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☆ さ ら に 一 歩 踏 み 出 す 「 楽 学 の 会 」 ☆ 
～３事業の開催決まる～ 

◆ 生涯学習センターで「文化ボランティア全国フォーラム in 東京」分科会を開催 ◆ 

河合隼雄元文化庁長官提唱の「文化ボランティアで日本を元気にする！」というコンセプトのもと、ミユージア

ムなどの文化施設だけでなく、地域でさまざまな形で活動するボランティアが一堂に会して交流することで、課題

解決や発見・元気につなげることを目的に、２００６年３月、第１回フォーラムが埼玉県国立女性教育会館で開催

されました。昨年は弘前の地で開催、「楽学の会」は全国の団体では最多の8名で参加、今年度は実行委員とし

て分科会を企画・実施することになりました。 

今回は「あだち区民大学塾」事業の一環として、（財）足立区生涯学習振興公社及び会員の皆様のご協力の

もと、「楽学の会」の生涯学習支援事業を全国に発信したいと考えております。 

○日時：２００８年１０月３１日（金） 

○会場：足立区生涯学習センター等 

○内容：(１)講演会 (２)千住まち歩き (３)ワークショップを予定  

                                   (早坂津夜子) 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◆ 足立区男女参画プラザ区民企画講座が「楽学の会」に決定 ◆ 

 平成２０年度区民企画講座に応募、下記の概要で開催が決定しました。この講座はプロジェクトチームによる

運営を予定しています。 

 ○テーマ：子育てママのための「１０年後の名刺」 ～なりたい自分になるための極意を学ぶ～ 

 ○講師：崎山みゆき氏 （株）自分学研究所代表取締役  

○日時：９月４日、１１日、１８日各（木）午前１０時～１２時まで 

○会場：足立区男女参画プラザ       (早坂津夜子) 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～ 

◆ ＮＰＯ法人すみだ学習ガーデンとの交流会を開催します ◆ 
 これまで多くの生涯学習団体との交流会を積極的に行ってきましたが、このたび、すみだ学習ガーデンより当

会との交流の申し出があり、打ち合わせた結果、下記の通り実施する予定です。 

 ○交流団体：ＮＰＯ法人すみだ学習ガーデン 

（墨田区民による区民のための総合的な生涯学習を担うボランティア組織で学習サポーターを中心に活動を行っている。） 

○日時：６月２日（月）午後２時～５時 

○会場：生涯学習センター研修室１  

○内容：グループに分かれ相互に活動紹介、質疑応答、施設見学、懇親会等 

(ボランティア活動推進部) 

が  く     が  く 

写真：昨年の弘前大会 



 2

平成２０年度第 1ステージ後期･第 2ステージ 

あたち区民大学塾講座開催案内 

 平成２０年度第１ステージ後期（「自分史入門」「今こそ論語との再会を」）と第２ステージ（「実録鬼平講座」「日

本語講座」）が下記の通り、実施されます。会員の皆さん、協力し成功させましょう。大学塾講座の運営スタッフへ

の参加をお待ちしています。今回は、実録「鬼平」講座と外国人のための「日本語講座」への参加をお願いいた

します。 

■申込先：あだち区民大学塾事務局：平日1時～5時 電話・ＦＡＸ：03-5813-3759  

E-Mail：takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp （ボランティア活動推進部 江川武男） 
 
 講座名 講師名 開催日時 

１ プロの編集者から学ぶ 

｢自分史入門｣ 
フリーランスエディター

外山義也氏

５月 23 日、30 日、６月 6 日

各金曜日 
午後 2 時～4 時 

２ 今こそ「論語」との再会を 
～漢文の時間がお昼寝タイムだったあなたに～

中国文学研究家 

       須藤明美氏

6月 11 日、18 日、25 日 

各水曜日 
午後 2 時～4 時 

3 実録｢鬼平｣講座 

～鬼か仏か、長谷川平蔵の生涯～ 

独協医大講師 

元朝日新聞社会部記者

       佐々木明氏

6月 28 日、7 月 5 日、12 日

19 日（実地研修） 

各土曜日 

午後 2 時～4 時 

4 外国人のための｢日本語講座｣ 

～日本語能力試験 3級受験対策～ 

～過去の試験問題で実力チェックを～ 

拓殖大学 

日本語教育研究所講師

       小川美紀氏

7月 2 日、9 日、16 日 

各水曜日 

午後 7 時～9 時 

 

