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新会員の皆さん、ようこそ！ 
☆異世代コミュニケーションに期待☆ 

                                     代表理事 早坂津夜子 
ここ数年、ボランティア活動に対する目的意識を明確にした“地域で自分を生かしたい”とする考えで入会され

る傾向が、一段と強くなってきていることを感じます。とりわけ、少数派ではありますが、子育て中の女性の参画は、

異なる価値観や発想の転換を促すための、豊かなコミュニケーションづくりに、一役かって下さることを期待してお

ります。新会員の皆様、共に「楽学の会」を支えてまいりましょう。 

 

☆新会員からのメッセージ☆
 

瀬畑一江さん 

新しい活動の場を求めて 

 一昨年勤めを辞め暫くのんびりして

いましたが、一年も過ぎた頃になります

と、このままでは自分が取り残される不

安を感じるようになりました。何かしなくてはと思ってお

りましたときに、知人より「楽学の会」のお話を聞きまし

た。話しを聞く事は嫌いではありませんので講習だけ

でも受けてみることにしました。三日間の講習でしたが

実に幅が広く奥が深い事を知りました。「楽学の会」の

ボランティアは経験のない私にも自分自身の向上、又

出会いを通して新しい喜びを得られるのではないかと

いう思いから入会させていただきました。人の生き甲

斐は、誰からも信頼され、大切な人、必要な人と慕わ

れる事である。ボランティアを通してこの様な自分にな

れたらと思っています。宜しくお願い致します。 

 

星初代さん 

生き生きと活動に参加 

 昨年末、なが年の仕事を終えました。

もともと仕事を離れたら、今まで出来な

かったことを色々とやってみたいという

気持ちを強くもち続けておりましたところ、「楽学の会」

をボランティア講座で知り、このたび入会させていただ

きました。活動については、まだどんなことが出来るの

か自信はありませんが、私なりに学ぶ人々を支援しな

がら、社会や大勢の人とかかわって、その中で私自身

も学び、生き生きと健康でいられたらと願っております。

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 
山口浩子さん 

幸運な出会い 

 １１月の小春日和のある日「千住の

街歩き」に参加しようと、少し遅れて集

合の場所に着きました。ロビーで出会

った出発前の方々とは分からずに、急いでエレベータ

ーで上ると、役員の方が「今スタートしたところです」と

のこと、五階の窓から見下ろした道路にウォーキング

の列が見えます。後を追っていきましたが、追いつけ

ず、諦めて北千住駅へ戻りかけますと、裏通りで偶然

にも街歩きの会の皆さんにお会い出来たのです。何

かの「ご縁」かと勝手に思ったことでした。 

私の家の近くに日光街道が走っています。越して

来たころ、通りの裏には、古い家並みや古いお寺もあ

り、「旧花又街道」という標示があったり、古墳が発見さ

れた話等を聞きました。地元の歴史が分からないなが

らも興味を持ち、歩くことが楽しみになりました。「楽学

の会」では、何かを学び、そして何か自分に出来るこ

とを探してみたいと思っております。お仲間に入れて

いただき、よろしくお願い致します。 
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訃報 石渡建夫氏 
会員 石渡建夫氏（理事・事務局所属）が１２月１５

