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学習支援に新たな切り口で変化を 
      代表理事 早坂津夜子 

明けましておめでとうございます。早いもので、NOP 法人設立から 6 年目を迎えることになりまし

た。今年は「楽学の会」ならではの新たな切り口を見出し、運営に組み込んでいきたいと考えており

ます。ひとつは、昨年４月より市川相談役を座長とした「諮問会議」を設置してきました。本会議の

構成員は、理事にこだわることなく比較的活動歴の浅い会員も含めた 6 名の参加です。会議の中

で諮問事項を理解し課題を詰めていくためには、日々の活動に対する認識と現場を知らなければ

提案には結びつかない。諮問会議そのものを活動を進めていくための人材育成の場につなげたいと考えている。

昨年 11 月には、その中間答申が発表され、さまざまな視点からの運営に対する提案を得ることができました。20

年度に向け内容を具現化するためのプロジェクトチームも既にスタンバイ、最終報告書に期待を寄せています。 
 

 また、「あだち区民大学塾」の企画に於いても新たな切り口で学習支援に変化を持たせたい。開講から４３講座

を実施してきましたが、まだまだ“この講座なら絶対に当たる”という確信を得る企画は数えるほどである。蓋を開

けてみないと判らない、そしてその時々のニーズをいち早く掴み講師と合致させることの難しさ。ここを何とか脱却

しなければと考える日々である。しかし、現場から学んだ一つに、座

学にこだわることなく学習の場にも変化を持たせるやりかたである。

東京証券取引所の現場講師によるセミナーを組み込んだ「旅」講

座は、より現実を理解し受講者を惹きつけるものがあることを実感し

ました。テーマによっては現場から学ぶ方法も取り入れてみる。既

成のレジュメにはない、観る情報には意外な展開と面白さがある。

時に試行錯誤と様々な“もがき”も次へのステップと受け留めている。

そして、開講当日は全てが吹き飛んでしまったかのように受講者を

笑顔で迎える。今年も喧々諤々の企画会議が始動した。 

                              
 

館外活動研修―― 東京藝術大学（千住校舎）の施設見学の日取り決まる！― 

 かねてより足立区教育委員会を通してお願いしていた東京芸術大学(千住校舎)

の施設見学は、下記のとおり実施することになりました。２月の月例会を兼ねま

すので、会員の皆様は奮ってご参加くださいますようご案内いたします。 

＊ 日時   ： ２００９年 2 月 21 日（木） 午後 ３ 時 から 

＊ 場所   ： 東京藝術大学（千住校舎） 

＊ 集合場所 ： １階 事務所前 

＊ 集合時間 ： 当日は 15 分前までにお集まり下さい。 

（ 時間厳守をお願いします ） 

申し込みは、2 月１３日（水）締切 ボランティア活動推進部 
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☆★目標と理想をもった 1 年を・・★☆ 

相談役 市川茂敏 

１０数年前の生涯学習ボランティア養成セミナーで、

初めて生涯学習活動を実践している団体の活動事例

を聞いた。それからその団体に大きな関心を持ち、そ

のような活動ができる「楽学の会」と、その団体に追い

つき追い越したいという目標、そして期待される地域

づくりに貢献できる活動がしたいという理想を持つよう

になった。 

内で唯一の生涯学習の推進を目指すＮＰＯ法人と

して出発して今年は５周年を迎える「楽学の会」。「人

は年齢で老いるのではない。理想を失った時に老い

るのだ」。私の好きなこの詩の意味を改めてかみしめ

ながら、目標と理想を持った１年を送りたいものだ。 

 

☆★新年に想うこと★☆ 

理事 小林徹 

第１題                                 

「楽学の会」は、平成 15 年に NPO 法人になってか

ら今年で５年が経過する。今年はステップアップの年、

「あだち区民大学塾」を主体に、活動の場が拡がって

いくことに期待する。現在、会の活動の認知度も上が

ってきている。新しい人たちがどんどん会に参加し活

躍してくれるよう活動していきたいと思う。 

第２題 

今年は「環境元年」。新聞記事もテレビ番組もその

関連の情報が多い。1997 年に採択された京都議定書

の中で、温室効果ガスの排出量削減が義務付けられ、

2008～12 年の５年間に日本は 1990 年比で 6%の削減

目標を定められた。今年は行動開始の年。一人ひとり

が地球温暖化の重要性を認識し、温室効果ガス(CO2

等)の削減に対応した行動を開始していかなければな

らない。 

地球温暖化に関する学習機会を区民に提供して 

いくのもわれわれ「楽学の会」の活動の一つであると

思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆★参画の楽しさを目指して、情報発信！☆★ 
               理事 田中国弘 

