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鎌倉・文京・楽学の会三者交流会が開催されました 
～文化の香りが漂う初秋の鎌倉にて～ 

 曇り空であったがさわやかな秋風が心地よい 10月 10日、鎌倉は平日にもかかわらず、散策の女性グ
ループや和やかな夫婦づれで賑わっていた。 
 交流会には、楽学の会からはボランティア活動推進部の江川・金子と事務局の北川の計 3名、文京ア
カデミー学習推進委員会からは佐藤委員長 1名、鎌倉市生涯学習推進委員会は粕谷会長ほか 9名が出席
した。岡崎副会長の司会で、市教育委員会の森嶋係長挨拶と粕谷会長の議題についての趣旨説明があり、

下記 4つのテーマで約 2時間半にわたり意見交換を行なった。 
 
 1. 各団体が抱えている課題について 
  ・会員数の減少傾向が見られので、いまリーダーシップが問われる。 
  ・講座内容の工夫が求められる。子育て親子教室などは集客が多かった。 
  ・受講対象は現役世代は難しい。 
  ・受講生のレベルが向上している。 
 2. 個人情報保護の取り組みについて 
  ・応募はがき、写真、参加者名簿、著作権問題などに課題がある。 
  ・パソコンには残さない、持ち出さない配慮をする。 
  ・氏名、住所、電話番号の同時併載は禁止。 
  ・弁護士を入れての学習予定。 
 3. クレイマー対策について 
  ・講座時間オーバーや飛び込み受講者への対応。 
  ・講座受講の落選者への対応。 
 4. 交流会の今後について 
  ・三者とも継続してゆくことで了承。 
  ・三者から四～五者に参加団体を増やす案は、日程調整などが難しく現行のままで。 
  ・会の名称は次回検討。 
  ・開催回数は年 1回程度。 
  ・情報交換は研究発表の形式で行う。 
    ・役員のみでなく、担当者レベルでの交流も視野におく。 
 
 以上に加え、第４回文化ボランティア全国フォーラム in東京(10月 30日～11月 1日開催)について、
楽学の会と文京が実行委員として、チラシによるＰＲと分科会へのご案内をした。 
最後に次回幹事は当｢楽学の会｣が担当することに決まり終了した。                  (北川勇) 
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平成２０年度あだち区民大学塾開催報告 
薩摩琵琶 de「平家物語」 
薩摩琵琶 de「平家物語」は鶴田流薩摩琵琶奏者櫻
井亜木子講師、10月 3日、17日、24日各金曜午後
2時～4時、研 1会場にておこなわれた。 
講座内容は祇

園精舎(一の谷合
戦の敦盛と武将)、
那須与一(篤姫の
故郷薩摩琵琶の

由来)、義経・壇
ノ浦 (女達の悲
劇)。 
参加人数は 69
名(応募数 76名) ボランティア 12名。企画にあたっ
て琵琶楽の方が先行し、音曲にこだわる意見も交さ

れたが、講義に力点を置き、内容に添って演奏をす

ることで同意を得る事が出来た。 
参加者の声 
・ 初めて琵琶を視聴した。素晴しい時を過した。 
・ 若い女性が古典を取り上げる事に感動。 
・ 幅広い話術、参加型の講座が新鮮で楽しかった。 
・ 声量もあり、心に響きます。 
・ 日本の伝統・芸妓に研鑽を積み、内容も素人で

も理解し易く、本企画は非常に良かった。 
準備の段階で多々不備があり、反省材料になって

いたが暖かい感想を寄せて戴き、大きな励みとなり、

次の機会の礎にしてここにご報告します。 
               （秋本燿子） 

 
 
