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「文化ボランティア全国フォーラム in 東京」開催される 

文化庁の委託事業「第４回文化ボランティア全国フォーラム in東京」が１０月３０日（全体会：日本
橋劇場）、３１日（各分科会）、１１月１日（全体会：江戸東京博物館で各分科会報告）の３日間にわた

り開催されました。「楽学の会」は開催準備のための実行委員として参画してきました。全国フォーラム

には全国から５００名余りの参加があり成功裡に終了しました。 
第２日目開催の９分科会のうち第１分科会「楽学の会」では、生涯学習振興公社と共催で「あだち区

民大学塾フォーラム」～「楽学の会」が創りだす市民力の原点を体感！～と題し行いました。 
午前の部は「大江戸と千住宿」と題し、目白大学准教授の鈴木章生氏の講演、午後の部では、「千住ま

ちあるき」と「パネルディスカッションとワークショップ」を行いました。札幌市生涯学習センターの

木野さん、長野県真田宝物館の田仲さん、秋田県教育庁の船木さんの参加もあり有意義な行事となりま

した。                                       （小林徹） 
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第１日：オープニング「江戸芸かっぽれ」、トークライブ「文化ボランティアと市民文化力」 

あだち区民大学塾フォーラムへのメッセージ

日頃から区民の生涯学習支援、講座講演会企画運営へのご協力ありがとうございます。先般の文

化ボランテイア全国フォーラム、「大江戸と千住宿」の講演会、おめでとうございます。皆様のち

からに敬意を表し、お祝い申し上げます。 
千住のまちも大きなビルが増え、昔のおもかげが少しずつなくなっているように思います。緑や

土、木々に囲まれた自然が消え、視線を遠くへあずけることもなくなってしまいました。自然や人

にやさしい古きよき時代に、つい思いをよせてしまいます。 
楽学の会の企画する講座にお伺いすると、ふとそんな潤いを感じながら聞き入ってしまいます。

楽学の会は、心の豊かさや生きがい、自然な生き方、歴史など自分を応援してくれる講座が多い。

 私も人生の折り返し点を大分過ぎて、考えさせられることが多くなりました。「失敗だ、あそこ

がいけなかった」「知らなかった」「こういうやりかたもあったのか」「ああ、こうすればうまくい

くのか」「こうすればいいんだなあ」 
学びあう、教えあう、創りあう、そして地域を知り合う、それらを実践していく楽学の会の皆さ

んにたくさん見習いたいと思っています。   生涯学習振興公社 学習事業部長 川嶋新一 
 

会場にて（早坂、緑川、小林、江川、田中）    第３日：全体会で分科会１を報告する「楽学の会」 
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あだち区民大学塾フォーラム（分科会１）成功裡に終了！ 
～「楽学の会」が創りだす市民力の原点を体感～ 

 

＜午前の部＞講演会：「大江戸と千住宿」講 師： 鈴木 章生氏 (目白大学准教授) 
 江戸四宿の一つ千住宿は、日光街道「２１宿」、奥州街道「２７宿」へと至る、日本橋を起点とした街道最

初の宿場町で、江戸を旅立つ旅人はここで別れを惜しんだり、茶屋や酒楼はもちろん飯盛旅籠もあり、旅人や

見送り人、江戸より飯盛女を目当てに来る人などがいて、たいそうな賑わいで江戸近郊の遊興地としての役割

を果していた。日光や東北方面より諸大名の行列や旅人が長旅の垢を落

としてさっぱりとして江戸入りする前の宿場でもあった様だ。  
また、江戸と関東東北部を結ぶ、庶民の食や日用品を中心とした商業

が盛んで幕府の御用市場としての役目があった事が、旧日光街道沿いに

ある絵図や板札で今も伺い知る事ができる。そして、此の地が大変風光

明媚であった事や、問屋衆が商業で大変裕福であった事も興味深い。江

戸より多くの文人墨客を集めて俳句や文化活動が活発に行なわれていた

事も、多くの詩歌が残されている事などから知られる。千住宿場町の今

の様子を写真で紹介、詳しく説明して頂いた。東海道「品川宿」、中山道「板橋宿」、甲州街道「内藤新宿」が

それぞれ千住宿と異なり、どの様に機能していたかについても触れて頂いた。        (金子 勝治) 
 
