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平成２１年度あだち区民大学塾 

第２ステージ好評裡に開催！！ 

◆「今、江戸時代がおもしろい」                                 

平成２１年 9 月 10 日、17 日、24 日の３日間研修室４において講師に増田光明氏を迎え、受講者が３０名募集

のところ最終６５名の応募となったが、会場の都合上厳正な抽選により４０名

に絞っての開催になった。 

 メインテーマには、家康が関東に移封の後信任を得て関東代官頭になっ

て、検地・知行割・利根川を初めとする河川の改修などの諸政策により幕府

の政治と経済の基盤拡充に重要な役割を果たしたという伊奈忠次の足跡を

取り上げる予定だった。が、それだけでは話の展開上あまり面白くないだろう

と言う増田氏の意向により、江戸文化の華麗な面も肉付けして、より興味深くまとめられた。 

★受講者から寄せられたアンケートの抜粋 

・一本調子ではなく時折ユーモアを取り交ぜて江戸時代の庶民生活の実態が分かり興味深く聴講できました。 

・定年退職まで土木測量をしていたので伊奈氏の活躍に感心しています。 

・大変楽しく、知識が豊富な先生でいろんな事をいっぱい知りアッという間に２時間が過ぎてしまいました。 

など、総じて講師の熱演と内容に対し好評な声が多く成功裡に終わって満足、肩の荷が下りた。   （鹿島健一）      

◆夏休み親子教室 「地球の仲間の星と宇宙のはなし」 

 ８月２１日（金）に小学３年から６年生およびその保護者を対象に、本年も「夏休み親子教室」の講座を開催しま

した。夏休みも終わりに近づいた時期であったが、受講者は保護者を含め１

７名でした。 

講座は、天文愛好家である小島一浩氏（足立区在住）が「太陽、月、惑星

のはなし」、楽学の会会員の小林徹が「ロケット、人工衛星、宇宙船のはな

し」を担当して行いました。特に、小島氏はご自身の天体望遠鏡で撮影さ

れた月、火星、木星、土星などの映像を紹介して講義していただきました。

子供たちは皆、真剣に興味ある様子で受講してくれました。受講者には、夏

休みの工作として、人工衛星２種類のペーパークラフトをプレゼントしました。                （小林徹）      

◆「俳句のこころ」十七文字の世界 
柴原保佳氏 日本俳句協会、足立朝日俳壇選者を講師とし 7 月 6 日、23 日、8 月 6 日、3 回講座を開催。当

区は俳句人口の多いことから焦点を絞り「初歩的俳句の知識」から初心者を目論み、幸い講座のなか日が｢花火

大会｣と重なり轟音の中、講師の講義に耳を傾ける姿に感服です。｢体感から

生まれる一句｣を説かれ、小窓から交替で、花火に喚声を上げ、間近で観た

想いを兼題とし、技法の一つ“作句したあと何十回も読み返す”と師の教えた

力作が数多く、更に一字を替えることで、“句の世界感の広がる”佳句が寄せ

られた。 

また師の尽力に依り 36 名の作句が８月 20 日号の「足立朝日」に掲載され

ました。これを機に「あだち区民大学塾」の学習内容の一端を区民の皆様に

ご紹介出来、今後の発展に繋がる事を願ってやみません。なお受講者の声に継続を望む事が寄せられていま

す。今回は高齢者の多い講座でしたが無事に終了致しました事を感謝致します。           （秋本燿子）      
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平成２１年度あだち区民大学塾第３ステージ 

 

講座名 講師名 開催日時 

自然から知る足立の謎 
～驚き・発見・見方が変わる～ 

 足立史談会会長、 

足立区文化財保護審議会会長 

安藤 義雄 氏 

11/4,11,18 各(水) 

PM2 時～4 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 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） 

★☆★受託事業：平成 21 年度生涯学習センター区民カレッジ講座開催案内★☆★ 

講座名：おひとりさまの暮らし～安心の老後～                水曜日 PM 7～9時 

日程 講座内容 講師 

11月4日 
成年後見制度 

～あなたの財産と暮らしを守る～ 

成年後見センター・リーガルサポート東京支部 

司法書士 笹原豊明 氏 

11 月 11

日 

高齢者 

～介護者を支える方法～ 

首都大学東京 人文・社会系社会福祉分野 

准教授 和気純子 氏 

11 月 18

日 

認知症 

～暮らしにおける認知予防の取り組み～ 

(財)東京老人総合研究所 

研究員 矢富直美 氏 

講座運営スタッフを募集します。なお、10 月 28 日（水）19：00(予定)から生涯学習センターにて運営スタッフ会議

を行いますので、参加をお願いします。  申込先：大学塾事務局 電話・FAX 03（5813）3759 

Email: takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 江川武男      kkaneko1943@msn.com 金子勝治 

