
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

平成２０年度通常総会開催報告 

平成 20年度通常総会は 5月 28日、18時 30分から開催された。 
早坂代表理事の意欲溢れる挨拶から始まり、議長に金子さんが選任され、議案の審議が行われた。 
 平成 20年度事業報告および収支報告が承認され、平成 21年度事業計画および収支予算が原案どおり
可決された。 
続いて理事・監事の選任が行われ、新理事に田中桂子さん、新監事に齋藤龍男さんが選任された。 
また、平成 21年度理事役割について、次のとおり報告があった。 
代表理事・早坂津夜子、学習支援部・小林 徹（部長）、鹿島健一、安田善英、ボランティア活動推進

部・岡田スミ子（部長）、江川武男、金子勝治、田中桂子、広報部・田中国弘（部長）、石田佳久、尾島

美津江、事務局・緑川祥元（事務局長）、大藤久子、北川勇、監事・齋藤龍男、瀬田佳男、新任理事の田

中さんと新任監事の齋藤さんからの就任挨拶と、退任監事の安藤さんからの退任挨拶があった。 
 安藤さんご苦労さまでした。 
 総会終了後、生涯学習センター平野所長から、総会

が円滑に終了したことにつき祝辞をいただき閉会とな

った。引き続き、5月の月例会が行われ、各部局のス
ケジュールのほか、会員の研修旅行・暑気払いの計画

について説明と参加の呼掛けがなされた。  
               （事務局 緑川祥元） 
 

 
 

 振り返れば会の一員とし

ては長いキャリア？はあり

ますが、実際にはお任せの部

分が多々ありまして反省し

ているところです。 
 この度理事を担当するに

あたり部会もボランティア

推進部に所属をしましたので、違った角度からい

ろいろ学べるものがあるのではないか？と期待し

ています。 
皆様よろしくお願いします。本年度から「あだ

ち区民大学塾」が生涯学習センター、教育委員会、

楽学の会の 3者協働事業としてスタートしていま
す。「会」としてもこれまでの経験をフルに生かせ

る「楽学の会」として運営できるように願って携

わっていきたいと考えています。  (田中桂子) 
           

 私は、平成 17年度の「生
涯学習ボランティア養成

セミナー」を受講して、楽

学の会に入会しました。こ

の度、監事に就任し、楽学

の会の発展に少しでもお

役にたてればと、考えてお

ります。  
 楽学の会は、多様な学習支援を行うことにより、

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して

います。  
 監事の職務は、理事の業務執行及び財産の状況を

監査すること、とあります。そこでまず、楽学の会

のすべての活動場面に極力参加して、現場を理解し、

職務を遂行できればと考えております。どうぞ、よ

ろしくお願いします。        (齋藤龍男)  
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新会員紹介
新しい世界を楽しみに 佐野祝子（としこ） 

 始めまして。今年4月から｢楽学の会｣に仲間入りさせていただきました。毎月届けられる「ときめき」を見

て「今月もまた、何やら難しそうな講座か」と読み流していました。しかし、この度このような講座のお膳

立てをされているグループに出会い、何かのつぼにすっぽり入り込んでしまったようです。今まで歩んでき

た人生の道に何か忘れものをしたとしたら、きっとこの活動ではなかったか。このように思えるのです。ま

だ私にとって知らない道ではありますが、できることからやらせていただきたいと思います。ご指導の

ほどよろしくお願いいたします。 
 

平成２１年度あだち区民大学塾 
 
 

「薬膳」をやさしく学ぼう 
梅田地域学習センターで 5月 19日､食物が持っ

ている五味・帰経について講義、家庭にある食料

を利用し”体を温める食生活、病気予防”を学び、
26日には実習、私達の会員である田中桂子講師の
もと、自然の恵み合わせで出来る 4種の献立がで
き、受講者 14 名スタッフ 9 名、各グループに分
かれ昼食に入りました。「美味しく作って、楽しく

食べよう」が実施されました。    (大藤久子) 
    
 
 
 
 
 
 