＜午後の部＞ 千住まち歩き：「江戸四宿の一つ千住宿場町を歩く」 

コーディネーター：田中 国弘さん (楽学の会会員) 
 曇りがちではあったが町の見学にはちょうど良い気候だった。 参加者はスタッフ６名を含み２９名。

１０分間のオリエンテーリングの後、１時半に学びピアの前を出発した。 
 予定の順路に従い旧日光道中を北から南に向かった。スタート直後の名倉医院では「とぶ板で名倉レ

ましたと駕籠で来ル」という川柳も飛び出す説明に一同も引き込まれ、時間が早くも１５分経過した。 
 安養院・「槍掛けの松」の清亮寺・長円寺・横山家（近所のお

年寄りが飛び入りの説明のハプニング）・本陣跡・赤門寺の勝専

寺・鷹野鳥見屋敷跡・不動院・慈眼寺を廻り、千住宿問屋場・貫

目改所跡、ここで１０分間の休憩をとり、３時１０分に再スター

トした。千住大橋のたもとで引き返す頃には元気だった受講者に

も疲れが見え始めたが、４時半には最終地点の北千住駅前に到着、

予定時間を若干オーバーの約３時間、一人の脱落者もなく無事に

町歩きを終了した。              （鹿島健一） 
☆参加者の感想☆ 

・午前中お話を伺って実際に歩いたのでとても面白かったです。天候にも恵まれ最高でした。 
・大変勉強になりました。ありがとうございます。今度は妻と一緒にゆっくり見学したいと思います。 
・足立に住んで５０年以上、いつかはこの地の歴史を振り返ってみたいと思っていました。定年を過ぎ

区民大学塾で勉強できて大変ありがたいと思いました。 
 
＜午後の部＞  パネルディスカッションとワークショップ「講座づくりから文化がみえる」 

～自分の地域だけの講座を創ってみよう～ 
午後の部前半は、荒昌二郎氏（ふるさと学舎）、櫟原文夫氏（千

住文化普及会）、早坂津夜子氏（楽学の会）、コーディネーターの

鈴木章生氏によるパネルディスカッションが行われた。荒氏は、

伝統文化の横のつながりを創り、文化の出前をおこなう話。櫟原

氏は子ども達に心の故郷を作り、文化・歴史のイベントを通して、

町おこしに貢献する話。

早坂氏は、大学塾につ

いて話した。後半は、

講座づくりのワークシ

ョップ。各班のテーマは「郷土の文化をつむぐ」「ラーメン文化か

ら見る北海道」「足立を食べる」「おじちゃん、おばちゃんに聴く足

立のいま、昔」。どれもユニークで面白かった。最後まで心地良い

笑いが絶えなかった事がとても印象に残った。 
                       （安田善英） 
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「あだち区民大学塾講座」実施報告 
 

「おくのほそ道の旅を楽しむ」 
 

 本講座は千住文化普及会代表理事櫟原文夫氏を

講師に 11月 7日、14日各金曜日午後 7時～9時、
研修室４において行われた。受講応募者が当初は

なかなか集まらなかったがチラシをネットワーク

を利用して配布したり、他の講座で配布するなど

PR に努めた結果、38 名の応募、キャンセルを除
いた 35名が受講された。 
 日本の原

風景を、日

本人の心に

触 れ 合 う

「おくのほ

そ道」の旅

に重ね合わ

せ、講師が

自らの足で歩いた豊富な体験を中心に苦心してま

とめた映像と、飾り気のない平易な言葉で、心か

ら芭蕉にほれ込んでいる様子を表し、旅の楽しさ

を語りかけて、大変楽しい講座となった。受講者

のうち 18 人から寄せられたアンケートにも大方
の意見として大変満足したとの好評を頂いた。 
 なお、本講座をチラシで知ったと回答した人が

10人（55.5％）もあり、今までにない特徴と言え
る。今後の応募方法に一つの示唆を与えたものと 
考えられる。          (鹿島健一)         

