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3月 28日（金）、22名が出席で平成１９年度最後の月例会を開催しました。従来の月例会の進め方に対

する反省から、今回は全員で討議するワークショップ型に変え、また発言した人の顔が見えるように、テー

ブルもロの字型に配置した。代表の挨拶、各部局からの連絡事項などに加え、全員で討議するテーマを設定

しました。 

 そのテーマは、まだ活動経験の少ない会員や活動にあまり参加出

来ていない会員に対して、いつでも楽しく、やさしく活動に参加で

きるようにとの想いから、「会の活動の基本を学ぶ」シリーズの第1

回目として、区民大学塾の「講座準備」を取り上げました。 

 まず江川ボラ活部長から、区民大学塾の講座を開催するまでの一

連の準備作業を、実例の資料で説明を行いました。会議は、実際に

経験した会員から講座を作り上げるまでのチェックポイントや成功

の秘訣などが披露されました。また普段講座の締切日などの工程管

理に関して疑問を抱いている会員や活動経験の少ない会員からも

次々と質問が出されました。以下は主な質疑内容でした。 

 質問 講座の募集についてお聞かせ下さい。例えばチラシの配布先は？部数は？一番効果があるのは？ 

 答え ○講座開催のお知らせは、足立区学習振興公社発行の「ときめき」（毎月1日発行）の掲載と会独

自に作成したチラシで募集しています。 

     ○チラシの配布先は、現在足立区の公共施設61ヵ所と、必要に応じ効果のある出先に配布してい

ます。約1500部を印刷しています。一番効果のあるのは、「ときめき」を見て参加した方が多い

ようです。 

 質問 講座の応募方法について、なぜ往復はがきなのですか? 応募者にとって不便なのでは？ 

 答え ○確かにご不便かと思いますが、以下の理由で往復はがきの方がトラブルが少なく確実性があると

考えています。 

    １つは電話による応募は、常時専任スタッフがいないこと。また聞き間違え易い欠点があります。 

    ２つはFAXによる応募は、送信時にウラのまま白紙で送られてくるケースが時々見受けられます。 

    ３つはパソコンのメールによる応募は、会独自の事務所がありません。間借りしているため現在イ

ンターネットの接続ができていません。 

 今後、シリーズ第2回目を準備していますが、何か取り上げてほしいテーマがございましたらボラ活部 

までご連絡をお願いします。                  (ボランティア活動推進部 北川 勇) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 130号 (発行 平成 20年 4月２５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 

平成20年度通常総会開催案内 

    １、日 時 ５月２６日（月）午後６時～ 

    ２、場 所 生涯学習センター・研修室４ 

    ３、議 題   ①議長、議事録署名人選出の件 

           ②平成１９年度事業報告・収支計算の件 

           ③平成２０年度事業計画・収支予算の件 

           ④理事・監事選任の件 

           ⑤会費改定の件 

   お願い：やむを得ず欠席する会員は、委任状を事務局長・瀬田宛に提出して下さい。
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「只者でないリーダーたち」 
～野球人生にかけた男たち～ 

4 月 10 日､17 日､24 日(木)の 3 回にわたり講師

ジャーナリストの佐藤安弘氏の歯切れの良い、明

確な、楽しい、熱の入った講演は、心が弾むよう

な「元気」を与えてくれました。野球界の人生劇

場を見ているような錯覚にも陥るような話術には

感心しました。また、時折まじえる時事放談は鋭

い解説で、なるほどと思わせてくれます。 

講演をとおして、佐藤氏は人生論を語っています。

「人生何が起きるかわからない」「人生は幸せになる

ため」「人間、１５分間はヒーローになる」「ねずみ

も虎のごとし」

等々、含蓄ある

言葉がどんど

ん出てきます。

時間を忘れて

しまう、本当に

「元気の出る

講座」でした。           

（小林徹） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新･話し方講座」 
～話す力･感じる力を養うコミュニケーション術～ 

