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   楽学の会の力 
代表理事 早坂津夜子 

明けましておめでとうございます。元旦、楽学の会に届けられた年賀状に、おひと

りお一人の出会いを思いながら眼をとおす。毎年のことながら、一年間の活動に対す

る評価がそこに凝縮されているようでもあり、楽学の会の行方をイメージする一瞬でも

あります。 

そんな年明け最初の会議に於いて、生涯学習センターより嬉しい依頼をいただく

ことができました。楽学の会発足の原点でもある「生涯学習ボランティア養成セミナ 

ー事業の委託に関することです。22 年度の開催で 16回目となる当セミナーの講師陣

は、言うまでもなく当会の顧問として会の成長を見守ってこられた先生方です。 

そして、本講座が足立区に於けるボランティア層の開拓にも大きな功績となっていることは、毎年視察を兼

ねて受講申し込みをされる、他区の方々の参加でも実証されております。開催に向け、本講座が新たなボランテ

ィア発掘の第一歩になればと希望を膨らませております。 

活動に関連することのもう一つの出来事で、足立区行政に関する事業の見直しにも触れなければなりません。

直面する課題は、掲載記事が「あだち広報」に移行されることです。広報紙面にキラ星のごとく並ぶ講座開催

記事の中から「あだち区民大学塾」を選択していただくための工夫もさることながら、受講者数に変化が出るかが

最も関心のあるところです。ターゲットに届く広報戦略を模索する年になりそうです。現在、講師の大方は会員の

足で探して来ましたが、受講者としての新規顧客、リピーターの開拓に知恵を絞ることを考えると、広報部員が足

で集めた取材記事、「楽学ニュース」へご協力いただいた地域学習センターさんとの係わりを深めることも一計。 

また、当会にもう少しの財源の余裕がでれば、メールマガジンの発信も広報戦略として有効な手段だと思いま

す。我儘を言わせてもらえれば、足立区生涯学習センター発信のメルマガが可能になれば、格段にニーズ層も

把握でき、求める情報が区民に届けられる。もっと、公共サービスを見直していくと、民間活用を目的とした施策

である指定管理者制度が、より区民に向けられた制度として生かされるのではないだろうか。どうなれば、利用者

にとって享受し易い施設と成れるかを共に考える年でありたいと思います。 
 

◆各方面から年賀状を頂きました◆ 
 
★顧問の先生方（伊藤俊夫、大久保邦子、斉藤哲瑯、瀬沼克彰、平沢茂の各氏） 

★賛助会員（木元栄子、崎山みゆき、関口博子、竹内絹代、平木トミ子、油井久仁子の各氏） 

★後援会員（外山義也氏） 

★生涯学習関連（鈴木章生、佐藤成臣の各氏、平野足立区生涯学習ｾﾝﾀｰ所長、札幌市生涯学習振興財団、

（株）キャリアライズ）        

★あだち区民大学塾 

（荒昌二郎、石渡博明、小川美紀、大淵澄夫、佐々木明、近藤直子、佐藤安弘、柴原保佳、程波の各氏） 
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2010 年を迎えて、会員のメッセージ （掲載は受付の順です） 
今年の抱負 

（安田善英） 

今年は、子供たちとの交流が増えます。今まで子

供たちが喜ぶ企画を考えていたのですが、3 歳から

小学生 6 年生までの幅広い企画を考えていませんで

した。 

年内に 1つでも企画が出来ればと思っています。 
 

 

山頂を目指して今三合目 

（安藤寿） 

会の活動は活発であるが、会の活動を登山に例え

れば未だ三合目辺りと思って皆が頑張れば目的の頂

上に辿り着く。 

頂上を極めれば下山するか、尾根伝いに歩くか、

何れにせよ下山しなければならない。会の活動から

得る満足感は頂上に立っているようなもので、下山が

待っているだけ。 

常に今三合目これから山頂を目指す心つもりで活

動すれば辺りの景色もどんどんと変わって、新鮮さも

増してくる。自戒を込めて今年のモットー「今三合目こ

れからも三合目」 

 

