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■６月月例会報告 ６月２９日(月) 

       「魅力ある月例会・部会行事の企画創り」  
月例会は会員相互の交流と活動のスキルアップを図るための目的で実施されているが，会員の出席数

減少傾向にある現在、会の諸行事に一人でも多くの会員の方に参加を促すため、下記のテーマで３グル

ープに分かれて楽しくワークショップを行った。 

① 活動中会員のスキルアップ具体策 ② 休眠会員への対策について。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あらかじめ発表者を決めて約１時間、和やかな内にも楽しく真剣な討議、活発な意見交換がなされ有

意義な月例会の企画となった。次回は視点を変え現在の活動での魅力は何か、また会員として自分を活

かせる活動の場はどこか、などの課題を取り上げて一人でも多くの会員の方々のご参加を得て楽しい月

例会創りを行っていきたいと思う。                   (ボランテイア活動推進部) 
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が く       が く 

司会進行はボラ活部の金子さん 

(楽しいグループによるワークショップ討議)  
Ⅰグループは事務局の齋藤さんが発表者 

(講座参加のﾎﾞﾗより顔を出すよう声掛けする)

Ⅱグループはボラ活部の田中(桂)さんが発表者

（ワークルームを学びとコミュニケイションの場に）

Ⅲグループは学習支援部の小林さんが発表者 

(一人一人全員が発言する場を作る) 

８月月例会は(休会) ９月月例会 ９月２９日(火)午後６時３０分より

               仮テーマ「生涯学習の将来にむけて」教育委員会担当予定     

               皆様のご参加をお待ちしています。(ボランティア活動推進部) 
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平成２１年度あだち区民大学塾 

◆◆講座実施報告◆◆ 

「はじめての古文書」～くずし字の史料を読む～ 
 

 「はじめての古文書」に出会う方でも、くずし字の世界に無理なく入っていくための“読めて、楽し
める”学習です。これは、チラシ冒頭のリード文です。その通りの楽しい講座となりました。 

6月 19・26日・7月 3日各金曜日午後 2時～4時 研修室４で開催。講師は江戸東京博物館友の会・
「古文書講座」講師 小松賢司氏 特に、講師の小松先生は

足立区在住ということもあり、「千住の史料」をひもときな

がら、基礎知識・調べ方など、丁寧な講義でした。 
その結果、毎回最後の読解で受講生も思わず一緒に読み進

んだという嬉しい場面がありました。受講生から、次の声が

寄せられている。 
・「やっちゃば」を題材にして、取引の様子など読んで行く 
 うちに取り込まれていく感じがした。 
・この講座は入口だと思う。もっと学びたい。 
など、継続希望が多かったことを報告する。  
応募 48名（抽選）受講生 40名 スタッフ 10名             

      （今野君江）  
 

 

 

「ときめき」８月１日号掲載 

講座名 講師名 開催日時 

夏休み親子教室 
「地球の仲間の星と宇宙のはなし」 

小島 一浩 氏 天文愛好家 
小林 徹 氏  元(財)無人宇宙実験システ

ム研究開発機構研究員 

8/21(金) 

10 時～12 時 

今、江戸時代がおもしろい 
増田 光明 氏 

  足立史跡巡りの会・綾瀬新撰組研究会 

会長 

9/10、17、24 各(木)

10 時～12 時 

 

「ときめき」９月１日号掲載 

講座名 講師名 開催日時 

大淵澄夫の足立スケッチ入門 
大淵 澄夫 氏 
建築イラストレーター 

10/1、8、15 各(木)

14 時～16 時 

鬼平-長谷川平蔵“７つのナゾ”を追う 
佐々木 明 氏 
ジャ－ナリスト、歴史研究家  

10/3、10 各(土) 

14 時～16 時 

10/17(土) 現地学習

10 時 30 分～15 時 

論語は不思議な書物です 
須藤 明実 氏 
中国文学研究家 

10/7、14、21 各(水)

14 時～16 時 

上記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 平日午後 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） 
 

 

