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平成 19 年度通常総会開催報告 
平成19年度通常総会は5 月26日、早坂代表理事から力強い抱負の挨拶があり、議長に田中さんが選任され、

議案の審議が行われた。 

平成19年度事業報告及び収支報告が承認され、平成20年度事業計画及び収支予算が原案通り可決された。

続いて 6 月 30 日で全理事・監事が任期満了になるので、理事・監事候補者の提案があり、原案通り可決され、全

員が受諾した。次に正会員の年会費を 2,000 円から 2,700 円に改定する提案があり、この議案も原案通り可決し

た。 

また、報告事項として平成 20 年度理事役割、ボランティア

保険加入申請について説明があった。 

なお、平成 20 年度理事役割分担・監事は次の通り。 

代表理事早坂津夜子 学習支援部小林 徹（部長）、鹿島

健一、安田善英 ボランティア活動推進部江川武男（部長）、

岡田スミ子、金子勝治 広報部田中国弘（部長）、石田佳久、

尾島美津江 事務局緑川祥元（事務局長）、石渡建夫、大

藤久子、北川 勇 監事安藤 寿、瀬田佳男 

新任理事の尾島さんより就任の挨拶があり、退任の原田

さん、木島さん、今野さん、瀬田より退任挨拶があった。原田さん、木島さん、今野さんご苦労さまでした。今後もよ

ろしくお願いいたします。                                                        (事務局 瀬田佳男) 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

新理事・監事就任に思う 

 私は平成 15 年 4 月にNPO

法人「楽学の会」が設立以来、

理事・事務局長に選任されて

いました。皆様方のご協力で

無事に大役を果たすことが出

来ました。厚く御礼申し上げま

す。 

平成 14 年 10 月に東京都 NPO 法人係に NPO 法

人設立申請書を提出しました。その時の楽学の会の

正味財産は 0 円でしたが、平成 20 年 3 月 31 日現在

の正味財産は 999,042 円になりました。5 年間の会員

の努力の結果です。NPO 法人は正味財産の分配は

出来ませんが、これを活用してよりよい事業を展開し、

楽学の会の発展を願います。 

今後は監事として楽学の会の活動に参加してまい

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

瀬田佳男監事（前理事） 

理事にと言う要請があり、私

で役にたつのかしらと戸惑い

がありましたが、させていただ

くことになりました。 

入会して３年目に入り会の

様子が少し理解でき、気のお

もむくままに活動していた時期と違い責任ある行動が

望まれると思います。今年度は「楽学の会」が変化を

求められる年になるのではないかと思いますので、少

しでもお手伝いさせていただければと思っておりま

す。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

         尾島美津江理事（新任） 
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自分史入門講座 

 

 

 

今こそ「論語」との再会を 

5 月 23 日、30 日、6月 6 日（金）受講生 26 名, 

講師に外山義也氏を迎えて開催されました。 

 新幹線を利用して長野より受講された方もおり、

皆さんの熱心な受講態度には敬服させられました。

既に先生のご指導を受けている方、本として出版

された方等、経験のある受講生の方々が多く、傾

聴ボランティアもされている先生のわかりやすく

丁寧な話し方、書き手の個性を尊重し褒め上手な

指導にやさしい人柄を感じました。 

 私も人生の折り返し点を過ぎ、今まで自分で歩

んできた人生を書き残してみたい思いに駆られま

した。最終日に「今まで書けずに苦しんでおりま

したが前が明るく見えてきました。有難うござい

ました」と満面の笑みを残して帰られた受講生も

多数おられ印象的でした。「初歩の文章の書き方講

座」など企画されたらまた学びたいと思っていま

す。               （福田洋子） 

 

 

 

あだち区民大学塾 

夏休み親子教室開催案内 

  講座名：みんなで考えよう、地球のことを！

～温暖化とはどういうことなのか～ 

  日 時：7 月 29 日（火）午後 1時 30 分～午後

3 時 30 分 

  場 所：竹の塚地域学習センター 

  対 象：小学 1 年生～4 年生（保護者同伴可） 

  人 数：30 名  受講料：無料 

  講 師：小林 徹 氏 

元（財）無人宇宙実験システム研究

開発機構研究員（楽学の会会員） 

申込み：7 月 1 日（火）より、竹の塚

地域学習センターの窓口、または電

話で受け付ける。  電話：

03-3850-3107 

 

