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平成 20 年度 2 月、3 月 月例会報告 
■2 月月例会報告 

 2 月 26 日(木)午後 7 時よりボランティア活動推進部江川部長

の司会で開催された。 

 初めに各部局から報告があり続いて早坂代表挨拶となり、指

定管理者のヤオキン商事(株)、教育委員会、振興公社、楽学の

会との 4 者打ち合せ会が 3 月 3 日に実施することになっている

受託事業および運営ボランティアの件で協議される旨の報告が

あった。 

上記の件を踏まえ出席者 21 名が 2 班に分かれ 

・ 20 年度を振り返って気がついたこと 

・ 21 年度の事業運営課題について 

以上のテーマでグループ討議を行って終了した。                      （ボランティア活動推進部） 

 

■3 月月例会報告  

 
 

3 月 26 日(木)午後 7 時より 20 年度の「月例会」も会

員の学習の場として、又、会員による発表やグループ

討議、親睦の為の、幾つかの行事などを盛り込みなが

ら皆様方のご協力を得て行なって参りました。4 月より

新年度を迎えますが更に皆様にも、より親しみの有る

内容で月例会を企画して行きたいと思っています。又、

皆様方からのご要望にもお答え致したく考えて居ます

ので宜しくお願い致します。 

月例会の冒頭には、

今年度のセンター講座

で色々お世話に成りま

した坂田さん、大塚さ

んから「楽学の会」の皆

さんにお礼と挨拶があ

り、早坂代表よりは労

いの言葉が返された。 

 

 まず開会に先立ち

新 

年度の生涯学習セン

ター所長 平野 昌

暁氏より御挨拶を頂

き、引き続き当会早

坂代表理事よりの挨

拶があった。 
生涯学習センター  平野所長挨拶 

 

次いで本日の月例会テーマ「千住宿の歩き方講

座」を会員田中国弘氏より古地図を使って「居ながら

にして千住宿を歩く」という内容で写真と流暢な語り口

で説明して頂いた。日頃センターへの行き帰りに何気

なしに歩いている、見慣れた宿場町商店街の景色も

明日からは多少変わった街並みに見えて来るのでは

ないだろうか。 

次に、各部局の報告、連絡事項が伝えられ終了。

恒例の「会員親睦 2 次会」へと流れ解散・・・。 

「千住宿の歩き方」にて配布の「日光道中分間延絵図」 

                

 (ボランティア活動推進部) 

 
 第 141 号 (発行 平成 21 年 4 月 28 日) 

 

 【編集・発行】 
  特定非営利活動法人 

  あだち学習支援ボランティア「楽学の会」 

 【 事 務 所 】早坂 津夜子 方 

  〒120-0001 足立区大谷田 3-1-15-203 

  ホームページ http://gakugaku.web.infoseek.co.jp/ 

が く       が く 

大塚さん 坂田さん 

月例会グループディスカッション 



 
 

2

                           

平成２０年度通常総会開催案内 
１．日 時 ５月２８日（木）午後６時３０分から 
２．場 所 生涯学習センター・研修室４ 
３．議 題 ① 議長、議事録署名人選出の件 

② 平成２０年度事業報告・収支決算の件 
③ 平成２１年度事業計画・収支予算の件 
④ 理事・監事選任の件 

お願い：やむを得ず欠席する会員は、委任状を事務局長・緑川宛提出下さい。 

平成２１年度 あだち区民大学塾 第１ステージ 
 

 

１．「薬膳」をやさしく学ぼう ～先人たちの知恵を学ぶ～
             

回 月 日 テーマ 講 師 

１ ５月１９日 

（火） 

薬膳の考え方 
～食物が持っている五味・五性・帰経について～ 

２ ５月２６日 

（火） 
薬膳は癒しの食事 

～美味しく作って・楽しく食べよう～ 

  
薬膳料理研究家 
｢薬膳を楽しむ会｣ 
代表 田中 桂子氏 
（足立区在住） 

＊開催時刻 5 月 19 日（火）午後２時～４時 5 月 26 日（火）午前１０時～１２時半（実習） 
 
２．自分史入門パートⅡ ～あなたの想いと生きた証を 1 冊に～ 

 

1 回目 
「どんな自分史にしようか？」 

～文章作りのプランから組み立てまで～ 

 

 

 

2 回目 
「誰にでもわかり易い文章にするコツ」 

～悪文にサヨナラしよう～ 

 

 

 

3 回目 
「自分史の完成をめざす作業」 

～校正などで文章が生きてくる～ 

 

 

