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■1月月例会報告 

「１９年度の活動を踏まえ、20 年度に向けて」 
１月月例会は今年度、年初の早坂代表の挨拶「新たな切り口で変化を」との提言を受けて、月例会の内容に

おいても、新たなる俊風を取り込むべく、広く会員の皆様からも、テーマのヒントを求めることとし、下記のテーマ

において各グループに分かれて討議を行った。 

グループ 討議テーマ 討議内容 

第１ 「行政」「外郭団体」との交流会・ネットワーク

について 
情報交換・施設見学など 

第２ 運営ボラの参加協力について 
 

センターも含め会員の協力 

第３ 講座を実現させるために 
 

区民・会員のニーズの組み入れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各グループにより活発な討議は時間を越えて、大変内容の濃い発表が行われ、最後に挨拶を兼ね早坂代表

より助言と纏めの話があった。今回の討議結果は昨年実施した会員向けのアンケートの集計結果とも併せ、今後

の活動課題として有意義に各部局に活用されることが望まれる。続いて各部局長よりの案内・報告・連絡事項が

行われ、盛況裡に終了した。                                  （ボランティア活動推進部） 

 

☆館外活動研修―「東京藝術大学千住キャンパス視察」 

 2月21日（木）会員18名が、昨年9月にオープンした同

大学の千住キャンパスを訪れた。 

 ここは、千寿小学校の校舎を一部改修・増設し、開設さ 

れたものです。特筆すべきは、国際音響規格にのっとった

非常に優れた音響特性を備えたスタジオを有し、当日偶然

ピアノ・フルート・クラリネットの三重奏による“生演奏”を聴く

ことができた。 

最も驚かされたのが、米国映画「スーパーマン」の一コマ 

を映像とともに“ない音”をつくり出した音響のすごさの臨場感をもって味わうことができたことでした。ただ、この

ような音響技術は世界の中でも日本はトップレベルにあると伺って、きっとこの足立区から若い才能が 21 世紀

の新しい音楽と音響を生み出してくれることを期待して、キャンパスを後にした。 

                                                              （北川勇）
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☆★「楽学ニュース」編集部から

こんにちは☆★ 

        理事  木島叔子 

 １月の月例会で「すみからす

みまで読んでいます」と声が掛か

りました。広報部員として胸が熱

くなる瞬間です。どのページから読んでいただけるか

しら、ミスプリントはないかしらと、印刷したてのインク

が乾くのを待つ間ももどかしく、１枚１枚折るのは、皆

様の手元に届く時のことをあれこれ考える楽しい時間

です。 

 事業の報告やご案内に加え、昨年から連載の「み

んなの広場」へのご寄稿を、生きがいとしてくれる編

集子ともどもお待ちしています。 

 そして１月から隔月に掲載予定の「学びの場再発

見」の取材にもぜひご参加ください。 

 「楽学ニュース」を通して会員皆様の交流がより深

まりますように！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆★“みんなの広場”の生きがい★☆ 

                           相馬義人 

 “みんなの広場“の担当になり、投稿のお勧めに無

い知恵を絞っています。電話では、「お元気です

か？」「突然のことで恐縮ですが…」と、かしこまってし

まい、お断り上手の方には、「書くことは大の苦手で

…」と取付くひまもありません。 

 森繁久弥の“銀座の雀”のモノローグに「人間、オ

ギャーと生まれて生涯、歌を唄わなかった人があるで

しょうか。小学生の時には、イヤでも唄わされ、長じて

サラリーマンになれば、日頃の鬱憤を“のれん酒”で

唄いはらす…」を思い出し、「歌」を「書くこと」に置き

換えてみたらなどと思いめぐらせています。 

 「書くことでなくても構いません。あなたのプロフィー

ルの一部をお聞かせいただければ」○○さん（談）に

まとめることもできるのではないかと。近況報告も貴重