力の無いものは知恵を出せ、 

知恵の無いものは力を出せ 

（金子勝治） 

山岳部時代に先輩が何時も口癖とした言葉である。

我もまた、当時は人生で尤も好んだ１語です。 

・人生の目的は行為にして思想にあらず。 

・人生の大目的は知識でなく行動である。 

 これらの名言は、今、まさしくボランティアを行う上で

心に響く格言である。  
新たな一年はその活動精神で引続き皆様方と共に
行動して参りたいと思って居ります。 
 

「国民読書年」に思うこと 

（

（市川茂敏） 

「2010 年は『国民読書年』と決まる。

忙しい時期にこそ1日10分でも本を読

むべきだ。（中略）本を読むことで、さらに大きくて深

みのある自分を作ることができるのではないかとも思

える」（福原義春資生堂名誉会長著「だから人は本を

読む」）。 

パソコンや携帯電話の普及で人が本を読まなくな

ったといわれて久しいが、今年も目標を立てて月ある

いは年間で何冊の本を読むか決めたい。生涯学習を

推進する活動を目指す一市民として、それに関係す

る本をはじめいろいろな本を、バス、電車の中や寝る

前の 10 分でも読み続け、読書の醍醐味を味わうと共

に識見を持った一年を送りたい。 

新年の抱負 

（鹿島健一） 

私が“楽”に入会し足掛け 6年を迎える今年は、

私にとって、或は会にとっても大きな曲がり角になるよ

うな予感がします。その大きな要因は役員の改選、特

に代表理事の任期満了にあります。次に誰が選任

されるのか不明ですが、大いに悩むところです。 

私は平成 16 年度から始まった区民大学塾の講座

創りに活動の中心をおき、21年度までの73講座のう

ち23についてコーディネートし、リーダーとして関わっ

てきました。時には困難なこともありましたが創造の楽

しさとやり甲斐を感じることもまた多としました。新年度

も引続き同じような立場で講座創りの一翼を担いたい

という気持があります。 

一方、近頃物忘れが気になり始め、

大きな責任を全う出来るかどうか不安

になることも度々です。決断をしなけ

ればならない“年”になりそうです。 
 
皆さん一緒に活動しましょう 

（ボランティア活動推進部長 岡田スミ子） 

政権交代という大きな変動があり、また不況の風が

吹く中で新年を迎えた。昨年は「楽学の会」の事業や

運営に関し代表はじめ会員の皆さんの助言と協力を

得て活動を続けてこられたことに感謝を申し上げた

い。 

区内の高齢者が一段と増える中、元気で心豊かな

日々を過ごすことの出来る支えになりたいと思う。 

現在活動に参加する会員が固定化傾向に見受け

られて仕方ありません。 

ここで入会時の気持ちに振り返り一人一人が会を

形成する一員であることを心して皆さん一緒になって

提言や提案をし、会の活性化を図っていきましょう。  

 今年もよろしくお願いいたします。 

 

２０１０年を迎えて 

               （学習支援部長 小林徹） 

今年の自分の運勢をインターネットで見てみま

した。「旅はそれを計画する時点で始まる。今年の人

生ドライブ（旅）は地図上での計画検討が鍵。計画と

準備に忙しい今年のあなた、大切な作戦タイムです。 

目標をクリアしていくためには怠りない準備と長期

ビジョンを持つこと。準備や思索には最適の年。」 

とありました。あせらず、進んでいきたいと思います。 

一方、日本の状況を見てみると、景気の悪さはしば

らく続くでしょうが、日本人の知恵や技術をもって、エ

コロジーや新エネルギーの開発など、新しい産業が

生まれてくる年が 2010 年になるような気もします。 

楽学の会も発足から今年で 14年。15 年の節目に

向けても会員の皆さん、頑張っていきましょう。 
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いつもニコニコ上機嫌 