日に逝去されました。享年６５歳。 

楽学の会の財務担当として全 

幅の信頼を委ね、いつも冷静な 

判断力で会の在り方を示してい 

ただきました。 

生前のご活躍を偲び、謹んで 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

                 （「能面」講座司会の石渡氏）

（新会員メッセージ次頁へ続く） 
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松本由紀恵さん 

学びの場を見つけた 

 9 月の区民企画講座「10 年後の名刺」に参加させて

頂き、講座を開催、運営するボランティア団体があるこ

とに驚きました。これが私と「楽学の会」との出会いで

す。ちょうど、この講座を受講し将来のビジョンを模索

する中「自分も楽しみ学びながら人の役にたつことを

したいなぁ」と考えていたところ、代表の早坂さんの明

るく楽しそうに活動していらっしゃる笑顔に出会い、す

ぐに「楽学の会」に入会を決めました。私は近い将来、

子育ての中の母親や働く女性の笑顔を応援する講座

を開催したいと考えておりまして、その準備として現在

「心の栄養」について勉強をしています。まだまだ学

問も人としても経験不足ですが、１歳７ヶ月になるやん 

ちゃな娘と共にこの育児の時間を活用して色々なこと

を学んでいきたいです。 

 微力ですが人のお役にたちたいと思っております。

皆様、私に出来ることがありましたら何でも声を掛けて 

ください。宜しくお願いします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

「もっと知りたい宮澤賢治の世界」 

～心を捉えて放さない賢治からのおくりもの

～ 

講師に赤田秀子氏（宮澤賢治学会元理事・宮澤賢

治研究会事務局長）を迎えて、１２月３、１０、１７日水

曜日午後２時～４時に行われた。会場は講師がパワ

ーポイント使用ということもあり、関係各方面の了解を

得て 1 回目と２回目は研１、３回目は講堂で行われた。

講堂での講義は会場もゆったりとして好評であった。

今までに無い「賢治」の人間像に迫る講座にしたいと

いう意図もあり、講師作成のパワーポイントも素晴らし

い内容であった。アンケート結果も、賢治の作品を改

めて読みたいという声が多かった。また、６月講座「論

語」講師の須藤明実氏も受講者として参加された。応

募者３８名、受講者３７名、運営スタッフは１１名。チー

ムワークに感謝。               （今野君江） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あだち区民大学塾「日本語講座」の中止について 

さる１１月２６日から開催予定の講座は、年末の

多忙な時期と重なって応募者が少ないため今回は中

止としました。既受講者の方からは、ぜひ時期を変

えての開催の要望もありましたので、小川講師とも

打合せのうえ来年度に行うこととしました。 
  

有志による“忘年会”開催される 

  有志ということもあり、足立区内ではなく、文京区本郷の

「イタリアンレストラン」で、行われた。 

12 月９日の当日は、冷たい雨にも 

かかわらず、１７名が参加し、ワイワ 

イがやがやと、賑やかな納めの会と 

なりました。一部屋貸切で、かつ今 

までとは違った雰囲気の中、充分な親睦が図れた。（と思っ

ています）                       （江川武男） 
  

1 月月例会は、新年会！ 
 楽学の会「新年会」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 

日 時 平成２１年１月２９日（木） 
    午後６時～ 

場 所 展望レストラン「ピガール」 

    足立区役所南館 １４階 

会 費 3,500 円 

申込先  メール 江川  takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 

            金子  kkaneko1943@msn.com 

     ＦＡＸ 03－5813－3759（ワークルーム） 

受 付 １月２３日（金）迄  

  （申込後、欠席する方は事前に連絡して下さい） 

◇◇◇募 集！！◇◇◇ 
平成 21年を迎えて、新年の抱負 

 
平成 21 年を迎えて、「楽学の会」全ての会員の皆さ

んからの今後の抱負等を「楽学ニュース」138 号（1 月

号）及び 139 号（2 月号）に掲載いたします。 

奮ってご応募ください。 

 

◇要領 
・文 字 数  300字程度 
・原稿締め切り  平成 21年 1月 15日 
・送 付 先  広報部 田中国弘 
ＦＡＸ 03-3856-9290 
メールアドレス 

ku-tanaka@asahi.email.ne.jp   
または、広報部員へ。 
たくさんのご応募お待ちしています。 

あだち区民大学塾講座 

実施報告 
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受託講座実施報告  
 

インターネットの現在・過去・未来 

 12月 5日（金）、村瀬一郎氏を講師に迎え、講座が

開催された。1 回目は歴史と背景、2 回目は光の部分

（LiveE、グーグルアースなど）、3 回目は影の部分とま

とめ（ウィルス、迷惑メールなど）をお話しいただいた。 

3 回目の講師のお話から、インターネットを使用した

犯罪は垣根が低いために多く拡がる危険性を感じた。

その被害を怖れるあまり、インターネットを利用しない

ことは情報格差を招くだろう。 

講師の示した対応策を参考にしながら、警戒はし

つつも、積極的に利用すべきと思った。講師の話は、

専門用語を多数使ったが、懇切丁寧に解説され受講

者にも分かりやすかったと思う。 

                         （安田善英） 

 