藍水と江戸の科学者・技術者たち 
 9月 22日 、29日、10月 6日の 3回、標題のテ
－マで講座が行

われた。講師は

石渡博明氏（安

藤昌益と千住宿

の関係を調べる

会チューター）。

現在の千寿常東

小学校の地にあ

った甲良屋敷に

住んでいた田村藍水（平賀源内の師）が足立区内で

知られていないため、この史実を区内に拡げたいと

いう講師の想いが 26 名の受講者に伝わって熱のこ
もった講義が続いた。取り上げられた江戸時代の科

学者・技術者は 70人以上で、千住ゆかりの藍水、宇

田川三代、名倉直賢（初代）、橋本律蔵、大原利明等

往時の千住の文化のレベルの高さも実感した。各日

の質問も専門的でまた受講者の中から講義を補足す

る説明も行われたり区民大学塾講座として独特な場

面もあった。当会の多くの会員が参加したことを付

記します。           （酒井政雄） 
      

 
実録「鬼平」講座パート２を終えて 
第１回目（6/28～7/19）の講座では希望者が多

数で、受講できなかった人達を対象に同じ講座の

パート２を企画したところ、前回にも増して好評、

38名の受講者を迎えることができた。 
佐々木講師の 3日間にわたる熱の入った座学が

終了後、10月 18日（土）、「鬼平」こと長谷川平
蔵が青年時代から臨終まで愛し、活躍した主な舞

台を、歩いて見学する現地学習が行われた。 
朝、半蔵門線が事故で不通になり、全員の集合

が懸念されたものの、結果的には受講者 30 名、
スタッフ６名

が参加、事故

の影響による

欠席者は 2名
だけだった。 
講 師 の 案

内により菊川

駅の入口にあ

る平蔵の役宅跡を皮切りに、深川江戸資料館、霊

巖寺に松平定信の墓を訪ね、清澄庭園で深川名物

アサリ弁当を摂った。昼食休憩を挟んで、門前仲

町の富岡八幡宮を参拝後、月島に行

き、人足寄場跡地、住吉神社を参拝

し、往時の歴史を偲び、同時に東京

のど真ん中に住民総意の下、昔のま

まの姿で今も残る佃嶋の佇まいと静かさに浸った。

その場を最後に３時半解散、三々五々帰途につい

た。 
15名の人から一口メモを頂き、いずれもこの学

習に参加して良かったという意見が多く、こうし

た講座の企画を望む声も散見され、この講座が成

功裡に終えてホッとした。     (鹿島健一) 
 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

情報ファイル 
① 月例会で代表より紹介された崎山みゆき氏の「40 歳からの『自分楽』」及び論文「20 代 30 代の働く女性の

余暇活動と自己実現」がワークルームにあります。 

② すみだ学習センターで生涯学習ボランティア講座が開かれています。既に 2 回は終わっていますが、講座

単位での申込が可能なので、関心のある方は申込下さい。講座は無料。 

 11 月 10 日(月)午後 7時～9時  「生涯学習ボランティアで地域再発見」  宇都宮大学教授 廣瀬隆人氏

 11 月 17 日(月)午後 7時～9時  「すみだで楽しくボランティアしよう」  

 NPO 法人すみだ学習ガーデン       理事長 佐原滋元氏 

申込は電話で可・電話 5247-2006 



 3

           平成２０年度あだち区民大学塾第３ステージ開催案内 

  

 講 座 名 講 師 名 開 催 日 時 

 

１ 

外国人のための「日本語講座」 

～日本語のやさしい読解練習。読みながら考えたり話

したりします～ 

 

小川 美紀氏 

拓殖大学日本語教育研究

所講師 

 

11/26,12/3,10 

各(水)PM7時～9時 

 

２ 

もっと知りたい宮沢賢治の世界 

～心を捉えて放さない賢治からのおくりもの～ 

 

赤田 秀子氏 

宮沢賢治研究会事務局長 

 

12/3,10,17 

各(水)PM2時～4時 

大学塾運営スタッフへの参加をお待ちします。 

申込先:事務局 電話・FAX03-5813-3759 平日午後1～5時 

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

 
受託事業：平成２０年度生涯学習センターネットワークセミナー開催案内 
 

講座名  インターネットの現在･過去･未来 

～身につけよう！ネット社会の安全対策～ 
日  程 講 座 内 容 講  師 

12月 5日 インターネットの歴史と出来事 

12月12日 現在のインターネットとその周囲で起きていること 

12月19日 未来のインターネットに向って 

㈱三菱総合研究所 

      主席研究員 

村瀬 一郎 氏 

大学塾運営スタッフへの募集をいたします。なお、11月28日(金)15:30から生涯学習センターにて運営スタッフ

会議を行いますので、申込まれた会員は参集ください。 

申込先:事務局 電話・FAX03-5813-3759 平日午後1～5時 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15回子どもたちの人権メッセージ発表会見聞記 
 
