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「今後の体制、人材等に関する諮問会議」の 

中間答申発表される───11 月月例会で 
 

 １１月月例会で、早坂代表理事から諮問を受けた「人材育成のための仕組みづくり」「事業型ＮＰＯ法人への展

望と提案」等について、諮問会議(市川茂敏座長)の委員から中間答申の概要が発表された。 

 中間答申は、人材育成のための仕組みづくりの１つとして研修を重要課題に挙げている。対象を新会員、入

会２～３年後、理事及び監事と段階別に研修内容を適合させ、研修実施の仕組みづくりや、人材の蓄積が必要

だとしている。 

 これを受けて、代表理事から次のような趣旨の意見及び実施方策がのべられた。 

 １．第１回研修プロジェクト会議を実施した。メンバーは代表理事、４部局長、安田理事の６名。 

 ２．新入会員は入会後３か月くらいで、いずれかの部局に所属していただくことが望ましい。 

 ３．相談窓口は個々にあることが望ましいが、状況に応じて対応したい。 

 ４．新入会員をはじめ、会員個々の状況を把握するためにもアンケートの実施を考えたい。 

 ５．入会後２～３年の研修については、それまでの活動への関わり方で相当な差がついている。 

  その差をどのように評価し、判断するかは難しい。無理をしないで出られる時だけという人もいる。入会年数

だけでラインを引くことは検討したい。 

 この後質疑応答があり、新会員からも感想や意見が出て、有意義な会であった。配布された中間答申概要は

全会員に、その後配信された。                                 (ボランティア活動推進部) 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆忘年会開催報告！☆☆☆ 
                   開催日時 １２月１８日 出席者 ２５名 

 １２月に入り寒さが増してくる中、「楽学の会」の忘年会が開催されました。 

出席者は、会員２５名と少し淋しかったが、早坂代表の挨拶、市川相談役による

乾杯の発声の後、会食となりました。女性８名の参加もあり、和やかに和気あい

あいと話が進み、途中からカラオケが始まりました。 
 

初めての事でもあり、会員皆さんの歌のうまさに感心したり、芸達者ぶりに驚かされたり、賑やかに過ごし、瀬田

事務局長の中締めにより閉会しました。 

今年１年 皆さんご苦労様でした。来年も頑張りましょう！（ボランティア活動推進部）  
★忘年会の写真を６ページにも掲載しました。 
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知って楽しむ あだちの祭り 

～地域を結ぶ郷土芸能～ 

 11月 17日(土)・24日(土)の午後2回、梅田地域学

習センターにて開催されました。 

講師は足立区郷土芸能保存会会長 雨間秀浩氏。 

獅子舞・神楽・お囃子などは口伝と言われていて、

稽古を積み体で覚え伝えて行くもの。江戸下町のお

囃子は足立から伝わったとも言われる。これを何とか

講座化出来ないかと何度も雨間会長を訪ね何とか開

催に漕ぎ着けた。会長の持っている豊富な経験知識

を体系的に纏めて貰って、地域の人達に伝承されて

行くことを願って、その一助となればと思い起案した。

受講者は期待より少なかったがアンケート結果は何

れも好評であった。               （安藤寿） 

★アンケートから 

・足立の伝承芸能について新しい発見がありました。 

・現在実際的に活躍しておられる講師の講演ですか

ら、説得力があり私としてはとてもリラックスして聴く

ことが出来ました。 

・正直一回目は余り理解出来なかったが、二回目の

実際の演奏で解り易く感銘を受けました。 
 

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～ 
 

 ようやく街路

地のイチョウの

葉が鮮やかに

黄葉し、寒さも

一段と増してい

く中、11 月 10

日、17日、24日の三日間お墓に関する講座が開催さ

れました。 

この業界のトッププロで 30 年の経験豊富な日本石

材産業協会の専務理事中江勁氏を講師にお迎えし、

お墓の歴史からお墓にかかる費用、墓地に関する基

本知識、そして近年の様々な供養の仕方などを学ん 
 

 

だ。特に普段見ることが無い墓石の地震時の実験や 

豊富な資料をパワーポイントで解り易く解説していた 

のが印象的でした。そのためか数多くの質問が行わ 

れ、それによって理解も深まったものと推測できまし 

た。                        （北川勇） 

★アンケートから 

・お墓の修理のとき、今日のお話しを大いに活用し、

交渉したい。 

・具体的な個人の質問にも答えても

らい、満足している。 

・分かり易く良かったです。 

 