会員向けの楽学ニュース、よりきめ細かな外部、会

員向け情報提供のホームページ、大学塾等の広報活

動、いずれも会員が楽しく参加し、情報発信できるプ

ラットホームです。しかしこれも、会員それぞれの多彩

な個性を発揮する役割分担で出来ること。今年の「子

（ね）」の干支の特徴は「行動力と財」とか。より多くの

人の参画を目指して、「子（ね）」にあやかり、財は？で

すが、皆さんと一緒に楽しく、行動力でやって行きまし

ょう！ 

もっとも私の抱負は達成されないからこそ抱負です

が、そこは皆さんのお力を借りて。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆★一期一会★☆ 
理事 瀬田佳男 

 明けましておめでとうございます。 

 青空がいっぱい広がっていた元旦でした。今年は、

良いことがありそうな・・・・そんな思いで新年を迎えま

した。 

 私は「一期一会」を座右の銘にしています。広辞苑

には「一生に一度だけ会うこと。一生に一度だけの機

会として、それに傾注すること。茶道の心構え。」とあり

ます。楽学の会の皆様とは縁あって出会ったわけで

すから、真心でのお付き合いを心掛けています。 

 今年は子年で、干支のスタートに戻りました。また、

平成20年と切りの良い年でもあり、２００８年と末広がり

の年です。楽学の会の活動も皆様と協力して、充実し

た事業になるように頑張ってまいります。しかし、活動

はスピードと余裕綽々の兼ね合いが長続きする秘訣

だと思います。 

 どうぞ、今年もよろしくお願いいたします。 
                  
 
 
 
 
 

2008 年を迎えて、会員のメッセージ 
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☆★平成２０年に向けて★☆ 
               理事 江川 武男 
 明けましておめでとうございます。 
早いもので、皆さんと一緒にボランティア活動に 

参加して３年が過ぎました。今年も「会」の発展 
を願うと共に、自分も輝くために会員同士協力し合

っていきたいと思います。 
 年末、オランウータンを見にボルネオ島に行き 
ましたが、自然破壊など地球の環境問題を考えさ 
せられる旅でした。身近な話題だけでなく、グロ 
ーバルな事柄にも関心を持ち積極的に生きる年に 
したいと思う！ 
 どうぞよろしくお願いします。 
 

☆★新年に思う★☆ 
               理事  石渡建夫 
 戊子（つちのえね）の新年が、穏やかに明け、本

日は成人の日。 
 ある調査機関が、新成人に対して行ったアンケー

トに「あなたの大切なものは何ですか」という質問

に対し「空気を読む力」との回答が多数あったとの

事に驚いています。疑問や不満を他人にぶつけ挑戦

するより、好きな仲間から、はみ出さないように自

分の考えを主張しない安易な態度が見え隠れする気

が致します。 
 私は、もう一度足許を見据え、「物事の本質」を見

極める姿勢を大切にし、次の世代に引き渡したいと

思っております。又、一昨年十周年を迎えた当会に

とって、今年は、今後の進むべき方向を再度確認し

会って行く大切な年と思います。経理については、

昨年から正式に導入した複式簿記の完成定着を図り

度く、微力乍ら努力致しますので、宜しくお願い致

します。 
 

 
 
 
 
  ☆★生涯学習★☆ 

理事  安田 善英 
去年の１１月から今年の２月にかけて、｢文化遺産を

活用した地域再生のための学び直し研修｣(筑波大学)、
｢青年後見実務｣(明治学院大学)、「環境基礎講座」(文
京区)、｢エコライフ｣(墨田区)、「孤独死を考える｣(新
宿区)等の講座、講演会を受講した。この間に考えた

ことが３月に開催される｢老後｣の講座の内容に結び

つきました。今年も、パソコンで調べて色々な講座、

講演会を受講しようと体調を整えたいと思っていま

す。 
 
 

