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代表 早坂津夜子 

新年おめでとうございます。いよいよ今年度は生涯学習センターの事業運営が指定

管理業者へと移行になります。「楽学の会」にとっても、NPO 法人設立７年目にした大

きな変革の年と受け留めております。 

足立区における社会教育施設が指定管理者制度を導入して間もなく、当会は制度に

関する勉強会を実施して来ました。会員による情報収集や意見交換、既に指定管理事

業者となっている地域学習センターの現場責任者への取材など、未知への方向性を探

ってまいりました。結果、住民ニーズの多様化に対応したサービスの向上とコスト縮

減という、難しい局面を抱えている制度であることを実感し、現実の厳しさに触れたことを思い返して

おります。 

当会は、中央センターとしての生涯学習センターの施設ボランティアとして、13 年間に亘り事業の一

部を担ってきました。ここは、改めて「楽学の会」の“存在意義”を実践で示す年なのだと思います。 

そして、 

① 施設ボランティアを出発点として活動を続けてきた私たちは、環境に応じた柔軟性と多様性を拡

げていく。 

② 足りないものを補い、欠けたものを再生する体制づくり。 

③ 会員が生き生きと活動するための目標を持ち、情報社会に適応できる感性を磨く。 

それには、やはり、今当会に足りない若い会員を引き込むことが重要ではないのかと思います。異な

る価値観やエネルギーをもって、「楽学の会」に新たな起爆剤となる変革を興していきたいのです。 

これからの社会教育施設をどう変えていくのか、私たちのような団体は如何にあるべきなのか、これ

からの時代に求められる施設との関係について、築いていくべきことを実践する年でありたいと考えて

おります。そして、こうした時代だからこそ、「楽学の会」の存在価値を高めることが重要なのではない

でしょうか。 

会員の皆様の更なるご協力とご支援をお願い申し上げます。 
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◆各方面から年賀状を頂きました◆ 
・顧問の先生方（伊藤俊夫、大久保邦子、斎藤哲瑯、瀬沼克彰、平沢茂の各氏） 

 賛助会員（木元栄子、崎山みゆき、平木トミ子、竹内絹代、寺内由美、関口博子 
 の各氏）、後援会員（外山義也氏）、講師等活動ネットワーク（荒昌二郎、櫟原 

 文夫、石渡博明、木野翠、渥美省一、後庵正治、近藤直子、鈴木玲子の各氏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２００９年を迎えて、会員のメッセージ 

☆★読書と学び★☆ 

  （市川茂敏） 

時間をつくって、これまでよ

りも多くの本を読むことが今年

の目標の一つだ。本からは内外

のその時々に起こったできごと、

人の生き様、戦の悲惨さや愚か

さなどがわかることはなかなか楽しい。貴重な教

訓や情報も得られる。漢字の読み方も学べるので、

どこかの国の宰相のような読み間違えもなくな

る。 

最近はインターネットで区内 16 図書館の蔵書

検索と借り出し予約ができるので、専門的な本を

除いて、最新刊の文化教養的なものも借りられる

ので便利だ。冥土が少しずつ近くなる人生だが、

読書を積み重ね学び輝く１年にしたい。                                

われわれ「楽学の会」も、生涯学習センターが

指定管理業者による運営になるため、その対応を

考えなくてはならない。今年は会にとっても転換

期であると思う。「あだち区民大学塾」を主体に、

活動の場を拡げていくことが今後の発展のため

に重要であろう。 

 

☆★映画★☆ 

（安田善英） 

10 年以上映画を見ていない。今年はジャンル

を問わず沢山の映画を見ようと思っている。 

正月、「レッドクリフ」「ウオーリー」「地球が

停止する日」を見た。大画面は素晴らしい。 

最後の字幕に余韻に浸るのは最高と感じました。 

 

 

☆★限り有る時を大切に★☆ 

(金子勝治) 

『門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもあり

めでたくもなし』 (一休禅師) 

 この先、自分が新たに迎える歳の数は、経て来

た年月に比べると明らかに先の方が短い。 

今改めて、自分が社会の中で果すべき役割は何

かを問いつつ、今年も楽しく活動に参加させて頂

こうと願っています。   

 