（神戸明） 

今年に限ったことではないのですが、私の生活信

条は「いつもニコニコ上機嫌」です。そして上機嫌に

しているためには、心身の健康が一番大事ですし、

懐具合も大いに関係しますが。ハハハ 

ただ今年は前期高齢者に突入したことでもあり、健

康に暮らすことがいっそう重要と感じています。また物

忘れを含めてボケ防止対策も現実味を帯びてきまし

た。あれ・これ・それ・ナニだけで用事が済まない環境

に出て行く、つまり自宅ではなく外出して他人と話すこ

とがボケ防止に良いそうです。 

楽学の会でホームページの更新をしているとＰＣを

前に一人で作業するので、この意味で最悪な状態で

す。今年は、できるだけニュースの編集会議にも出席

しようと思っています。 
 

『新』ということ    （瀬田佳男） 

昨年の世相を表す漢字が暮れに発表され、『新』

という字が選ばれた。世の中を全体を覆っている重苦

しい空気を吹き払い、明るく元気な世の中にしたい。

そのための一歩を踏み出していかなければならない。

人々の気持ちが『新』という漢字に込められていると思

う。 

今年は、この『新』のように、月例会・あだち区民大

学塾・受託事業・会員の増員等々について皆様とご

一緒に再検討し、楽学の会のより活発化にチャレンジ

して参りたいと思います。 

どうぞ、今年もよろしくお願いいたします。 
 

楽しく頭と体を使う 

(瀧呑昭龍) 

69 歳で更新した免許証、5 年経過し旧年更新した。

70 歳過ぎての更新は事前に 3時間の講習、75歳過

ぎての更新は認知症 3種の検査が加わり 3.5 時間の

講習が必要になる。75 歳過ぎると認知症の危険域に

入るということ。年賀状に妻が恍惚の人に、当人も

怪しくなってきたので、事後は辞退するというのを含

め 5人の辞退があった。世界一のスピード高齢化が

進む日本の縮図が身辺に迫っているのを実感。 

80 歳代では 4人 1 人は認知症、認知症治療の原

則は｢楽しく頭と体を使う｣、具体的には回想法･音楽

療法･芸術療法･メモリートレーリング等で、予防にも

役立つとのことなので心がけたい。 
 

人生を楽しんで過ごす    （田中桂

子） 

年頭にあたり新年あけましておめでとうございます。 

ボランティア活動に思うままに関われなかった昨年を

思いつつも、健康である幸せを感じながら、歳を重ね

ても何かのお役に立てたらと願うこの頃です。 

自分流の自然体でいろいろなことに関わり、「人生

を楽しんで過ごしたい」そんなことを思っています。 

今年もよろしくお願いします。 

今年も「皆で楽しく情報発信」 

（広報部長 田中国弘） 

昨年の暮れ、広報の忘年会を開き、日頃なかなか

ゆっくりできないメンバーとこの一年のニュース、ホー

ムページを振り返った。 

多くの会員の参画を目指す新企画の「みんなの広

場」、足で生涯学習の情報を収集する「学びの場再

発見」、毎月初め必ず更新するチーム HP、トップイラ

スト、軽量化いずれも皆の力を結集しないとできない

活動だ。 

改めて各人が持つ技量とダイナミックな会の活動

を感じた。の思いは出席者の誰もが共有できたと 

思う。仲間がいるから張り合いが出るのだろう。 

これからも情報、役割をお互いに共有し、仲間と 

共に楽しく情報発信して行きたい。        

 

