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■10月月例会報告 10月２９日(木) 

       「ボランティア活動事例発表特集」  
10 月月例会は各部局から報告が行われた後、代表から挨拶があった。今月のテーマは「事例発表」。

多岐に亘りボランティア活動を行っている会員からその分野に関する事柄や活動内容について発表して

いただき、会員共有の知的財産を蓄積していこうとする企画である。 
活動事例の発表に先立って安藤寿さんから地域学習センターについて楽学ニュースに紹介できなかっ

た知識や裏話などの発表があった。続いて 4名の方の事例発表があった。（詳細は次ページに掲載） 
１）「養護学校と老人ホームのボランティア活動について」 野村樟さん 
２）「シルバーパソコンクラブでのサポート」 原田進さん 
３）「小さなボランティア」 佐野祝子さん 
４）「いい歯（わ）ね・あだち」 田中桂子さん 
各人の発表後、出席者全員から感想や意見が述べられた。受け止め方は様々であったが発表者の熱い

思いが全員に伝わり有意義な月例会であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
代表から「楽学の会」の有能な人材の豊富さを再認識し、心強く感じられたことを述べられた。企画

担当部としてこれからも会員の意欲的な活動内容に関するテーマを取り上げ会の活性化を図っていきた

いと思います。                           （ボランティア活動推進部） 
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◆「地域学習センター取材について」 
楽学の会以外でのボランティア団体での活動は広く浅く数多く入っているため、

今回は楽学ニュースに隔月に掲載をしている「学びの場再発見！」の取材模様を発

表した。ニュース 127号(20/1/29)郷土博物館を初めに以後地域学習センターを取材
対象にして 13センターの内、残りは 2箇所となった。感想としては会のスローガ
ン｢自ら学び輝く｣この学びが無いと記事は書けない。何故 13 センターなのか、何
故今区政 77年なのか色々と勉強になり、何処のセンターも我々広報部員石田、 

尾島、安藤の訪問を歓迎してくれる。どの様な縁が生まれてくるのか楽しみである。足立区の広さ

と、歴史文化の多様さを再認識しつつある。                  （安藤寿） 
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会員の多岐に渡るボランティア活動の事

例発表紹介 

◆「野村樟さんのボランティア活動について」 
野村さんは「私の過去の経験から

ボランティア活動は抵抗感がなく

始められました。主に老人ホーム

と養護学校で、利用されている方

の手助けをしている。満州で育ち

戦後困難な帰国をした時、死に直

面した事を思えば何でもできる気 
がする。」という趣旨の報告があった。 
私酒井は野村さんとは二年位前に傾聴ボランテ

ィアの仲間が係わっている花畑の「おしゃべり

会：和楽会」で知り合ったが、その豊かな人間性

と活動分野の幅広いことに吃驚した。この会の他

に一例を挙げれば、野村さんが主宰する「シニア

大学」、自らが発見した若手のボランティア講師に

よる楽しくて、役に立つ講座を開いている。この

心強い仲間の報告に月例会出席者は感動を覚えず

にはいられなかった。    （酒井政雄代記） 
 

◆「シルバーパソコンクラブでのサポート」 
6年ほど前に「楽学の会」会員の故中山義男さ

んが会長をしていたシルバーパソコンクラブがサ

ポーターを探していましたので、たまたま会社の

OB会でパソコン講座のサポートをした経験があ
ったのと、会場が 2年間在学した中学校でしたの 
でやらせてもらいました。 

 
 
 
 
 
 
メンバーは地域の人々20名ほどで、60～70代

がほとんどで男性は３人。土曜日の午後２時間、

簡単な文章、年賀状・暑中見舞い、チラシなどの

ワードが中心で、名簿、金銭出納などのエクセル

を少々と続けています。 
やってよかったこと 
①教材を作る楽しみ（大学塾のチラシも PRをか
ねて利用させてもらっています） 
②いろんな趣味を持っている人たちとの付き合い