◆◆講座開催案内◆◆ 

講座風景 
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ＮＨＫ主催展覧会関連文化講演会 

「ゴーギャン展特別講演」 
演題は「《我々はどこから来たのか 我々は何者か 

我々はどこへ行くのか》を巡って」 
講師は多摩美術大学教授中村隆夫氏。６月２８日

（日）午後 2時から会場は講堂。19世紀末の爛熟し
た西欧文明に脊を向けて、南海の孤島タヒチにひと

り向かった画家ポール・ゴーギャンの波乱に満ちた

生涯は、今なお、強烈な印象を与え続けている。今

回ゴーギャンの生涯をたどりながら、ポン＝タヴェ

ンでの作品やタヒチでの作品の特徴や彼の集大成で

あるタヒチでの

畢 生 の 大 作

《我々はどこか

ら 来 た の か 

我々は何者か 

我々はどこへ行

くのか》の意味

に迫った。なお、

ゴーギャン展は

7 月３日～９月２３日まで、東京国立近代美術館で
開催。今年度はじめての連携講座ということで応募

者は４００余名。いつもながら連携講座は人気が高

い。運営スタッフは１０名。手際よく受講者を迎え

る。                （今野君江） 
 

「快楽中文～中国語を楽しもう」 
ニーハオで始まる「中国語を楽しもう」の講座

は第 1回若者チャレンジ事業で 7/11・12・18・
19・25日に北京外国語大学中文学部の現役の大
学生染谷泰助氏を講師に迎えて 21名の受講者で
開催された。 
近くて人

気のある国

の言葉を若

い先生が一

生懸命に指

導する姿に

感動した。受

講者の皆さ

んも熱心に

聞かれて熱

気にあふれていた。ただ受講者のレベルが違いす

ぎて、とまどっていた人がおられたようだ。 
いずれにしても有意義な講座であった。 
               （石田佳久） 

 

 

「たかがガンダムされどガンダム」 

 7月 2日から 23日の毎木曜日、ＮＰＯ法人フレン
ドスペース･カウンセラー菊池恒氏の「たかがガンダ

ム・・」の講座が開催された。 
 アニメが伝えようとしているテーマ・ストーリー、

スタッフほ

か作画･主

題 歌 ･ 声

優・世界観

などを見て

何に引き付

けられ、感

動し、自分

の生き方に

フィードバ

ックするこ

とが出来るかが講座の目的であった。受講者は熱狂

的アニメ愛好者達だったが参加者が少なかったため、

スタッフも運営ボラも参加した。3 回目には３班に
分かれて、自分の好きなアニメと好きなキャラクタ

ーを個人発表するなど、アニメを通して、グループ

ワークと発表の準備、他の人に分かりやすく伝える

難しさを学んだ。         （相馬義人） 
 
 

ファイト映画 「ウソつき番長」 
 映画と区民コミュニティカフェは 7 月 24 日

(金)「上映」群馬県大泉町を舞台に地域を元気に

する支援

団体の自

主制作映

画。オーデ

ィション

で選ばれ

た 12 人の

小学生が

主役で、誰

もが心のどこかで持っている見栄がウソとケン

カを通じて徐々に友情へと生まれ変わっていく

「虚栄心」がテーマの作品です。親子で是非見て

欲しい感動の一作でした。 

「カフェ」鑑賞後の意見交換では参加された若き

お母さんたちから「会話が少ないから子供の心が

判らない」、「どの様に育てたら良いのか判らな

い」など、心の葛藤や子育て奮闘記が予定時刻を

過ぎても熱く交わされました。  （金子勝治） 

 

 

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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学びの場再発見 

～閑静な街で心あたたかい接遇～ 

伊興地域学習センター 
 伊興２－４－２２ ℡3857-6537 
[開館時間] 8:30～21.30 
[休館日] 原則第 3月曜。年末年始。 
[管理運営] 本センター建物全体、及び図書館管理
運営業者は指定管理者として（株）グランディオ

サービスが担当。 
[館の構成] 地下 1階・図書館（大人など一般対象）
１階・事務室、図書館（親子対象）ロビー、体育

館Ａ，Ｂ面 2階第一、ニ学習室、教養室、給湯室
など 3階レクホール、トレーニングルーム等。 
[ミニコミ紙]“よいしょ”毎月 2,400 部発行学習
センターなど公設機関等に配布。 
[本センター開設]1987（昭 62年）10月。 
 6 月 25 日午後 1 時、桜、梅、榎、つつじ、寒
椿など、多くの木々に囲まれた閑静な雰囲気の当