なメッセージと思っています。 

  ☆★今年は子年★☆ 

理事 岡田スミ子 

子年は十二支第一番目の「干支」です。ネズミは繁

殖力が強く人間に害を与えることが多く、決してかわ

いい動物ではありませんが、一方ハツカネズミは動物

実験として人間に貢献しています。ネズミに関すること

わざに「窮鼠猫を噛む」があります。たとえ力の弱い者

でも窮地におちいったときに必死に抵抗すれば思わ

ぬ力を発揮する意味です。窮地におちいる前に対処

したいものです。 

今年の年女として、ハツカネズミの

如く区民大学塾を通じ学習支援の提

供と、一人でも多くの会員が活動に参

画し、学びの喜びを共有できるよう努めて行きたいと

思います。今年もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆★平成２０年を迎えて☆★ 

     理事 鹿島健一 

 昨年の初めには４つの目標を立てました。その中

の一つ読書について、１年を振り返ってみたら、読ん

だ本は９０冊でした。 

特に、印象深い作品には、黒須紀一郎の「婆娑羅

太平記」全６巻、「鉢屋秀吉」上下巻、宮尾登美子の

「平家物語」全４巻があります。 もりた・なるお、山本

一力、樋口茂子、朱川湊人、永井義男らの作家とは

印象に残る出会いを感じ、読書の楽しさを満喫させら

れました。他の３つの目標もそれなりに達成できて満

足しております。 

今年も会員の皆様と共に「大学塾」講座の企画に

邁進し、健康を維持して、同じ目標を継続しようと思っ

ています。 

 

 

 

 

2008 年を迎えて、会員のメッセージ２ 
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☆★２００８年を迎えて★☆ 

         理事 石田佳久 

 年の初めに毎年旅行の計画をたてています。継続

している日本全国への四季にわたっての旅で１０余年

になります。 

 ４７都道府県をくまなく春夏秋冬四季それぞれの良

さを知りたく旅をつづけています。大体７割くらいは済

んでいるのでもう少しです。 

 今年は子年十二支のスタートの年です。私の会の

活動も初心に帰って今以上人と人とのふれあいを大

事にしながら自分の出来る範囲で頑張れたらと思っ

ています。 

 よろしくお願いします。 

 

 

 

☆★新年を迎えて先人の知恵に学ぶ★☆ 

 監事 安藤寿 

 我々の生活の知恵を多くの先人たちが残してくれ

た。これらを大事にしたい。「温故知新」「歳月人を待

たず」「笑う門には福来る」などなど。特に笑いは体の

抵抗力を強め病気回復に役立つことが医学的にも証

明され報道もされた。 

また「温故知新」は古きを訪ね新しきを知る、という

意味ですが、その言葉を生かし「楽学ニュース」では

「学びの場再発見！」をシリーズ化して区内各所の生

涯学習、文化施設などの取材を始めました。 

現在に至る歴史、施設周辺のとっておき情報なども

大変勉強になります。会員の皆様是非ご一緒に回り

ましょう。連絡先 安藤 電話 ３８８３―７８９８です 

 

 

☆★初心に立ち返って★☆ 

監事 原田 進 

平成 20年は、楽学の会の更なる飛躍にむけて、
これまでのあだち区民大学塾と受託事業に加えて、

もうひとつ新しい事業を考える年になるのではと

期待しています。 
事務局の一員としては、事業管理と情報の共有

にパソコンの活用をいっそう推進するとともに、

個人としては、もう一度初心に立ち返って楽しく

ボランティア活動を行ないたい。 
そのためには何をおいてもまず健康第一。血糖

値に腰とヒザの痛み・・・新年早々イエローカー

ドを突きつけられて、日々の節制を肝に銘じたき

びしい 1月でした。 
 

☆★年頭に想う★☆ 

理事 今野君江 

新しい年を迎え、心を新たにして、様々なことに取

り組んでいきたい。昨年から取り組んでいる江戸時代

の「古文書解読」そこから垣間見える、その時代の息

吹きを感じている。現代とは比較できない生活様式や

経済活動だが、そこに醸しだされる豊かさ、広域な交

通手段がなかったことで生じた人と人とのつながりの

濃さ。今年は、これも少し深めていきたい。学ぶことは

楽しい。年を重ねて改めて想う。 

今年は、一層、多くの方々と「学ぶ楽しさ」を共有し

ていきたい。豊かな心にこそ新しい発想が生まれるこ

とを信じて取り組みたい。 

 