が増えた（俳画、俳句、写真、水彩画、大正琴、

さつき･･･区の発表会や木村医院での文化祭など

で楽しむ） 
③足立区のホームページから送ってもらった犯罪

情報を、各人のセンスでビラに打ちかえて、自宅

の前や、団地の掲示板に貼らせてもらっています。 
     （原田進） 

◆「小さなボランティア」 

       日頃、屑かごの中にポイッと捨て

られてしまう使用済み切手やプリ

ペードカード等が集まると、ＮＧ

Ｏを通して途上国の人々の命を救

うことができるのをご存知ですか。 
       以前、息子が通う小学校で使用済

み切手収集の運動を始めました 
（当時は切手２００枚で結核のワクチン１人分）。 
学校の入口に箱を取り付けると、見る見るうちに 
切手が集まりました。私は休み時間をねらって学 
校へ･･･子供たちは「僕持ってきたよ」と言ってカ 
ギを開けたり、袋に入れたりして手伝ってくれま 
す。世界の友達の話を聞きながら･･･子供達のその 
姿の中に、「自分も社会に役立っているんだ」と 
いう自信に満ちた喜びを感じ取ることができまし 
た。小さな子供にもできることがあったのです。

（佐野祝子） 
◆「いい歯（わ）ね・あだち」 

 

 

 

 
私は歯のことを保健総合センターで学んでいる

グループの一員です。「噛むことの大切さ」をある

小学校低学年の授業の一環としてお願いされた事

がきっかけで次々と他の学校から依頼されるよう

になりボランティアとして授業の中で「歯の健康、

噛む大切さ」を子供達に伝えています。 
「いい歯（わ）ね・あだち」で考えた「あだちっ

こせんべいや、入り米」を噛んでいただき、よく

噛んだ時の顎の動き、唾液の出方、味、･･･などを

実感した後の子供達の歓声をごほうびに頂いて帰

ります。思ってもいない事でしたが今は大勢の子

供さん達の前で私達も楽しく「歯の健康、噛む大

切さ」を伝えさせて頂いています。現在は中学校

まで広がり嬉しい責任を感じています。 
（田中桂子） 

写
真
右
司
会
の
酒
井
さ
ん 



3 
 

あだち区民大学塾講座実施報告 
 

「自然から知る足立の謎」～驚き・発見・見方が変わる～ 
      本講座は足立史談会会長 安藤義雄氏を講師に、11月 4

日、11日、18日各（水）学習センター講堂おいて、延べ
受講生 107名が参加し、開催された。時には貴重な地図を
もとに、時には伊興から出る遺跡と韓国の遺跡の比較をパ

ワーポイントによる映像交え、楽しく、非常に分かりやす

く説明された。 
 四方を河川で囲まれた足立の謎のお話に受講生は「なる

ほど、そうだったのか」と目からうろこが落ちる講座であ

ったと思う。運営スタッフは 12名。広い会場で大変な面
もあるがスムーズな運営が行われた。 

＜受講生の感想のご紹介＞ 
・学問的なお話を楽しく聴かせて頂いて、幸せな気分にな

りました。感謝！ 
・独学の知識が話により肉が付けられ良かった。「なるほど」

と気付かされ有意義でした。 
・講師の話術に時が過ぎるのが惜しいほど楽しかった。また近々にお願いしたい。等々。 （田中国弘） 
 

受託講座実施報告 
 

「おひとり様の暮らし」～安心の老後～ 
                      11月 4日から、3回の講座が開催された。応募受講者数は、

３９名で女性の受講者が、大部分でした。2年前の老後の講座
の時には、多数男性も参加しましたが、今回は認知症が中心

テーマであるためと思いました。切実なテーマであるので、

皆さん真剣な表情で聴講しているのが、わかりました。 
笹原先生、和気先生、矢冨先生、共に具体的な事例に即し

て解説されていたので，分かり易かったと思います。お話の

中で、財産はなくとも遺言は残すこと、家族の変化に介護保

険制度がついていけないこと、日ごろから新しいことに興味

をもち、ウォーキングや日記を習慣にし、自分に出来ること

は自分ですることが、大切と知りました。認知症の情報も、

変化しており、積極的に、情報を入手すべきと感じました。 
「 知 は 力 な

り」と感じた

講座でした。 
（安田善英） 

 
 