☆★引続き講座の企画に携わって★☆   

               （鹿島健一） 

名が一堂に

でした。 

一方、外に

響で暗いニ

環境にも何

と一抹の不

 21 年度の

の交代によ

り、様々な紆余曲折が予想されます。軌道に乗っ

てきた「大学塾」をこれまで通り実施出来るのか

不安が残りますが、来年度も続けるという前提に

立って引続き講座の企画に携わっていきたいと

考えております。 

 

☆★活動の場を拡げて★☆ 

（ 学習支援部長 小林徹） 

2009 年、世界的な景気の後退、それにともな

う雇用の減少。中東では、イスラエルのガザへの

攻撃。不安な、課題の多い年の幕開けとなった。 

年の初めにあたり、みんながこれからの世界のこ

と、国のこと、社会、自分のことをじっくりと考

える必要があろう。 

 

☆★棒ほど願って針ほど叶う★☆ 

  （瀬田佳男） 

 人は誰しも新らしい年を

迎えると、心改まるもので 

す。元旦には、新たな気持ち

で一年の目標を頭に描いた

ことと思います。目標の達成は「棒ほど願って針

ほど叶う」とも言われます。この先人の言葉から

考えられることは、叶うことは少ないが、それで

も挑戦し続けることが価値があると理解してお

ります。 

 今年、楽学の会にとっては試練の年です。あだ

ち区民大学塾や月例会等原点に帰って見直し、参

加者が一人でも多くなるように微力を尽くした

いと思います。 

 どうぞ、今年もよろしくお願いいたします。 
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家が老朽化、補修を余儀なくさ

れてやむなく昨年 10 月、改装に

着手しました。工事が長引き一部

完成を見ないまま暮れの 30 日に

引っ越し、新しいリビングで新年

を迎えました。ごく近い親戚 11

会して屠蘇の祝い、誠に平和な雰囲気

目を向ければ世界規模での不況の影

ュースばかりです。我が家を取り巻く

時かその波が押し寄せてくるのかな

安を感じます。 

“楽学の会”の運営は、指定管理者

る大きな曲がり角に直面する事にな

 

☆★「ヒ」「ツ」「ジ」をモットーに★☆  

（大藤久子） 

 窓越しに雪をいただいた美しい富士山を望め

ました。今年初夢でしょうか。人生の半分がすぎ、

足手まといという言葉にまどわされず、進んで行

きたいと思います。 

 共に学び共に喜び慣れているからと油断せず、

常に緊張感と少しの心のゆとりを持ちたい。 

「ヒ」飛躍し 

「ツ」次の企画で 

「ジ」充実の一年 これをモットーの一年である

様に。 

 



☆★心に豊かさを持って★☆ 

（岡田スミ子） 
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世界的経済不況の最中年明

けとなった 2009 年．雇用問題

や景気対策で社会が揺れてい

る。しかも高齢化社会が急速

に進む中で安心して生活が送

れるか不安を抱かざるを得ない。この様な時こそ、

心に豊かさを持って笑顔で楽しく過ごせるよう、

何か自分に出来る事は無いかと、新たな挑戦に取

り組むつもりです。 

昨年担った 2 講座の受講者よりの笑顔と感謝

の言葉に感激を受けた。それは代表を初め会の皆

さんのアドバイスや協力があっての事でボラン

ティア精神が培っていることを実感した。 

今年も頑張るぞ！！と自身を励まし生きる喜

びを分ち合える企画を模索している。 

 

☆★「皆で楽しく」をさらに深化させて★☆ 

（広報部長 田中国弘） 

楽学ニュースとホームページのこの一年をみ

ると皆さんの活躍の様子、舞台が良く見える。作

って来て良かったと改めて思う。仲間と一緒に達

成していくことは素晴らしい。 

これからも会の活動、舞台を「皆で楽しく」鮮

烈に伝えていきたい。 

より舞台の充実を目指しながら。 

 