センターを広報部石田、星、安藤と事務局の大藤

さんの 4人で訪問。星さんは以前この地域にお住
まい。大藤さんは所長の平石哲也氏と、或る講座

で同席し、同一テーマで討議をした間柄。和やか

に話しが弾み 2時間半を過ごした。本センターの
スローガンは～笑顔の架け橋～利用者の方々が

和やかに挨拶をして下さり活動団体リーダーも

熱心にお話をして対応され好感溢れた環境であ

った。伊興といえば寺町を連想するが、本地域は

それよりも南に位置し、敷地約 1,100坪、建築面

積約 410坪（延床面積約 840坪）という自然環境
に恵まれた学びの舎といえる。 
＊ センター周辺の道はかつて見沼代用水榛木橋か 
ら分岐し今は埋めたてられた本木堀にそって「七曲

り」と言われる曲がりくねったもの。（環七漢方薬局

から実相院までと言う説もある）千葉次郎勝胤の墓

所がある長勝寺。近現代の人々が集会祭祀などに集

まったと言われる若宮八幡宮などが周辺に存在する。

本地域の古代から現代までの歴史を書くには紙面が

足りない。先ず探訪をお勧めする。 

＊ 所長平石氏との面談は以下の通りです。 
[施設として区民に伝えたいメッセージ] 
交通の便は良くはないが、住宅街でもあり高齢

者向き、子供向き講座を月 5 回位年間約 50 本位
は実施している。近くに在住の住民の利用をもっ

と促進したい。ふれあい祭は 10/24 25の土日で
登録団体が主体で行う、こういう機会に地元民の

認知度を高めたい。駐車スペースも 30台分あり、
地元以外からの来場者もある。体育館での登録団

体の大会、図書館の利用者も平日 400人土日 600
人位と静かな環境が喜ばれている。登録団体は 56。
体育、学習半々位であるが登録団体以外の人の利

用を歓迎する。利用者懇談会を実施して利用者相

互の懇親を図る。利用率は体育館 90％レクホール
70 ％学習室 50～60％だが和室の利用がやや低
い。 
[利用の仕方、楽しみ方、学習のポイント] 
区民事

務所は

無いが

２面使

える体

育館と

図書館

がある。地域学習センターと図書館は同一事務所

であり、これの有機的活用が出来る。例えばエコ

石鹸の作りかたの参考書籍、スポーツのルールブ

ックの提供など、管理母体の優位性が生かせる。 
地域密着センターを特徴としたい。 
[最新情報、センターが目指すもの] 
① 食育に力を入れる。           
② 団塊世代を取り込む 
③ 出前講座を検討・介護施設、団地など内容は

一般向けを検討中。 
[所長お薦めの周辺名所] 
１．西新井大師（五智山総持寺） 
天長 3年（８２６）弘法大師空海創建足立区を
代表する名所関東三大大師の一つ。 
２．諏訪木公園・高道西公園・第二・第三からな

って新緑、桜、紅葉と四季折々楽しめる。 
[交通機関] 
西新井駅西口東武バス｢西新井消防署前｣ 
西新井駅西口舎人循環バス「伊興地域学習センタ

ー東」下車何れも徒歩 3分 
[参加者の感想] 
 静かな住宅の中に緑に囲まれたセンターでし

た。全館見学・スポーツ・フラダンス、みなさん

楽しそうでした。駐車場が広く、交通の不便を感

じません。周りには毛長川・白旗古墳・寺町に囲

まれ、利用出来ることを楽しみにしています。 
                （大藤久子） 
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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 
 

中川の土手 
 中川の土手の草が歩き廻るのにからまって来ていたが、きれいに刈り取られ、(年に数回実施されている)
夏の匂いの若々しさを感じ取られる。いつの間にか道が出来て来ている。 
 犬と一緒の散歩。友と語らい乍らのあゆみ。ヒタヒタと走り行くランナー、一団となり、追いつ追われつ

走る若人の群、夕暮れにゆったり歩いている大人達、

仲々の人気道です。 
 中川は人工川ですから、河原はありません。時には

鯉がはねて居るので、釣人は河岸のコンクリートに坐

り込み太公望と決め込みしっかり二から三本の釣竿を

構えて楽しんでいます。 
 父が釣り好きで当所に来てチャレンジしましたが、

結果は出ず。・・・矢張り多摩川の「僕」の所が一番だ

と、以降道具を持参しないで来てくれています。 
 十階の窓から、川は蛇行を見せての静かなる流れの

刻で、日々の変化を楽しんでいます。             （中川土手上流に向かって）         

                                           (南協子) 