 
 
 
 
 
 

笹原豊明先生 

和気純子先生 

矢冨直美先生 
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生涯学習センター講座運営ボランティア報告 
 

国立極地研究所連携講座 「地球の大気を見る」～南極からのレポート～ 
講師は国立極地研究所 堤雅基先生 1998 年 11 月～2009 年 2 月

の間に 3 回の昭和基地での体験を通しての貴重なお話を伺った。大

気の現象ブリザードなどの地表付近から超高層大気の現象。それぞ

れの現象は必ずしも無関係ではない。そして来年の 12 月には昭和基

地での大型レーダーの建設開始。先生も来年 11 月に昭和基地へ。ま

た、オーロラについては受講生の中で実際フインランドに行った人

がいた。宗谷やしらせに質問があるなど関心の深さを感じさせた。 

10 月 24 日（土）午後 2時～4時 会場は講堂・受講生 106 名（当日館内放送での呼びかけで応募 6名含）

スタッフは 8名・今回、私は講師接待と記録。講師の方とつかの間の交流。楽しいひと時となる。その

他、役割に応じて「ニコニコ笑顔でこんにちは」のボランティア実践をする。     （今野君江） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの広場

◆原子力発電とアジア◆ 
S32年に東海村の日本原子力研究所で日本初の原
子炉が運転を開始した。これは研究用で、現在の商

用炉の約 2万分の 1ですが、この当時は、日本の将
来のエネルギーを担うものとして期待の星であった

と思う。私は S45年に卒業、原子力の仕事につきそ
の後 22年間、主に放射線防護関係に携わって来た。
米国のスリーマイル、ソ連のチェルノヴィリ事故の

時も原子力で、技術者として考えられない事故でし

た。現在は、S40年代に比べると、色々な問題が明
らかになり、順風満帆とはいえない状況です。ただ、

ＣＯ2 対策と経済性から、各国は、期待を寄せてい
ますが原子力発電を立ち上げるには、広い分野の沢

山の人材が必要で、その養成には、物を揃えるより

もっと大変なことになると思います。日本、タイ、

オーストラリア、中国、インドネシア、韓国、マレ

ーシア、フィリピン、ベトナム等が参加し、アジア

原子力協力フォーラムが毎年開かれています。研究

炉利用、農業・医学・工業利用、放射線安全、廃棄

物管理、広報、安全文化、人材養成等のプロジェク

トがあり、日本は先輩として期待されています。こ

れらの国々で、原子力発電所を建設・維持していく

流れは、もう止められないと思う。しかし、もし、

事故が起こったら、その影響は、アジア全体に波及

します。原子力平和利用の先輩として、日本がなす

べきことを果たすには何ができるのか、考えたいと

思っています。 
（喜多村政夫）

◆童謡唱歌を子どもたちと◆ 
鹿浜西部地域に、老人と児童の憩の場「鹿浜い

きいき館」が四月に開設されました。当地域は自

然と歴史溢れ都市農業公園の四季の移ろい荒川

堤の五色桜、鹿浜の獅子舞等環境に恵まれた地域

にあります。 
また中学生の合唱コンクールに感動し地域合

唱団が誕生し三十余年になります時の流れとと

もに思う事は、昨今、子供が童謡を歌う声が余り

聞えてこない様に思います。 
童謡唱歌は歴史伝統等の数々時代の様子が詩

に綴られて居り、よく母に言葉の意味を教えられ

た事を想い出されます。 
九月に「童謡クラブ」を「いきいき館」で月に

一回“子どもと歌おう”を小学校定年退職された

ご夫妻のボランティアのご協力を得て十一月八

日の「いきいきフェスタ」に参加し、即席で十分

間の演奏を終り子供達の元気な歌声に大きな拍

手を戴き、次代を担う子供達と一緒に楽しんでい

ます。             （秋本耀子）
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「楽学の会」設立以来お世話になった元教育委員会の佐野直子さんから皆様に現在お住まいのシンガポ