若者の就業状況を知る！ 

～ホープレスな若者へできること、すべきこと～ 

フリーター・ニート比率の高い、足立区の若者の就

業状況とその支援活動を知り、私たちにも何か出来る

ことがないか、何をすべきかをテーマに本講座が開催

されました。難しいテーマであった為か、残念ながら

応募者は１７

名と低調でし

た。しかし、受

講者は１６名と

キャンセル者

の少ない講座

でした。 

３回とも木元栄子講師に加え、実際に若者達へ支

援活動をされている団体職員が参加され、支援実態

の話、ニートの生活から脱出できた若者の体験談と私

たちにどの様なことが出来るかをテーマに、講師と一

緒に考え、討議し発表する全員参加・研修形式の、

充実した内容のある講座となりました。 

特に３回目のグループ討議、発表の結果から「楽

学の会」と「あだち若者サポートステーション」（芸術セ

ンター８F に事務所）が連携し、足立区で何かできな

いかとの声も聞けた、盛り上がりのある講座でした。 

１１月２８日～１２月１２日の水曜日実施。（緑川祥元） 

★アンケートから 

・ニートから脱出の若者の話、大変貴重でした。 

・難しいテーマであったが、時間の経つのを忘れる講

座でした。 

・グループディスカッションは有意義 

 でした。 

・地域で何かをしなければの思いが 

 強くなりました。 
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戦後の巨匠・松本清張を読む 

～その膨大な作品に触れる～ 

鹿 
 標記の講座

は１２月１５日

無事に終了し

た。受講申込

者は２８名、先

月２４・５日二日連続で「点と線」がビートたけし主演ド

ラマとしてテレビ放映され、宣伝効果大と期待した割

には今一つ応募者数が伸びないということが残念で

はあった。 

 講師の中島先生は“司馬遼太郎”に続いて３回目

の講座担当で、慣れと雰囲気を把握してか、用意した

パワーポイントなどの機器も自在にこなし、かなりリラッ

クスした講義を展開できたと思う。この講座を引き受け

られて以来相当な勉強と熱の入れ方、十分に蓄積し

た情報を遺憾なく発揮しての話し振りだった。 

 受講者からは、参考になる話で満足した、もっと沢

山の人にも聞かせたい、改めて清張ファンになりそう、

などという声もちらほら、企画担当者として手ごたえを

感じる講座であった。            （鹿島健一） 

 

★アンケートから 

・先生のお話がわかりやすかったの 

で、さらに松本清張に興味がもて 

た。 

・参考になりました。もう少し内容が深

かったらなあと思いました。 

・「本と映画を比較すると、尚面白いと思います」とお

っしゃっていましたが同感です。中島先生のお話し

を聞いていたら『清張記念館』もいつか、きっと行き

たいです。（夜行で・・・） 

・毎回、あっという間に時間が過ぎてしまい楽しかった

です。どんどんよんでいきたいです。 

・今回のような文学作品の紹介、内容説明を知ること

によって、本を読むことの楽しさがわかって、意欲

が出ます。 

★今後取り上げてほしいテーマ 

・日本の歴史（古代史～現代史） 

・藤沢周平も勉強してみたい 

・仏像、伊勢、心理学、哲学、藤沢周平、向田邦子 

・仏像、寺院に興味があるので仏像の見方 

 

 

 

 

 

 
 

もしもあなたが裁判員に選ばれたら？ 

～私たちと裁判～ 

１１月２７日、１２月４日、１３日の３日間にわたり、裁

判員制度に関し、吉田秀康氏、榊原一久氏、吉原隆

平氏の各弁護士による講座が開催された。平成２１年

に裁判員制度が導入され、私たち自身が裁判に参加

することになる。 

自分が裁判員に選ばれたらどうしたらよいのか？

不安な人たちが多いと思う。来年の今頃には第１段階

の選任の通知が出される予定となっている。 

研修室４はほぼ満席で、受講者の全員が３回とも

真剣に講義を聴いていた。３回とも DVD を使用して、

裁判員参加の模擬裁判劇を見ることにより概要が理

解できたことと思う。 

特に３回目は劇を見て、被告人が有罪か、正当防

衛が成立するか、どのような刑を科すべきかについて

受講者の各々が評決カードに記入し講師に提出、講

師の指名により意見を述べる形式での講義であった。

有罪、無罪と意見が分かれ、改めて裁判の難しさも理

解できたことである。 

（小林徹） 
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日本放送作家協会・日本脚本アーカイブズ連携講座 