 
「ザ・歌舞伎」 
 

去年に続き、10月 21日、28日、11月 4日の 3
日間。講師は歌舞伎愛好家・元高校教師の安江武

夫氏。26名の方が受講され、前回に参加された方
も多く見受けられた。 
今回は、名セリフを通してそこに描かれる人間

模様や歌舞伎は役者を見に行くものなどを中心に、

講師の熱き思いを語られた。特に注目したのが、

①歌舞伎には「演出家がいない」。②「千両役者」

と言われるのは誰か？（九代目市川團十郎が史上

最高の評

価が高い

が？）③

「花形役

者」とは華

やかな芸

風を持ち、

人格、格式

共に抜群の人と定義するのが妥当で、単なる美男

役者は二枚目とするのが一般的(今日では片岡仁
左衛門や市川海老蔵あたりか？)であった。 
講座の最後に受講者の方から数多くの質問があ

り、関心の高さとアンケートの感想では、①観に

いくのが楽しみ。②観る目が違った。③2時間が
アッという間だった、などと好評であった。 

（北川勇）

 
「生涯学習センター講座運営ボランティア」報告 

 

「子どもの学びをひらく」 
 

10 月 25 日（土）に、センター講堂で東京未来
大学連携シンポジウムが開かれ、80余名の受講者
が参加し、福田誠治都留文科大学教授によるフィ

ンランドの教育の講演があった。講話の中で特に

印象に残った言葉は、「落ちこぼれがいない。格差

は国費を投入して全力でなくす」「授業中編み物し

ていたら注意はするが、叱らない」「先生は同じ学

校に定年までいる。尊敬されている」など、日本

の現状と違う点を述べ、将来、日本教育の進むべ

き方向を示した。第 2部で 3名のパネリストが意
見を述べた後に、受講者の質問を受けつけた。質

問内容は多岐に渡り、終了時間を 40分以上もオー
バーした。 

 EU 統合による教育の変化に日本も影
響を免れることは出来な

いと思った。（安田善英） 
 
 
 

 

「少年非行：何が彼らをキレさせるのか」 

 

 生涯学習振興公社と
東京未来大学との連携

講座が標記テーマで

10月30日、11月6日、
13 日、未来大学 出口
保行教授を講師に迎え

て開かれた。出口教授

は長く法務省に在籍され、受刑者への対応や鑑別の

仕事を経験されておられるが、自ら自己紹介の中で

三遊亭小遊三氏の甥であることに触れられた。講義

は真に「立板に水」の如くで、また少年犯罪の実行

者他約 1 万人の少年達に面談されてきた体験に裏付
けられた「非行」の解明とその防止策が判り易く解

説された。特に「キレる」という言葉の流行が「俺

はキレてしまったから」というように犯罪の免罪符

になっていないかといった大人への警鐘や、地域が

核になって犯罪を起させないための学習と実践を続

けることの重要性が強調され終了した。受講された

人々の眼の輝きが素晴らしかった。  （酒井政雄） 
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学びの場 再発見！ 
～農業地から住宅街へ～ 
保塚地域学習センター 

保塚町 7番 16号  ℡03-3858-1502 
[開館時間]９:00～21:30 
[休館日]原則第二月曜日、年末年始 
[館の構成]2階建て。1階は区民事務所・住区セン
ター・シルバー人材センター東部支所。2階は地
域学習センター・図書館。東西北三方から出入り

ができて中庭がある。館全体と地域学習センター

を指定管理者として、管理運営（ＫＫｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｵサー
ビス）。 

10月 20日午後 1時半広報部、石田、尾島、安
藤と今回はボラ活部酒井さんの 4人で訪問。若さ
溢れる大澤所長さん初め社員の皆様が暖かく出迎

えて下さった。 
＊ 足立区内で丁目の付かない地域は千住地域には

10 以上あるが、東武伊勢崎線東側、綾瀬川西側
の区域では東六月町と保塚町だけである。保塚

町は土地改良により 1963 年（昭和 38年）９月
に保木間の保と竹ノ塚の塚を取って保塚と言う

新しい町名で成立した。かつて日本三大農業用

水の一つ見沼用水で農業を営んだ面影は殆ど見

当たらない。 
[施設として区民に最も伝えたいメッセージ] 
① 知名度を上げる事。地域学習センターという 
生涯学習の出来る場としての認識をして欲しい。 
① つくばＥＸ六町駅開設に伴って新しいマンシ