 

 

 

 

 

 

 

区民カレッジ 獨協大学連携講座 

「ユダヤ民族の歴史」（第 4期） 

 

 

開催日 11 月 7 日～11 月 28 日（各金曜日）  講  師 谷口郁夫 氏 (獨協大学講師) 

 

紀元前の古代イスラエル

王国が滅亡し、ユダヤ民族は

数々の迫害を受けながらも、

世界の各地へと散らばって

いった。しかし民族宗教の誇

りと拠り所を持ち、国家を持つことが無くとも、

自らの伝統と文化を守り続けて来た。こうした民

族の様々な歴史について、19 年 4 月から 4 期(１

６回)に亘り、学ぶ事が出来た。 

講座の最終期としての今期は、近代から現在迄

のたび重なる民族の離散、迫害や虐殺、国家建設

の理想と現実などが交錯する 200 年について学ん

だ。 

 又、この講座の司会を通期で務めさせて頂いた

が、その間「想定範囲外」の展開や出来事も色々

あり毎回緊張の連続だった。しかし、講座終了後

には会場の受講者より、継続開催要望の声が数多

く寄せられ、改めて谷口先生の講座人気度の高さ

が伺えた。  

                         (金子勝治) 

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 

 11月 26日、（株）テレビ朝日の社会貢献事業として

「テレ朝出前講座」を足立区と連携し開催された。講

師はＴＶ局全般について、お客様フロント局長の枽原

美樹（くわばらみき）氏。「地デジ」については経営戦

略の大場洋士氏。「サンデープロジェクト」報道番組に

ついてはお客様フロント部長の鈴木裕美子氏。 

 「サンプロ」の愛称で、高視聴率を得ている番組「サ

ンデープロジェクト」も 20 年の長寿番組である。キャス

ターの田原総一郎氏の視聴者に代わって鋭くズバッ

とかわす激論は他の番組に見られない切れ味の良さ

で共感を呼ぶ。スライドの中での田原氏の話に戦争を 

 

 

 

 

知る世代として正しいことの報道を目指して真実を追

求するには、「本音を引き出す」手腕と命がけの真剣

勝負が必要であるという言葉の重みを強く感じた。 

 番組制作にあたって、日夜を問わずの各位の役割

の大切さを知ることができた。        （秋本燿子） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生涯学習センター講座運営ボランティア 
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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。 

              ☆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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

情報ＢＯＸ 
  ＮＰＯ法人「死ねない時代研究会」代表理事 

中野英子氏からリーフレットが届いた。今年９ 

月に市川相談役提案で実施した受託講座「どう 

なる！これからの社会保障」で講師をしていた 

だいた中野英子氏と石川晃氏のレポート(Ａ４が 

２枚)である。 
  
「高齢化これからが本番～２１世紀型高齢化 

社会への転換」と題して、後期高齢者医療制度 

のことや女性の９割が９０歳以上まで生きる社 

会が来る――と本気な対応が必要と述べている。 

ワークルーム書架にあります。      (広報部) 

 
 
 
 

み ん な の

広 場 

板橋からこんにちは！！ 

 大変ご無沙汰していますが私は元気にしてお

ります。孫は 7人になろうとしているところです。

 楽学ニュースで皆様のご活躍のすごさに毎号

驚かされるばかりです。発足当時、また第 1 号

の出来上った時が今でも懐かしく想い出されま

す。あの頃よくある先生から『あなたの笑顔はそ

れだけで充分ボランティアなんですよ』と励まさ

れた一言が現在の私の活動の大事な支えとな

っております。 

 板橋区の子育て支援の一環である“こんにち

は赤ちゃん訪問”の子育てサポーターとして、ま

たファミリ－サポートや一時保育の援助者、そし

て足立区では“子育てほっとパル”の一員とな

り、子育て中の親子と共に語り、笑いと感動のあ

る場を作っていくという目標で私も学ばせてもら

っています。これからもいろんな出会いを大切

にホッ！と出来る人であり続けたいです。 

                      （西濱勝江）

 