 
 
 

 

 

 

 

■生涯学習ボランティア養成講座報告 

今年の養成講座は、３日間、６回講座で行わ

れました。６回目の講座は、９月１９日「こんなこ

と実践しています」との題で「楽学の会」の事例

紹介があった（事例紹介は楽学の会とエコロジ

ー夢企画の２団体）。 

当会の発表者は、北川勇、尾島美津江の両氏で、パワーポイントを

駆使した説明は、分かり易くかつ会の状況をよく伝えており、受講生は十分理解できたと思われる。 

特に、前半において会の紹介ではなく、説明者２人夫々が、入会するまでの経緯を体験談風に話した事は、

非常に的を得ており、会への入会お誘いに、良い影響を与えたと思う。 

事例紹介後、「交流の場」として受講生全員が６グループに分かれ、ボランティア活動に参加するための情報

交換、グループディスカッションを行った。結果発表の中で、会に入会しようかな！と言う人もおり、成功裏に講座

は終了した。                                      （ボランティア活動推進部 江川武男） 

◆◆講座開催案内◆◆ 

＜寄贈本の紹介＞講師の和気先生は、第１０章で、高齢者の相談援助の考え方、第１１章

で認知症のケアやターミナルケアなどのケアの考え方をのべている。地域で接点を持たない

会社員は早期から地域の身近な相談できる窓口や援助の資源を知っておく必要があると思

いました。この本により高齢になることをどうとらえるか一歩立ち止まって判断するための仕組

みを学ぶことができます。                                  （安田善英）
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★『めざせ！あだちの CM ディレクター』 

7/25 ・ 26 ・

8/1・8 日（土・

日）に映像制作

スタジオグロウ

主催で講師橋

本賢治氏を迎

えて子供だけが

知っている有

名人や知られざるスポット、お気に入りの場所や風景 

をあだちのCMビデオとして紹介して好きな音楽やナ

レーションも入れてかっこいい映像を作る講座が開か

れ、参加者は少なかったが宿場通りの風景や、また

荒川土手の夢広場等を取り入れた素晴らしい CM が

できた。なおこの講座の模様は足立ケーブルで 8 月

18 日の 17 時 30 分から放映された。完成した作品は

当センターのエントランスの 1 階正面の 100 インチの

スクリーンで土曜・日曜日に放映されていた。 

 （石田佳久） 
 
★エコソーラーカー作りとエネルギーの話 

夏休み親子

教室「エコソー

ラーカー作り」

が 8 月 8 日、東

京電力の鈴木

勉講師ほかスタ

ッフで開催され

た。 対象は小

学生 4年以上で、小学生 3年以下は親同伴で 50 名

を越える参加となった。 

講堂のフロアーに座って、はじめは環境、エネルギ

ーの知識を映像を見ながらクイズに答える時間。休

憩の後、ソーラーカーの作成が行われた。 

 子供も親も真剣。各パートの細かな部品の取り付け

と組み立てがすすめられ、完成させていく。最後はソ 

ーラー盤に電球で充電するための長い列ができ、終 

わると胸躍らせての試運転。楽しい教室であった。 

  （相馬義人）  
 
★南極隕石に秘められた宇宙情報 

2 億年前ごろ南極

大陸はみどりの楽園

だった。南アメリカ、

オーストラリア、イン

ドと地続きの超大陸

「ゴンドワナ」の一部。

さらに 4億 6千万年前ごろには赤道のあたりにあった

という。大陸はゆっくり動いている。 

8 月 30 日の｢南極隕石に秘められた宇宙情報｣の

講座で、日本が採取した隕石16,200個、隕石に秘め 

られた地球や月、太陽系惑星の誕生や進化につい

て学ぶことができた。講師は国立極地研究所教授の

小島秀康氏。観測隊に参加され隕石を採取した南

極での生活体験を映像により興味深く聞くことがで

きた。  （相馬義人） 

 

区民カレッジ「夏休み親子教室」  
知らない宇宙！ 知りたい宇宙！ 
夏休みビデオ上映会 

 夏休みも残り少

なくなった 8 月 22

日(土曜日)お父さ

ん、お母さんと一

緒に見て考え勉

強しよう、楽しく学

んだことを夏休

みの宿題にしよう

と、開催されました。人口衛星や宇宙船の種類と

その役割、宇宙船での生活や船外活動の様子、ロケ

ット‥今日学んだ事で夏休みの宿題できたかな！        

(金子勝治) 
 