講師の須藤明美氏には、昨年 11 月 7 日、元足立

区教育長 佐々木一彦氏の紹介により早坂代表と

今野、私が初めてお会いした。 

 以後ワークルームでの打ち合わせ数回、頻繁な

Ｅメール交換を重ね、講座の進め方、チラシの内

容、レジュメの作成などを検討、その間、須藤氏

の熱心で真摯な取り組み姿勢には頭が下がる思い

だった。 

 ～漢文の時間がお昼寝タイム・・・・～が効果

的だったのか、あっという間に定員を超え「論語」

に対する関心の高さを感じた。 

 会場の収容人員を考慮し、45 名に受講券を発送

した。キャンセルもあり最終 40 名の受講者を迎え

て６月 11 日開講した。 

 熱の入った講義、2 回目終了後にアンケート 28

枚を回収。好評の意見が多い中、引き続きこの講

座を希望される人が 18 名もいて、「論語」講座の

成功とリピートを促されたという印象を受けホッ

とした。          （鹿島健一） 

 

あだち区民大学塾講座報告書完成 

 
16、17、18 年度に引き続いて、19 年度あだち区民

大学塾講座報告書が完成した。

今年度は前年に比べ、作成を

短時間で行うことができた。

これはひとえに、会員の皆さ

んが講座終了後、資料のパソ

コン入力等を的確に行って頂

いたお陰で今後とも各講座に

ついての入力は、よろしくお

願いします。 
 尚、本講座報告書はワークルームのロッカー内にあ

りますので、会員は自由にご覧ください。 
           （ボランティア活動推進部） 
 

区民大学塾第１ステージ２講座開催報告 
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図説『ユダヤ民族の歴史』 

～彷徨えるユダヤ人～ 
 第 3 期は 5 月 9 日～30 日（全 4 回）獨協大学の

人気講師谷口郁夫氏を迎えて、ユダヤ民族の流転

6000 年、イエス・キリスト登場以後のヨーロッパ

を舞台にした歴史を数々の名画や地図・聖書を使

って、受講者とともに学びました。 

今期からは会場も講堂となり前回に受講出来な

かった方たちより満足の笑顔と、また一口メモも

数多く寄せられ講座通信紙が 6 ぺージにも及び、 

講座担当者からの喜びと感動の声も聞かれ、また 

第 4 期の開催に対する期待と熱き思いが受講者よ

り、講師やスタッフにも寄せられました。 

 ボランティアって本当に楽しいものですネ！ 

                （金子勝治） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界遺産「熊野・高野山」 
 

（財）和歌山県観光協会と足立生涯学習センター

との連携講座は 5 月 10 日、17 日、31 日にそれぞ

れ速水盛康氏、松山健氏、吉川壽洋氏によって講

堂で盛況のうちに行われた。1～2 回については高

野山と足立区の関係、信仰の特質、世界遺産とし

ての価値、高野山への道等について映像で講師の

方が 700 余年の昔に戻られ後鳥羽上皇になられた 

気分で、世界遺産を説明された。また 3 回目は我々

があまり知らない南方熊楠（ミナカタクマグス）

について話された。受講者にとっては高野山に行

かれた方は記憶を呼び戻し、これから行かれる方

には参考になる大変良い講座であった。 

                （石田佳久） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習センター運営ボランティア報告 

すみだ学習ガーデン・楽学の会 交流会報告 

 50 名弱の両会員が参加するなかで、「すみだ学習ガーデン」と「楽学の会」の交流会が、6 月 2 日に学習セ

ンター研修室１で開催された。 

最初に、佐原理事長、早坂代表理事の挨拶で始まった。両団体は長い交流の歴史があり、またすみだ学

習ガーデンは、発足したのも早く、設立当初の楽学の会の大きな目標でもあった等の話があった。両団体の

活動内容の紹介がパワーポイントで行われ、それぞれの特色がよく理解できる説明がなされた。その後 9 グル

ープに分かれてグループディスカッションが行われ、資料として配布された両会の組織図・比較表も参考にし

ながら活発な意見交換がなされた。会員を増やす方法として、足立区の養成セミナーの実施に高い関心があ

ること、また活動・運営資金の相違、常駐職員の存在等に大きな違いもあるが、「生涯学習の推進」という同じ

目的のためにボランティア活動に励んでいるのが理解できた。 

交流会終了後、センターの施設見学があり、約１時間近く熱心に行われた。場所を変えての親睦会では、

和気あいあい、有意義な時間を過ごした。今後も、このような交流会を開催し、意見交換の場を積極的に設け

ていきたい。                                    （ボランティア活動推進部 江川武男） 

 

 

 

 

佐原理事長のご挨拶 グループディスカッション 懇親会 乾杯！ 

３ 
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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 
 
 