 

 

 

「も」 と 「と」のちがい 

あだち区民大学塾「おくのほそ道の旅を楽

しむ」の講座に楽しく参加しました。 

その帰り道に突然、市振の「一家
ひとつや

に遊女も寝

たり萩と月」の句を思い出しました。 

「もに点がひとつないと、あのはせをさんで

も誤解されて大変なことになる」と５０年以上も

前の高校１年の古文の時間に、担任の教師が

頬をすこし赤らめながら言ったことが思い出さ

れたのです。なるほど高校になるといろいろな

ことを教えてくれるものだと中学までを足立の

田んぼ道を走り回っていた私は感激したおぼ

えがあります。（もちろんまだ、菅原通斉や神

近市子が活動した法律のできる前のことです）

夕べのおかずは思い出せないが昔のこと

は忘れないと誰かが言っていましたが、ち

いさなキーワードがあると記憶の奥の隅か

ら思いがけないことを掘り返すのでしょう

か。だとすれば長生きするのもいいものか

もしれないと思った次第。   （原田進）
 

【編集部注】 
・市振（いちぶり）－越中との境にある越後

の宿駅 
・はせを―芭蕉の俳号 
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運営委員会だより 
 
平成 20年 12月度の運営委員会は 12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）  「文化ボランティア全国フォーラム in東京」
会議報告：会議は 11 月 15 日築地社会教育会
館で開催した。実施報告書について打合せを行

い、800部作成の予定。原稿提出期日は 12月
20日、担当は小林とする。また、12月 4日六
本木ホテルアイビスで反省会と今後の打合せ

会議が開催される。 
2） 大学塾事業実施報告の作成について：共催事業
なので作成すべきとの提案があり合意した。顧

問・賛助会員・後援会員にも提供する事とした。

作成担当はボラ活部とし、メンバーは昨年の担

当者北川の他、部長に一任とした。作成時期は

1月～2月に始動し、早期に作成する。 
3） 21年度の指定管理者が 12月 2日から開催の第

4回区議会定例会で決定される。運営に関する
問い合わせ等に対応していきたい。 

4） 情報提供:受託講座「どうなる！これからの社
会保障」の中野英子講師より資料の提供（月例

会で配布）。内閣府 男女共同参画推進課よりア
ンケートの依頼があったが適応者が少ないた

め回答は拝辞した。 
２．あだち区民大学塾の件 
 1）講座検討会議（12/1 13:30～開催） 
   20年度目標 15講座は達成、21年度の企画を 

協議。1月は休会。次回 2/2 13:30～。 
 2）講座企画会議（11/19 13:30～開催） 
①12月は休会。次回は 1/21(水)13:30～。 
②大学塾事務局当番を一時休止とする｡ 
期間は 12月 20日から 1月 25日まで。 

  ③生涯学習センターあて用紙類の支援を依頼中。 
  ④指定管理に関連し借用中の備品類を一時返却

等が必要となる旨連絡があった。 
３．各部局からの報告および提案 
＜学習支援部＞ 

① 部会は 1月 9日開催の予定。 
② 受託講座「インターネット」を 12月 5日か
ら全 3 回で開催。受託講座「防災」を企画
中、講師等センターと折衝中。 

＜ボランティア活動推進部＞ 
① 1月の月例会は新年会を兼ねて 1月 29日に
開催の予定。 

② A-net 報告：「男たちのボランティア」は 2
月 11日区庁舎ホールで開催。第 1部は中山
千夏氏の講演会、第 2部はボラ 21団体（参
加予定）の紹介、第 3部は懇親会。 

＜広報部＞ 
① 部会 1月は 8日、22日、28日開催。 
② 楽学ニュースの発行 138号 1月 29日。 
③ 1 月のホームページ 12 月 31 日更新に向け
準備中。 

  