■４月月例会報告 
「運営ボランティアガイド」について 

 ４月２５日（金）会員２６名出席のもと平成２０年度初の月例会が開

催された。学習事業部の新部長 川嶋新一氏の就任挨拶、武田たか

ねセンター所長の今年度から「大学塾」が２者共催体制で新たな出発

となり一層の連携が必要との挨拶があった。 

 本日のテーマに入り、センター分野課長補佐より、共催事業の運

営ボランティアとしての活動内容や心得などについて、「楽学の会」の

「運営ボランティアガイド」を改訂した改訂版（配布資料）によりお話を

して頂き、次に、「あだち区民大学塾」の運営ボランティアに関して、

ボランティア活動推進部の江川部長から説明があった。 

その後の質疑応答の時間では、講義中の災害発生の対応と事前

の訓練について意見交換があり、検討課題となった。引き続き、早坂

代表理事の挨拶と各部局からの報告があり閉会した。 

今回多数の会員に出席して頂きたかったと残念に思いました。 

（ボランティア活動推進部 岡田スミ子） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■６月月例会は６月２７日（金）午後７時～ 研修室４ 

 議題：諮問会議からの「答申」を発表の予定です。 

多数参加ください！！ 
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生涯学習センターボランティア報告 

～モディリアニとパリの憂愁～ 

 人気講座、美術史研究者齋藤陽一氏の西洋美術

史講座が、4 月 9 日から全 4 回、６0 名を越える愛好

者が参加し開催された。 

 「モディリアニとエコール・ド・パリ」を主題に、個性

的な画家たちの生涯と作品が多彩なスライドでわかり

易く解説された。 

 彫刻から絵画へ転身したモディリアニの「ジャンヌ

の肖像」「座る裸婦」、ロシアのユダヤ系画家シャガー

ルの幻想的な「わが青春の思い出」「綠衣のベラ」「ア

クロバット」、孤独・飲酒・偏愛のユトリロの白の時代の

「コタン小路」、色彩の時代の「ヴニーズ街」、モンマル

トルの建物や通りを描いた風景画。 

 虚構と事実が交錯するアンリ・ルソーの「女蛇使い」

「戦争」「豹に襲われる黒人」等々絵の観かたを興味

深く学んだ講座であった。 

 運営ボラ 7名が参加。司会担当がスライド操作係を

兼ねるなどすべて滞りなく終了した。   （相馬義人） 

 
市川相談役著  

「利他的余暇を実践する 
生涯学習支援ボランティア団体の 11 年」 

 市川相談役が余暇学研究に投稿した題記論文を

拝読させて頂きました。まずタイトルのフレーズと英語

を付記した点がとても学術的で品格を感じました。草

創期から11年という歳月に亘って未経験からくる苦労

と不安は想像を絶するのではなかったかと思います。 

本稿の終わりに興味深い2つほどの記述がありまし

た。「会の活動の拡充と人材の確保」と「財政基盤の

確立とその方策」についてですが、まさに我々の会が

今直面しており、避けて通れない課題でもあります。

幾つかの方策が挙げられており今後参考になると思

います。そして、その方策のタイミングや生半可では

達成できないことも十分理解できます。 

また、会を運営する際、知識、経験、技術が必要で

あるが、より大切なことは、皆でここぞという時に力を

合わせられることと、常に「やる気」をなくさないことが

進歩につながることであると最近思うところでありま

す。                      （北川 勇） 

生涯学習センターボランティア情報 

皆様多方面にご活躍ですのでお忙しいと思いますが、

ご協力の程どうぞよろしくお願い致します。 
 
▼団塊世代の地域回帰推進事業 

『セカンドライフ満喫講座』内訳 

①文人墨客と千住宿 

日時    6/22(日) 14時～16時30分 

活動時間  13時10分から17時頃まで 

②暮らしに役立つ｢資格｣の話 

日時    7/5(土) 10時～12時30分 

活動時間  9時10分から13時頃まで 

③感動体験旅行ガイド 

「世界遺産の見どころ“フランス編”」 

日時    7/5(土) 14時～16時30分 

活動時間  13時10分から17時頃まで 

④花の知識とガーデニング 

日時    7/12(土) 10時～12時30分 

活動時間  9時10分から13時頃まで 

⑤日本映画の醍醐味！黒澤作品の魅力 

日時    7/12(土) 14時～16時30分 

活動時間  13時10分から17時頃まで 

⑥江戸検定にチャレンジ！ 

日時    7/19(土) 10時～12時30分 

活動時間  9時10分から13時頃まで 

⑦気軽に体験・カラダづくり 

日時    7/19(土) 14時～16時30分 

活動時間  13時10分から17時頃まで 

 