☆★2009 年新しい年のはじまりです★☆ 

（尾島美津江） 

毎年、今年こそは何か始めよう、心がけて何か

習慣にしようと思いながら満足のいく結果には

いつも程遠いもの。 

新しい年になっても昨年と変わらず１月でな

くｌ3月のような、気持の切り替えが年々薄くな

っている。正月でも暮らしが日常化され、どのあ

たりで区切りをつけようか戸惑う。  

丑年の本年あらたな気持ちで、「楽学の会」の

活動に望めたらいいなあと思う。 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

☆★2009 年の丑年を迎えて★☆  

      （北川勇） 

親戚の家で新年会があり、全

員におみくじが配られ私一人

『大吉』でした。しかし運勢の

方は「謙虚に、落ち着いて物事

を対処しなさい」でした。心し

て過そうと思っています。 

昨年に引き続き、今年もよろしくお願いいたし

ます 

 

 

☆★新年に思う★☆ 

（事務局長 緑川祥元） 

新年を機に「楽学の会」の定款を読み返してみ

ました。理念と目標に共感し、入会した数年前の

ことが思い出されました。 

『健やかで心豊かな 21 世紀の学習社会の創造

及び学びあうまち足立の実現に寄与することを

目的とする』の言葉に感動し、励まされ、当時の

行政指導者から、また、会の良き先輩方からの指

導を受け「あだち区民大学塾」を立ち上げたこと

が、懐かしく昨日のことのように思い出されまし

た。 

生涯学習センターが指定管理となる今年、「楽

学の会」の活動にどの様な風が吹いて来るのか、

佳き風であることを望みつつ、最善の努力を尽く

さねばと、意を新たにした次第です。 

 

☆★新年にあたって★☆ 

（ボランティア活動推進部長 江川武男） 

新しい年を迎えましたが、昨年から引き続いて、 

リストラ・事業縮小・業績悪化

等の暗い話題ばかりが先行し、

今年こそ明るい話題がほしい

のに、それも見えません。 

我が「楽学の会」も指定管理者の問題もあり、

気分的になかなかスッキリしません。とは言えマ

イナス思考だけでは何の解決にもならないのは、

ハッキリしています。このような時こそ、物事を

前向きに考え対応していくことが必要であると

思います。 

今年も、くよくよせず、溌溂と、元気よく、年

相応に過ごしたいと思っています。皆さんお付合

いのほど、よろしくお願い致します。        

 
☆★広報部にご協力を★☆ 

（石田佳久） 

広報で皆さんに楽しく読んでいただけるニュ

ース作りをと心がけてきました。でもこれもみな

さんの広報への協力がなくては十分ではありま

せん。報告や寄稿何でも構いません。それがみな

さんの楽しみに変わってくれれば広報の喜びで

もあります。今後もご協力お願いします。 

個人としては、昨年同様旅行の継続と、今年は 

故郷で年末に 20 年にわたって開かれているポテ

トマラソンに参加しようと楽しみにしています。 

さあ練習の開始

です。 

 



 

 

 

 

平成 20年度あだち区民大学塾並びに受託事業

◆ 
 

講座名 

歌からはじまるもう一つ

～歌は人生のパートナー 

上記講座が開催されます。会

申込

E-Mail：tak

 ◆◆受託事 
講座名：首都災害・心構え
日程 

3月 3日 生活

3月 10日 
～防災意識

3月 17日 地震に備え

～足

講座運営スタッフを募集します

を行いますので、参加をお願

申込

            Em
 

 

 

生涯学習セ

◆独協大学連携講座「ウィ

1 月 9 日～23 日（毎週金曜

氏（独協大学外国語教授）を

講座が開催された。初日の朝

降り、講座が始まる時間には

足元の悪い中、100 人近い受

講座の人気の高さが伺えた。

 ウィーンは、多民族都市で

ている都市構造、時代が積み

っている国である。ウィーン

図を見ながらの鉄道、道路や

自分もウィーンを旅した気分

に学生に戻り、世界史を勉強

らった。         
◆◆あだち区民大学塾講座開催ご案内◆
講師名 開催日時 

の世界 

Part Ⅱ～ 

 近藤直子 氏 
21世紀ADACHI芸術文化共同制作
プロジェクト代表 

2/21,2/28 

各(土)AM10 時～12 時 

員の皆さん、協力し成功させましょう。運営スタッフへの参加をお待ちします。 

先：事務局 電話・FAX 03-5813-3759 平日 1 時～5時 

eo-wg@cj9.so-net.ne.jp （ボランティア活動推進部 江川武男） 
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業・生涯学習センターネットワークセミナー開催ご案内◆◆ 