夏・東北の四大夏祭りを追って 
 今年も暑い夏がやってきた。自分には落ち着かない季節で

ある。そうです夏祭りです。 
小さいころからお盆はいつも徹夜踊りです。それがまだ続

いているようで、この季節になると腰が落ち着かなくなる。

毎年南へ北へとふらふらしています。暑く華やかに燃え上が

る祭りです。そしてそこには人々の願いとパワーが集結する。 
今年は 8月 4日から 7日までラッセラー、ラッセラーと渦

巻く熱狂の中を極彩色の巨大灯籠の見物から始まり、夜空に

稲穂がたなびき、若衆の渾身の妙技が感動を呼ぶ竿灯祭り、

そして町のメイン通りを流す花笠踊り、最後は仙台の七夕と、

行く前からワクワクしています。                    （秋田竿灯） 
 体一杯パワー貰い、これからの活動に生かしたいと思う。               （石田佳久） 
 

◆桜美林大学名誉教授・瀬沼克彰先生よりお便り◆ 

NPO 法人設立時より当会顧問としてご指導いただいている先生より、毎月のニュースレターやレポート
の送付に対してのお礼と活動への激励のメッセージを頂きました。また、当会の課題となっている“会員の

研修”情報のご案内がありました。「楽学の会」会員研修として募集いたします。 
申込先；事務局 緑川祥元 電話：03-3898-7753 E-Mail：midorikawa@cap.ocn.ne.jp 締切；9月 1日（火） 
＜シンポジュウム 開催要項＞ （詳細はワークルームホワイトボード掲示。ぜひご覧ください） 
 
 
 
 
 
 

【本 の 紹 介】 

 

◆本の紹介◆ 

〈２１世紀の生涯学習と余暇〉 

みんなの

広 場 

元気な市民が地域をつくる～市民主導の生涯学習の進め方～ 
日 時：平成 21年 10月 11日（日）午後 1時 30分～4時 50分  主 催：東京生涯学習ネットワーク 
会 場：コール田無 多目的ホール（西東京市田無町 3－7－2）  入場料：資料代 300円 
内 容：（１）基調講演 庄司 勲 氏（清見潟大学顧問）（２）パネルデスカッション 小川 あい子 氏（社
会参加を考える会事務局長） 佐籐 成臣 氏（文京区学習推進員会委員長） 春田 博 氏（八王子市民活動
支援センター長）松永 和子 氏（ほのぼのマイタウン誌編集長） コーディネーター 瀬沼 克彰 氏（桜美
林大学名誉教授）   問合せ先：ＮＰＯ法人東京雑学大学事務局 ＴＥＬ 0422-52-0908 
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『住民が進める生涯学習の方策』  

桜美林大学名誉教授   瀬沼  克彰 著   
2009年 6月（株）学文社発行 2500円＋税 
「現在の国・自治体の財政状況は、生涯学習を取

り巻く状況としても逆風下の状態といわざるをえな

い。この状況のどこで、どのような方策によって活

路を開いていくか」（要旨）と、本書の狙いを著者（本

会顧問）は述べている（「まえがき」）。 
全体が５章で構成されている。幾つかを紹介する。 
先ず第３章「活発化する市民大学」では、米沢市

の鷹山大学など歴史ある６か所の大学・塾の活動紹

介と展望が記されている。「あだち区民大学塾」がモ

デルとした静岡市の「清見潟大学塾」は創設２４年、

2004年ＮＰＯ法人化。事務所は中央公民館を出て、
自前でＪＲ清水駅に近い銀座通りの民間ビルに移転、

新体制での運営もこれまでの学習よりも文化創造が

重視されているとのこと。すばらしい発展で目標に

したい。 
第５章「住民主導を支援する力」では、住民主導

の生涯学習でも、本人が自覚して自分を励まさない

と誰も学習することを強制したり、支援することは

しない。生涯学習によって活力あるセカンドライフ

をと。また、住民主導を活発化させるためには、担

い手としての人材の育成と意欲の高い仲間が団結し

て集団をつくること。人材の育成こそ学習団体の成

長であることを、幾つかの団体の事例をとり上げて

述べている。 
６月の月例会で話し合った数々の課題の解決策の

ヒントなども記載されている。会員の研修教材とし

て、また「自らも学び輝く」ためのスキルアップに、

ぜひ一読を薦めたい書物である。  （市川茂敏） 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ プレゼンテ－ション講座と足立区