ョンが建設されつつある。若年層の来館を期

待したい。保塚センターのテリトリーは保塚

町、南花畑、東保木間、平野、一ツ家、六町

あたり迄で従来の住宅には高齢者層が多い。 
② 講座企画は月２～３回は新しいアイデアで実
行している。是非参加して欲しい。登録団体の

みならず、外部からの人が来て館を有効に活用

して戴きたい。 
[利用の仕方、楽しみ方、学習のポイント] 
施設として、第一学習室、第二学習室、教養室

レクホール、託児室、駐車場 6台、駐輪 100台。 
① 登録団体 40、申し込み団体 10で、売りはレク
ホールでの社交ダンス・ヒップホップダンス・

モダンバレー・コーラス・楽器（ハーモニカ）

など利用は多い。 
② 教養室はパッチワーク・裁縫・フラワーアレン

ジメントなどに利用されている。茶道設備があ

るが利用者がいない。 
③ 託児室がある。これを利用して学習センターに

足を運んで貰いたい。 
[最新情報・センターがこれから目指すこと] 

① 住区センターと学習センター祭を同時開催し
た。住区はフラダンス・学習センターはダンス

など。 
② 保塚センターでは防災訓練を実施した。 
③ 地域包括支援センター一ツ家と合同開催事業
のうつ病の講演は参加者 30名を超え成功であ
った。今後この様に公共施設の横の繋がりを強

めて活動範囲を広げたい。講座予定は「キッズ

ジャズダンス」「アロマ教室」「ラテ・アート教

室」 
④ ミニコミ紙コミュニケーションは毎月 600 部
発行、今後は町会に依頼して集客に務める。 

[とっておきの周辺情報] 
１．総合スポーツセンター（東保木間 2-27-1） 
屋内施設・屋外施設などほぼ全スポーツ対応の

区の誇る施設。 
２．桜の名所 
① 一ツ家第一公園。 
② 六町 4丁目から綾瀬川に向かう道幅 5m長さ

400m の区指定保存樹を持つ旧家もある落ち

着いた一画。  
[交通機関] 
１．東武ﾊﾞｽ綾瀬駅～花畑団地行き保塚、徒歩 10分 
２．東武ﾊﾞｽ竹ノ塚～綾瀬行き花保町、徒歩 5分 
３．つくば EX六町、徒歩 10分 

（広報部石田、尾島、安藤） 
[参加者の感想] 
保塚地域学習センターは住宅地の真中に厳然と

建つ二階建て建物に位置している。訪問時開催の

ダンス教室を見学、鏡付で床がピカピカのレク・

ホールに驚く。若い大澤所長の熱意あふれる説明

に聞き入ってしまった。学習室利用率の向上のた

め行われている色々な工夫の説明の中で一ツ家包

括支援センターと連携して高齢者対象に健康講座

を開くとの事、他センターで見られない着目に感

心して聞いた。つくばＥＸ開通以降今後の発展が

大いに期待されるセンターだと思う。（酒井政雄） 
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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 
  
 

私のゴルフ歳時記 
「ご趣味は？」と聞かれれば、まずゴルフと答えます。ゴルフを始めて 35年、女房と結婚して 

45年、長い付き合いですが、ともに我が人生の最良の伴侶と思っています。ゴルフ
はいろいろな樹木や、四季折々の草花の鮮やかさを堪能し、野ウサギや小鳥など小動

物に遭遇する楽しみもあります。コースを彩る自然の中でプレーすることにより、心

身がリフレッシュされます。プレーしながら詠んだゴルフ俳句をご鑑賞ください。 
  春  ゆるゆるとボール隠して花筏    夏 打つ球も池に飛び込む暑さかな 
  秋  敬老はシニアー・ティに近寄らず  冬 残る雪踏みてゴルフの球を追う 