とその対策～地震・その時の備えが身を守る～ 火曜日 PM 7～9時 
講座内容 講師 

再建とコミュニティの復興 
～災害社会学の挑戦～ 

専修大学教授 
大矢根淳氏 

首都大震災に備えて 
から「自助」「共助」の防災行動～ 

関東学院大学教授 
若松加寿江氏 

る・防災マップをご存知ですか？ 
立区の災害対策について～ 

足立区災害対策課長 
高橋秀幸氏 

。なお、2月 24日（火）17：00から生涯学習センターにて運営スタッフ会議
いします。 
先：大学塾事務局 電話・FAX 03（5813）3759 

ail:takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 江川武男 

ンター講座と運営ボランティア報告 

ーン歴史講座」 

日）、講師に古田善 

迎えウィーン歴史

には東京に初雪が

大雨と風が強く、

講者の参加に、この

 

、地下に歴史を残し

重なり色々な顔を持

の歴史についての地

食文化等の講義で、

に浸れた。久し振り

する機会を与えても 

  （吉田洋子） 

◆放送大学連携講座「極北の自然と生きる」 

～映像で見る温暖化とイヌイトの暮らし～ 

本講座は講師に放送大学の本多俊和(スチュア

ート・ヘンリ)教授を迎え、12 月 23 日午後 1時

30 分から 3時 30 分に行われた。応募者が多数の

ため、会場を研修室から講堂に変更した。 

イヌイトの住む極北地帯は「地球の健康のバロ

メーター」といわれ、現在は海氷が薄くなり、氷

河が後退し、環境・気候の激変期を迎えていると

いう。イヌイトの生活などの映像をたくさん使用

しての講義に、受講者は熱心に聴き入り、質問も

多く出て、壊れ始めている地球への関心の高さが

うかがわれた。運営スタッフは 6名。 

 (荻野久子) 
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 学びの場 再発見！     
    中央本町地域学習センター 

中央本町三丁目 15番１号℡3852 –1431 
[開館時間]  9:00-21.30 
[休館日]  毎月第 2月曜日と年末年始 
[館の構成]  3 階建て。1 階は住区センターと体
育館、2階は地域学習センター、3階はやよい図
書館、隣接地にプールがある。1 階の体育館、2
階とプールを指定管理者としてヤオキン商事㊑

が管理運営をしている。 
 昨年師走 15 日午後１時広報部、安藤、尾島、
瀧呑と事務局の北川さんの 4名で訪問。1階の体
育館の熱気、２階に上る階段の壁に貼られている

見易く綺麗に整理され申込書付の登録団体の案

内板に見とれながら、2階で所長平野氏の管理運
営にかける熱い思いに耳を傾けている内に予定

の時間が過ぎた。 
＊ 中央本町は名前の通り足立区のほぼ中央に位置

する。1966年（昭和 41年）住居表示でできた町。
以前は小右衛門町、東島根町、東栗原町、千住栄

町、弥生町、若松町等があった場所。広大な農地

から、工場地、宅地へと変遷を重ねて来た。今名

残としては館 3 階の図書館を“やよい”と命名、
梅島の小右衛門稲荷神社の外柵に工場の名が刻

まれた石柱があるのが目につく位である。 
[施設として区民に伝えたいメッセージ] 

環境は良いが大通りに面し

ていないので建物が見えない。

案内板が少ないこと、区民事

務所が併設されていないこと

もあり、やよい図書館の方が

知られている。 
知名度を上げるためにどう  

 するかが課題でミニコミ誌「オ
アシス」を毎月 1,000部発行、100部をセンター
で配布、900部を地域学習センター等公設文化施
設で配布している。 
[利用の仕方、楽しみ方、学習のポイント] 
① 体育館（9 時～21 時開館）は目下利用団体

28で団体外の利用の余地は少ない。 
② プールは短水路公認コース 25m、他に幼児用
プールあり、利用シーズンには所定監視員 3
名以上を常駐させ安全を期している。 

③ 2 階.第１学習室（定員 40 名）と第２学習室
（定員 16名）の利用率約 30～40%、レクホ
ール（80名収容）はピアノあり、体操･社交
ダンスサークル等が利用。教養室は和室で釜