ＮＰＯ団体活動博覧会に参加して 
 
6 月 13，20 日足立区ＮＰＯ活動支援センタ－が

主催する「プレゼンテ－ション講座」に尾島さん

と北川が参加した。この講座は、“区民に対して

いかに現在活動していることをＰＲするか？”と

いうテ－マでしたが、気がつかなかったことを幾

つか学ぶことができた。その成果を 7月 18 日に

区民に対し 9団体がそれぞれ発表した。3分とい

う短い時間で、如何に分かり易く、説得力があり、

印象が得られるかがプレゼン発表のキ－ポイン

トであった。幸い尾島さんの説明が良かったのか、

発表後の区民(参加者 14 名)との懇親会では、以

外にも 6名の方からもっと楽学の会のことが聞き

たい旨の申し入れがあった。最後に参加して良か

った旨を支援センタ－の増子さんに感謝を伝え、

二人で反省会をして帰りました。  （北川勇） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆アクセス数 ２０，０００件突破！◆ 
平成 15年 10月にホームページ開設、平成 19年 1月 1日にリニューアルオープンして以来、累計

でアクセスカウント数が平成 21年 6月 1日で記念の 2万件を突破しました。 
HPを立ち上げた染野さん、原田さんの努力をベースに、リニューアルに燃えた神戸さん、喜多村さ
ん、江川さん、小林さん、石田さん、瀧呑さん、そして見て頂いている会員の皆さんのおかげです。

◆「新鮮・楽しい・役に立つ」の HPです◆ 
・今月のトップイラスト：見てのおたのしみです。    ・活動に役立つ行事カレンダー、各部活

動だより等会員ページをぜひご覧になり、会の活動へ積極参加してみませんか。 
                                              （田中国弘） 

 

ホームページからのお知らせ 
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運営委員会だより 
 平成 21年 7月度の運営委員会は 7月 1日（水）
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）生涯学習センターとの受託事業打合せ会 

6/11日：早坂･小林・緑川が出席、2～3講座
実施を確認。6/26 日：小林・緑川が出席、2
講座にスキルアップ講座をプラス。11 月・1
月・3月頃実施予定で進行を確認。 

 2）21年度事業計画委員会６/23日に発足 
  北川氏の委員辞退申し出を検討し、補充なし

の 6 人体制で了承。江川座長から 20 年度の
取り残し検討課題についての意見交換の報

告があった。 
 3) 帝国データバンクより当会の活動内容の聞
き取り調査の申し出があり、7/1 日 13 時から
早坂・緑川が対応した。当会の活動は登記書

類、ホームページにて調査済みで、今後の目

標等について質問があった。 
 4）団体活動博覧会の開催案内と発表の件 

7/18 日 14～16 時、足立区 NPO 活動支援セ
ンターで開催する博覧会の案内があり、当会か

ら北川・尾島氏がプレゼンターとして参加する。 
２．あだち区民大学塾 
 1) 講座検討会議：7/5日(水)15時よりなお、8

月は休会の予定。 
 2）講座企画会議：会議内容は議事録参照、次

回は 8/3日(水)13時 30分より開催。 
３．足立区協働パートナー基金団体登録の件   
  支援を得る活動内容を検討する。 
４．生涯学習センター主催講座の対応について 
 運営ボラの参加に関する改善事項および、楽学

ニュースの紙面構成上、記事の充実等で課題が

生じているため、7/14日 14 時よりセンターと
協議する。金子・小林・田中・緑川が出席する。 

５．各部局からの報告及び提案 
 ＜学習支援部＞ 部会 8/7日開催。21年度の受
託講座(2 講座)の企画を検討、企画内容をセン
ターに打診中。 

 ＜ボランティア活動推進部＞ 部会 8/7日 
開催。6 月月例会の改善意見等を今後に活かし
たい。8月の月例会は休会。 
 <広報部> 部会 8月は休会。ホームページは 

8月月末更新の予定。 
＜事務局＞ 部会 8/19日開催。6/1日現在の会
員数 75名。（正会員 65・賛助会員 7・後援会員
3）。年会費未納者 10名に督促中。(各部の協力
を要請)。 
６．その他 
 8 月は、｢楽学ニュース｣が休刊、各部局の会議
日程は第 144号に掲載する。   （緑川祥元） 