自分史パートⅡ講座 

～あなたの想いと生きた証を一冊に～ 
昨年の｢自分史入門｣に続いて、｢自分史入門パー

トⅡ｣講座が外山義也講師で 5月 29日、6月 5日
12日に開かれた。 
受講者は前回参加された方を含めて 27名、さ
まざまな形での自分史について詳しく学ぶことが

できた。毎回高い出席率でした。 
講座の中間では企画書作成の演習があり、ユニ

ークな企画が紹介された。 
講師のコメントを聞き、企画の多様さからバイ

タリティーの豊かさに驚きながら、企画の楽しさ

を味わうことができた。3回を通じて｢物書き｣の
奥深さと楽しさが伝わってきた素晴らしい講座で

あった。               （酒井政雄） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

                               
 
 

   平成 20 年度「あだち区民大学塾」講座 

   実施報告書を教育委員会へ提出 
 
去る 6月 3日に、早坂、緑川、小林が
教育委員会生涯学習課を訪問、平成 20
年度「あだち区民大学塾」の講座実施報

告書および「第４回文化ボランティア全

国フォーラム」の報告書を提出しました。 
訪問にあたり、中川課長、渡邊係長お

よび堀越係長と懇談。楽学の会の活動状

況を報告しました。「あだち区民大学塾」を中心とした楽学

の会の活動に対する期待の言葉をいただいています。 

 ◆◆講座実施報告◆◆

情報 BOX 
 当会と深く係って頂いている崎山みゆきさんの投稿

が 6 月 24 日朝日新聞朝刊｢声｣に掲載された。見出し

は「ひとの喜び楽しむ生き方も」。内容はワークルー

ム掲示板に。 
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区民カレッジ『日本の歴史文化と伝統色』 
日本に古くから伝わっている｢日本の伝統色｣を

文化や歴史的背景、又は、様々な美術作品を通じ

て学びました。どの色も味わいのあるものばかり

浅葱色,紅梅色,唐紅色,紫苑色・・などの「日本色」。

平安の紫式部の十二単に観る襲 (かさね) の色目、

じっくり見るとあらためて新鮮に感じられました。

開催日 6月 12・19日(金)、講師 國本学史氏(東京
工芸大学芸術学部         (金子勝治)             

                 
 