 

 

 

 

 

☆★ＨＰチームはてんてこ舞い★☆ 

神戸 明 
読者の皆様、楽学の会ホームページ(以下ＨＰ)を

見ていただいていますか？。 

当会と繋がりのあるボランティア団体のＨＰを見ま

すと、多くは専門家の手が入っています。しかし我々

のＨＰは会員の手作りです。 全くの素人集団が毎月

これだけの分量をこなしている例は聞いたことがありま

せん。自慢です。 先日あるＩＴセミナーに出席したとこ

ろ、当会のＨＰをご存知の主催者から、「ソフトは何を

お使いですか」と聞かれ「ＨＰビルダーです」と答えま

したら「エッ？」と絶句。「ただただ驚くばかり」との反応

でした。褒められたのか呆れられたのか、ビックリさせ

たことは確かです。素人の凄さですね。 (^.^) 

我々の原動力は、しつこさと時折聞こえて来るお褒

めの言葉です。現在、ＨＰ委員が数人で分業をしてい

ますが、以前は染野さんを中心として、原田さんと、お

二人でやっておられたのですから、さぞや大変だった

と思います。 

なお「ホームページ」は日本式の表現で、正式には

「ウェブサイト」と言います。直訳すると「蜘蛛の巣の小

屋」ですね。そのウェブサイトの初めの頁がホームペ

ージなのです。（トップページとも言います） 

これからもＨＰ委員全員で「楽しい・役に立つ」 ＨＰ

を作っていきますので、大いにご利用ください。 

（掲載順不同） 
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男たちのボランティア２００８成功裡に終了！
「男たちのボランティア２００８」が２月１６日（土）午後

１時より足立区役所で１８０名が参加して盛大に開催

された。 

 開会式は阿倍実行委員長、社会福祉協議会の根

本事務局長の挨拶、近藤足立区長の来賓祝辞があ

った。 

 第１部講演会では足立区教育委員会社会教育主

事の高井正さんが「初めの一歩～私が生きるボランテ

ィア～」と題して講演した。ボランティア活動とは何か、

ボランティア活動の基本原則と心構えを説いた。最後

にボランティアは自分のための豊かな学びになるとの

話には多くの参加者が納得していた。引き続き、楽学

の会の緑川理事ほか２人が先輩ボランティアとしてプ

レゼンテーションを行った。 

 第２部交流会には１４のボランティア団体がブース

を出して活動を紹介した。楽学の会のブースには２７

人が訪れ、会の活動内容や参加の相談を受けた。 

 

 第３部の懇親会では交流会で聞けなかったこと、ボ

ランティアについて知りたかったことなど、食事をしな

がら楽しく話し合うことができた。 

 「男たちのボランティア２００８」を通して、ボランテ

ィアに大切なネットワークづくりもできたイベン

トであった。                 （瀬田佳男） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

              ☆300 字以内、mail またはＦＡＸでお送りください。 

               送付先は相馬まで。電話:FAX.03－3889－8202 

                                            Email: yoshi.soma@viola.ocn.ne.j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

み ん な の

広 場 

開戦の日に思う“空襲だ”“空襲だ” 
 
 今年百歳の母、三ケ月程預かった時の事。昼

間はソファに座り歌を口遊んでいる。 

 或る日大声で「空襲だ」「空襲だ」「大変だあ」と

叫んだ。 

大きなトラックが地響きをたて狭い道を通った。

「避難しなくては」「おめえ早く早く」エビの様に丸

く曲った背には風呂敷包を背負っていた。 

「おばあちゃんトラックが通ったの、大丈夫」なかな

か納得しない。暫くして一言。 

「おっかなかったー」と背の物を下ろしていた。 

 東京最後の空襲、昭和 20 年 5 月 24 日母の郷

に疎開をした。貧乏の子沢山の食卓は貧しかっ

た。団栗(ﾄﾞﾝｸﾞﾘ)の粉のパン、さつま芋等が主食。

南瓜の種等のおやつ、田螺(ﾀﾆｼ)、蝗(ｲﾅｺﾞ)等の

おかずもあった。子育ての為苦労と工夫をして三

食を与えてくれた母は戦争の恐ろしさは未だ染み

ついて、反応が速い。 

“明治人 童女になりて 手まり唄” 燿子 

                       （秋本燿子）

 