◎会   場 生涯学習センター 研修室1 

◎募 集 人 数 各回２名 延べ １４名 

◎講座担当者 分野・坂田 

申込方法は６ページの生涯学習センターボランティア情

報をご覧ください。 

 

「生涯学習概論入門」２００８年版ご紹介 

著者名：斎藤哲瑯顧問（川村学園女子大学教授） 

定 価：１４００円→特別斡旋価格１０００円  

（会員の方に限りの価格です） 

申込先：事務局 瀬田佳男 電話：03-3896-2462 

 E-Mail：ys-0618@taupe.plala.or.jp 

（本のご紹介ポイント：「はじめに」より引用） 

・多くの人が学習を通して「生きがい」 

や心の豊かさ」を求めている。 

・ただ課題も多く知恵の結集と行動 

への実践が求められている。 

・本書は大学テキスト用にまとめら

れているが生涯学習を実践している我々にも大いに

参考になる。ぜひご一読をお勧めします。 
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学 び の 場 再 発 見 ！ 

いにしえから未来へ舎人地域学習センター 

足立区舎人 1-3-26  ☏3857－0008 

４月２日、東京の桜満開の中、ライナーの開通に合

わせ、広報部安藤、石田の外、センター近在にお住

まいの秋本さんをお誘いしての訪問である。 

応対して戴いたのはセンター所長の石原宏章氏。 

創立２１年目の建物は１階が区民事務所、住区センタ

ー（児童館、老人館）、２階は図書館、３階が地域学

習センターで、館全体の保守管理と学習センター運

営を指定管理者として管理運営をしている。 

 

 
 

【施設として、最も区民に伝えたいメッセージ】 

舎人、古千谷、入谷の約 11,000 世帯をテリトリーと

している。広報誌「つくし」は毎月 3,500 部を発行、地

域家庭へのポストインを約 300 軒、近隣のスーパー4

店舗にも置き、センター認知を深める努力をしている。

新たな利用者を歓迎したい。 

 

 

 

【施設利用の仕方・学習のポイント】 

施設として第１、第２学習室、教養室、レクホールが

ある。新年度（４月）から始める教室、講座がいろいろ

ある。 

目玉は「基礎から始める中国語」（北京オリンピック

向け）、「親子で楽しく英会話」、人気の「日曜寄席」、

将棋、囲碁などは子供に好評、硬軟合わせて工夫し

ている。サークル団体は３１。講座を機会にサークル

団体を増やしたい。教養室は畳部屋、今は洋風作り

が多いので子供達が喜ぶ。レクホールは体育に使用。

音曲も制限はあるが使える。コーラス、ギターなどは

可。和太鼓など床に響くものは不可。 

 

【施設のこれから目指すもの】 

講座、教室の開催にバリエーションを付けること、何

よりも地域の男性の利用を増やしたい。限られた利用

者から開かれた利用者を目指す。 

 

【交通機関】 

①竹の塚駅西口から東武バス見沼代親水公園行

き西門寺前下車。 

②西新井駅西口から東武バス流通センター行き古

千谷一丁目下車。 

③日暮里・舎人ライナー舎人駅下車。 

【利用時間】 

午前 9時から午後 10 時 30 分。所定休館日あり。 

 

【とっておきの周辺地域情報】 

都営舎人公園、２３区内最大の公園で自然が多く

残っている。歴史的価値のある舎人氷川神社、龍の

彫刻は必見。 

見沼代親水公園、３世紀ころの出土品が見沼代親

水公園駅構内に展示されています。    

 （安藤 寿） 

 

 

 