★いろはにお墓 

 8 月 21 日、23

日の 2 日間、日本

初のお墓プラン

ナー長江曜子氏

の講座が開催され

た。 

戦後の社会構

造の変化により、

家墓の継承を前提に作られているシステムが、大家

族→核家族→離婚・非婚→一人家族化し、現代の

墓地事情も変わってきている。 墓石、霊園選びか

ら、両家墓、改葬、シングルのお墓問題、散骨、葬儀

のあり方などについて、社会問題になっている代表

的な事例を取り上げ、分かりやすく解説された。 

受講者からも当面している問題についての質問も

多くあり、それぞれについて丁寧な説明、アドバイス

があった。                        (相馬義人)   
 

 

 

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 

～押部公園の高木を借景に～ 
鹿浜地域学習センター 

鹿浜 6-8-1 ℡3857-6551 

[開館時間] 8:30-21:30 

[休館日] 原則毎月第２月曜日・年末年始。4、10 月

は防災設備点検のため第 2日曜日。 

[管理運営] 本センター建物全体、地域学習センタ

ーと鹿浜体育館、鹿浜図書館は指定管理者としてヤ

オキン商事（株）が管理運営を行っている。 

[館の構成] 昭和 62 年開館、敷地面積約 2,869 ㎡、

延床面積約 4,132 ㎡一階に区民事務所、住区センタ

ー、鹿浜図書館と地域学習センター受付がある。二

階は地域学習センター（第一、第二学習室、レクホー

ル、教養室（和室）トレーニングルーム、それに鹿浜

体育館があり体育館は観覧席付きで床は A、B 面、

舞台、放送設備のある広く、天井の高いこの体育館

は使い勝手の良さを強く感じさせる。三階は空調設

備で活動に利用する設備は無い。 

ミニコミ誌「ゆめのき」毎月 2,500部発行。このミニコ

ミ誌の配布先は住区センター、近隣町会、スーパー、

店舗、保育園、団地自治会など徹底的に地域密着

型配布をしている。 

＊ 8 月 28 日（金）午前 10 時広報部石田、尾島、安

藤、と今回は事務局の原田さんと 4 人で訪問、一

階事務所に運営スローガン「明るく親切丁寧な窓

口を目指しています」と書かれているように所長

小林賢司氏が笑顔で応対して下さった。対談内

容の概略は次のようなものでした。 

 
[施設として区民に伝えたいメッセージ] 

総合施設としての利用をお薦めする。学習室、体

育館、図書館など利便性に富んでいる。館としては

入り易い造りであり、登録団体は50のうち文化系33、

体育系 17 である。教養室の利用をもう少し上げた

い。 

 

[利用の仕方、楽しみ方,学習のポイント] 

大人と子供が一緒に活動でき、トイレ付き託児室も

あり保護者は安心して活動が出来る。恒例の鹿浜寄

席、将棋、囲碁、太極拳、図書館主催のおはなし会

などもあり、親子、老若男女対象のイベントが多数あ

り是非来館して欲しい。 

（写真正面は所長小林賢司氏） 

[最新情報、センターが目指すもの] 

伝統芸能の鹿浜獅子舞見学、会場はセンター学

習室で郷土博物館学芸員の講義の後、島氷川神社

で実演見学、ほか資格取得のため簿記 3 級講座開

始、はじめての手話など。また出前講座を進めて行く。

これは老人ホームなどへ出向き慰労、元気の出る講

座や講演などを積極的に企画実施する。今年のふれ

あい祭は11月7、8日で登録団体の活動発表の場で

あり、会員募集の場でもある。駐車場は17台（他に障

がい者スペース1台）しか置けず整理に苦慮している

が本年 4 月より届出制度の張り紙をして利用者の協

力を得て整備にあたっている。 （取材：安藤,尾島,石田） 

[所長お薦め

の周辺名所] 

1. 都市農業

公園 

2. 北鹿浜公

園（交通

公園） 

 

[交通機関] 

東武,国際バス：鹿浜中学校下車 3分 

はるかぜ：鹿浜センター南下車 1分 

[参加者の感想] 