新年 めでたさやキャディバックに松飾 
すでに何回かプレーしていますが、これからも楽学の会のゴルフ愛好家の方々とゴルフを楽しみ、

より和と友情を育みたいと思っております。そして、心と体の健康に気をつけて、ゴルフライフを 
楽しみながら、充実した日々を続けられるように願っています。       （瀬田佳男） 
 

 
歯科治療奮闘記 

  皆さんは歯医者さんで困った事はありませんか？私は｢何でこんな辛く苦しい思いをしなければな 
らなかったのか？｣と思うような事が次々降りかかり歯科医療の怖さの現実を実体験しました。不信 
感と疑問で挫折感を何度も味わうと、判断力も気力も体力も失われ、｢歯科医療｣を信じられなくな 
ります。 
  私が立ち直れたのは私と同じ様な苦しみに遭い「心もズタズタ」になっている方たちとの出会い 
でした。「私だけではないのだ・・」と言う変な安心感が胸を通り抜けたのです。みんな泣き寝入り 
を強いられている状況がそこにありました。「私も？」と言う気持ちが、「私だから出来る事、私だ 
から言える事」で理不尽な事を勇気を持って追及をしてみました。結果的に「嘘をついて誤魔化し 
ていました。責任は僕です」と言う言葉を頂いた歯科医師には、「認定証」を返還して大学病院を辞 
めて頂きました。 

  まだまだ話し合いは続きますが諦めず「なぜ？」を追求していきたいと思っています。皆さんは 
信頼できる歯医者に出会えていますか？                  （田中桂子）

 
 
 
【本 の 紹 介】 

『〈２１世紀の生涯学習と余暇〉 

シニア余暇事業の展開』  
桜美林大学教授  瀬沼 克彰 著 
  （株）学文社発行 ２５００円＋税） 

 
本書の帯には〈世代のなかで最も余暇に恵まれ

ている“シニア（中高年）が地域を元気にする！”〉、

とある。著者（当会顧問）の意図が伝わる。 
頁をめくっていくと、第１章では６０歳以降の

１０万時間の余暇時間をどうするかが非常に大事

で、その方策としてまず好きなことをやる。仲間

を作る。一芸に時間をかけ、それを発表する。他

人に貢献奉仕する。また高齢期は年金プラスアル

ファで、余暇を使って金を稼ごう、その一番手は

人様に教えて収入を得ること、を勧めている。 
もう一つは八王子市と富山県の例をあげて、こ 

 
 
 
 
 

れからの時代の生涯学習は、行政主導から住民主

導に方向転換させなくてはならない。特に地域の

生涯学習を活発化させるためには、人、もの、金、

情報が要素として大事である、と記している。 
そのほか、各地で動き出したシニアパワー、団

塊シニアが地域で元気に活躍する具体例を紹介し

ている。また「余暇とはなにか、その現代的定義」

などがわかりやすく論じられている。 
活動の参考書として勧めた

い。 
              （市川茂敏） 
 

 
 
 
 