 
「楽しく、正しく学ぶ川柳入門」 

 6月 13日～6月 27日（土）
に生涯学習センター主催の川

柳の講座が足立川柳会同人、葛

飾区川柳会同人の大阿久孝氏

を講師に迎えて研修室 4 で開
催された。 
 講師の方は鎌ヶ谷の生涯学

習の立ち上げにも参加された

等「楽学の会」もご存知でした。川柳は難しいも

のでなく、自分の気持ちを素直に表現できる 17
音字の世界であり、言葉の制約がないのですごく

簡単なものであることを強調された。 
 3回の講座が終了するときは先生の川柳会にも
投句出来るようになるので、是非そうしてほしい

と言われた。そのせいかいろいろ質問もあり素晴

らしい講座であった。     （石田佳久） 
 
                
「暮らしに役立つ気象学」 
 6月 5日から 6回にわたるチョット長めの講座
は、「整理収納アドバイザー１級」を有するユニ－

クな経歴の気象予報士 仲井圭二氏（株式会社エ

コ－）を迎えて開催された。 
今までの講座と少し違って、比較的若い方と女

性の方が多かったように思いました。講義の途中、

度々講師の方から、また受講者の方から多くの質

問が取り交わされ、時には先生の宿となったりし

て、あっという間のひと時でした。 
ここに講義の一例を挙げますと、＊空の色につい

て朝と

夕日の

太陽は

なぜ赤

い？ 

＊なぜ

秋の空

は澄ん

でい

る？ 

＊どうして季節があるんだろう？～地球は 23.4

度傾いて１年かけて地球を公転、太陽から受ける

熱の強さが変わる。もし傾いていなければ、日本

は春と秋しかない etc。 

まだまだ気象という自然現象に関して分からない

ことが多いそうです。逆に分からないことは不思

議な未知への扉であり、モット知りたいという想

いが、まるで子供に戻ったような新鮮な出会いを

感じる講義でした。        （北川勇） 
 
 
「今日一日を生きる君」 

6 月 20 日（土）午後 2時から 3時 30 分まで、
生涯学習センター講堂で開催された講座「今日一

日を生きる君」について報告します。 
講師は薬物使用体験があり、その影響で実弟を

薬物依存症にしてしまった、俳優でモデルの内谷

正文氏、講座は 40分が一人芝居、50分が体験談
と質疑応答と、異色の講師による、刺激性の強い

辛口の講座であった。 
午後２時、真っ暗な講堂のステージ中央に薄汚

れた風のパジャマを着、シーツを手にした男性が

立っていた。そこにスポットライトが当てられ一

人芝居が始まった。薬物依存の恐ろしさ、弟を立

ち直らせる為の家族全員の戦いと、繰り返される

悲惨さ、芝居は演者の熱演振りと、異様な光景の

連続で時間を感じさせる間も無く幕となった。     

自身の体験談では、弟を立ち直らせる為の様々な

実話が、更に薬物の恐ろしさを教えてくれるもの

であった。講師はこれからも、薬物使用排除を呼

びかけ活動として、一人芝居に取り組んで行かれ

るとのこと、今後のご活躍を祈りたい。   
 (緑川祥元） 

生涯学習センター講座と運営ボランティア報告 
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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 
 
 
｢楽学ニュースは楽しみです｣ 
鬱陶しい天気が続いています、如何お過ごしですか。私は退院後

2 年になりますが、未だ先が見えず訪問医師・看護師の力を借りて
の生活が続いています。昨日より今日、今日より明日が良くなると

いうことではないですが、半年前・１年前と比べると良くなってい

ます。 
毎日は読書・ラジオ・折り紙・紙飛行機・俳句等色々なことをし

て過ごしています。只、長時間集中すると調子が良くないのです。 
この様な中で楽学ニュースは楽しみの１つです。この中から楽学

の会の活動の様子、楽学ニュースを作っている様子を勝手に想像し

楽しんだり、羨ましかったりしています。その為、毎月発行される

楽学ニュースを楽しみにしています。今からも私は希望を持って生きると同時に皆様の活躍をお祈りし

ております。                                                             (安田剛) 
 

 「久しぶりの沖縄」 
 7年ぶりの沖縄、天気は快晴である。今回は八重山諸島（石垣島・
西表島・由布島・・・）離島めぐり。離島と聞くと遠いところと感じ

るが石垣島からは船で簡単に行ける。信号のない一本道、花がほぼ一

年中咲き、水牛が観光客を乗せて島めぐり。特に川平湾の水の色と透

明度はあっと息をのむ。グラスボードで水底のサンゴ礁が手にとるよ

うに見ることができる。仲間川の両岸はマングローブが生い茂る、貴

重な風景とのことである。 
 今年は梅雨に入るのが遅く雨があまり降らず早くも水不足が、心配

されている。水の透明度、マングローブの林、サンゴ礁等々この自然

が又、いつか訪れた時に変わらぬ風景でありますようにと願いながら、

旅をしめくくった。               （尾島美津江） 
 

 

「荒川下流のこれからの将来像にむけて」 ―ボランティア報告― 
荒川は、明治 43 年の大洪水を契機に大都市圏の治水上の安全を高め、都市的

な土地利用を可能にするため開削された放水路です。今日、荒川の自然と水辺が

織りなす空間の美しさや豊かさを、地域に住む子供からお年寄りまでの人々に訪

れて頂き、みんなが楽しく集い賑わい、笑顔があふれる、そんな夢ある荒川の将

来像「自然環境共存空間」の実現に向けて、又〝放水路から川らしい水辺のある

川へ〝を目指し２市７区に共通する課題を各委員の方達と共に、現在地区計画書

「荒川将来像計画全体構想書 1996」の見直しを進めています。    (金子勝治) 

                        

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

みんなの

広 場 

7 月月例会は、暑気払い！ 
楽学の会「暑気払い」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。  

記                 
日 時  平成21年7月29日（水）午後６時～ 

場 所  生涯学習センター ７階レストラン「さくら」 

会 費  3,500 円 

申込先 金子kkaneko1943@msn.com ＦＡＸ03－5813－3759(ワークルーム) 