 
講師 外山 義也氏 

元出版社編集者、マスコミ 

専門学校講師。 

現在、フリーランス編集者 

兼ライター。 

―足立区在住― 
＊5 月 29 日、6 月 5 日、6 月 12 日（各金曜日） 午後 2 時～4 時 

上記２講座が開催されます。会員の皆さん、協力し成功させましょう。 

大学塾講座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・FAX 03-5813-3759 平日 1 時～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） 
      kkaneko1943@msn.com （ボランティア活動推進部 金子勝治） 

 
■勝野さん退任挨拶  
 

区民大学塾を担当して  

あっという間の3年間でしたが、皆様と共に大学塾の運営に携わる

ことができました事、深く感謝申し上げます。 

講座一つ一つに熱い思いを膨らませ、生き生きと活動されている

皆様の姿が大変印象的で、それが大学塾講座の大きな魅力となっ

ていると思っています。 

お身体に充分留意され、皆様の更なるご活躍を祈っております。 

   （財）足立区生涯学習振興公社 勝野浩美 

◆◆講座開催案内◆◆ 
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生涯学習センター ボランティア報告 
   

■「アレルギーを解る」 

平成 21 年 4 月 5 日に生涯学習センターの指定管

理者ヤオキン商事（株）による新年度の最初の講演

「アレルギーを解る」は東京大学医学部付属病院内科

医師関谷剛氏を講師に迎えて開催された。 

  アレルギーは免疫の過剰防衛であり1型から4型ま

であり主として 1 型が大多数であること。アレルギー源

は年齢によって違い、体のバランスを整え、環境を整

えることによりある程度防ぐことができ、また食物アレ

ルギー源は 5000 種類もあることも解った。ただ業者変

更後の初めてのことでレジメもなく我々ボラも会場に

行って役割がわかる等、今後の課題も多々あったよう

に思う。 

 でも最初の講演会にしては皆さんから多くの質問も

あり成功だった。               （石田佳久） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あだち元気づくりいろいろ講座 
～大学、企業、NPO リレー講座～ 

あだちの「まちづくり」、｢元気づくり｣を楽しく効果的

に進める「術」を伝授する講座が開催された。4 月 11

日は｢新たな地域ビジネス術｣を田中美乃里講師、18

日は｢地域の魅力を120％PRする術｣を河井孝仁講師、

25 日は草間忠宏講師が「地域イベントのプロデュース

術」を講義された。 

最終日の運営役割は、進行・記録・受付がセンター

のスタッフが、私は会場・会場誘導であった。講座内

容は、各所の地域イベントの運営、アドバイザーをし

ている草間氏がインターネットを通じての「東京 せた

がや市」の物品販売、「福島：南相馬商店街」の来店

策、「神奈川：

よ こ すか 海 軍

カレー」の来店

促進の事例を資

料・プロジェクタ

ーで解りやすく解

説し好評であっ

た。 

（相馬義人） 

■地球上の宇宙船 

～昭和基地の生活探訪～ 

極地研究から地球環境や生命について学ぶとした、

その第１回目の講座でした。今後７月・１０月にも行わ

れる予定。 

さて、第１回目は４月１８日（土）午後２時～４時研修

室１で行われた。講師は石崎教夫氏（国立極地研究

職員）先生は４３回・４８回と昭和基地の生活を経験し

ている。その南極地域観測の体験を、観測船「しらせ」

での出発から、次の隊員への引継ぎまでの貴重な体

験を過酷な極地の生活や観測の様子・隊員同士の触

れ合いなど、映像を通して、体験者しか知りえない情

報を身近に知ることができた。 

また、「南極の氷」を参加者全員が砕いた氷をコッ

プで溶ける音を聞き溶けた氷を味わった。 

運営ボランティアは４名で 

役割は会場２名・記録（カメラ）１名・会場誘導１名。 

                         

（今野君江） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆森太一氏のお知らせ◆ 
当会創立以来、あだち区民大学塾スター

トに当たっても大変お世話になった森太一

氏について下記の通りお知らせします。 

 

足立区土木部交通安全対策課 係長 

 中央本町庁舎北館４階 

（追記） 

 平成２０年度・管理職選考試験に合格し

ておられますので近々課長職に任ぜられる

ことと思います。 
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           ｂ  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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情報ＢＯＸ 
 

 

 