久しぶりの長旅 
 ゴールデンウイークの

初日に田舎に出かけた。切

符の手配が遅れて十日ほ

ど前に昼過ぎの一枚が手

に入った。当日ビールと文

庫本を買い混雑するホー

ムへ。上野、大宮を出ると仙台までノンストップ。

仙台から盛岡、車窓からは田植えや薄緑の山々が

見え春真っ盛り。トロトロ走る秋田新幹線は山越

えしても同じに思える。角館に友が出迎えてくれ、

市営（元村営）の“温泉クリオン”へ行く。名前

の由来は日本一の大きな栗の産地と温泉、ここで

一風呂浴びていざ奥山の中学校の同級生が集う会

場へバカな同級生が帰ってくるというので集まっ

てくれた。 
 今回は打当温泉での熊肉とどぶろくが美味で、

玉川温泉にも浸かり、父の七回忌も済ませた四泊

五日の旅であったが温泉めぐりになった。帰るたび

に周りの方々には迷惑をかけるが、これが楽しくて 
やめられない。来年のＧＷもと予約してきた。 

（鈴木良夫） 

人の輪・心の和・地域の和 
                

 「おはようございます」と声を掛け会って歩い

ているグループや 1 人で走っている人もいて、ラ

ジオ体操の音楽が始まる頃には、広場一杯に集っ

て来る。 
「弁当作りで遅れてしまった」と時間ぎりぎりで

来る人もあり、にぎやかな朝の光景だ。 
 四季折々の木立の下で、自由に参加出来る、健

康のため、楽しいからと笑顔で交す会話と挨拶

等々。 
 誰でも参加自由で、今も仲間は増えている。（中

高年男女、60 名程） 
 私もウォーキング、ラジオ体操、太極拳と参加

しているが、陰で指導・お世話をして下さる方々

があっての事と感謝している。 
 リタイヤして知った地域の和と輪、これからも

大切に、大きな輪となって広がって行く様に願っ 
ています。今日も元気で！！ 
                （近藤巳知恵） 
 
                            

           

 
 
佐野直子さんから 

お便りが届きました 
 
 シンガポール在住の、元生涯学習センター窓口 
担当の佐野直子さんからお便りが届きました。 
 ご主人の転勤に伴い区役所を退職されたことは 
１３０号でお知らせしましたが、シンガポールで 
お子さんと３人で新生活をスタート。「楽学の会の 
活動に関われて多くの財産を得ることができまし 
た。皆様のご活躍をお祈りしています」と記され 
ています。ご家族皆様がお元気でお幸せでありま 
すように！！            (広報部) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの

広 場 
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平成 20 年 6 月度の運営委員会は 6 月 5 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 

①9 月開催の足立区男女参画プラザ企画講座Ｐ

Ｔメンバーに早坂、小林、安田、緑川、岡田、

南、福田 7 名の提案があり、検討の結果了承

された。 

②「大学塾」のセンター窓口担当と事務局長担

当の役割を７月から小林学習支援部長に移行

し、講座検討会議担当を鹿島にしたい件、な

らびに 20 年度「大学塾」担当を小林、緑川、

田中、江川、鹿島にしたい件の提案があり、

検討の結果了承された。 

③運営委員会メンバーは７月から理事 14、監事

2、委員3の計19名で開催することになった。 

④20年度生涯学習ボランティア養成セミナーの

活動事例発表は、石田、今野に決定。大田文

化の森は運営協議会青柳博之会長に決定して

いる。 

２．あだち区民大学塾の件 

  ＜講座検討会議＞：5 月 8 日開催。20 年度の

15 講座実施の見通しがついた。 

  ＜大学塾企画会議＞：5 月 15 日開催。 

・20 年度の５講座「話し方」「只者」は終了、

「自分史」開催中、「論語」「鬼平」応募者

多数。 

  ・駒澤大学の研修生が「夏休み親子教室」の

司会をする。 

３．各部局の報告及び提案 

  ＜学習支援部＞ 

  ・特記事項なし。 

＜ボランティア活動推進部＞ 

  ・特記事項なし。 

   ＜広報部＞ 

・楽学ニュース第 132 号は 6 月 27 日に発行。 

・HP は 6月 30 日更新。ＨＰのリンクのＰＲ。 

   ＜事務局＞ 

・郵便番号・住所・電話番号を記入した会員名

簿を作成し、正会員に配布する。 
・斎藤顧問の「生涯学習概論入門」の残部が多

少あるので購入希望者は連絡してほしい。 
               （瀬田佳男） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔生涯学習関連図書の紹介〕 