受 付  7月25日迄（申込後、欠席する方は事前に連絡して下さい） 
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２１年度事業計画委員会開催 
21 年度委員は江川、安田、石田、金子、齋藤、田中(桂)。20
年 6月に諮問会議より答申された事柄を、具現化するための委員
会が、昨年に引き続き発足しました。 
第 1回委員会を 6月 23日実施、今後答申の具現化に向けた作

業を実施していく予定です。          座長 江川武男 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成 21年 6月度の運営委員会は 6月 1日に開催
された。議事録を基に報告する。 
議事 
１．早坂代表からの報告及び提案 
 1）21年度事業計画委員の編成(7名)は、座長  
  江川武男氏。委員 安田善英・石田佳久・金 

子勝治・北川勇・齋藤龍男・田中桂子各氏。 
6月中に諮問会議答申について会議を再開。 

 2）(株)キャリアライズ（東京電力が 100％出資の
人材サービス企業。港区男女平等参画   セ

ンターの施設管理を委託されている）より来訪

の申し出。6月 15日(月)14時よりワークルーム
で対応。 
事前に質問事項の提出方を要請中。内容に応じ

て出席者を決定する。 
 3) 教育委員会へ 20 年度｢大学塾｣事業の報告  

6月 3日、早坂・小林・緑川の 3名が「あだち
区民大学塾講座実施報告書」及び｢文化ボランテ

ィア｣レポートを持参し報告する。 
２．あだち区民大学塾 
 1) 講座検討会議：次回 7月 15日に開催。 
 2）講座企画会議：次回 7月 1日に開催。 
３．情報事項：研修旅行の提案 
  会員の相互理解を深めることも会運営からも必

要の観点から、6月 20日(土)栃木県・湯西川温
泉に日帰りバス旅行を企画。参加者を 6月 10
日迄に各部局で取りまとめる。 

              （幹事：鹿島・金子）    

４．各部局からの報告及び提案 
 ＜学習支援部＞ 部会 7月 10日開催。 
① 20年度「あだち区民大学塾講座実施報告書」
を作成。 
② 21年度受託事業の講座企画に取組中。 

 ＜ボラ活動推進部＞ 部会 7月 8日開催。 
① 月例会 7月 29日（暑気払い）。 
② 情報収集の方策として｢活動団体名簿｣調製。 

 <広報部> 部会 7月 10・24・29日開催。 
   ホームページの更新は月末の予定。アクセス

件数 2万件到達にあと僅か。  
 ＜事務局＞ 部会 7月 8・30日開催。 

① 6月 1日現在の会員数 76名。（正会員 65・
賛助会員 8・後援会員 3） 

②「文化ボラ」レポート各部局に配布協力依

頼。 
５．その他 
  ① ｢楽学ニュース｣掲載内容充実のため、アイデ

ア提供、寄稿の協力要請があった。 
② 会員の減少化対策につき、各部局会テーマと
して討議要請。次回運営委員会の議題とする。    

（緑川祥元) 
 
 

 
 

運営委員会だより 

★㈱キャリアライズとの情報交換★ 
6/15（月）午後 2時からワークルームにおいて、東電 100％人材サービス企業の㈱キャリアライズと

の情報交換を行った。同社は 2006 年 4 月川崎市と今年 4月港区の男女共同参画センターの指定管理者

に指名された。昨今行政から「地域づくり」に関する提案を要請され、男女共同参画の枠を超えた「生

涯学習活動による地域づくり・人づくり」を推進したいと考えて、当会との情報交換とアドバイスを求

められたものである。先方は福地哲マネージャーと経営戦略室広報担当・森田直子さんの２名、当方は

早坂代表、鹿島、岡田両理事と事務局原田の４名が対応した。なお、先方からのお礼のメールをここに

紹介し、詳細にかえます。 
『昨日は、熱く丁寧にご説明いただき、大変感激いたしました。やはり、「NPO が地域に根付くのは一日にして

ならず」と実感いたしました。また、指定管理者として、地域づくり・人づくりに取り組もうとするならば、

●地域のボランティアの方を単に集めたり、ボランティア養成講座で終わりでなく、養成講座～活躍してもらう

場もトータルで作っていくこと 

●そして、そのコーディネート役、リーダー役も作ることが肝心。という点も忘れてはならないと改めて感じま

した。そして、男女共同参画と社会教育・生涯学習は変わらない というお言葉からも勇気をいただけました。

頂戴したこの時間を無駄にすることがないようにして参ります。 

そして、よいご報告ができるように、頑張ってみます。どうもありがとうございました。』 
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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＊ 