あり、花、茶等に利用。工作室は陶芸中心。

収容 10 名の音楽室は防音完備。2 階各室は
未だ利用の余地あり。登録団体 47。 

 
[最新情報・センターが目指すもの]   
利用団体を増やす。会社及び地域の団体の会

議、面接の場など

① 

に。インターネットで空き

② 

で支える一般の人達に

④ 

本舞踊などを上演。 

「

色は濃い。花言葉・愛・美・嫉妬・尊敬。 

②「はるかぜ1号」(西新井～綾瀬)青井ふれあい

公園下車1分 

（広報部 安藤、尾島、瀧呑） 
「

は、区内ではめずらしい防音設備

ることだ。 

室情報を配信。 
講師は包括センターで認知症サポーター養

成講座を実施し、地域

知識を学んで貰う。 
③ 売りは親子参加型の講座を企画実施。 
 響ファミリーコンサートを１月に体育館で無

料公演。歌、和太鼓、日

所長お薦めの周辺名所」 

青和バラ公園（青井三丁目） 
＊バラは二季咲き、春は品種色とも多く、秋は品種

が少ないが

[交通機関] 
①! 五反野駅から徒歩11分 

参加者の感想」 
当センターは足立区役所本庁舎から 5~6 分奥ま
った閑静な住宅

街の一角にあり、

施設もととのっ

ていて、利用者

にとって非常に

便利。特筆すべき

がある音楽室が常設されてい

平野センター長 

当センターに入り目に付いたのが掲示板。利用者

の目線で分かり易く整理整頓が行き届いている。こ

れは若い所長さんのアイディアとやさしさとエネ

ルギーが感じとれた。 
しかし、どのセンターも共通の悩みとして、部屋

の利用率が低く、特に夜間の利用が少ないことだ。

地域の利をいかしたファミリー一座の無料公演が

計画されていたが、とにかく区民に知ってもらうこ

とが先決であるということがひしひしと伝わって

きた。 
( 北川勇) 
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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。 
い。 

viola.ocn.ne.jp 
 

 
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

☆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@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

情報ＢＯＸ 
          当会賛助会員の（株）自

 

を

 [当会顧問 瀬沼克彰教授、3月で勤務校ご退職] 

 

 時    

 所    足立区役所２階庁舎ホール 

講師 中山千夏氏 

第３部 ：00 有料 

 

ており 

分学 代表 崎山みゆき氏

からリーフレットが届い

た。「ストレスケア・カウ

ンセリングのご案内」であ

る。「ストレスケア・カウ

ンセラー養成講座」の案内

資料がワークルームの書

架にあります。興味のある

方、ぜひご覧ください。 

スケア・カウンセラー協会なお崎山氏はストレ

設立、副会長に就任。 

 

  4 月以降、非常勤講師、全日本大学開放推進

機構理事長、ＮＰＯ法人全国生涯学習ネットワー

ク副会長としてご活躍。 

 

 
日 ２月７日（土）午後１時～ 

場

内 容 

第１部 講演会 13：10～14：10 無料 

第２部 交流会 14：20～15：30 

懇親会 16：00～17

（懇親会への申込期間 終了） 

交流会には、会として 

ブースを設置。 

第 1 部、2部への皆さん

の参加をお待ちし

ます！ 

（ボラ活部） 

 

みんなの

広 場 

「旅」  

訪ねる旅、札所めぐり、桜前線を追う旅などに興味を持ち、数年をかけた。奥の細

旅行と異なり未達成の無念さが残る。無念といえばシルクロードへの憧

          

浅草文学散歩」 
原町交差路にある信用金庫の入り口に「浅草文学散歩」の案内が掲示され

② 
絵といった構成で、ほかに乱歩、漱石、啄木、三島由紀夫、山本有

 野仏を

道をたどる旅は特に長丁場で、千住から市振まででやむなく中断、最後の大垣の地を踏むこ

とでよしとした。 
 こうした旅は観光

憬、加えて人生の旅にもあるではないか。無念を背負って三途の川へ旅立つのはどうもいた

だけない。と、つらつら考えて、「そうだ、発想の転換！」と気づき、シルクロードは机の上

ですることにした。パソコンでも楽しみ、本も積み上げた。 
 ところで人生の旅の無念はどうするかしらん。(木島叔子)           