みんなの

広 場 
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１０月 月例会報告 

開催日  １０月２７日（月） 午後７時～ 参加人員 ２７名 
 テーマ  「足立区住区センターについて」 講師 瀬田佳男 前事務局長 
 
 「足立区住区センターについて」と題して、当会の瀬田氏（前事務局長）より、説明があった。「地域

学習センター」は１３か所で教育委員会の所管であるが、「住区センター」は、４７か所で区民部の所管。

全国にも例のないユニークな制度、運営も近隣の町会・自治会に委託、児童館・学童保育室・老人館・

集会室等と複合した公共施設であり地域づくりの拠点と

して設置されたこと、運営資金は区が負担等を知ることが

できた。 
 また、この施設が年間２４０万人に利用されていること

を知り、ちょっとびっくり。ちなみに出席者に聞いたとこ

ろ、あまり利用をしていないようであった。（会の事で忙

しい？）。酒井さん、鈴木さんからの補足説明もあり、今

後は、「住区センター」を地域の拠点として、大いに利用・

活用していく事が大切であると理解できた。 
 その後、早坂代表の提案・報告、各部局の報告・連絡があり、９時に終了した。              

（ボランティア活動推進部） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

女性フエスティバル 2008 あだち見聞記

 
 考えよう！これからの生き方“ワーク・
ライフ・バランス”をテーマに、足立区女

性団体連合会・足立区主催のイベントが 11
月 8 日、9 日エル・ソフィアにおいて開催
され、早坂代表のすすめで参加した。 
 会場には趣味、健康、食文化、介護など

に関する展示と講演が行われ、午後、当会

の会員船田君子氏の司会でオープニングセ

レモニーが開かれ引き続きシングルマザー

講釈師が語る「涙と笑いの奮戦記」と題し

て講釈師、神田香織氏による講談が語られ、

日頃縁のない講談だけに興味深い講演であ

った。 
２日目（11/9）は初日とは異なった展示と
「シングルマザーなかまの相談」「女性ちょ

っとだけ何でも相談」などが行われるとの

こと。大変盛りだくさんな楽しいイベント

だった。    （尾島美津江） 

ご案内 

＜受講者が出版＞ 
 平成１８年度大学塾実施講座「心をはぐ

くむ童話の魅力」を受講された有山さんが、

この度創作童話「おばばかんしな」を出版

された。 
 講師の大石もり子氏にその後も師事さ

れ、大石氏主宰の「朗読サロン」でもご活

躍中の有山さんから「楽学の会」宛てに著

書とともにお礼状が届いた。 
「大石先生との出会いをお世話して下さっ

た楽学の会の皆さん、ありがとうございま

した」とあとがきにも記されている。 
ワークルームの書架に置いてありますの

でご一読を。         (木島叔子) 
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運営委員会だより 
 平成 20 年 11 月度の運営委員会は 11 月 4 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） 「文化ボランティア全国フォーラム in 東
京」分科会は、参加型の形式で行われ、講師

やコーディネーターの変更などのアクシデ

ントを切り抜け成功裡に終了した。準備開始

から足並みを崩すことなく協力体制が取れ

たと確信、今後の会の活動に有効となろう。

参加スタッフに謝意。 
2） 20 年度中間報告について当初の計画の検証
と達成に向けての協力要請があった。 

3） 情報提供として、NPO 支援センターの講座
案内および足立区女性団体連合会からの事

業案内があった。 
２．あだち区民大学塾の件 
 1）講座検討会議 11/4（火）14時～開催 
  次回は 12月 1日(月)13時 30分より。 
 2）講座企画会議 11/19(水)13時 30分～開催 
次回は休会。 
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 
  参加者 55名（講演会 55・まち歩き 29・パ 

ネルディスカッション 24）実施内容等の詳 
細は別途掲載。 

 4）大学塾事務局当番について 
  事務局業務一時停止。12/20（土）から 1/23 

（金）まで（追記） 
３．２０年度事業計画中間報告について、各部 

局から中間時点での進捗状況が、概ね順調 
に推移している旨の報告があった。 

４．各部局の報告及び提案 
 ＜学習支援部＞ 
・ 受託講座が決定。テーマは「インターネッ

トの現在・過去・未来」、日程は 12/5・12・
19（金）19時～21時。講師は村瀬一郎氏
（三菱総研・主席研究員）。 

・ センタービル合同避難訓練に参加（10/24
当会より 3名が参加） 

 ＜ボランティア活動推進部＞ 
・ 11月の月例会開始時間を変更 
（11/27,18時開会） 

・ 12月の月例会は休会。 
・ A－net 11/6「男たちのボランティア」実
行委員会を開催。 

＜広報部＞ 
・ 楽学ニュースの発行（136 号 11/27・137
号 12/25） 

・ 12月 HP更新は 11/30の予定。 
 ＜事務局＞ 
・ 新入会員のボランティア保険(4名)の申込
を行った。      （緑川祥元） 

合同避難訓練実施 10 月 24 日(金)    
〔生涯学習センター・ビジターセンター 
・図書館・放送大学・レストラン・住宅〕 
午前 9時 30分「訓練放送、訓練放送、只今大