2 年ぶりの開講となった「新･話し方講座」は、

楽学の会会員の船田君子講師により、4月 9日､16

日､23 日(水)の夜 3 回にわたり開催された。 

55 名の受講者は全員が初めての受講とのこと

で、相変わらず話し方に対する人々の興味の高い

ことがうかがわれた。 

第 1 日目、明確に言葉を伝えるための、腹式呼

吸や口を大きくはっきりとあけてなどの技術的な

ことを中心に進められたが、おわりに「手術」や

「新宿」などを発音する時には、「シュジツ」や「シ

ンジク」などと発音する方がわかりやすくきれい

に聞こえるなど、もとアナウンサーらしいワンポ

イントの紹介などがあったりして、充実した 2 時

間であった。 

第 2 日目は、今回はじめてのこころみで、数年

前から足立区の傾聴ボランティア養成講座の主任

講師をつとめられ

ておられた後庵正

治氏に講師をお願

いして、傾聴をとお

してコミュニケー

ションの極意を学

ぼうとの趣旨で、実

際に会場ではじめ

てあった二人が、自己紹介から楽しく会話をかわ

す訓練など、受講者もたいへん楽しく参加してい

た。              (原田 進) 

             

交流団体からのお便り紹介～市民大学事業始まる 
・さやま生涯学習をすすめる市民の会 
  平成 19 年 7 月に当会を訪問された団体で、「さやまの市民講座」誕生と「楽学

の会」との交流会の模様を広報誌「学びの仲間たち」に掲載したと報告を頂い

た。 
  その中で当会を「我々の良き目標になると思います」(学習環境 G 狭間氏)との

紹介があった。 
・さいたま市民大学運営委員会 
 平成 19 年度さいたま市民大学の修了生が立ち上げた市民グループ「彩学会」により、「市民企画コー

ス」が開講できる運びとなったとのお礼の報告を頂いた。因みに市民企画コースのテーマは「さいた

ま市の今と昔～郷土の魅力再発見！！～」です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２０年度あだち区民大学塾 

第１ステージ開催報告 

平成 20 年度 生涯学習センターの人事異動と組織名の改称 
  生涯学習部から学習事業部・生涯学習センターに改称され、新部長は川嶋新一氏。 
大学塾の新担当、広報担当（ときめき）は勝野浩美さん（継続）永井邦子さん、  
会場担当は勝野浩美さん（継続）山守珠実さん。 
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住まいの中の民俗学 

 ～日本の生活文化が伝えるもの～ 
 ３月６日から「住まいの中の民俗学」３回講座

が開催された。講師はお茶の水女子大学准教授の

宮内貴久氏。民俗学は民族の古来の伝承を研究対

象とする学問。福島

県の旧い農家のた

たずまい等をフィ

ールドにされての

判りやすい内容で

あった。 

 「住まいを創る」

では、家に対する思

いと祈りをこめて棟上げの際に唱するのは“君が

代”であり、女性の使用する品も奉納する等の説

明に受講者は新たな事実に驚き、「幸福を招き、災

いを防ぐ」では、いくつかの工夫や祈り、風水と

家相について解説された。 

 「現代に伝えたい伝統行事」ではいくつか話さ

れたが、ここ足立にも似た様な事例があるようだ。

「しあわせを求めての日々、されど来てしまうそ

の時に人間同士の支え会いがしっかり出来ていた

ようだ」に、大勢の方々がうなずき、驚いていた。                            

(南協子) 

  

この子どもたちに未来を託せるのか？ 
   ～学校・地域・家庭の教育力～ 

 ３月 7 日、14
日、21 日の全 3
回、標記のテー

マで区民カレッ

ジ（生涯学習振

興公社と放送大

学連携）が開か

れ、区民４６人

が聴講した。 
 講師は、学びピアにある放送大学足立学習センタ

ー所長 岩永雅也教授で、今、関心の高まっている

「ゆとり教育の見直し」「学力低下」「格差問題」等

に切り込んだ内容で展開された。戦後ほぼ 10 年毎に

改訂されてきた学習指導要項を振り返って明解に解

説され、受講者は一様に納得の表情であった。 
 テーマである「未来を託せるか」の結論は講義で

教えてもらえるような課題ではなく、今後も皆で考

えていく問題だと理解された。 
 「教育は常に本番、試しがない」は教育の重さを

示す金言の一つだと思います。    (酒井政雄) 
  