ールより嬉しいお便りが届きましたのでご紹介します。         （早坂代表、広報部一同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの広場は、会員と会との関係の深かった方の憩いの場です。 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。 

FAX.03－3889－8202    E-mail: yoshi.soma@viola.ocn.ne.jp 

◆シンガポールのんびり駐在記◆ 
～シンガポールが見えてきた！～ 

楽学の会にお世話になり、充実した区職員生活に後ろ髪を 
惹かれつつ、夫の転勤について、シンガポールにやって来た。 
駐在員あこがれの都市らしい。「いいとこだよ」とみな口を 
そろえて言っていた。本当…？かなりの疑い目線で始めた 
シンガポール生活も早 1年半。ようやくシンガポールという 
国が見えてきた気がする。 
まずは我が家のメンバー紹介から。 
★夫★某菓子メーカーに勤務。９年目にして、会社として初の、且つ唯一のシンガポール駐在員とな

る。現地の代理店（中華系シンガポーリアンのファミリー企業）の会議室を拠点に、孤軍奮闘の毎日。

当初、シンガポーリアンとの考え方のギャップに怒り心頭。近頃はうまく折り合いをつけ、着実にシ

ンガポーリアン化しつつある（？）。 
★娘★３歳６カ月。１歳１０カ月の頃、何も分からないのをいいことに、否応なしに常夏の国シンガ

ポールに連れてこられる。３歳になったのを機に、日系インタナショナルプレスクールという微妙な

立場の幼稚園に通い始め、園生活を満喫している。日本語１：英語２という環境の中で、ようやく英

語の存在を認識し、怪しげな英語が飛び出すようになった。 
★私★仕事と子育ての２足のわらじを脱ぎ、異国の地で初の専業主婦生活に。まったく英語が話せな

いが、日常生活には支障がなく、ゆえにまったく上達しない。駐在妻の友人にも恵まれ、のんびりと

シンガポール生活を楽しんでいる。その気になれば、日本と変わらない生活が送れる環境の中、どれ

だけ「シンガポールならでは」を経験できるか、模索中。 
 
～シンガポールの暑さ！寒さ？～ 

意外と知られていないような気がするが、実はシンガポール 
は赤道直下。「晴れときどき雨（ピーカンそしてスコールと 
いう意味）、最高３３度、最低２５度」。年がら年中ほとんど 
変わらない天気なので、天気予報は見る意味がない。週間予 
報では見事に同じマーク、同じ数字が並ぶ。着るものを気に 
しなくていいという利点はあるが、日本の四季の良さを改め 
て感じ、日本からの季節の便りを羨ましく思っている。 
シンガポールはどこも冷房がひどい。電車もバスもスーパー 

も極寒。シンガポール一寒いと悪名高いショッピングセンター      これがマーライオン 
の冷房の設定温度は２２度（！）とか。環境問題にちょっとだけ取り組み始めた政府が推奨する設定

温度はやっと２５度。それでもシンガポーリアンは肩出し・短パン・ビーサンで平気な顔で歩いてい

る。そして最たるものは映画館。「セーターに膝かけが必要」と聞いていた。比喩だと思っていたら

文字通り！ 
暑くて寒い国、シンガポールだ。（次回続く）                 （佐野直子）
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学びの場再発見 
 

～清潔感あふれる学習環境で～ 

興本地域学習センター 
 

興野一丁目 18番 38号 ℡3889-0370 
[開館時間]8:45-21:30 
[休館日]原則第 3月曜日。年末年始。 
[管理運営](株)ティ－・エム・エンタ－プライズ 
[所長] 西口陽介 
[館の構成] 1階：受付・事務室・図書館 
入り口エントランスには登録団体の案内ファイ

ルが置いてあって会員募集の資料として活用し、

またピアノがあり合唱などにも利用される清潔で

寛いだ空間。 
2 階：第 1、第 2 学習室・レクホール・教養室・
託児室・給湯室・など。 
館の入り口の広場と駐車場を挟んで別棟に体育

館がある。1 偕から吹き抜けで汎用体育館、2 階
の一部分にとトレーニングルームがある。  

 
[ミニコミ誌] ＯＫＩＭＯＴＯwalker 
4色刷り、自社で企画印刷毎月 900部発行。町会
へ 600部各センター300部配布 
（興本という名前は興野と本木を合わせて命名