遊びごころ・学びごころを 

（尾島美津江） 

新しい年を迎えて今年は、何か心掛

けて行こうと思う。遊びごころ・学びごころ、この言葉は

或る女優さんが大切にしていると聞きました。余裕と

か、ゆとりの精神が大事とのことでしょうか。 

入会して 4 年目に入りますが、楽学ニュース制作

又大学塾の講座に参加させていただくにしても目の

前の事で、精一杯で余裕がありません。この言葉は、

今の心境にあてはまるのではないかと思います。 

あきっぽい性格ですので、この気持がいつまで続く

かわかりませんが。さて、来年の今頃はどんな心境に

なっていますやら。 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 
 

今年の抱負        （齋藤

龍男） 

生活の基本的パターンは、6 時起床～6:30 ラジオ

体操～10時ゴルフ練習～14時ウォーキング～23時

就寝である。この間の運動量は、「万歩計」の歩数で、

10,000～15,000歩である。毎日続けると疲労が溜る

ので、適宜休みながら続けている。これが「健康軸」or

「体力軸」である。 

しかし、これだけでは生活に“うるおい”がない。

それを満たすのが「生きがい軸」or「やりがい軸」

であり、「楽学の会」の活動である。しかし、「楽学の

会」のボランティア活動だけでは疲労が溜るので、「健

康軸」と「生きがい軸」のバランスが、ほど良く保たれる

ことが肝要である。 

かくして、今年の抱負は、“事務局当番”や生涯学

習センターの“運営ボランティア”にも、積極的に参加

することである。 
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今年に向けて 

                  （江川武男） 
明けまして、おめでとうございます。今年も宜しくお

願いいたします。 

昨年は、持病の腰からくる足の痺れで、連続して

200ｍも歩けなくなってしまいました。残り短い人生を

どう過ごすかを考え、危険覚悟で手術をすることにし

ました。手術後 9 ヶ月あまりリハビリに専念し、何とか

人並みに歩けるようになりました。 

その間皆さんには大変ご迷惑をおかけし、申し訳

ありませんでした。今年は、去年のブランクを取り戻し

たいと思っています。健康は大事だな！と感じており、

また現在に感謝しています。 

皆さんも健康に留意し、元気に活動に参加しま

しょう！！ 
 
 

新年に想う 

（大藤久子） 

笑顔いっぱいの一年が始まりました。 

事務局の一員として積極的な活動と、「大学塾」の

運営、地域の情報収集に努めるなど、前向きな姿勢

で、初心を忘れることなく、健康を大切に、人とのふれ

あいを大切に心がける一年にしたいと念じます。 

今年もよろしくお願いいたします。 
 

新しい年の始まり 

（事務局長 緑川祥元） 
新しい年がスタートしました。今年もどうぞよろしくお

願いいたします。 

昨年は、生涯学習センター指定管理者との共生開

始、事業計画委による会運営向上への具現化策の策

定、研修旅行の実施、情報交換と交流団体先の拡張

等々、代表の年初抱負にあった“「楽学の会」の存在

意義を実践で示す”に成果を十分に感じえる年であ

ったと思います。 

これも代表の熱意とリーダーシップ、会員の結束力

があっての成果と、改めて「楽学の会」の素晴しさを感

じ入った年でもありました。難しい問題をクリヤーし、

その結果、多くの団体から頼りにされ、レクチャーを求

められる等、まさに難を転じ存在を示した年であり

ました。 

今年も、培った実力を会員の総力で維持し、昨年

以上の存在価値をなんとしても示す年にしたい、力ま

ずに楽しくやっていければと願う次第です。 

（ 
 

 

 

 

 

 

 

なせばなるか？ 

（高見沢公彦） 

ボランティア活動も 40 年以上やっていると、仕事と

同じぐらい重要になってくる。今は心に病を持つ方々

のサポートを活動としているが、特別に資格を持たな

いが、何とかこなしている。あくまでも、「ボランティア」

である。偏見や差別との戦いが日々の活動だ。「生涯

学習」として、学んでほしい課題でもある。 

「無知の悲劇」と言う言葉を、養成講座で聴いたよう

な気がする。まさに現在社会がそうだ。他者とのコミュ

ニケーション力の低下など。年越し派遣村も、多くの

問題を残して終了。 

2010 年も、人として当たり前の暮らしを求めて生き

て行きたい。 
 

 

 

 

 

 

 