きな地震がありました」防災センターからの全

館放送が流れ，自衛防災訓練が開始された。7
階レストラン厨房内より火災発生、5階研修室 1
に於いては講座開講中で怪我人 1 名発生、避難
階段から裏庭に怪我人を移送避難する(当日は
雨降りで 4階避難所に変更)との想定での訓練に
当会より小林、相馬、金子の３名が参加した。  

（金子勝治）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホームページからのお知らせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホームページからのお知らせ 

HP の機能アップを図っていきます！！ 
 11/19 午後 2 時半より、高崎から久しぶりに足

立に帰ってきた染野さんを交えて、神戸、原田、

江川、小林、田中の HP メンバーで今後の機能ア

ップ等についてミーティングを行った。当日は HP

のかわいいアイドル“ひなつチャン”も写真のよ

うにニコニコと仲間に加わり大賑わいであった。

＜取組んでいく課題＞ 

・HP の容量の削減（HP もメタボ対策が必要！）

→余分な部分の地道なメンテナンスの実施。 

・新旧コンテンツの一層の統合化 

・文字の拡大、縮小ボタンの試行 など 
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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＊ 

日一日と寒さが増してきています。今年もはや、

師走の月が巡ってきました。年末・年始に向けて気

忙しい季節となりますね。 

さて、今月のボランティア募集講座のお知らせで

す。みなさまのご応募お待ちしております。 

 
▼区民カレッジ 放送大学連携講座 

「極北の自然と生きる」 
◎日時   １２月２３日 火・祝日 
  13時30分～15時30分 

◎活動時間  12時40分～16時45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・案内等） 

◎講座担当者  坂田・高橋 

 

▼ビジネススキルアップ講座 

「簿記３級」資格取得支援講座 

◎日時   １月６日 火曜日 

 19 時～21 時 

◎活動時間  18時10分～21時15分頃まで 

◎会場    生涯学習センター 研修室1 

◎募集人数  2名程度（初日受付） 

◎講座担当者  高柴・山守 

 

▼区民カレッジ 獨協大学連携講座 

「ウィーン：歴史探訪」 
◎日時   1/9 1/16 1/23 

毎金曜日 19 時～21 時 

◎活動時間  18時10分～21時15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・案内等） 

◎講座担当者  坂田・大塚 

 

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.jp 
申し込み締切り日 

「極北の自然」 １２月１２日（金） 

「簿記３級」 １２月２２日（月） 

「ウィーン」 １２月２２日（月） 
  

 

 

 

○運営委員会 

12月1日(月) 午後3時～5時 研修室4 

○月例会 

12月はお休みです。 

○学習支援部 

12月3日(水)  午後5時半～  （館外） 

○ボランティア活動推進部 

 12月5日(金)  午後2時～4時  ワークルーム 

○広報部 

 12月4日(木) 午後3時～5時  ワークルーム 

 12月17日(水) 午後3時～5時  ワークルーム 

12月25日(木) 午後3時～5時  ワークルーム 

○事務局 

 12月9日(火) 午後2時～4時  ワークルーム 

  12月26日(金) 午後2時～3時  ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 12月1日(月) 午後1時半～3時  研修室4 

○大学塾企画会議 

12月はお休みです。 

○ホームページ企画会議 

 12月は月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 

 巷には不況風が吹き荒れていますが、楽学ニュ

ース 136 号は新鮮ネタてんこ盛りでお届けしま

す。大学塾講座もハイペースで進捗し、2 月募集

の 1 講座で目標達成、137 号以降は新年度がスタ

ートするまで紙面に余裕があり、新年の抱負・提

言等皆様の投稿を期待しています。本号がお手元

に届いたら検討よろしくお願いします。 

 見て楽しく、役に立つ会誌を目標に皆様のご協

力をお願いします。 

（瀧呑昭龍） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 