放送作家のこぼれ話 

 １１月３０日、１２月７日、１４日、２１日の４日間放送作家の

こぼれ話の講座が開催された。 

 講師は日本放送作家協会の南川泰三氏、高谷信

之氏、鈴木良武氏、東多江子氏の４名が担当された。 

 今回は連携先

の日本アーカイブ

ズについて書いて

みたい。ラジオ・テ

レビ放送には一人

ひとりの胸の中に

必ずいくつかの

忘れられない番組や、心に残る番組があることと思う。

そういう番組の脚本家のシナリオを保存管理し、資料

として体系化することが大きな目標であり、そのために

放送文化の拠点作りを目指し、いずれは「日本脚本

アーカイブズ会館」の早期実現を目指すために、今

現在５階ワークルームの隣に準備室がある。 

                     （石田佳久） 

 

放送大学・国立歴史民族博物館連携講演会 

江戸武家屋敷の神仏公開 
 
 国立歴史民

族博物館“近

世展示室”が

2008年3月リニ

ューアルオー

プンするのに

先がけ、12 月

16 日「江戸武家屋敷の神仏公開」の講演会が開催さ

れた。冷たい風が吹く中を学びピアに江戸歴史の愛

好者91名が参加した。講師は博物館準教授 岩淵令

治氏。 

 江戸の武家屋敷は、塀で閉ざされ外部の人間が自

由に入れる空間ではなかったが、様々な形で外部と

関係を持つていた。水天宮や金毘羅社などを例に、

武家屋敷内の神仏、信仰者、銅鳥居・灯篭の寄進者

や出入商人など公開をめぐって周辺地域との係わり

が解説され、江戸時代の社会の一端を学ぶことが出

来た。 

                         （相馬義人） 

 

 

 

NHK 関連文化講演会 

宮廷のみやび―近衛家千年の名宝 
 [宮廷のみやび]講演会が12月８日、応募者306名

から抽選された約１９０名が参加して学習センター講

堂で開催されました。 

講師は陽明文庫文庫長名和修氏。 

 近衛家は藤原鎌足を遠祖とし、藤原北家の嫡流宗

家で、五摂家筆頭の家柄、1300 年もの歴史がある。

永い年月の間に伝えられ蓄積された古文書、古書籍、

古美術工芸品などは膨大な数で、一括して保存管理

しているのが京都にある陽明文庫。２９代当主 近衛

文麿が昭和１３年に設立し、今に至っているとのこと。 

 スライドで見た数々の作品に目をみはり、まさに名

宝であると実感し、近衛家の誇りと堅実さを強く感じま

した。 

運営ボランティアは９名でした。 

                        （佐瀬千恵子） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習センター講座運営ボランティア報告 
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◆鎌ヶ谷市生涯学習推進センター主催 ボランティアスキル UP 講座の講師として参加 

 １２月１３日、鎌ヶ谷市生涯学習推進センター主催の「ボランティアスキル UP 講座」に早坂、江川、小林（徹）の

３名が講師として参加。早坂代表による「楽学の会が創りだす学習ボランティアとは」と題した講演と小林、江川に

よる「ボランティア活動の魅力と実践」と題したスピーチを行った。 

 講座には４５名の申込みがあったとのこと。鎌ヶ谷市には５ヶ所の公民館があり、講座参加者はそれぞれの公

民館でボランティア活動を行っている。各公民館は独自の活動を行っているのが実態である。今回の講座はネッ

トワークを強化するために開催しているとのセンターの話であった（齋藤幸四郎所長、千葉仁副主幹、大杉担当）。

鎌ヶ谷市の特異な事情として、ボランティアは認定制であり、１００人ほど（実活動は５０人くらい）の認定者がいる

とのこと。 

当会の活動事例が、何らかの形で新たな実践へのヒントとなれば嬉しいこと。そして、我々にとっても他の団体

を知ることは、非常に意義があると痛感した。                                   （小林徹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆中央区「生涯学習コーディネーター養成講座」に講師として参加 

1２月1４日(金) 午後２時～４時、中央区築地社会教育会館において、同区の主催する「生涯学習コーディネ

ーター養成講座」の講師として、早坂、緑川、田中(国)の3名が出席した。本講座は地域社会づくりのリーダーと

して、講座などを企画・運営するための心得・知識・技術などを身に付けることを目的とするカリキュラムで、第６

回のテーマ「活動事例に学ぶ」を担当した。そして、これは当会顧問の大久保邦子さんが同講座のコーディネー

ターを勤められているご縁で実現したものである。 

最初に早坂が＜「楽学の会」が創りだす学習支援ボランティアとは＞、緑川、田中が＜私のボランティア活動と

「楽学の会」＞として説明し、20名近くの受講生の皆さん、区の職員の方にも、終始熱心に聞いていただいた。

「ワークルームと活動拠点」「養成セミナー」「NPO法人」、「会費」等のキーワードの質疑応答も行われ、また手作

りのお菓子なども頂きながら、和やかに、盛況裡に終了した。 

                                                      （田中国弘） 

 