新年に思う 

                    （石田佳久） 
早いもので入会して 5年になろうとしています。5年

間何をしてきたのだろうと思うが、何ら思い当たるもの

がありません。 

今年こそはと何時も年が明けると思うのですが、以

前と急にかわるものでもなく、今年もまた同じことの繰

り返しと思いながら身の丈に合った活動をしたいと思

っています。昨年と同じようにいろいろな所に旅をして、

今年は天守閣の残る 12 城を訪ねてみようと計画をし

ています。 

今、心は第九 

（瀬畑一江） 

昨年は家族にとって試練の年となってしまい、楽学

の会への参加もあまり出来ませんでしたが、今年はア

クシデントが起こらない様祈りつつ、皆様と共に成長

させていただければと思います。 

来る 2 月 28日墨田 5000 人の第九（国技館）に参

加します。回を重ねるごとに第九に魅せられていきま

す。今、猛練習中です。この演奏会を終えて私の年

明けです･･･。 

 今年も宜しくお願いします。 
 

できることは続けていきたい 

                                   (相馬義人) 
年齢に見合った健康に心がけ、旧年自分が出来た

ことは続けたいと思う。 

 健康を維持していくには、年々動きが緩慢になって

いるから動作を始める前や後にウォーミングアップや

アフターフォローが必要になっている。 

 自分の出来ることは少ないが、周りの人からの励ま

しと助けをかりて今年も続けていきたい。 
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平成２１年度あだち区民大学塾第４ステージ 

◆◆講座開催案内◆◆ 

講座名 講師名 開催日時 

使えるコミュニケーション“力”を学ぶ  
～聞くから聴くへ～ 

 自己開発研究所代表 

後庵 正治 氏 

3/5,12,19 各(金) 

PM2 時～4 時 

源氏物語入門  
～自分流で読む「源氏物語」～ 

都立本所高校教諭 

竹石 たか枝 氏 
3/13,20,27 各(土) 

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年度足立区生涯学習センター生涯学習ボランティア養成講座 

スキルアップ講座開催案内 

講座名：世直し時代のボランティア ～「新しい公共」と余暇活動～ 

講  師：薗田 碩哉 氏（楽学の会顧問）実践女子短期大学生活福祉学教授、日本余暇学会会長 

毎週水曜日 １８時３０分～２１時 

日 程 講 座 内 容 

3 月 3 日 
2010 年代の日本と世界をどう読むか 

～講師の解説・提案と参加者代表とのパネルディスカッション～ 

3月10日 
コミュニティの問題集とその解き方講座 

～今、地域が抱える５つ？の難問の提起それを解決する答えづくりとその評価～ 

3月17日 
ボランティアに求められる「関係力」の鍛え方 

～ＧＷＴ手法によるトレーニングの実践と全体の総括～ 
 
 

◆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：迫る温暖化の影響 ～私たちの暮しと地球温暖化～ 

各木曜日 １９時～２１時 

日 程 講 座 内 容 講 師 

3月 4日 地球温暖化と異常気象 
東京大学気候システム研究センター 教授 

木本 昌秀 氏 

3月 18日 自治体における温暖化対策の現状と 

新展開に向けて 
上智大学大学院 地球環境学研究科 教授 

柳下 正治 氏 

3月 25日 温暖化が進むと「農業」「食料」は 

どうなるか 
農研機構 果樹研究所 上席研究員 

杉浦 俊彦 氏 
上記２講座について、運営スタッフを募集します。また、会員の受講希望者も会で取りまとめますので下記あて申込下
さい。なお、2 月 24 日（水）16：00(予定)から生涯学習センターにて両講座の運営スタッフ会議を行いますので、スタッ
フになられた方は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 
 

学習センター講座運営ボラ報告 “アツキヨ”X’mas コンサート 

2009年 12月 20日のコンサート当日は、170名を越える入場者があり

講堂はほぼ満杯の状況であった。 

北千住周辺でのストリートライブを経て今のアツキヨがあり、特にアツ

の歌唱力は有名になるだけあって抜群で、安定しており楽しく聞くことが

出来た。また、キヨは耳に障害がある人とは思えない声で、手話をしな

がらしっかりと歌っていた。 

二人のトーク・歌に参加者も盛上がり、舞台の上で一緒に歌い・踊る

ほどであった。応援の２人の若手歌手もそれぞれに良い歌を披露した。

終了後、アツキヨ及び応援の２人の計４人と参加者とのふれ合いが企画され、握手をしたり、写真を撮ったりと楽しい時

があり、５時近くに解散となった。アツキヨが歌った「君の夢を聞けば」「kiseki」が印象に残ったコンサートでした。 

                                                        （江川武男） 
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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 
 