されたものである。）10月 26日（月）午前 10時
に横殴りの大雨が降る中、広報部、石田、尾島、

安藤の 3人で訪問した。若さと意欲溢れる西口所
長は以前から我々の会の活動状況に大変な関心を

持たれていた様子で、訪問を大歓迎され面談、見 
学時間も 2時間を越えた。 
 
[施設として区民に伝えたいメッセージ] 

 安全・清潔・親切丁寧なコミュニケーションを

スローガンにしている当施設はまだ利用可能な設

備、時間帯もあるので是非地域の皆様の利用を期

待する。 
 

[利用の仕方、楽しみ方、学習のポイント] 

 現在サークルの登録団体は 61内文化系 41体育
系 20。図書館、1階ホール，和室（茶道）と体育
館内トレーニングルームはエアロバイクを初めト

レーニングマシンの種類が多い。初めての人には

トレーナーが健康状態をチエックし、継続的に用

具使用が可能かどうか判定して、以後利用時には

自己判断で活用する。文武両面の施設が完備され

ている。 

 
[最新情報、センターが目指すもの] 

 1 階エントランスホールでのミニミュージカル
やミニコンサートを開催している。センターホー

ル以外でもアウトリーチ（出張）事業も展開して

行きたい。老人ホームやディサービス施設へ登録

団体を派遣するため、コーディネートしたい。 
 
[所長お薦めの周辺名所] 

１． 西新井役場跡・（本木東町）今は区立保育園、

石碑があり歴史の面白さが伺える。 
２． 熊野神社・境内に駐車場がある。荒川北岸の

区内で唯一の熊野神社。この道を南に行くと

名刹吉祥院がある。 
[交通機関] 

 北千住駅から西新井大師前駅行き東武バス興本

センター下車 3分。 
[取材感想] 

 地域学習センターを取材させていただく「学び 
の場再発見」が終盤に近づいてきました。どちら 
へ伺っても取材大歓迎で丁寧に応対していただき 
所長をはじめ職員の方々の館に対する創意工夫に 
はいつも感心致します。今まで以上にセンターを 
利用してほしい、関心をもっていただきたい各セ 
ンター所長の共通した意見です。清潔感あふれる 
立派な施設がそろっていますのでみなさん大いに 
利用しましょう。        （尾島美津江） 
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平成 21年 11月度の運営委員会は 11月 2日(月)
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）10 月の月例会は会員の活動とボラ活動事例
発表で、有能な人材の豊富さを再認識した旨

の感想と担当者へ謝辞があった。 
2）多数のイベント案内がきているが受領日によ
り全てをニュースに掲載できない。11月実施
の案内。 
①すみだ学習ガーデン：「21年度ユートリア祭」 
②中国文化芸術センターから｢中国文化フェス

ティバル｣案内。 
 3）生涯学習センター「9月事業報告書」と機関

誌「ピアナビ」10月号受領の報告。 
 4）各部局作成の 21年度事業中間報告の検証と

後期のフォローに協力の要請があった。 
２．あだち区民大学塾 
 1）講座検討会議 

次回 11月 17日(火)15時より 
 2）講座企画会議 

次回 12月 1日(火)13時半より。 
３．情報提供：10月 31日、11月 1日「耐震フォ

ーラム」の開催報告。（日本テレビが取材があ

り、放映 11月 15日午前 6時 30分より。） 
４．学習センターとの打合せ報告（10月 16日） 
 1）大学塾講座の実施報告の方法と内容。 
 2) 「コミュニティカフェ」講座へのボランテ