★参加者の感想 

 銀色の新車両が眩しく、花のトンネルに吸い込まれ

る様子。住民が待ち焦がれた舎人ライナーは「旬」。 

 芽吹く木立の中にレンガ造りの学習センターに一

歩、何とも云いがたい暖かい建物に迎えられた。文化

遺跡の貴重な地域のセンター。２１年の刻をなしてい

ると所長のお話、細心の配慮を持って地域住民と接

する想いを強く感じました。 

「限られた人だけが利用するのでなく」、１戸毎にメ

ッセージを届けるなど、知恵の限り自ら示されているこ

とに頭が下がります。 

全館から子供達の元気な声、お年寄りの明るい笑

い、ピアノの音に美しいハーモニーが溢れる舎人セン

ターの「俊」に名残を惜しみつつ後に致しました。 

（秋本耀子） 
 

次回訪問先のご案内＜参加者募集＞ 

場 所：佐野地域学習センター 

住 所：佐野２－４３－５ TEL 3628-3273 

日 時：６月中旬 

連絡先：広報部 安藤 宛 080－6548－0675 
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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。 

☆送付先は下記の相馬までお送りください。（300 字以内） 

FAX.03－3889－8202    E-mail: yoshi.soma@viola.ocn.ne.jp 
 
  笑いと上手なしゃべり方の効果（市川茂敏） 
 世界初のお笑い博士が筑波大大学院から誕生したという記事（毎日新聞３月２６日）を見た。笑いが糖尿病患

者の食後の血糖値の上昇を抑える効果があるというもの。 

 講座でも笑いを誘う話の方が頭に入り易いことは経験済だが、笑いの効果が健康にも及ぶという実証だ。相手

の笑いや関心を誘うしゃべり方は難しい。たまたま「しゃべり上手を目指そう」などが内容の『笑いの教科書』（株）

春日出版発行という書物に出会った。 

 堅苦しい学術書ではない。相手に面白い印象をあたえるテクニック、話の組み立て方、間の取り方が書いてあ

る面白い「自己啓発本」（著者）。著者は３年間吉本興行で芸人として活動し、現在は笑いの研究をしている東京

生まれの元・お笑い芸人の瀬沼文彰さん。 

 笑いを大切に上手なしゃべり方を学び、笑いの効果をいただいて健康でいたいものだ。 

 
  

  墨の香にひたって(木口千恵子) 
ご無沙汰していますので、近況を・・・ 

若い頃から書に携わってきましたが、作品を発表するだけでなく、近年は仕事としても充実してきて忙しい日々

です。自宅を含めて三カ所ある教室やサークルでは、小学生から 80 歳代までの幅広い年齢層のお相手となり、

それぞれのレベルにあった課題を用意して楽しみながらやっています。 

実用書中心の人から師範位を目指す人までさまざまですが、中には 30 年近く続けている人もいて、作品を通

してその人の人生まで見ている感があります。美術館での書道展への出品もあるなかで、毎年「梅田センターふ

れあいまつり」に参加しているサークルは、メンバーの作品を展示することによりお互いの上達が見えて、楽しみ

な場となっている様です。昨年は、台東区教育委員会主催のラーニング・スクエアで、依頼されて全 8 回の「筆ぺ

ん講座」を実施し好評を得ました。筆よりも手軽で便利ということでしょうか？？           

 

  
運営委員会だより 

 
 平成 20年５月度の運営委員会は５月２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 
①「文化ボランティア全国フォーラム実行委員会」 
・4月 19日開催。前回弘前フォーラム実行委員長
田中弘子氏外 14名が出席。前回のＤＶＤの提供
があり、5月の総会後に紹介する。（早坂、緑川） 

・分科会担当者補充に鹿島・安田の 2名の提案が
あった。 

・分科会事務局、3 コース担当者は総会後全会員
に協力を呼びかける。 

②区民企画講座に応募し決定通知を受けた。テーマ

子育てママのための「10 年後の名刺」講師 崎山
みゆき氏、9月 4日、11日、18日（木）午前 10
時～12時、担当はＰＴで対応し 5月中に決める。 

③市川相談役から日本余暇学会「余暇学研究」に掲

載の「利他的余暇を実践する生涯学習支援ボラン

ティア団体の 11年」論文の寄贈があり、希望者に
配布する（9部）。 

④20年度運営委員会の委員および開催日について 
・総会後、20年度の委員は各部局より推薦し、6
月は新旧委員が出席、7月から新委員により開催。 
第 2 四半期開催予定は 7 月 1 日、8 月 1 日、9
月 1日午後 6時～8時との提案が了承された。 