 厳しい暑さの季節が始まりました。 

当センター主催 8月講座（一部 7 月）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。 

▼地域学習 

『人間力再発見・自主制作映画上映と 

区民コミュニティカフェ“ウソつき番長”』 

◎日時      7/24(金)18時 30分～20時 30分 
◎活動時間 18時～21時頃まで  
◎会場   生涯学習センター 研修室 5 
◎募集人数 ２名程度（受付・案内・会場等） 

▼暮らしに役立つ学習 

『夏休み親子折紙マジカル教室』 

◎日時   7/25(土)10時 00分～11時 30分 
◎活動時間 9時～12時頃まで  
◎会場   生涯学習センター 研修室 1 

◎募集人数 ２名程度（受付・会場等） 

＊当日９：００～講師の先生より折り紙の 

レクチャーがありますので参加をお願いします。 

▼暮らしに役立つ学習 

『めざせ！あだちの CM ディレクター 』 

◎日時      7/25(土)･7/26(日)･8/1(土)･ 
8/8(土)10時 00分～12時 00分 

◎活動時間 9時 30分～12時 30分頃まで  
◎会場   生涯学習センター  

第 1回:研修室 4、第 2回:屋外 
第 3回:CP研修室、第 4回:研修室 5 

◎募集人数 ３名程度(受付･会場･屋外活動等) 
＊屋外活動にも参加できる方 

▼暮らしに役立つ学習 

『夏休み親子環境教室 

エコソーラーカー作りとエネルギーの話 』 

◎日時      8/8(土)13時 30分～15時 30分 
◎活動時間 13時～16時頃まで  
◎会場   生涯学習センター 講堂 
◎募集人数 ３名程度（受付・会場等） 

▼区民カレッジ 

『夏休み親子健康教室 

タバコを吸わない大人になろう』 

◎日時      8/9(日)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 研修室 1 
◎募集人数 ３名程度（受付・司会・会場等） 

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「運営ボランティア申込み」と

して直接、電話･eメールなどでお申込みください。  
◎受付担当者 鳥塚・丹治 
Ｔｅｌ：5813-3730  Fax：3870-8407 
gs@kousya.jp 

申込み締切り日 
◆「人間力再発見・ウソつき番長」   7 月 14 日（火） 

◆「夏休み親子折紙マジカル教室」   7月 14日（火）  

◆「あだちの CM ディレクター」     7 月 14 日（火） 

◆「エネルギーの話」            7 月 25日（土） 

◆「タバコを吸わない大人に」      7 月 25日（土） 
 
 
 
 
○運営委員会 

7月 1日(水) 午後3時～5時 ワークルーム 

○月例会・暑気払い 

7月29日(水)  午後6時～ ｾﾝﾀｰ7F「さくら」 

○学習支援部 

7月10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 

 7月 8日(水)  午後2時～4時 7F「さくら」 

○広報部 

 7月10日(金) 午後3時～5時 ワークルーム 

7月24日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

 7月29日(水)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 7月 8日(水) 午後2時30分～4時ワークルーム 

7月30日(木) 午後2時～4時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 7月15日(水) 午後3時～5時 研修室3  

○大学塾企画会議 

7月 1日(水)  午後1時半～3時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

7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 
 「知る」は楽しみ･･･「できる」は喜び･･･とい

う口上で始まる放送番組がありましたが、知ろう

としても知ることが出来ない要因で、特に二段組

のところの行頭･行末がうまく揃いません。写真や

カットも勝手に飛び跳ねますので、無事に内容が

届くことを祈っています。     (瀧呑昭龍) 

楽学インフォメーション
★会合のお知らせ★ 


