12/16（日曜日） 
      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  5，6名 

（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  坂田 

 
▼区民カレッジ 

『番記者が見た政界の裏側』 
◎日時    1/10・17・24（毎木曜日） 

（全 3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  倉持 

 
（詳細は公社ニュース 12/1 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 

 「神仏公開」・・・・・・・・・・・・12 月 5 日（水） 

 「番記者」・・・・・・・・・・・・・・12 月 25 日（火） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運営委員会 

12月 6日(木) 午後7時～9時 ワークルーム 
○忘年会（１２月は月例会はお休みです） 

12月18日(火)  午後6時～8時 ﾚｽﾄﾗﾝ「さくら」 
○学習支援部 

12月11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 
 12月7日(金)  午後4時半～6時半ワークルーム 
○広報部 
 12月 8日(土) 午後1時～3時 ワークルーム 
 12月20日(木)  午後3時～5時 ワークルーム 
 12月25日(火)  午後3時～5時 ワークルーム 
○事務局 
 12月21日(金) 午後2 時～4時 ワークルーム 
○大学塾講座検討会議 
 12月は休会です。 
○大学塾企画会議 
 12月6日(木) 午後3時～5時  研修室5 
○ホームページ企画会議 

 12月23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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

楽学インフォメーション
★会合のお知らせ★ 

編集後記 
 盛りだくさんの活動をくまなくお知らせ 
したいと心がけて、活字があふれています。 
 それに加え、会員の顔が見える、待たれ 
る会報をお届けしたいと、「みんなの広場」 
が再登場しました。ご投稿を歓迎します。 
 年明けには更に新企画も予定しています。 
乞うご期待！！       (木島 叔子) 