 
２．平成 19年度事業報告・収支計算書および 20年
度事業計画・収支予算の件 
 事務局より報告があり、夫々について検討の結果

了承された。 
３．あだち区民大学塾の件 
 講座検討会議：4月 4 日開催。20 年度の 15講座
実施の見通しがついた。次回 5月 8日午後 1時～ 
 大学塾企画会議：ときめき原稿文字数の制限がき

つくなった事と会場予約状況の報告があった。 
４．各部局の報告及び提案 
＜学習支援部＞ 
 生涯学習センターに受託事業の企画書を提出し２

講座が内定した。 
＜ボランティア活動推進部＞ 
 運営スタッフ募集：区民大学塾は岡田・酒井、セ

ンター講座は江川･金子が担当する。両方のチラシは

ワークルーム白板に貼ってあること、及び月例会テ

ーマの提案に協力要請があった。 
＜広報部＞ 
楽学ニュース第 131号は 5月 26日に発行。HPは

5月 29日更新。文字対策を実施した。 
＜事務局＞ 
 4月度の経理処理と総会資料を作成する。正会員
の会費は総会後徴収する。     （瀬田佳男）

みんなの

広 場 
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生涯学習センター 

   ボランティア情報 
Wanted: Volunteers!! 

 風薫る爽やかな季節となりました。今回の講座
ボランティア募集は、団塊の講座が開催されるた

め盛り沢山となりました。皆様多方面にご活躍で

すのでお忙しいと思いますが、ご協力の程どうぞ

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＊ 

▼団塊世代の地域回帰推進事業 

『セカンドライフ満喫講座』 
◎日時    6/22～7/22  各時間  
講座内訳は３ページ学習センターボランティア活

動報告ページを参照ください。 

◎会場     生涯学習センター 研修室1 

◎募集人数  各回２名 延べ １４名 

◎講座担当者 分野・坂田 

 

▼区民カレッジ 

 『東京から考える温暖化』 
◎日時    7/3 7/10 7/17   

 各木曜日 19時～21時 

◎活動時間  18時10分～21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 

 （受付・案内・運営等） 

◎講座担当者  坂田・高橋 
 
▼ＮＨＫ連携講演会 

『北京故宮 書の名宝展』 
◎日時    7/13 

日曜日 14時～16時 

◎活動時間  13時10分～16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  高橋・大塚 
 

★★★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 

「団塊講座」 ６月１０日（火） 

「温暖化」   ６月２０日（金） 

「北京故宮」 ６月３０日(月) 

 

 

○運営委員会 

6月 5日(木) 午後2時～4時 研修室4 

○月例会 

6月27日(金)  午後7時～9時 研修室4 

○学習支援部 

6月10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 

 6月10日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

 6月 6日(金) 午後3時～5時 ワークルーム 

 6月23日(月)  午後3時～5時 ワークルーム 

 6月27日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 6月16日(月) 午後2時～4時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 6月 5日(木) 午後4時～5時半 研修室4 

○大学塾企画会議 

 6月12日(木) 午後3時～5時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

 6月29日(日)  午後3時～5時 ワークルーム 

 
★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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 今月号は喜多村さんが制作を担当。本号掲載の通

り、会の活動は益々幅広く活発になって来ています。

これも会員が総力を挙げての成果です。天候不順が

続いていますが幸い大きな災害も無く、活動できる事

に感謝して更に会の発展、自己啓発に努めましょう。 
                 （安藤 寿） 

楽学インフォメーション
★会合のお知らせ★ 

「文字カブリ対策」5月より実施スタート 
文字サイズを「大」 以上にすると上下の文字が重なっ

たり、隣の写真に被ってしまいます。そこで、現在のソフト

を使いながら、頁の幅を広げアナログ的に微調整を繰り

返す方法を採りました。Web 制作のプロから笑われるよう

な恐ろしく原始的な方法ですが、何とかクリアしました。 

現在トップ頁から直接行ける頁の対策は完了していま

す。大汗でした。暫くは「カットアンド トライ」で進みます

が。今後は、担当者全員がHTML 言語の勉強もしようと

考えています。会員の皆さまも是非ＨＰを見て試してくだ

さい。 

そして、ご意見を是非お寄せください。 (神戸 明) 
E-Mail：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp（田中国弘）

ホームページからのお知らせ 