安藤昌益と千住宿との謎 
 
安藤昌益（1703年～1762年）は、青森県八戸

の町医者である。当時の武士や僧侶等の権威

を否定し農民こそが社会の主人公だと主張した

異色の医者であった。 

 医学上の主張や自然に対する洞察、社会に

ついての考え方を集大成した「自然真営道」

（100 巻）の原稿本が千住仲町の橋本家に永く

保管されていた。このことから昌益と千住宿との

間にどんな関係があったのかを調べようと地元

千住仲町の有志が中心となって「昌益と千住宿

との関係を調べる会」が立ち上りこの謎解きが始

まった。6 年間の謎解きで色々のことが解明され

たがまだ核心には迫れない。 

 お寺の墓石調べや古文書の解読に会員は手

分けをして挑戦を続けている。 

 一年前、楽学の会では多くの会員の力で昌

益研究の第一人者石渡博明氏を講師に迎え、

「安藤昌益って誰」の講座が実現した。振り返っ

てみると、この講座は千住における昌益研究の

象徴の一つだったような気が

する。 

                      （酒井政雄）

 

「楽学の会」ブースにて 

昌益肖像画 
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運営委員会だより 
平成 20年２月度の運営委員会は２月５日（火）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平成 20 年度の運営に 1月月例会での意見・提

案を活かしたい。具体的には運営委員会・総

会の開催日時の検討、女性会員の人材育成と

して男女参画プラザの「区民企画講座」への

応募等参加意欲を引き出す実践の場の提案。 

②2月 23 日文京区で鎌倉・文京・楽学の三者打

合せ会議の開催。当会から 4名出席。 

③5月 23日中央区公開講座で宇都宮大学廣瀬隆

人教授の講演会が開催される。 

④文化ボランティア全国フォーラム 2008 は中

央区での開催が決定。実行委員会は 2 月開催

の予定。 

⑤市川相談役が日本余暇学会発行「余暇学研究」

に投稿。4月発刊の予定。 

 

２．あだち区民大学塾の件 

＜講座検討会議＞ 

第 5回検討会 1月 15 日に開催。12 名参加。次

回は 3 月に開催。多数の参加と提案を期待し

たい。 

＜大学塾企画会議＞  

①教育委員会からの事務用品供給に対して必要

な品目を検討中。 

②あだち若者サポートステーションから交流活

動の提案があり、会から 5～7名の参加を検討

中。 

 

３．各部、局の報告及び提案 

 ＜学習支援部＞ 

  受託講座「老後の備え安心講座」3 月 8 日・

15 日、22 日の（土）。運営スタッフを募集中。

打合せ会議は 3月 1 日（土）午後 2時～。 

 ＜ボランティア活動推進部＞ 

①2月月例会は 2月 21 日（木）午後 3時からの

「東京藝術大学」見学会とする 

②1月月例会「19 年度の活動を踏まえ 20 年度に

向けて」のグループ討議のまとめを部会で行う。 

 ＜広報部＞ 

①楽学ニュース第 128 号は 2月 26 日に発行。 

②「学びの場」掲載記事について感想を聞き、

次回「東和学習センター」の予定、訪問を希

望する会員への連絡の仕方など意見交換があ

り、隔月の掲載で企画をすすめることになった。 

③ＨＰは 1月 31 日に更新を完了した。また、グ

ループで技術的課題を検討中でまとまり次第

報告する。 

＜事務局＞ 

①19 年度事業報告書、20 年度事業計画書を 3

月運営委員会までに提出の連絡。 

②足立税務所に「法人税免除延長願」を提出。 

③20 年度第 1四半期運営委員会開催予定、昼間

の開催に変更、いずれも午後 2時～ 

4 月 4 日（金）,5 月 2 日（金）、6月 5日（木） 

 ④20 年度第 1四半期月例会開催予定 

  4 月 25 日（金）、午後 7時～、5月 26 日（月） 

  (総会)午後 6時～、6月 27 日（金）午後 7時～。 

            （瀬田佳男） 

 