 
 

講座参加者の皆さん 江川さんのスピーチ 

「楽学の会」の説明と受講生の皆さん コーディネーターの大久保さん 



 6

 
 
 
 
 
 
 

古典舞台芸術について 
            先日、大学塾で「歌舞伎の世界に遊ぶ」を開講し好評を博したが、我国古来の 

芸術には、この他に能・文楽が代表的である 

            これらは一昨年ユネスコより無形世界遺産に登録され、国際的には極めて評 

価が高い。でも国内では意外と触れる機会が少なく評価は今一つの感じがする。 

特に、能は現在の洗練された段階迄六百年の歳月を要し、歌舞伎・文楽の歴史 

を凌駕している。また、これらの下地になっている程である。 

   小生も学生時代にその“深淵さ”に夢中になり、舞台で演じた経験がある。会員の皆様、機会を作 

  って是非観劇して下さい。 

   これらの芸術について語り合うチャンスがあれば、何時でもお気軽にお言葉をかけて下さい。 

  日本の“良さ”を再認識する為にも…。                                 （石渡建夫） 
 

An die Freude「歓喜に寄す」 
   私の趣味の一つにコーラスがあります。 

日本では年末にベートーヴェンの交響曲第九番が盛んに演奏されます。 

   私も１１月３日西新井ギャラクシティで１２０人の団員と４人のプロソロと５４人の 

生オーケストラで第九を歌いました。とても楽しく歌えました。 

   １０月に学びピアで、獨協大学の矢羽々崇先生の講座「歓喜に寄せて」の物語で、 

シラーの詩を教えて頂きました。私達が歌う第九第四楽章は、シラーの詩の一部だけであり、その詩は 

大勢の人に作曲されている事を知り驚きました。 

   来年 2月 24 日には両国国技館の「すみだ 5000 人の第九」に参加します。“Freude”を受け取って 

   頂けるように心を込めて歌います。                                   （荻野久子） 

 

※1 ページより続く 

 ☆☆☆忘年会開催報告！初めてのカラオケ☆☆☆ 
 

★普段着の会員の皆さん、旧交を暖める人も。 

今回欠席の方も次回はぜひ、あなたの出番です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの 

広場 

みんなの広場は、会員の憩いの場です。 
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。
☆下記まで（300 字以内）mail または FAX でお送りください。 
原稿送付先は相馬まで。電話・FAX.03－3889－8202 
           e-mail yoshi.soma@viola.ocn.ne.jp 
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平成 19 年 12 月度の運営委員会は 12 月 6 日（木）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 

①皆の協力により、年内の全ての企画事業が実施

できる予定である。事業に係わる人数が多くなる

ほどお互いの意思を尊重し、物事を進める上で

の確認が必要。活動中に突然の事態が発生する

こともあり、そこをいかに乗り切るかが大切で、そ

れが実践における研修になる。会員は知恵者の

集まり、お互いに融通しあい運営を心掛けていき

たい。 

②諮問会議のメンバーが一人欠員になったため、

12 月から尾島美津江さんを選任したいとの提案

があり了承された。 

③大学塾担当者会議を開催し、20年度に向けた運

営のあり方を検討した。詳細は担当者から報告さ

れるが提案について協力の要請があった。特に、

生涯学習センター使用についてのルールの把

握、双方の連携保持体制づくりの確立。 

 