世界人権宣言・人権擁護委員制度６０周年記念として、当会の

賛助会員油井久仁子氏が会長を務める東京人権擁護委員協

議会ほかの主催で、表記発表会が９月１３日に西新井文化ホ

ールで開催され、ご招待をいただいた早坂代表の代理で参加

した。 
足立区長の挨拶、油井会長の挨拶につづき、東京２３区と

八丈町小学校 4～6年生の代表が壇上でメッセージを堂々と
発表した。内容も良く歯切れも良いのに感心させられた。第

2部は音楽朗読劇「星の王子さま」が上演され実行委員長挨
拶で閉会した。 
なお、この度油井久仁子氏と、大学塾の講師としてご縁の

あった浅香孝子氏が 20年度足立区功労者として表彰されま
したことを付記しお祝いを申し上げます。        

（安藤寿）           
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｢運営ボランティア報告｣ 
「江戸の食文化と娯楽」 
～観光地江戸へのご案内～ 

9月 10日、17日、24日(水）開催、講師は安藤
優一郎氏（東京理科大学生涯学習センター講師）、

内容は 10日が「江戸の四
季と行楽」、17 日が「江
戸の盛り場と娯楽」、24
日が「江戸の食べ歩き」

で、3回とも司会を担当し
た。 
感想としては、文書資料と江戸名所図会を使っ

ての講座でテンポ良く明快で、途中区切リ毎に質

問を受け、答えながら進めて理解を深めて行く方

法であった。江戸時代の生活様式が目に浮かぶ。

今に繋がる行楽、食生活が江戸期より続いている

など納得、特に浅草、上野、本所の盛り場の歴史

は興味津々。徳川家が貧しかった頃の事を忘れず

正月に兎の吸い物を食べていた習慣があったとは

驚きであった。3回とも広範囲にわたる講座内容 
であった。            （安藤寿） 

 

「ピカソの読み方・楽しみ方」 
 

 美術史研究者斎藤陽一先生の西洋美術史講座

「ピカソの読み方・楽しみ方」は 9 月 17 日及び
24日に多くの人の参加で開催された。 ピカソの
絵はわかりづらいといわれる 
所以は、一定の様式に留まることなく、 
生涯を通して、破壊と創造を 
繰りかえし変貌を続けたこと 
にある。それゆえに「難解」 
といわれるとのこと。そうし 
て作り上げた作品はあらゆる芸術分野（版画、彫

刻、舞台衣装）等 6万点とも 8万点とも言われて
いる。 
 そのためピカソが亡くなった時の遺産は天文学

的な数字であり、フランス政府はピカソ法なるも

のを作り 3600 余点を物納させ、ピカソ美術館を
造り展示している。今回美術館の修理のため多く

の作品が日本でのピカソ展に出品されている。 
 ピカソ及び彼の作品をより理解できた素晴らし

い講座であった。         (石田佳久) 
 

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。 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           或る日のこと 
可愛いいひざを抱えてのお山座り、「今日は、何んの

お話―」「おもしろい」「こわいの」元気な質問が飛び

交り、小さなお客様に接する楽しいひとときで、5年目

に入りました。月 1回の学童保育室への読み語りです。

 まずお客様たちに「おねがいがあるの、おばさんね

声が小さいから静かに聞いてね」 

すぐ「はーい」。八十の瞳は「きらきら」と解ったわか

ったと眩しく、今日はね、「鬼ばば」、物語りが進むに

つれて小さな声が洩れる。「早く逃げろ」「早くはやく」

「大丈夫かな」「つかまらないかなー」「あーよかった」

 自然に身を乗り出して「くすくす」笑いもこぼれる。

文字を追いながら、学童の表情を見逃すまい、私も自

然に小さな仲間と一緒、心の動きを聞きながら童心に

かえっている。 

低学年の集中力は 5 分が目安ときゝます。映像の蔓

延している今日、耳を働かせる事を少しでもと 4 人の

孫達の協力を得て厳しい批評を受けて準備を重ねてい

ます。 

 命の続く限り、可愛いお客様のエネルギーを戴き学

ばせていたゞいています。              （秋本燿子）

「芥川賞」のこと 
 文芸春秋９月号で今年の「芥川賞」（平成
20 年上半期）「時が滲（ニジ）む朝」楊 逸
（ヤン チー）を読んだ。 
 この作品は中国の天安門事件を舞台に中