昨年 11 月のあだち区民大学塾講座「おくのほそ道の旅を楽しむ」の講師 NPO 法

人千住文化普及会代表理事 櫟原文夫氏より関連情報として「おくのほそ道追体験

クルージング・江戸東京芭蕉祭」のご案内を頂きました。 
 

日時：２００９年５月１６日(土）「芭蕉旅立の日」、参加費 5000 円。 

参加ご希望の方は広報部田中へご連絡、またはワークルーム掲示のパンフレットを

ご覧ください。（田中国弘） 

みんなの 

広 場 

＜5月 16 日（土）江戸東京芭蕉祭のご案内＞ 

＜早坂代表に頂いた瀬沼先生からの挨拶状＞ 

お許しくだされ 

 天皇、皇后両陛下ご成婚 50 年の記念すべき年である。この話は昭和 40 年のことである。当時皇太子殿

下御一家は毎夏何日かを軽井沢に滞在されていた。我が家が家内の実家軽井沢に行っていた時の事であ

る。皇太子御一家が來軽される時は駅に出迎えるのが慣わしであった。 

当日私は到着時間に駅に出向いた。沿道には人が溢れ白バイ・パトカー警官など物々しい警戒体制で

あった。定刻に皇太子御一家は駅を出て人々に笑顔で手を振って挨拶され車に乗られた。この時の浩宮

様の幼稚園児ながら凛としたお姿、そして美智子妃殿下の高貴に満ちたなんという美しさ、この姿は自分の

中で永延に美智子妃殿下像として焼きついた。 

2001 年某月刊誌が特集として「20 世紀美女 50 人」を企画した。識者が選んだ結

果、美智子妃殿下が一番であった。本年、ヒラリー・クリントン氏が皇居で皇后陛下

にお会いした姿が瞬時テレビに写された。多難を乗り越え立派な業績を残された

世界一立派な女性としてお見受けいたした。然しながらお許しくだされ、自分の中

ではあの昭和 40 年夏のお姿に時が戻ってしまう事を。                  

（安藤寿） 

瀬沼先生と「楽学の会」との出会い 
 

本会顧問の瀬沼克彰先生が桜美林大学教授を

定年退職され、名誉教授に任じられた。 

先生と本会の出会いをこの機会に記すと、平成

１２年夏、本会初めての自主企画講座の講師依頼

に始まる。当時名前も知られていない小さなグル

ープの依頼にもかかわらず、ご快諾下さったことは

私としては生涯忘れられない。 

その後、初めて雑誌「社会教育」（１５年１月号）

へ本会活動状況の掲載、ふるさとづくり賞振興奨

励賞の受賞（１７年１１月）、創立１０周年記念フォ

ーラムの開催（１８年５月）等は先生のご指導・お計

らいの賜物である。また先生から、名刺を持ってい

ろいろな人との出会いのすすめ、そこに出る事によ

って知識の取得や人脈作りに繋がることなど、多く

の事を学ばせて頂いた。 

古稀を迎えても元気な先生の講演の機会を、久

し振りに本会で設けて頂くことを願う。 

                       （市川茂敏） 
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運営委員会だより 

 平成 21年 4月度の運営委員会は 4月 1日に開催

された。議事録をもとに報告する。 

議事 

１．早坂代表からの報告及び提案 

1） 大学塾のセンター窓口が指定管理者に替っ

たことにより、折衝には今まで以上の確認・

交渉が必要と予想される。各部局が連携を強

化して対応して行きたい。 

講座に関する窓口（会場・ときめき原稿･講

座関係書類の提出）は学習支援部、事務用

品・経費関係の折衝窓口は事務局とすること

を再確認した。 

2） 20 年度各部局の役割分担を確認し、見直し

等があれば 4 月の部局会議で検討し、5 月の

運営委員会に提案、総会の承認を得ることと

したい。 

3） 「生涯学習ボランティア養成セミナー」（9

月 5 日・12 日・19 日の 3 日間で全 6 コマ開

催）にセンターから講師 2 名と運営ボラの要

請依頼があった。 

4） 横須賀市生涯学習財団から 4 月 21 日,14 時

～17 時の予定で訪問の依頼があり応諾。 

訪問目的に沿った対応準備をしたい。 

5） 運営委員の夫々が情報収集に努め、多くの会

員が参加を希望するような内容項目を運営

委員会の議題として提供してほしいとの提

案があった。  

２．あだち区民大学塾 

1）講座検討会議： 次回 5 月 20 日に開催。  

2） 講座企画会議： 次回 5 月 1 日に開催。 

３．決算・総会準備 

 1)監査：4 月 20日 14 時～17 時 

 2）決算理事会：5 月 1日 17 時～19 時 

 3）20 年度事業報告(案)/21 年度事業計画(案) 

   の内容確認。既に提出の各部局資料を基 

に事務局作成案の確認･協議し、5 月 1 日 

理事会までに総会資料として完成する。   

４．各部局からの報告および提案 

 ＜学習支援部＞ 5 月 8 日部会開催。 

 ＜ボランティア活動推進部＞(A-net 担当) 