ィア参加形態について。次回の打合せで確認

する。 
５．２１年度事業計画の中間報告(各部局長) 
 ＜学習支援部＞：大学塾講座は 8講座終了、受

託講座 3 講座のうち 1 講座は 11 月に開催、
講座企画・部の運営等当初計画どおり進捗。 

 ＜ボランティア活動推進部＞：学習センターと

の協力事業、他団体との交流、会員間の交流

等計画に沿って推進。 
 ＜広報部＞：｢楽学ニュース｣「ホームページ」

共に計画どおり進捗。ホームページのアクセ

ス数、前期中 1,666件、10月 1日現在 21,136
件。 

 <事務局＞：理事会・運営委員会の開催、登記
手続き等遺漏なく対応、文書のデータべース

化、経理の適正管理と事務処理も適切に対応。 

報告後、以下の事項につき協議をした。 
①22 年度の大学塾講座の目標設定を創設の趣
旨を認識し、開催数を 15 講座とする旨申し
合わせた。 

②研修・会員間の意思疎通活動へ経費の投入を

考慮。 
６．各部局からの報告及び提案 
 ＜学習支援部＞部会開催日:12月 4日 
＜ボランティア活動推進部＞（A-net担当） 
部会開催日：12月 3日  

<広報部＞部会開催日：12月 7・21・25日 
・ニュース 147号発行、HP12月 1日更新。 
＜事務局＞部会開催日：12月 8・26日 
・10月 31日現在の会員数 75名（正会員 63賛
助会員 8 後援会員 4）11月 1日現在で会員
名簿を更新の予定。      （緑川祥元） 

 

情報ボックス 
受託講座打ち合わせ時、 実践女子短期大学教授・薗
田碩哉先生より書籍の寄贈がありました。 
（発行所；（株）ヘルス・システム研究所） 
 
 
 
 
 
 
 
 

他にも下記の参考資料をいただきました。 

（１）「発表力トレーニングの実際」 

   ２００８年度発表力トレーニング報告書 

（２）テキスト「発表力トレーニング」 

ワークルーム書棚に置いてありますので、参考資料

として活用ください。       （早坂津夜子） 

 

 

運営委員会だより 
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生涯学習センター 
   ボランティア情報 

 

 日々冷え込みもきつくなりインフルエンザの危

険も迫る中、くれぐれも予防と対策をお忘れなく。 
運営ボランティアの活動内容に於いても新たな活

動の試みが始められています。広く皆様方からの

参加をお待ち致しております。 
（ボランティア活動推進部） 

 
▼人間力再発見と区民コミュニティカフェ 

  「かな夏に跳ぶ」 

◎日時   1/15（金） 18時半～20時半 
◎会場   生涯学習センター 研修室 5 

◎募集対象 当講座では上映された映画をもと 

に参加者がそれぞれの意見や感想を話し合 

う、コミュニティカフェです。受講生とし 

ての参加になります。 

◎ボラ募集担当者 金子・江川（楽学の会） 
 

▼「昼さがりのワンコインコンサート Part3」 

   Happy NewYear コンサート 

  新しい年を素敵な音楽で楽しみましょう 

◎日時   1/17（日） 14時～16時 
◎会場   生涯学習センター 講堂 

◎募集人数 10 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 
又は「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 

「コミュニティカフェ」12 月 25 日 （金） 

「昼下がりのワンコイン」12 月 25 日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

○運営委員会 

12月 1日(火) 午後3時～5時 研修室3 

○月例会 

12月は休会です。  
○学習支援部 

12月 4日(金)  午後5時半～  日本海 

○ボランティア活動推進部 

 12月 3日(木)  午前11時半～ 綾瀬 江戸一 

○広報部 

 12月 7日(月) 午後3時～5時 7F「さくら」 

12月21日(月)  午後3時～5時 ワークルーム 

 12月25日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 12月 8日(火) 午後2時半～5時  ワークルーム 

12月26日(土)  午後2時半～5時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

 12月15日(火) 午後3時～5時 研修室2  

○大学塾企画会議 

12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 

12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 

ニュース147号が手元に届くときはもう12月でし
ょうか。 

今年も残り少なく師走は先生も走るとか。会の皆

さんは走って転ばないように。最近我が部のニュー

ス素材が少なくなっています。楽しく読める企画物

がある方は遠慮なく広報に連絡ください。 

  （石田佳久）  

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 