国の若いインテリたちの民主化への高揚、挫

折そして再生の物語。近代中国の赤裸々な現

実が書き尽されている。私はたいへんに興味

深く感銘を受けた、と同時に著者の楊 逸さ
んの経歴には驚く。 
 1964 年 ハルピン生れ、インテリの家庭
であったため、文化大革命の「下放」政策で

一家は貧しい農民ぐらしを強いられた。その

後、87 年に来日、お茶の水女子大に入学、
この時からはじめて日本語を本格的に学ん

だ。そして 20 年後には日本の最高の文学賞
「芥川賞」の栄に輝いた訳で、ご本人の才能

や努力は勿論だが、とにかくその表現力、内

容はすばらしい。たゞたゞ敬服、感動もので

す。ぜひご一読をおすすめしたい。  (小松敬）
 
 

み ん な の

広 場 
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運営委員会だより 
 
平成20年10月度の運営委員会は10月1日に開催
された。議事録をもとに報告する。 
１．早坂代表からの報告及び提案 

1） 新入会員説明会後の夫々への対応が大事。各部
局で受け入れ態勢を検討し活動の定着に協力い

ただきたい。 
2）「文化ボランティア全国フォーラム」 
・ 10月 7日に分科会担当者会議。 

 3）10月の情報ファイル（ニュース 135号に 
掲載の提案） 

・ 平成 19年度川村学園女子大学奨励研究 
 「子どもたちの日常行動や親子関係、各 
種体験等に関する調査」斎藤哲瑯教授他 

  ・ 40歳からの「自分楽」崎山みゆき著 
２．あだち区民大学塾の件 
 1）講座検討会議（10月 1日 開催） 
  次回 11月 4日（火）14時～。 

2） 講座企画会議（9月 9日開催） 
次回 10月 7日（火）15時～。 
上記 1）2）会議詳細は会議議事録を参照。 

 3）あだち区民大学塾フォーラム 
・ 第 2部パネルディスカッション・ワークショ
ップのコーディネーターは鈴木章生氏に変

更。 
・ 運営スタッフは 21 名が応募、役割分担を検
討中。10月 16日にスタッフ会議。 

・ 実行委員会作成のチラシ配布先を選定。 
 4）10月 2日（木）16時より新入会員説明会 
を開催。早坂・江川・緑川が対応。 

 5）20年度事業計画が9月末で中間点を経過。各部
局の進捗状況をまとめ 11月運営委員会で確認・
協議したい。資料は10月22日迄に事務局宛提出。 

３．各部局の報告及び提案 
 ＜学習支援部＞ 
・ 部会の日程 11月 6日、12月 3日各日とも

18時～ 
・ 学習センターと受託講座開催について折衝

中。テーマ「ＩＴ」12月5日・12日・19日
（金）19時～21時の予定。 
開講前のスタッフ会議 11月 28日（金） 
15時 30分～ 

 ＜ボランティア活動推進部＞ 
・ 部会の日程 11月 7日 15時 30分～、12月

5日 14時～ 
・ 10月の月例会 10月 27日「住区センターの
活動紹介」講師は瀬田佳男氏。       

・ 3者交流会（鎌倉・文京・楽学）を 10月 10
日鎌倉で開催。 

・ A-net 情報:来年 2 月 7 日（土）区役所庁舎
で「男ボラ」が開催される。 

 ＜広報部＞ 
・ 部会の日程 11 月 6 日・19 日・27 日、12
月 4日・17日・25日各日とも 15時～、ホ
ームページアクセス回数向上に協力要請。 

 ＜事務局＞ 
・ 部会の日程 11月 12日、12月 9日各日とも 

   14時～ 
・ 新入会員説明会の結果でボランティア保険

の加入手続きを進めたい。 
・ 経理の円滑処理上、立替金の清算は速やか（1
か月以内）にしてほしい。 

＜その他＞ 
・ 年度内の運営委員会開催日程 

12月 1日（月）15時～、1月 7日（水） 
15時～、 2月 2日(月)15時～、3月2日（月）
15時～ 

次回の開催は 11月 4日（火）15時 30分～ 
                           （緑川祥元）

9 月の月例会報告 

今月のテーマ『もっと知ろう広報部』活動内容の発表 
 9 月 26 日（金）25 名の出席で 9月の月例会が開催された。 

 早坂代表より「楽学の会」の企画運営に依る男女参画プラザ区民企画講座

「子育てママのための 10 年後の名刺」講師 崎山みゆき氏(当会賛助会員)が

無事終了した旨の報告と共著「40 歳からの『自分楽』～今からできる、生き

方のリニューアル～」の紹介があった。 

 今月は『もっと知ろう広報部』と題して、日頃は製作の現場を眼にする機