 

 

 

 

 

「学びの場 再発見！！」取材参加者募集！ 
 第３回の取材は４月上旬に舎人地域学習センタ

ーを予定しています。日暮里・舎人ライナーの開

通に伴い、周辺地域の探訪と五色桜との出会いも

楽しみです。参加希望の方はお問い合わせくださ

い。        安藤☏３８８３―７８９８ 

 

３月月例会連絡 
３月の月例会は下記要領で開催します。多数の会

員の皆様の参加をお願いします。 

日時：３月２８日（金） 午後７時～９時 

場所：研修室１ 

テーマ：「会の活動の基本を学ぶシリーズ」 

第 1 回：講座準備 

（各回シリーズを予定） 

 

 
 
 
 
 
 
 

今月も楽しい新着情報お届けします。 
・H20第１ステージ２講座開催ご案内 
・H19第４ステージ講座開催中 
・生涯学習センター運営ボランティア情報 
・ ＜会員専用ﾍﾟｰｼﾞ＞各部局１月活動状況報告 

ホームページを見て、どんどんご意見をお寄せく

ださい。皆様の情報がＨＰを変えます。先ずはア

クセスしてください。そして忘れずに｢お気に入

り｣ に登録してね。 
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生涯学習センター 
ボランテｲア情報 
Wanted: Volunteers!! 

極寒の中にも梅の花が咲き始め、春の足音がか

すかに聞こえてくるようです。この号が皆さんの

お手元に届く頃には、梅は満開かもしれません。

梅・もも・さくら、これから私達の目を楽しませ

てくれますね。 

さて、生涯学習センターではすでに平成 20 年

度の講座準備に入っています。新年度でお忙しい

とは思いますが、皆様のお申込みお待ちしていま

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＊ 
 
▼区民カレッジ 
 『モディリアニとパリの憂愁』 
◎日時    4/9・16・23・30  

毎週水曜日 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 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  倉持・永井 

 
▼ＮＨＫ連携 

『国宝 薬師寺展』関連文化講演会 
◎日時    4/19（土曜日） 

      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・高橋 

 
★★★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 

  「モディリアニ」     

    「薬師寺」 

＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで講座の内容をチラシで見られます。

また申込もメールで簡単にできます。とても便利

です。(ｾﾝﾀｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱページと会員専用ページ) 

 
 
 

○運営委員会 

3月 6日(木) 午後7時～9時 ワークルーム 

○月例会 

3月28日(金)  午後7時～9時 ワークルーム 

○学習支援部 

3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 

 3月11日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

 3月 7日(金) 午後3時～5時 ワークルーム 

 3月24日(月)  午後3時～5時 ワークルーム 

 3月28日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 3月12日(水) 午後2時～4時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 3月 6日(木) 午後4時～6時 ワークルーム 

○大学塾企画会議 

 3月13日(木) 午後3時～5時 研修室１ 

○ホームページ企画会議 

 3月30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い

ます。講座予定も入り、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 
 ２月はこれまでにない強い突風が吹き荒れる中で

のニュースの発行となりました。そんな中でも皆で

楽しく編集会議ができたのではないかと思います。 
 今月もニュース満載ですが、先月に続き「2008年
を迎えて、会員のメッセージ」のお届けとなります。 
 また月例会報告を寄せた金子さんから「まだまだ

寒い日々が続きます、くれぐれも健康には気をつけて

活動に参加してください。」のメッセージを頂きました

のでお伝えします。         (田中国弘) 

３月２５日（火）

楽学インフォメーション
★会合のお知らせ★ 