☆★2008 年の子年を迎えて★☆ 
      理事 北川勇 

 明ましておめでとうございます。 
今年もどうぞよろしくご指導のほどをお願い申し

上げます。我が家ではお正月の恒例として墓参りに

行きます。年 1 回のおみくじを買いました。札は 35
番で大吉でした。 
 しかし金運、健康、恋愛いずれも良くないことだ

らけで何が大吉かよと思いましたが怒っても仕方な

く、今年は気をつけなさいと解釈しおみくじを木に

結んできました。従って今年の抱負の一文字は 

｢気｣としました。 
 
 
 
 
 
 

☆★新たなる歳を迎えて★☆ 
               理事 金子勝治 
 入会三年目を迎え、偏に思うことは多くの皆様

方のお力添えを得て、何とかやれて来た事です。 
今、“ボランティアとは”を改めて問い直し、また、

今年も尚一層の“誠実・信頼”を一番に考え、日々

一つでも多くの行事に皆様方とともに参加させて

頂けたらと願っています。 
 宋の理学の大成者、朱熹の詩「偶成」後半の二

句に  “未だ醒めず池塘春草の夢  
     階前の梧葉己に秋声“とある。 
      老いる自分に対する戒めとしたい。 
 
 

☆★一刻も早く、そして常に★☆ 
理事 大藤久子 

 新しい年を迎えます。この一年がどのようにな

るか。 
 それは、これから出会う多くの方々、また、こ

れまでの経験のなかった出来事、見たこともなか

った景色など、さまざまな出会いによって右にも

左にも動いていくと思う。昨年は多くの地域の

方々との交流ができ、新しくもっともっと発展す

るよう心がけます。 
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講座名 老後の備え安心講座 
日   程 テ ー マ 講 師 

（１）３月８日（土） 
 ＰＭ２時～４時 

高齢者介護を考える 
～地域全体を看護する～ 

東京大学大学院医学系研究科 
助教         田口 敦子氏  

（２）３月１５日（土） 
 ＰＭ２時~４時 

任意後見制度と遺言 
～私の意志の尊重～ 

成年後見センター・リーガルサポート 
東京支部長・司法書士 矢頭 範之氏 

（３）３月２２日（土） 
 ＰＭ３時～５時 

生涯現役の秘密 
～高齢者の健康常識～ 

日本応用老年学会理事長 
桜美林大学大学院教授 柴田 博氏 

上記講座のボランティアを募集しています。 
申込は下記に、締切は 2 月 23 日（土） 

江川武男 TEL.FAX 3898―1542  email  takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
北川勇  TEL.FAX 3840―4606  email  k-isamu@r4.dion.ne.jp 
なおスタッフ会議を 3 月 1 日(土) 午後２時より行います。 

 
 
 
 
講座名 あだちの宝物五色桜物語 
回 月 日 テ ー マ 講 師 
１ ３月１２日 

  （水） 
五色桜は足立生まれ 

～ご存知ですか？五色桜を～ 
医学博士 
      木村 茂氏 

２ ３月１９日 
  （水） 

五色桜は世界の名花 
～ワシントン・ポトマック河畔に咲く～ 

元・足立区公園課長 
      渡辺 隆夫氏 

３ ３月２６日 
  （水） 

五色桜はわれらの誇り 
～区歌にも歌われ雲の流れのごとく～ 

足立区青少年委員 
      浅香 孝子氏 

開催時刻  いずれもＰＭ７時～９時 
 
 
 
 
 

番記者が見た政界の裏側 
 年が明けて、日本中が政治の話題で充満している。

1 月 10 日、17 日、24 日の３日間開催された区民カレ

ッジ「番記者が見た政界の裏側～今だから語れる歴

代首相（池田、佐藤、田中）の真実～」には女性 20 名

が占める４５名が参加した。 

 時事通信社出身の政治評論家 増山榮太郎氏が、

番記者時代の体験をもとに政界の裏話のあれこれを

興味深く話された。 

 日本が置かれた状況の中で、国際的な対応、政権

政党内の派閥、次期首相争いと駆け引き、振り子の

政権継承、組閣人事など、吉田、岸首相の時代、池

田、佐藤、田中首相の場合と政治家の人間像に迫る

話の中にユーモアのあるエピソードを交えた講義であ

った。 

 特に、現在展開されている自民党と民主党の次期

衆院選挙に向けた攻防策とそれに対する見解は大変

参考になった。                （相馬義人） 
 

 
 
 
 

受託講座開催案内とボランティアの募集 

平成１９年度第４ステージ大学塾開催案内 

学習センター運営ボランティア報告 
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学びの場 再発見！ 
 楽学の会が誕生して１２年、学びの場をさらに広げ