 
 
 
 
 

 
NHK 連携「国宝 薬師寺展」関連文化講演会 

この講演会は NHK 連携、平城遷都 1300 年記念

「国宝 薬師寺展」関連文化講演会として行われま

した。4 月 19 日（土）２時～４時生涯学習センター

講堂です。受講者 180 名の募集に対して、1000 名の

応募があったそうです。始まって以来の事でまさに

驚きです。講演は、足立区生涯学習振興公社 川嶋

新一部長の挨拶で始まりました。講師は生まれも育

ちも薬師寺という法相宗大本山薬師寺、生駒基達（い

こまきたつ）執事。演題は「薬師寺―1300 年の歴史

と文化」薬師寺の創立から、1300 年の時を経て「国

宝 薬師寺展」における仏像の姿、心のありような

ど、多岐にわたって、お話をうかがうことができま

した。知らないことを知る楽しさを学びました。ボ

ランテｲア参加者 8 名でした。             

                             (今野君江) 

 

 

 

 

佐野直子さん（元生涯学習センター窓口担当） 

退職ご挨拶で来室 （写真中央） 

平成 17 年まで生涯学習センターで当会の窓口

担当をされ、大変お世話になった佐野直子さんが

この度ご主人が海外へ赴任されるに伴い、区役所

退職のご挨拶に3月24日ワークルームに見えられ

た。長い間本当にありがとうございました。 

 

 

学習センター講座、運営ボランティア活動 
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舎人ライナー開通による足立再発見 

「学びの場再発見」の第３回「舎人地域学習センター」取材が日暮里・

舎人ライナーの開通に合わせ実施されました。これを機会に、舎人周辺地

域の再発見と正に桜のシーズンということで、あだち区民大学塾で開催中

の「あだちの宝物・五色桜物語」を現場で学習してきましたので報告しま

す。（「学びの場再発見―舎人地域学習センター」は予定通り隔月の 5 月

掲載となります。） 
 

１）実施日時：4 月２日（水）午前 8 時 30 分～午後 2 時 
２）取材対象：竹ノ塚西口集合、舎人氷川神社、神領親水路、舎人緑道、見沼代用水親水路、西大寺、

舎人地域学習センター、日暮里・舎人ライ  ナー乗車、レーガン桜記念碑（都立舎人

公園）、五色桜の広場（都市農業公園解散） 
３）参加者： 秋本燿子、安藤寿、石田佳久（以上学習センター取材班）、岡田スミ子、金子勝治、 

木島叔子、小林徹、田中国弘  （8 人） 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
【参加者からのメッセージ】 
小林さん 
･満開、舎人緑道の桜並木は必見 
･レーガン桜記念碑で歴史を学ぶ 
･足立にもこんなところがある 
舎人公園は市民の広大なオア

シス、春爛漫のわれらの街を楽し

みました。 
 
 
 
 
 

金子さん 
・舎人公園駅西側に出ると、地元

住民のボランティア「緑と鳥の

会」が植えた、菜の花畑が迎え

てくれました。 
・都は新たに 700 本の桜を植え

「千本桜」の名所として、舎人公     

園を沿線の核とした行楽地にと   
力を入れている。 
 
 
 

岡田さん 
･舎人地区は田園風景が残る地域

と思っていたが、小鳥囀る閑静

な住宅地に驚いた。 
･氷川神社本殿の龍が絡み合って

いる彫刻が見事で印象に残っ

ている。 
･足立区も捨てたものではない。

歴史や観光としての情報発信

を広めていくべきと感じた。

舎人の鎮守府氷川神社:社殿の彫刻が

素晴らしい。桜も見事でした。 

ライナーの終点見沼代親水公
園駅：マンションも増え劇的
な変化を実感する。 足立最古のムラ舎人遺跡で３世紀卑

弥呼の時代の土器発見。驚きです。 

富士を背景に走るライナー 

舎人緑道：あだちの千鳥ガ淵とも呼べ
る桜の見事な所。正に再発見です。 

見沼代親水公園：あだちの農地用水の
源。一度は訪れたい必見の場所！ 

舎人公園：都心からお客を呼
べる拠点公園として、菜の花
畑、車両基地上の新公園と再
整備が進んでいた。 

レーガン桜記念碑：講座で知って現場
を見ると実感できる。良かった。 

都市農業公園の芝生広場に
て秋本さん持参のごちそう
を皆で頂く。まわりに 97 本
の五色桜が植えられている。
種類がこんなにあるとは！ 

目的の江北五色桜の表示板があった！ 
ここで記念の写真を撮る。このあとピ
ンクのアメリカ種を見て解散。 
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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でお送り下さい。 