吹き抜けで光を十分に取り入れたエントランスとス

タッフの方々の明るい挨拶、そして獅子舞や百万遍

など地元の伝統行事の紹介や、さらには併設の住区

センターや老人館児童館との連携行事など、子供か

らお年寄りまですべての世代が集まる地域の中心施

設としての使命を果たすべく努力されている様子がう

かがわれました。                （原田進） 
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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 
 

来年の楽しみ 

時間･場所を選ばず情報の発信･受信できるユビキタス社

会、どうやら日本でも来年後半にはその環境ができそう。そ

の１は、高速データ通信網が２社競合で作られる。既に実用

化されている最大75MのWiMaxと100Mを目指す新PHS(現

在は最大 7.2M)。22 年度末までに人口比 90％利用できるこ

とが免許の条件。既に WiMax 陣営は 40M で運営を始めており、新 HPS 陣営は山手線の内側で試験運営中、来年

半ばには60～70％利用できることになりそう。その2は、利用面で核となるインターネット、Windowsユーザーにとって

時間がかかり快適ではない。グーグルが Web ブック級の PC を数秒で起動する Cｈrome(Linux)OS を来年後半に無

料でリリースするという。3 秒で起動し、10 時間使用できる Linux 手のひらサイズ PC が 9 月国内でも販売開始。三月

出荷から UBS は 10 倍早くなる。いかなる展開になるか来年が楽しみ。                     （瀧呑昭龍）

私の宝物 

 孫は可愛いいとよく聞きます。私は高価な宝石やブランド物は持っておりません。しかし金で買え

ない宝を持っております。それは可愛いい孫が宝物です。 

仕事を持つ娘の手助けに赤ん坊の頃より手塩にかけ育ててきた。その子が今は 4歳になり大好き

な保育園に元気で通っている。愛嬌がよく元気があるので人気者の様です。 

一人暮しになった私を気使い先日「やっとババに会えてうれしい・・」と云いながら小さな手紙をくれた。開いてみる

と“ババだいすき”カレンと書いてある。「ババもカレンちゃん大好きだよ」と思わずほほずりしながら抱き締めてしまった。

幼いながら思いやりがあっていとおしい！尋ねて来る毎々新たな発見があり逢える日が待遠しく感じられる。 

今は路傍の石にすぎないが愛情を込め心豊かな人間になるよう磨きをかけて育てたいと思っている。その為には

自分自身も元気で成長を見守れるよう頑張って生きて行きたいと思っています。 

                                                              （岡田スミ子）

 
 

＜顧問の先生からの情報＞ 

第 12 回全国ボランティア学習研究フォーラム東京・世田谷大会   

テーマ：「生きることの意味と社会の価値を追求する 

ボランティア学習」 

期日：11 月 21 日（土）、22 日（日）２日間 

会場：昭和女子大学、世田谷ボランティアセンター 

開催のご案内      興梠 寛 先生（昭和女子大学教授） 

参加費 早期申込割引になります。￥1,000→￥700 

参加申し込み：１０月５日（月）。「楽学の会」事務局長宛 
電話 03－3898－7753（緑川） 

E-mail  midorikawa@cap.ocn.jp  

詳細は http://www.volunteer-learning.jp/forum/index.html 

 

 

 

みんなの

広 場 

■本の紹介 

「生涯学習・社会教育解説 Q＆A」

齊藤 哲瑯 先生（川村学園女子大学教授）

人生を豊かに生きていく生涯学習の

手引書です。ワークルーム書棚にあり

ます。ぜひ一読を。 
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７月月例会・暑気払い大いに盛り上がる！ 

7 月 29 日（水）午後 6時より学習センター7F の“さくら”において 35 名の参加を得て開催された。 

先づ、早坂代表挨拶ではじまり、教育委員会生涯学習担当渡辺係長と学習センター平野所長から挨拶をい

ただき、市川相談役の乾杯の音頭で始まった。久し振りの顔もみえ会話がはずむ中、抽選会が賑やかな雰囲気

ではじまり、その後カラオケで自慢の歌が披露され更に盛り上った。このような交流の中で親睦を深め、次の活

動に繫げていきたいと思いました。    

（ボランティア活動推進部 山口浩子） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

早坂代表挨拶          渡邊係長ご挨拶 平野所長ご挨拶                  乾杯！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愉快に                       楽しく                      良かったよ 

■ 10 月月例会開催案内                     

・日時：10 月 29 日（木） 午後 6 時 30 分～ 

・テーマ：ボランティア活動事例発表  会員の多岐に渡って活動している事例発表 

・発表者：安藤寿  佐野祝子 田中桂子 野村樟 原田進 

 会員の皆さんの参加をお待ちしています。                         （ボランティア活動推進部） 

■ 情報ボックス 助成金応募ガイド 

 
 