人気を呼ぶ！ 

協創・協働の生涯学習 
～住民と行政が連携する共生・

元気プロジェト！！～ 

桜美林大学教授 瀬沼克彰 著 
（日本地域社会研究所・２２００円（税別）） 

 
全体が６章で構成されているが、「第３章市民大学

の実情と課題」では、取材をもとに６か所の市民大学

の設立理念、歴史、運営、課題と提案を記している。

例えば、１６年続く広島県福山市北部市民大学は、平

成１９年の受講者１３００人。ともすれば受講者の高齢

化が課題であるが、ここは８年間殆ど変わっていない。

団塊世代などに呼びかけ常に新しい若い人が加わっ

ているということ。また平成８年スタートの小田原市の

きらめき☆おだわら塾は、市民教授が５６名から現在

は１８０名、年間利用者１万余人。課題は講座の量と

質の向上。市民教授間の情報交換と研修が必要と提

案している。 

「第５章市民講師の役割と課題」では、講師として

教える立場の行動などについて記している。講師とし

て教えたい方には大変役に立つ。 

「区民大学」の向上に資するヒントが盛り沢山な書物。 

一読を勧めたい。               （市川茂敏） 
            

 
 
 
 
 
 
 

7 月月例会は、暑気払い！ 
 楽学の会「暑気払い」を下記  
の通り企画しました。 
会員の皆さんの参加をお待ち    
しております。 
     記 

日 時  平成２０年７月２９日（火） 
     午後６時～ 
場 所  生涯学習センター ７階 
     レストラン「さくら」 
会 費  3,500 円 
申込先  江川  takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
     金子  kkaneko1943@msn.com 
     ＦＡＸ03－5813－3759（ワークルーム） 
受 付  ７月２５日迄  
  （申込後、欠席する方は事前に連絡して下さい）

運営委員会だより 
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生涯学習センター 

   ボランティア情報 
仲夏の候、楽学の会の皆様はパワフルにご活躍の

事と思います。 

生涯学習センターの講座ボランティアにいつもご協

力いただき、有難うございます。今回の講座ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

募集は、夏休み？となりました。この機会に紙面をお

借りして、一口メモやアンケートに書かれた「受講生の

感謝の声」を皆さんにお届けします。 

☆講座「ユダヤ民族の歴史」受講者より 

・センターの方、ボランティアの方、至れり尽くせりで

有難うございました。 

・NPO の会場ヘルプの方のオペレーションも抜群で

あった。 

☆講座「西洋美術史」受講者より 

・斉藤先生にもスタッフの皆様にも心より感謝いたし

ます。 

・ボランティアの方々、色々と有難うございました。秋

にも参加いたします。 

・入口で笑顔で迎えてくださる受付の方々に心から

お礼申し上げます。 

・係りの皆様方がとてもよい対応で、感じが良いで

す。 

これからも皆さんと共に、参加者に喜んでいただけ

る講座を開催していきたいと思っております。初めての

方も、大歓迎!!しばらく参加していない方も是非是非お

待ちしています。講座ボランティアにご協力どうぞよろ

しくお願い致します。 
（生涯学習センター） 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運営委員会 

７月1日(火) 午後6時～8時 研修室4 

○月例会 

7月29日(火)  午後6時～8時  さくら 

○学習支援部 

7月4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 

 7月9日(水)  午後3:30時～  ワークルーム 

○広報部 

 7月9日(水) 午後3時～5時  ワークルーム 

 7月23日(水  午後3時～5時  ワークルーム 

7月29日(火) 午後3時～5時  ワークルーム 

○事務局 

 7月9日(水) 午後2時～3:30時 ワークルーム 

  7月30日(水) 午後2時～3時   ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 7月3日(木) 午後3時～5時  研修室4 

○大学塾企画会議 

 7月11日(金) 午後3時～5時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

 7月27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 緑川祥元 電話：03-3898-7753 

  E-Mail：midorikawa@cap.ocn.ne.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 

うっとうしい梅雨のさなか、我々広報部員も皆

さんに分かりやすく、楽しく読んでいただく為に

頑張っています。 

 132 号は記事のバランスで割り付けを苦労しま

した。写真等は出来るだけ大きくするつもりでい

ますが、なかなかうまくいきません。 

 会員の皆さんでやってほしい企画、載せてほし

い記事等ありましたら広報まで連絡ください。大

歓迎です。            （石田佳久） 

楽学インフォメション 

★会合のお知らせ★ 

ホームページからのお知らせ 

ホームページの見どころご案内① 
・各部の 6 月の活動状況 
 毎月の活動状況が更新掲載されています。この

ページを見て、興味がある部を是非のぞいてく

ださい。 
＜会員ページへの入り方＞ 
  ＩＤ 、 パスワードが必要です 
・7 月行事予定表 
 部会、講座等楽学の会の行事予定がカレンダー

形式でご利用できとても便利です。 
・新着情報 
 会のホームページは毎月最新情報で更新されて

います。会の最新情報をご覧ください。 
＜会員のアクセスがホームページを元気にしま

す。ご意見歓迎します。右の欄の連絡先参照。＞ 
 
 
 