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＊ 

暑中お見舞い申し上げます。猛暑が続きますが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。 

当センター主催８、９月講座（一部10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。 

 

▼区民カレッジ 

『いろはにお墓』 
◎日時      8/21(金)･8/23(日) 

19時 00分～21時 00分 
◎活動時間 18時 30分～21時 30分頃まで  
◎会場   生涯学習センター 研修室 4 
◎募集人数 ３名程度（受付・案内等） 
 
▼暮らしに役立つ学習 

『知らない宇宙！知りたい宇宙！ 

夏休みビデオ上映会』 

◎日時   8/22(土)  
午前の部 10時 00分～12時 00分 
午後の部 14時 00分～16時 00分 

◎活動時間  
午前の部 9時 30分～12時 30分頃まで 

  午後の部 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 各回４名程度（受付・会場等） 
 

▼区民カレッジ 

『国立極地研究所連携講座２ 

南極隕石に秘められた宇宙情報』 
◎日時      8/30(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 講堂 
◎募集人数 ４名程度(案内・受付･会場・記録) 
 

▼区民カレッジ 

『室町時代の陰と光 

～新たな政治と文化の始まり』 
◎日時      9/5･9/12･9/19･9/26(毎土)  

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４ 
◎募集人数 ５名程度(受付・会場・記録等) 
 

＜次ページへ続く＞ 
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＜7ページより続き＞ 
 

▼区民カレッジ 

『お城の魅力を探る』 
◎日時      9/13･9/20･9/27(毎日)  

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 研修室 1 
◎募集人数 ５名程度(受付・会場・記録等) 
 
▼区民カレッジ 

『獨協大学連携講座 

区民のためのやさしい刑法入門』 
◎日時   9/19･10/3･10/10(毎土) 

13時 00分～15時 00分 
◎活動時間 12時 30分～15時 30分頃まで  
◎会場   生涯学習センター 講堂、研修室１ 
◎募集人数 ５名程度(受付・会場・記録等) 
 

▼ 地域課題学習 

『人間力再発見・自主制作映画上映と 

コミュニティカフェ 

田んぼ de ミュージカル』 
◎日時   9/25(金) 

18時 30分～20時 30分 
◎活動時間 18時 00分～21時 00分頃まで  
◎会場   生涯学習センター 研修室５ 
◎募集人数 ４名程度(受付・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 
8 月 13 日（木） 
◆「いろはにお墓」 

◆「知らない宇宙！知りたい宇宙！夏休みビデオ上映会」 

◆「南極隕石に秘められた宇宙情報」 
 

8 月 27 日（木） 
◆ 「室町時代の陰と光～新たな政治と文化の始まり」 

◆「お城の魅力を探る」 
 

9 月 10 日（木） 
◆「区民のためのやさしい刑法入門」 

◆「田んぼ de ミュージカル」  

 

 

 

 

 
 

○運営委員会 

8月 3日(月) 午後3時～5時 ワークルーム 

9月 1日(火) 午後3時～5時 ワークルーム 

○月例会 

8月はお休み 

9月29日(火)  午後6時半～8時半 研修室4 

○学習支援部 

8月 7日(金)  午後6時～8時 ワークルーム 

9月 9日(水)  午後6時～8時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

 8月 7日(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

9月 4日(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

8月はお休み 

9月 7日(月) 午後3時～5時 ワークルーム 

9月25日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

 9月29日(火)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 8月19日(水) 午後2時半～4時半ワークルーム 

9月 9日(水) 午後2時半～4時半ワークルーム 

9月30日(水) 午後2時半 （ニュース発送） 

○大学塾講座検討会議 

8月はお休み。 

9月16日(水)  午後3時～5時 研修室３ 

○大学塾企画会議 

8月 3日(月)  午後1時半～3時 研修室３ 

9月 1日(火)  午後1時半～3時 研修室３ 

○ホームページ企画会議 

 8月、9月共、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 

 今月は例年通り、8月が休刊となるため記事数も多

く8ページ建てでお届けします。巻頭ページにあるよ

うに毎月の月例会ではボランティア活動推進部が中

心に、いかにこの会がみんなの活躍の舞台となるか

知恵を絞って企画しています。皆さんこの記事を機

会に月例会や各部会を是非のぞいてみてください。 

（パソコン技術を生かしたい人は広報へ是非。） 

（田中国弘） 

楽学インフォメーション

★会合のお知らせ★ 