＜事務局＞ 
① 部会は 1月 14日開催。ニュース発送は 1月

30日に実施。 
② 20年度下期の入会者は 5名、12月 1日現在
で正会員は 81名。会員名簿を更新の予定。 

③ 年会費徴収に関する規則について周知文書
の発送（来年 3月頃）を検討する。 

                  （緑川祥元） 
１１月 月例会報告 

開催日 １１月２７日（木） 午後６時～ 
参加人員 ２３名 
 講 演 「魅力ある生涯学習社会の創造を」  
 講 師 渥美省一氏 
（千葉県教育庁生涯学習部社会教育課長、我孫子市 
生涯学習推進室長、川村学園女子大学非常勤講師 
等） 

 
 １１月月例会は、講師に渥美省一氏をお招きし、

「魅力ある生涯学習社会の創造を」と題して、講演

を行った。家庭における教育の基本は、家族間の会

話を豊かにすること、そして他の人達（大人）との

出会いが大切である。又、学校・地域社会における

教育課題についてもわかりやすい説明があった。最

後に「楽学の会」会員へ以下のメッセージがあった。 
・人生の目的を改めて活字にする。 
・目標を掲げ、その目標を具体化する。 
・男女を問わず、会いたい人をたくさんつくる。 
・感度の良い肉体を保持する。 

とても楽しく、また有意義な講演で、アッという間

に１時間が過ぎた。渥美先生、有難うございました。 
 月例会に初めて参加した新会員の星初代さん、山

口浩子さんの自己紹介があった（今年の入会者は、

現在５名）。恒例の、各部局の報告・連絡があり、８

時半に終了。 
その後、渥美先生をまじえ、会員の親睦会（参加

者１３名）があった。  （ボランティア活動推進部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講演する渥美省一氏 
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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＊ 

過ぎ行く2008年、一年間の皆様のご協力に深く

感謝いたします。そして迎える2009年、今年もど

うぞ宜しくお願い致します。 

今月のボランティア募集講座のお知らせです。大

寒に向かって益々寒くなりますが、皆さまのご応募

お待ちしております。 
 

▼区民カレッジ 放送大学連携講座 

「江戸錦絵の流通」 
◎日時   ２月８日 日曜日 
  14時～16時 

◎活動時間  13時30分～16時30分頃まで 

◎会場    生涯学習センター 講堂 

◎募集人数  6名程度（司会・受付・案内等） 

◎講座担当者  坂田・高橋 

 

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 

「江戸錦絵」 ２００９年１月２０日（火） 

 

 

 

今年の主な HP のイメージイラストです。来年も

HP を皆さんと育てていきましょう。よろしく！ 

 

 

 

 
0801            0802         0805 

 

 

 
0807              0809          0811 

新会員の皆さんへ 会員頁を是非ご覧ください！ 
  
 

 

 

 

○運営委員会 

1月 7日(水) 午後3時～5時 研修室4 

○月例会（「新年会」です） 

1月29日(木) 午後6時～  

ピガール(区役所本庁舎内) 

○学習支援部 

1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 

 1月 9日(金) 午後3時～5時 ワークルーム 

○広報部 

 1月 8日(木) 午後3時～5時 ワークルーム 

 1月22日(木) 午後3時～5時 ワークルーム 

1月29日(木) 午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 1月14日(水) 午後2時～4時 ワークルーム 

  1月30日(金) 午後2時～4時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 1月は休会です。 

○大学塾企画会議 

1月21日(水) 午後1時半～3時 研修室4 

○ホームページ企画会議 

 1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 
 平成 20 年年末の忙しい中、広報部員の皆さんお疲れ
様でした。新部員の星さんも参加され、いつもの賑や

かな編集作業と印刷でした。12 月の広報部会の後は恒

例の打ち上げ、作業もはかどること。 

 楽学ニュースは会員のための情報誌ですが、いつの

日か、広報誌としての発行を夢見ている次第です。 

 会員（理事）の訃報、世界的な不況のニュース。平

成21年が皆様にとって明るい年であることを願うもの

です。～あ～ぁ、疲れた～      （高見沢公彦） 

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 