区民に発信したいと、学びスポットを訪問取材して、

区民の目で見た足立の学習資源をご紹介する会員

参加型の新企画です。 
 

人気の郷土博物館 

足立区大谷田５－２０－１ ☏3620-9393 

１月１７日、区内小学校の見学でにぎわう郷土博物

館に荻野ちとせ学芸員を訪ねた。趣旨が歓迎され、

盛りだくさんの説明をしていただいた。 

その概要を紹介しましょう。 

【施設として区民に最も伝えたいメッセージ】 

○足立の歴史を学べる基点。 

○豊富な情報の蓄積があり、他地域の歴史資料館に

比べ史誌編纂、歴史図録など群をぬいている。 

○足立の多様な歴史文化の情報活用を是非して貰

いたい。 

（郷土博物館） 

 

【利用の仕方、楽しみ方】 

○開館は９時～１７時(入館１６時３０分) 

○入館料は一般２００円(団体２０名以上半額で要予

約)、中学生以下・７０歳以上・障害者は無料 

○休館は毎週月曜日(祝日の時はその翌日)、年末年

始１２月２８日～１月４日 

○無料公開日は５月５日、１０月１日、毎月第２・第３

土曜日 

○交通①ＪＲ亀有駅北口東武バス八潮駅南口行足立 

郷土博物館前下車 

②六ツ木都住行き（東淵江庭園）下車  

○職員や展示ガイドボランティア(土、日、祝日１１時

～１５時)に声をかけることをお勧めする。再発見や

学びの幅が増えるでしょう。 

ボランティアは約３０名が活動中。 

 

【学習のポイント】 

○子供は昔の生活道具などを見学して、社会科、歴

史勉強、日常生活を見直す良い機会。 

○大人は千住を初め足立の特徴。千住以外は農村

だった足立の歴史。自分の住んでいる地域の歴史

を多方面から探る楽しみが、勉強の機会となる。

（江戸時代の農村地域の地場野菜がいまも流通し

ている） 

（博物館併設施設東淵江公園） 

【最新情報・施設のこれから、目指す事】 

○今年８月末から６か月間閉館し、展示物の入れ替

えをする。リニューアルオープンは平成２１年３月半

ば。 

＜リニューアル後の展示テーマ＞ 

―江戸東京の近郊・江戸時代の足立― 

(１)江戸東京の近郊：農家と耕地・江戸の米どころ 

・近郊の各野菜・千住市場の誕生と発展 

(２)市街化していく足立：各工場・河川沿岸・お化け 

煙突と工場街・再生紙の生産・交通の発展・戦時 

下の東京近郊 

【とっておきの周辺地域情報】 

○佐野憩いの森：佐野新田地主の屋敷内の一部を

昔から公開、樹木、鳥、虫など多く生息。正に自然

が豊富に生きている別天地。 

○大谷田公園：梅の名所。 

○葛西用水親水路：利根川を源流としてかつては稲

作用灌漑用水として、大いに役立っていたが、都

市化が進むにつれて役目は終わり今は親水路とし

て整備され、桜並木、６月ごろ咲く合歓の木も３本く

らいあって、来訪者の憩いの場として目を楽しませ

ている。                    （安藤寿） 

★参加者の感想 

 施設も素晴らしく資料も豊富にあって、素晴ら

しい博物館である。是非皆様にもお勧めしたい。 
 
（次回は東和地域学習センターを予定しています 
参加者を募ります。 
連絡先・安藤 ３８８３―７８９８） 
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                     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 
                       email  yoshi.soma@viola.ocn.ne.j 
  
                                                           