２．あだち区民大学塾の件 

＜講座検討会議＞ 

①第 4回を 11 月 22 日に開催した。出席者１１名。 

前回まで提案された講座候補 4講座のフォロー 

および新規に提案された１講座について検討し 

た。その他大学塾担当者会議での話題報告、講 

座の応募方法について討議が行なわれた。 

＜大学塾企画会議＞ 

①第 3 ステージ 3講座「歌舞伎の世界に遊ぶ」「お 

墓のことならプロに聞いてみよう」「知って楽しむ

あだちの祭り」の終了報告。 

②第 3ステージ・パート２、2講座「若者の就業状況

を知る」「戦後の巨匠・松本清張を読む」実施報

告。 

③第 4 ステージ 1講座「あだちの宝―五色桜物語 

進捗状況の報告。 

④20 年度第 1 ステージ 4講座（仮題）「只者でない

リーダーたち」、「話し方講座」、「自分史」、「現

代人にとっての論語」の準備状況の報告。 

⑤20 年度から「大学塾」の主催が生涯学習センタ 

ーと二者共催になることに向けて協議内容を検

討する。 

⑥事務局当番（12 月 22 日～1月 20 日は休み） 

1 月 22 日から再開する。 

３．各部、局の報告及び提案 

＜学習支援部＞ 

①平成 19 年度の受託講座「老後を如何に過ごす 

か」を立案し検討している。 

②生涯学習センターの講座「番記者から見た政界 

の裏側」の運営ボランティア協力要請があった。 

＜ボランティア活動推進部＞ 

 1 月の月例会は「東京芸術大学施設見学」とする 

ことになった。 

＜広報部＞ 

①楽学ニュースの印刷部数は、会員・顧問110部、 

関係団体20部、予備50部で計180部を基本に 

している。他団体との交流会等で必要な場合は 

事前に広報部まで連絡してほしい。 

②「学びの場」（仮）足立区の施設探訪をシリーズ 

で掲載する企画を検討している。 

＜事務局＞ 

①平成１８年度都民税（均等割）免除が決定した。 

②会費未納者 11 月 30 日現在 5人。 

③「男たちのボランティア 2008」の講師は教育委員 

会高井正教育主事に決定した。また楽学の会の

プレゼンは緑川さんに決まった。 （瀬田佳男） 

 
 
 
楽学の会のホームページのリニューアル 1周年  

やった！！ 

今年の 1 月 1 日に『新鮮・楽しい・役に立つ』をスロ

ーガンに全面改訂をしてから，早くも 1 年が過ぎました。

５月にはサーバの更新契約を忘れたため数日見られ

なくなるなどのトラブルもありましたが、皆さんのご声援

を励みになんとか毎月々々の改定を続けてこられまし

た。今後もがんばりますので、辛口のご指摘や楽しい

話題提供をお待ちしています。 

☆スタッフ歓迎！（チームＨＰ：石田佳久、江川武男、

喜多村政夫、神戸明、小林徹、染野絢子、瀧呑昭瀧、

田中国弘、原田進） 

               
             
             
             
              

運営委員会だより 

更新企画会議（上）の

あとお茶会で来年の

秘策を練る！（左） 
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生涯学習センター 
ボランテｲア情報 
Wanted: Volunteers!! 

平成１９年もあと僅かとなりました。年末年始は、
旅行に！活動に！とお忙しい事と思います。イン
フルエンザに負けないよう、お身体ご自愛くださ
い。今年一年ありがとうございました。皆さんの
ご協力に、心からお礼申し上げます。来年もどう
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＊ 
▼放送大学連携講演会 

『激動の中東情勢と 

アメリカ大統領選挙』 
◎日時    2008 2/24（日曜日） 
      午後 2時～ 
◎活動時間  午後 1時から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 

 
★★★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 
ホームページからでも申込出来ます。 

申し込み締切り日 

 「中東情勢」・・・・・・・・2008/１月３１日（木） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運営委員会 

１月 ７日(月) 午後7時～9時 ワークルーム 

○１月月例会 
１月29日(火) 午後7時～9時 研修室4 
○学習支援部 
１月10日(木) 午後6時～8時 ワークルーム 
○ボランティア活動推進部 
 １月10日(木) 午後2時～4時 ワークルーム 
○広報部 
 1月 9日(水)  午後3時～5時 ワークルーム 

  1月23日(水) 午後3時～5時 ワークルーム 

  1月29日(火) 午後3時～5時 ワークルーム 
○事務局 
 1月18日(金) 午後1時～3時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 
 1月15日(火) 午後3時～5時 研修室4 
○大学塾企画会議 
 1月18日(金) 午後3時～5時 研修室5 

○ホームページ企画会議 

 1月27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 
 一年の過ぎるのは早いものです。ニュースが届

く頃は会員の皆様、ご家庭の雑事で忙しいことと

想いますが、楽学ニュースを読みながら、一年を

振り返ってみましょう。平成２０年度の大学塾講座

準備も、着々と進んでいます。 

今年ご無沙汰の方も新たな気持ちで、活動に

ご参加をお待ちしています。 

皆様風邪には充分気をつけて、よいお年を！

                     （高見沢公彦）