 
 
 
 
 
 
■ 賛助会員、崎山さんより以下のメールが届きました。 

「株式会社 自分楽 代表取締役 崎山みゆきです。皆様のおかげをもちまして、弊社も健やかに成長をして 

おります。ありがとうございます。 感謝の気持ちを含めてご報告。HP をリニューアル致しました。コミュニケーショ 

ン・ストレスケアの情報を増やしました。メールマガジンのご購読も戴けましたら幸いです。 

http://www.jibungaku.com 」←会員の皆様ぜひご覧ください 

購入図書のご案内 

「ＮＰＯ・市民活動のための助成金応募ガイド ２００９」を購入しましたのでご案内します。 

本書は、わが国の 2,000 を超える助成財団の紹介から、過去に助成を得た事業とその団体

名、および助成金応募方法等について詳しく記された手引書です。ワークルーム書棚に備

えてありますのでお役立て下さい。                              （事務局）
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運営委員会だより（8月・9月） 

 平成 21 年 8 月・9 月度の運営委員会は 8月 3 日、9 月 1 日に開催。議事録を基に報告する。 

[ 8 月 3 日（水）議事 ] 

１．早坂代表からの報告及び提案 

 1）21 年度「生涯学習ボランティア養成セミナー」講師 

派遣依頼書を受理。9 月 19 日北川・尾島両理事が 

事例発表を行う。 

 2）21 年度「男たちのボランティア」の担当を岡田理事 

に依頼。月 1回開催する定例会に出席する。江川 

理事は引続き A-net を担当し、年間数回の情報交 

換会に出席。 

 3) 会員研修の開催案内 （10/11 瀬沼顧問・11/21・ 

22 興梠顧問）参加費、交通費は会より支給する。申 

込は事務局長あて。特に運営委員には研修のどち 

らかに参加の要請。 

 4）興梠寛顧問が昭和女子大学教授と日本ボランティ 

ア学習協会代表理事に就任。当会における肩書き 

は昭和女子大学教授とする。 

 5）後庵正治氏より「あだち区民大学塾」講師に登用の 

申し入れ。 

 6）9 月の月例会に教育委員会の堀越係長を招聘し講 

演を依頼する。 

２．情報事項 

 21 年度・足立区提案型協働推進事業「地域ぐるみの

耐震補強」事業目的・イベント開催等案内文書を配

布。本事業の展開に合わせ大学塾でも本テーマで講

座企画化を検討。 

３．あだち区民大学塾 

 ・講座検討会議：次回 9月 16 日 15 時より 

 ・講座企画会議：次回 9月 1 日 13 時半より。 

４．事業計画委員会   

  6 月より 4回開催、8月 4日に 5回目を開催。11月を 

目途に中間報告を纏める。 

５．各部局からの報告及び提案 

＜学習支援部＞ 部会 9月 9 日開催。11 月に受託講 

座を開催の予定で準備中。 

＜ボランティア活動推進部＞（A-neｔ担当）部会 9月 4 

日開催。9 月月例会 9月 29 日。 

＜広報部＞部会 9月 7 日・25 日・29 日。ニュース 145 

  号を発刊。HP8 月末更新の予定。 

＜事務局＞ 部会 9月 19 日・30 日開催。 

６．その他 

  生涯学習センターとの連絡会の開催方法の見直しを 

検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 [ 9 月 1 日（火）議事 ] 

１．早坂代表からの報告及び提案 
 1）センター事業運営ボラの在り方について今後の方 
針を話し合った旨の報告。 

 2）実践の場で活かせる研修に注力し、会の運営に反 
映させていきたい。NPO活動支援センター主催の 
研修に 5名が自主参加。顧問の先生からご案内の 
10 月・11 月のイベントへ参加の要請。 

 3）大学塾事業も目標達成の目途がついたが、来年度 
に向け気を引き締め、後期の活動に取り組んでいき 
たい旨発言があり、併せて協力方の要請があった。 

２．情報事項 
  「地域ぐるみの耐震補強」のチラシの配布があり内容 
について説明があった。 

３．あだち区民大学塾 
 1）講座検討会議: 9 月 16 日開催。 
 2）講座企画会議: 次回 10 月 2 日開催。 
４．１１月以降の運営委員会日程 
 10/2(金)・11/2(月)・12/1(火)・1/7(木)・2/1 月）・3/1（月） 
５．各部局からの報告及び提案 
＜学習支援部＞:部会 10 月 9 日開催。 
  受託講座「おひとりさまの暮らし」が決定。 
11 月 4・11・18 日（水）19 時から。「スキルアップ講 
座」に加え、あと 1 講座企画中。 