☆雑 草 物 語☆ 

 春夏秋冬、滔々と流れる荒川放水路の堤に流れ込

む風に毎日浸りながら育って来た。 

 私は雑草です。雑草は強いです、元気です。放水

路は町と地域の人々に

愛され、下町情緒と今

昔の生活の想い出を作

ってくれる主人公のよう

です。時には台風一過

水害の恐れを受けて夜

も寝られない時もあり複

雑な心境を醸し出すこと

もあります。 

 余りむずかしい事は外に置いて、冬の放水路の堤

を吹き抜ける風は、“西”は雄大な富士山、箱根連山、

“北”は秩父の峰々から送り込まれる「清冷」で私達の

心の絆を締込んでくれる。自然の恵みとして受け止め

て感謝しているものです。昔の面影を顧みると、懐か

しい木造づくりの長々たる西新井橋、江北橋の両橋と

河川敷には俗称、天然プールと言う池地あり、またい

くつかの水泳の訓練場が軒を並べて開設され私達を

喜ばせてくれた。また千住火力発電所は四本煙突、

俗稱「おばけ煙突」と言う名を残した町に住む人達の

誇りであり私の人生の一頁に強く残る一影の宝です。

昔の想いを心にしっかり止めて今後も町、地域の発展

に寄与して行きたいと思っております。 

 雑記帖より“雑草は踏まれても強く生きていきます”                             

（中山豊治） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆花も実もある人生☆ 

 拙宅には、小さな小さな植木の庭があります。色々

楽しみたいと思い色々な木を植えてしまい、今では

「藪」です。庭には、松、竹、梅のほか、椿、山茶花、

金木犀、沈丁花、柿、棕櫚、萩、真弓、さらに植木鉢

で、藤、皐月、茶、薔薇、梔子(くちなし)、山椒、桑、紅

葉、千両,万両、南天…。それぞれに個性があり、枝の

伸び方、花の実の付け方にあわせた手入れが必要で

すが、美しい花が咲き、きれいな実が成ると「ニンマ

リ」。これからも、ますます増やして「花咲かテッチャン」

を極めるぞ？ 

                         （吉田哲二） 

 

み ん な の

広 場 

「楽学の会」（早坂代表宛て含む）への年賀状あ

りがとうございました！ 

○各顧問 

伊藤俊夫、興梠寛、平沢茂、大久保邦子の

各氏 

○交流団体 

さいたま市、狭山市（相次いで市民大学を

立ち上げ、講座の開講につなげているとの

お礼の連絡があった。） 

   文京区より、昨年の３者交流会での課題 

の検討会議を開催してはどうかとの連絡 

があった。（2 月頃の予定） 

○区民大学塾講師 

安藤昌益講座講師・石渡博明氏、 

デザイン講座・鈴木玲子氏、 

若者就業講座・木元栄子氏。 

今後とも「楽学の会」の区民大学塾の講師と

してご支援頂きたいと考えている。 
 

本の紹介「１０年後の名刺」 (リヨン社) ¥1,260(税込)（ 2月韓国でも発売） 

著者 崎山みゆき（（株）自分楽研究所代表取締役）（当会賛助会員） 

意外なことに、50代・60代の方にも沢山ご購入いただいています。自分を生かす

ために「10年後の名刺」を考える・・・。年齢は関係ないのかもしれません。 

 先日の講演会で 80歳の女性受講者が「私も将来を考えたいし、娘にも読ませたい。

サインをしてほしい」とおっしゃったので、私は感激のあまり、その方の手を握り

しめてしまいました。いくつになっても、こんな素敵なシニアが増えると、私たち

次世代も、未来が明るくなります。 ワークシート・事例・カウンセリング理論で

組み立てられた、新しい自己啓発書です。ぜひ、ご高覧下さい。 （崎山みゆき） 
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平成 20 年 1 月度の運営委員会は 1 月 7 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 