① 5 月 8 日部会開催。 

② 月例会予定：5 月 28 日(定時総会)。 

月例会開始時刻は 18 時 30 分から。 

＜広報部＞ 

① 5 月 12 日、23 日、28 日に部会開催。 

② ホームページは月末に更新の予定。 

 ＜事務局＞ 

① 5 月 813 日/29 日に部会開催。 

② 21 年度のボランティア保険手続きを 3 月

31 日に行った。 

                 （緑川祥元） 

 

 

 

 

 

 

 

 

★横須賀市生涯学習財団・楽学の会情報交換会開催 
 

4 月 21 日（火）学びピアにて、 横須賀市生涯学習

財団評議員(楽学の会賛助会員)崎山みゆき氏よりの

申し出により実現致しました。 

当日は石野雅樹氏(事務局次長)、和田浩氏(主任)

柏倉梨沙氏(職員)の 3 名，楽学の会よりは代表他 10

名の出席で行なわれ、まず両団体より活動内容の紹

介と、「学習成果の地域還元と指定管理者応募につ

いて」と題し早坂代表より発表があり、引き続き情報交

換会にて詳しい事業運営、質疑応答が行なわれまし

た。 

２次会場への移動時には千住の宿場町の観どころ

を古地図で紹介し、席を変えては相互地域文化の紹

介などで親睦が図られました。 

(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・会員の皆様へ＊ 

新緑がまぶしい季節となりました。 

当センター主催 6 月講座につきまして、 

ご案内いたします。ご協力のほど、 

よろしくお願い申し上げます。 
 

▼区民カレッジ 

『暮らしに役立つ気象学①～⑥』 
◎日時   6/5～7/17(毎金)(除 6/26) 

 19 時 00 分～20 時 30 分 
◎活動時間 18 時 30 分～21 時頃まで  
◎会場   生涯学習センター 研修室 3 
◎募集人数 2 名程度（受付・案内等） 
◎受付担当者 鳥塚・丹治 
 

▼区民カレッジ 

『日本の歴史文化と伝統色』 

◎日時   6/12･6/19  

14 時 00 分～16 時 00 分 

◎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  

6/12 研修室 4・6/19 研修室 2 

◎募集人数 2 名程度（受付・案内等） 

◎受付担当者 鳥塚･丹治 
 

▼区民カレッジ 

『ADDICTION～今日一日を生きる君』 
◎日時   6/20 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 ５名程度（受付・案内・会場等） 
◎受付担当者 鳥塚・丹治 
 

▼区民カレッジ 

『NHK 主催展覧会関連特別講演会・ｺﾞｰｷﾞｬﾝ展』 
◎日時   6/28 13 時 30 分～16 時 
◎活動時間 13 時～16 時 30 分頃まで  
◎会場   生涯学習センター 講堂 
◎募集人数 10 名程度（受付・案内・会場等） 
◎受付担当者 鳥塚・丹治 

  
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：５８１３－３７３０ 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めます。 

ｈttp://gakugaku.web.infoseek.co.jp/ 

■申し込み締切り日 

「暮らしに役立つ気象学」 ５月 15 日（金） 

「日本の歴史文化と伝統色」５月 20 日（水） 

「ADDICTION～今日一日を生きる君」5月 20日（水） 

「NHK 主催展覧会関連特別講演会・ｺﾞｰｷﾞｬﾝ展」 

5 月 25 日（月） 
 
 
 
○運営委員会 

5月 1日(金) 午後3時～5時 ワークルーム 

○理事会 

 5月 1日(金) 午後5時～7時 ワークルーム 

○20年度通常総会・月例会 

5月28日(木)  午後6時半～8時半 研修室4 

○学習支援部 

5月 8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 

 5月 8日(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

 5月12日(火) 午後3時～5時 ワークルーム 

5月23日(土)  午後3時～5時 ワークルーム 

 5月28日(木)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 5月13日(水) 午後2時～4時 ワークルーム 

5月29日(金) 午後2時～4時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 5月20日(水) 午後3時～5時 研修室   

○大学塾企画会議 

5月 1日(金) 午後1時半～3時 研修室 

○ホームページ企画会議 

5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」に関するお問合せ 

広報部 田中国弘 電話：03-3856-9290 
  E-Mail：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp 
 

編集後記 
広報の一員としていつも思うのですがニュース 

は読んでいただいているのか、関心のある記事は 

役にたっているページはあるのか等など、一抹の 

不安を抱きながら制作しています。 

  みなさんの関心度がニュースを元気にするバロ 

メーターになるのではないかと思いますので、ぜ 

ひ、すみずみまで目を通していただきご意見、ご 

提案をお聞かせ下さい。    （尾島 美津江） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 