会の少ない会員の方達に「ホームページの立ち上げ奮戦記(発表者･神戸)」、「楽学ニュースの出来るまで

(発表者･田中部長)」と題してパワーポイントを使用したわかり易い説明があった。また、発表内容の補足説

明を各製作担当者に求める問答形式も交え、製作現場での細かい作業の様子や苦心の一端も紹介された。 

引き続き、各部局長より報告連絡が行われ閉会した。                     (ボランティア活動推進部) 
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生涯学習センター 

   ボランティア情報 
Wanted: Volunteers!! 

 
＊新規募集のご案内＊ 

11 月 7 日は立冬です。 秋の味覚と視

覚を楽しめる、一年で一番爽やかなこの季節は、い

つもあっと言う間にすぎてしまいます。 

さて、今月の講座ボランティアのお知らせです。

皆さんのお申込みをお待ちしています！ 
 
▼テレ朝@出前講座 
ニュース番組最前線 

～「サンデープロジェクト」の現場から～ 

◎日時  １１月２６日 水曜日 
 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 研修室１ 

◎募集人数  5名程度（受付・司会・案内等） 

◎講座担当者  勝野・永井・山守 

 

申し込み締切り日 １１月１１日（火） 

 

新しい自分との出会いを求めて………。 

   LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  

★★★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.j 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

○運営委員会 

○運営委員会 

11月 4日(火) 午後3時半～5時 研修室4 

○月例会 

11月27日(木)  午後7時～9時 研修室4 

○学習支援部 

11月 6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 

 11月 7日(金)  午後3時半～5時半ワークルーム 

○広報部 

 11月 6日(木) 午後3時～5時 ワークルーム 

11月19日(水)  午後3時～5時 ワークルーム 

 11月27日(木)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 11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 

 11月 4日(火) 午後2時～3時半 研修室4 

○大学塾企画会議 

 11月19日(水) 午後1時半～3時 研修室5 

○ホームページ企画会議 

 11月は末の更新作業とします。 

 
★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 
 

 今月の第 135号は 16件の記事を 6ページに編集
しました。内訳は、会合の報告、開催講座の報告、

開催案内とスタッフ募集、他団体のイベント、会員

からの投稿、学習情報、お知らせとなっています。

同じ人ばかりにではなく書いてもらう、取材によっ

て広い分野からの情報も集めるなどに心がけ、面白

く読んでもらうことに努めています。ちなみに写真

9枚、カット 12で紙面の彩りをしています。 
         （相馬義人）    

         
 

楽学インフォメーション
★会合のお知らせ★ 

ホームページからのお知らせ 

カウンター設置奮戦記！ 
作業中、我が子に、もうお昼寝しないの？？ 

もう夕方の昼寝しないの？？と何度か強制昼寝

を促しながら、作業を進めるうちにカウンター設

置とは別のところで新たなる疑問に遭遇して、調

べ、学び、面白くなるうちに、1 日 40 時間位あ
ったらいいのにと、子育てから離れた時間が今の

自分には新鮮な気持ちになりました。 
最後になりますが、皆様のあたたかいお心遣い

ありがとうございます。お陰様で、子育てしなが

らも、我が子を犠牲にすることなく、できました

こと、感謝いたします。今後とも、よろしくお願

いいたします。   （HPグループ 染野絢子）
是非皆様「楽学の会」検索で HP をご覧ください。

そして○○番の訪問者になってください。 

☆あなたは 番目の訪問者です☆ 