送付先は相馬まで。 電話:FAX. 03-3889-8202 

                    E-mail: yoshi.soma@viola.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 4 月度の運営委員会は 4月 4 日（金）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 

 ①3 月 13 日及び 25 日開催した「文化ボランティ

ア全国フォーラム in 東京」実行委員会の報告。

楽学の会は 10 月 31 日分科会を実施する予定。 

 ②4月 3日足立区男女参画プラザ「区民企画講座」

に崎山みゆき氏を講師とする 3 回講座の企画書

を提出した。通知があり次第対応する。 

 ③4月 3日ＮＰＯ活動パワーアップ支援事業の件

で奥村精二氏(日本茶インストラクター)と打合

せ。 

 ④昨年度交流会を実施したさいたま市、狭山市か

ら市民大学を開講したとの報告があった。今年

度から、送付された資料を事務局がファイルし

閲覧できるようにする。     

2.あだち区民大学塾の件 

 <講座検討会議> 

  第６回検討会は3月6日に開催、参加13名。次回

は 4月 4 日午後 4時から開催する。 

 <大学塾企画会議> 

  ①生涯学習センターの担は、講座:勝野氏、広   

   報:勝野氏・永井氏、会場:勝野氏・山守氏。 

 ② 子 ど も 向 け 親 子 講 座 は 竹 ノ 塚 地 域 学     

習センターとの共催を検討している。 

3.各部・局の報告・提案 

<学習支援部> 

  生涯学習センターに 20年度受託事業の企画書を

提出した。 

 <ボランティア活動推進部> 

  4 月月例会は 4 月 25 日(金)午後 7 時～「生涯学

習センター事業と運営ボランティア」の講話を予

定。 

 <広報部> 

① 楽学ニュース第 130 号は 4 月 25 日に発行。 

② 第 3回「学びの場再発見」4 月 2 日に実施。 

③ 「ＨＰ利用の仕方と見方」説明会開催の予定。 

<事務局> 

① 20 年度ボランティア保険の加入手続きをした。 

② 生涯学習センターに「老後の備え安心講座」

の実績報告書を提出した。 

③ 19 年度事業報告書案、合計残高試算表、20

年度事業計画書案の説明があり、検討を行っ

た。                    (瀬田佳男)      

～・～写真の楽しみ～・～ 
最近２ヵ月間で写真好きな方合計 16 人にお

会いして写真の楽しみについてインタビュー

しました。年齢 40～70 代で職業も様々。とて

も面白い経験でした。 

「あなたはなぜ写真を撮るのですか？」との

問いに、答えは以下の 3 種類に分かれました。

①記録系:家族･ペット･趣味の記録、会報誌や

プログに掲載するためデジカメで気軽に撮

る主流派。 

②健康系:写真は元気の素、外出して季節を感

じるお散歩派。 

③メカ派:機械を操作する喜びを味わう人達。

④芸術系:作品を撮る美術派･･写真の楽しみ

も様々でした。 

私は記録系、写真を使ってお役にたてれ

ば幸いです。”久々の フィルムカメラは

電池切れ”          (神戸明)