①12 月 27 日に早坂、小林、田中、緑川が教育委

員会を訪れ、斉藤教育長、鈴木課長、本間係長

に年末の挨拶を行った。「あだち区民大学塾」事

業支援に対するお礼と 20 年度以降も後援者とし

ての協力を要望した。また教育委員会から、会の

企画力を評価し、今後も区民のニーズに応え、

ジャンルの拡充と必要に応じて受講者が少ない

分野でも実施していくことが重要であるなど激励

の言葉があった。 

②顧問、大学塾講師、交流会・情報交換会を実施

した各団体から頂いた年賀状についての報告が

あった。 

２．あだち区民大学塾の件 

＜講座検討会議＞ 

第 5 回検討会は 1 月 15 日午後 3 時から開催す

る。 

＜大学塾企画会議＞  

①教育委員会より、大学塾に必要な事務用品の支

給について協力する旨の連絡があった。 

②ときめき 2 月号に掲載する「五色桜物語」の原稿

を新様式によりセンターに提出した。なお、「足

立よみうり」に同講座の開催記事の掲載を広報

部から依頼する。 

③事務局当番は 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＞ 

 生涯学習センター「スキルアップセミナー」は、２月

20 日、27 日、3 月 5 日（各水曜）午後 7 時～9 時開催

する。会員の受講申込みはボランティア活動推進部

が担当する。 

＜ボランティア活動推進部＞ 

月例会は 1 月 25 日（金）午後 7 時から開催する。 

＜広報部＞ 

①楽学ニュース第 127 号は 1 月 29 日に発行する。 

また、「新年の挨拶」寄稿の依頼があった。 

②「学びの場」再発見（新企画）の提案および趣 

旨説明があり、了承された。 

③ＨＰは 12 月 31 日に更新を完了した。リニューア

ル１周年となる。なお、区の協働推進室主催の

研修会をスキルアップのため受講予定。また、当

推進室から会のＨＰが大変素晴らしく、参考にし

ているとのメールがあった。（紹介） 

＜事務局＞ 

①1 月 5 日 A-net 新年会が開催され、平成 20

年度の活動方針を検討した。また、「男たちの

ボランティア 2008」への参加確認があった。交

流会の準備は、ボランティア活動推進部、広

報部、事務局が行う。 

４．その他 

①12 月 13 日開催された鎌ヶ谷市生涯学習セン 

ター「ボランティアスキルアップ講座」出席報告

があった。 

②12 月 14 日開催された中央区民カレッジ「生 

涯学習サポーター養成コース」出席の報告が

あった。                （瀬田佳男） 
 
 
 
 

○運営委員会 

2 月 5 日（火） 午後 7 時～9 時 ワークルーム 

○2 月月例会 

2 月 21 日（木） 芸術大学見学 

○学習支援部 

2 月 ７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 

2 月 8 日(金) 午後２時～4 時 ワークルーム 

○広報部 

2 月 8 日（金）午後 3 時～5 時 ワークルーム 

2 月 22 日（金）午後 3 時～5 時 ワークルーム 

2 月 26 日（火）午後 3 時～5 時 ワークルーム 

○事務局 

2 月 13 日（水）午後 4 時～5 時半ワークルーム 

○大学塾企画会議 

2 月 14 日（木）午後 3 時～5 時 研５ 

○大学塾講座検討会議 

今月は休会 

○ホームページ企画会議 

2 月 24 日（日）午後 3 時～5 時 ワークルーム 
 

運営委員会だより 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 
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生涯学習センター 
ボランテｲア情報 

Wanted: Volunteers!! 
通勤の途中、すっかり葉の落ちた桜の枝が小さなつ

ぼみをたくさんつけているのに気がつきました。「春遠

からじ」桜はもう春の準備をしているのかと、心弾む

思いでした。 

皆様も風邪に負けず、寒い冬を乗り切ってください。 

本年も引き続き皆様のご協力を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＊ 
▼日本脚本アーカイブズ準備室連携講座 
 『女性脚本家が語る! 作品の人間模様』 

◎日時    2/25（月）・28（木）・29(金) 

      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  分野 

▼ＮＨＫ関連文化講演会 

『天璋院篤姫展』 

◎日時    3/2（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  8名程度 

（司会・受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  大塚 

▼お茶の水女子大学連携講座 
『住まいの中の民俗学』 

◎日時    3/6・13・27（木曜日） 

      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 

▼放送大学連携講座 
 『この子どもたちに 

未来を託せるのか？』 
◎日時    3/7・14・21（金曜日） 

      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 

★★★申込方法★★★ 
 生涯学習センターに直接、電話・e メールなど

でお申し込みください。 
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 
■申込締切り日 
「女性脚本家」・・・２月 ８日（金） 
「篤 姫」・・・・・２月１８日（月） 
「民族学」・・・・・２月１８日（月） 
「子どもたち」・・・２月１８日（月） 

 
 
 
 
 
 
○「楽学の会」の運営に関するお問い合わせ 
  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 
 Ｅ-Mail：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 平成も早 20 年「楽学の会」も 12 年になります。 
新年のよきスタートを願う会員のメッセージは

紙面の都合で本号と次号の掲載になります。ご了

承ください。 
 政治・経済面では多難を予期せざるを得ない年

明けとなりましたが、当会は更なる前進を目指し

てゆきたいものです。 本年もよろしくお願いし

ます。 
（瀧呑昭瀧） 

☆紙面の都合で楽学インフォメーションは 
７ページに掲載しています☆ 

★お問い合わせ＆ご意見等 