 
「
 地下鉄銀座線 田
ている。その様子を紹介すると、旧き良き風情をのこすこの街で文人が記した浅草を散策し

てみてはと 11枚のパネルが並んでいる。その中の池波正太郎の画板を例にとると、 
① ［生まれ故郷］の浅草へ度び度び足を運ぶのは、「懐旧の思いにふける・・」からではな
い。―省略 ―浅草六区の盛り場へ入れば「人間なみに歩ける・・」（散歩のとき何かた

べたくなって）より  
浅草六区の紹介  

③ 興行小屋の建ち並ぶ
三、高見順、サトウハチロー、川端康成、半村良があり、各作品に出てくる浅草の散歩

どころが三社祭、浅草観音堂、花やしきなどＭＡＰにまとめられている。 
この案内を見て浅草の街を歩くと今までにない楽しみを味わうことがで 
きるのではないか。（相馬義人） 

「男たちのボランティア２００９」

開催ご案内 
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運営委員会だより 

 

平成 21年 1月度の運営委員会は 1月 7日に開

催

人から 

た。当会から 

2） キ

3）

山みゆき氏がストレスケア・カウ

② 退職。関連資

 ４

宰治） 

」 

の件 

から始まるもう一 

 2） し、4月・ 

害」の開催が決定。運営ス

 ＜ボ

し、29日(木)18

時より区庁舎 14階にて開催。 

＜

①2 に開催。 

ース・ホームページの 1年間を

 ＜

①

「災害」の見積書を提出。 

  

 
 

時 ２月２６日（木）午後７時～９時 
月のテーマ

 「２１年度事業運営に向けて」 

の参加をお待ちして ます！ 
推進部） 

 

された。議事録をもとに報告する。 

 議事に先立ち、来訪された故石渡氏夫

会員多数の弔問に対する謝辞があった。 

１．早坂代表からの報告及び提案 

1）各方面からの年賀状を回覧し

は 35名の方々に賀状挨拶を送付した。 

生涯学習センターの指定管理業者がヤオ

ン・ジョンソンコントロールズ共同事業体

に決定した。生涯学習センターにおける「楽

学の会」の今後の協力体制等については、

センターと指定管理業者との引継ぎが完了

後、協議が行われる予定。 

情報提供 

①賛助会員崎

ンセラー協会を設立し副会長に就任。主催す

る養成講座の資料が届いた。 

顧問の瀬沼克彰教授が 3 月で

料等の肩書き修正が必要となる。 

）区民大学塾講座の企画提案 

  ・生誕 100周年（松本清張、太

  ・今秋放映のＮＨＫドラマ「坂の上の雲

   (司馬遼太郎) 

２．あだち区民大学塾

1）今年度最終の講座「歌

つの世界」を 2月 21日・28日に開催、本年

度目標の 15講座を達成する。 

21年度は 15講座程度を目標と

  5月で 3講座開催を決定。「外国人のための 

  日本語講座」、「薬膳料理」、｢藤沢周平」。 

３．各部局からの報告および提案 

 ＜学習支援部＞ 

① 受託講座「災

タッフ会議は 2月 24日の予定。 

ランティア活動推進部＞ 

①! 1月の月例会は新年会と

広報部＞ 

月の部会は 5日、19日、26日

②楽学ニュ

振り返り、21年度の編集方針を説明。 

事務局＞ 

石渡理事の死去に伴い、役員抹消登記を進

行中。 

②受託講座「インターネット」の受託料請求

書および

              （緑川祥元） 

 
日

今  
 

（会員による意見交換会） 
＊会員の皆さん い

 （ボランティア活動

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２月月例会ご案内 

ホームページからのお知らせ 

☆★担当からのメッセージ★☆」 

年末 来」

講座を受講しました。身近で最も現代的システム

があることが

分

して今年でちょうど 3年目、アク

、活発な活動で生き生

き

待

に 「インターネットの過去・現在・未

であるインターネットにも陰の部分

りました。 

  しかし我々のホームページは無縁です。「楽しく

役に立つ」サイトです。 

リニューアル

セスは最近少し中だるみですが、ご覧ください。

HP は皆様からの声で育ち

してきます。作成に参画するのも良し、お気軽

にご意見をお寄せください。9名のスタッフがお

ちしています。   （神戸明） 

 楽
し
い
打
ち
合
わ
せ
状
況 
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生涯学習センター 

ア情報 
a

大変寒くなりました。皆さん風邪には充分お気を

つけ下さい。

祈

お待ちしております!! 
 