＜ボランティア活動推進部＞（A-net 担当） 
  部会 10 月 9 日開催。月例会 10 月 29 日（会員の活 
動事例発表。「男たちのボランティア第 1回実行委 
員会に岡田部長が出席。 
次回 9月 17 日。イベントは 2月 6日（土）区庁舎ホ 
ールで開催が決定。 

＜広報部＞部会 10 月 9・23・29 日開催。 
  ニュース 14６号 10 月 29 日発行。HP 更新は 9月末
の予定。 

＜事務局＞部会 10 月 9 日・30 日開催。 
1) 9 月 1 日現在の会員数は 75 名。（正会員 63・賛助
会員 8・後援会員 4）会費未納は 2名。 
2)文書整備の進行、データベース化の入力完了、内 
容チェックに着手。 
3）用紙・インクカートリッジ等の調達。 
4）立替金（交通費）請求書記載法につき協力の要請。 
5）「市民活動の為の助成金応募ガイド」購入。 
６．その他 
 1）センターと打合せの件：8 月 17 日実施。 
内容は報告書参照。次回 9月 16 日 13 時 30 分か 
ら。出席者は代表・部局長（ボラ活部は金子理事）、 
欠席の場合代理者を指名。 

 2）瀬沼顧問ご案内シンポジウム(10/11 西東京市で開 
催）参加者は 9名。 

 3）研修旅行の実施：9/27・28（湯西川温泉）参加者 12 
名の予定。参加希望受付中。 
4)故石渡建夫氏の「偲ぶ会」:10 月 24 日。夫人より 
 出席者宛案内状を用意したい旨連絡があった。 

    （緑川祥元） 
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生涯学習センター 
   ボランティア情報 

募集方法が変更になりました!! 
今回から、楽学の会がセンターから講座運営ボ

ランティアの依頼を受け、ボランティア活動推進

部が窓口となり、ボランティアの募集を行います。 

運営ボランティアの募集人数が、大幅に増えま

した。司会、受付、会場設営、会場誘導、記録等

をおこないます。 

 これまで以上に皆さんの参加をお待ちしてい

ます！               （ボランティア活動推進部） 
 
▼国立極地研究所 

『地球の大気をみる～南極からのレポート』 
 ◎日時   10/24（土） 

14時～16時 
◎会場   生涯学習センター 講堂 

◎募集人数 7名～8名程度 
◎ボラ募集担当者 金子・江川（楽学の会） 
 

▼放送大学連携講座 

『知られざるミャンマーの山岳少数民族の 

生活と自然』 
◎日時   11/21 . 11/28（毎土） 

 14時～16時 
◎会場   生涯学習センター 講堂 
◎募集人数 7名～8名程度 
◎ボラ募集担当者 金子・江川（楽学の会） 
 

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★★★ 
  変更になりましたので、ご注意ください! 
・区民大学塾事務局（PM１時～５時） 
  電話 03‐5813‐3759 
・メール 
  金子  kkaneko1943@msn.com 
  江川 takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
 
または「楽学の会」ホームページからも申し込め

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

申込み締切り日 

「地球の大気をみる」     10 月 14 日（土） 

「知られざるミャンマー」    11月11日（土） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

○運営委員会 

10月 2日(金) 午後3時～5時 研修室3 

○月例会 

10月29日(木) 午後6時半～8時半  

○学習支援部 

10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 

 10月 9日(金)  午後2時～4時 7F「さくら」 

○広報部 

 10月 7日(水) 午後3時～5時 ワークルーム 

10月23日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

 10月29日(木)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 10月 9日(金) 午後2時半～5時  ワークルーム 

10月30日(金)  午後2時半～5時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 10月16日(金) 午後3時～5時 研修室3  

○大学塾企画会議 

10月 2日(金)  午後1時半～3時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

10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 

 久しぶりのニュース編集、今年も残り3ヶ月となり皆さ

ん忙しい中、原稿の送付有難うございます。10月の月例

会は会員の楽学以外のボランティア活動の紹介がありま

す。多数の月例会参加と、感想などの原稿を期待しま

す。生涯学習も幅が広い、様々な活動に参加し、視野と

学びを広げることも活動と思います。   

            （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 

会の活動情報が毎月更新されています！！ 
ご活用ください。        (田中国弘) 