～・～リハビリ生活も楽し～・～ 
朝、九時半頃家を出る。自転車を漕ぐ。

向かう先は近くにある民間のスポーツ施

設。ジム、スタジオ、プールがあり、私は

ここで半日ほど過ごす。この生活を日課と

して 3 年余りが経つ。 

 思いがけない脚関節の故障で大きな手

術を受けた後、体重管理と筋力アップが課

題となった。それを機にトレーニングに目

覚める。水中歩行、クロール泳ぎ、アクア

ビクスなど、主にプールを利用している。

水の中は心地良い。楽しい。が、なかなか

元の元気な脚には戻らない。宿命とはい

え、内心少々カナシイ。 

 今を盛りに咲き誇る桜、やがて散り際の

美しさをみせながら葉桜となる。 

私には散る桜の美しさはないけれど、運

命を肯定して、今を充実させ人生の最終章

を笑顔で奏でたい。    (佐瀬千恵子)

運営委員会だより 
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生涯学習センター 
ボランテｲア情報 

Wanted: Volunteers!! 
   ☆５月の募集はありません☆                  
             
 

 

HP を日頃コツコツと陰で支えてくれている人達

を紹介して、という有難いご意見を頂きましたの

でスタッフを紹介します。 
 
 
 
 
毎月の企画会議風景（今月のトップイラストはこれ！） 
＜ＨＰを支える９人のメンバー＞ 
・喜多村政夫（アップロード・システム担当） 
・神戸 明 （Ｗｅｂデザイン担当） 

・染野絢子 （システムアドヴァイザー） 

（更新コンテンツ作成担当） 

・石田佳久 ・江川武男 ・小林徹 ・瀧呑昭瀧 

・原田進  ・田中国弘（全体まとめ） 

＜メンバーからのメッセージ＞ 
神戸さんが完成させた原稿を実際のホームページ

に掲載するのを担当しています(写真の右端の少し

太った人が私で、左端が神戸さんです)。 
 今でも思い出すのは、一昨年の１月１日にリニュ

ーアル版を初公開する際のことです。３１日より取

組んで、結局、朝の７時頃に完了したのですが、24：
00 に出来る筈のを、待ちかねたメンバー各位は、皆、

寝てしまっていたようです。 
 このプロジェクトが始まってまもなく、フルタイ

ムでの再就職が決まり、今は、一番ロードの少ない

役を担当させて頂いています。 
 本当は、早くどなたかに引継ぎ、ダブルスタッフ

の構成に持って行きたいのですが、マニュアルの作

成が遅れていて、なかなか進みません。どなたか、

やってみたいとお思いの方、ありましたら、田中さ

んまでご連絡ください。     （喜多村政夫） 
 
楽学の会ホームページのトップ頁には毎月季節 

のイラストを載せています。 
  一般に音楽や画像・文章には著作権があり、気に 
入ったからと言って勝手に使うことが出来ません。 
有料ならばきれいなイラストが各種ありますが、我 
々は無料版を探さなければなりません。しかも年賀 
状や暑中見舞い用と違ってその他の季節用は少ない

ので頑張って探しているのです。なおパラパラ動画

の半分は自作です。 
 （神戸明） 

 
 

○運営委員会 

5月 2日(金) 午後2時～4時  ワークルーム 

○5月月例会(総会) 
5月26日(月) 午後6時～9時  研修室4 

○学習支援部 
5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 
 5月 9日(金) 午後2時～4時 ワークルーム 
○広報部 
 5月 8日(木)  午後3時～5時 ワークルーム 

  5月22日(木) 午後3時～5時 ワークルーム 

  5月26日(月) 午後3時～5時 ワークルーム 
○事務局 
 5月14日(水) 午後2時～4時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 
 5月 8日(木) 午後1時～3時 研修室4 
○大学塾企画会議 
 5月15日(木)  午後3時～5時 研修室2 

○ホームページ企画会議 

 5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い

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 
風薫る新緑の季節。130 号が手元に届くころ

はもうゴールデンウイークになっているころ

だと思います。 
 広報部は舎人新線の開通に合わせて舎人地

域の再発見をしました。今後もその地域の行事

に合わせて企画したいと思っています。また楽

しく読んでいただくためにも皆様からの情報

を部員一同お待ちしています。  (石田佳久)
72 歳で Word に挑戦、多機能なれどユーザー

無視する Word は嫌いで実際に使うのは今回が

初めて。予想以上に勝手なことをするソフトで

すが皆さんの協力で何とか形になりました。

(瀧呑昭龍) 

楽学インフォメーション
★会合のお知らせ★ 