 

「徒然草の世界」 

 15時30分 

で 
会場    堂 

等） 

▼

『平泉文化と浄土思想』 
 

   ボランティ
W nted: Volunteers!! 

 
＊新規募集のご案内＊ 

新型インフルエンザが流行しない事を

ります。 

今月のボランティア募集講座のお知らせです。皆

さまのご応募

▼区民カレッジ 放送大学連携講座

◎日時   2/20・2/27 金曜日 
 13時30分～

◎活動時間  13時00分～16時頃ま
◎ 生涯学習センター 講

◎募集人数  6名程度（司会・受付・案内

◎講座担当者  坂田・大塚 

 

ＮＨＫ連携講演会 

◎日時    3/8  日曜日 

14時～15時30分 

◎活動時間  1 で 

◎会場     講堂 

等） 

大塚 

 
▼区民カレッジ 

「古代史を彩る女性たち」 

  

会場    

） 

 

   LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  

★★ 
   生
でお申込み ンティ

3時10分～16時頃ま

生涯学習センター

◎募集人数  8名程度 

（司会・受付・案内・運営

◎講座担当者  高橋・

お茶の水女子大学連携講座 

◎日時   3/7・3/14・3/21 土曜日 
 14時～16時 全3回

◎活動時間  13時30分～16時30分頃まで 

◎ 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………。 

★★★申し込み方法★
涯学習センターに直接、電話・ｅメールなど

ください．その際は、「運営ボラ

ア申込み」とお申し出ください。 

 

Ｔｅｌ：５８１３－３７３５ Fax：3870-8407 

gs@kousya.jp 
又は「楽学の会」のホームページからも申し込

2月 9 日（月） 

」 

 
理事会 

月)  午前10時半～12時 ワークルーム 

○

午後3時～5時 ワークルーム 

○

木)  午後7時～9時 研修室4 

○

 午後6時～8時 ワークルーム 

○

 ワークルーム 

木) 午後3時～5時 ワークルーム 

 

火) 午後2時～4時 ワークルーム 

○

半～3時 研修室3   

1時半～3時 研修室3  

す。 

★お問い合わせ＆ご意見等 

めます。ｈttp://gakugaku.web.infoseek.co.jp/ 

申し込み締切り日 

「徒然草」 

「平泉」 2 月 23 日（月） 

「古代史 2月 23 日（月） 

 

 

○

2月 2日(

運営委員会 

2月 2日(月) 

月例会 

2月26日(

学習支援部 

2月 6日(金) 

ボランティア活動推進部 

 2月 6日(金)  午後2時～4時

○広報部 

 2月 5日(

2月19日(木)  午後3時～5時 ワークルーム 

2月26日(木)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 2月17日(

2月27日(金) 午後2時～4時 ワークルーム 

大学塾講座検討会議 

 2月 2日(月) 午後1時

○大学塾企画会議 

 2月19日(木)  午後

○ホームページ企画会議 

 2月は末の更新作業としま

 

○「楽学の会」の運営に関するお問合せ 
53 

  

ホームページに関するお問い合わせ 
290 

編集後記 

事務局 緑川祥元 電話：03-3898-77
E-Mail：midorikawa@cap.ocn.ne.jp 

 
○

広報部 田中国弘 電話：03-3856-9
E-Mail：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp 
 

今月号は年の初めにあたり、2009年会員の力強
いメッセージをお届けします。さすがに人生経験豊

かで一人一人味わい深いものです。 
時あたかもアメリカでは新大統領誕生。これから

いろいろな課題を背負ってすべての人たちがスタ

ートです。われわれの会もみんなで活動の舞台を広

げて行きましょう。 
                （田中国弘） 

楽学インフォメーション
★会合のお知らせ★ 