 

今年は・・・ 

昨年から今年にかけての私は、チェンジと居場所探しの日々を過ごしました。 

35 年余り続けた｢子育てをしながらの会社人間｣を卒業し、晴れて自由の身(専業主婦？)となったか 

 らです。 

でも自由という事は、思ったよりも大変な事でした。時間を持て余し、生活のリズムが狂い、体調を 

崩してしまいました。これでは駄目と思い直し、社会福祉協議会の講座等を受講し、高齢者の方々の 

お世話をする地域活動に参加させて戴くことが出来ました。そして今、志を同じにする方々との出会 

いに心からの喜びを感じています。 

また、昨年 3月に 15 年ぶりに誕生した 3番目の孫から元気をもらい、地域で必要とされる人間に 

なりたいと願っています。もちろん「楽学の会」の一員としても成長出 

来る一年にしたいと思っています。 

（市川道子） 

  

 

自分で決めた道 

   52 歳。人生を振り返ってみて今ほど忙しい時期はないと思っています。 

毎朝自分に「ファイト！」と、声をかけ小学校に出勤します。(栄養士です) 

   私は 25 年間主婦一筋でした。普通に考えて、今頃は公園で孫の相手をして、ちょっと旅行して 

なんて計画はどこに行ってしまったのでしょう。 

でも、自分で決めた道、(主人に協力してもらって←これが大事)毎日を楽しみながら頑張ってい 

ます。「楽学の会」の活動は、ごめんなさい、もう少しお休みさせてください。 

                                       （白根貴代美） 

 

 

「京劇の世界」の講師・程波（ていは）さんとの懇親会 
１２月１８日（金）、大学塾講座「京劇の世界」の講師であっ

た程波（ていは）さんの誘いを受け、懇親会を行いました。場

所は綾瀬駅の近くにある「麒麟閣」、京劇俳優の曹理（そう

り）さんが経営し、自ら中国料理を料理する店です。程

波さん、澄華さん（程波さんのお嬢様）、王晶さん（二胡の奏

者）、楽学の会員６人が曹理さんの料理を堪能しました。話

は意気投合、これからのお付き合いが続きそうです。 
 王晶さんの「蘇州夜曲」や日本の歌謡曲の二胡による演奏

や程波さんの「オーソレミオ」の独唱、曹理さんの歌唱力を堪

能しました。                              （小林徹） 
 

 

 

 

 

 

みんなの

広 場 
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運営委員会だより 

 平成 22 年 1 月度の運営委員会は 1 月 7 日(木)

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）各方面からの年賀状を回覧。 

2）事業計画(委)の報告を踏まえ、来年度の事 

業計画策定に着手の要請。 

 3）｢足立区民大学塾講座実施報告書｣の作成 

は、昨年のメンバー(江川･金子・小林他)によ

り 21 年度定時総会までに完成してほしい旨

の要請。 

4）災害時の避難誘導マニュアルの作成について

センターの担当者と調整のうえ、2 月中に完

成させ 3 月開催講座に備えて欲しい旨の要請。

作成はボラ活部と事務局が対応。 

 5) 21 年度総会までの間、事務局の活動に江川

理事の支援を求めたい。 

２．出席者全員が新年の抱負を披露。 

３．あだち区民大学塾 

 1）講座検討会議：次回 2月 16 日 15 時から。 

 2）講座企画会議：会議内容は議事録参照。次回

2月 3 日 13 時 30 分から。 

４．学習センターとの打合せ報告（1月 15 日） 

 「アツキヨ・ワンコインコンサート」の運営対

応。前回から持ち越しの確認事項は次回。 

５．各部局からの報告及び提案 

 ＜学習支援部＞部会 2月 9 日開催。 

受託講座の 2講座 

・スキルアップ講座｢世直し時代のボランティ

ア｣ 定員 50 名。3月 3・10・17 日。 

・「迫る温暖化の影響」定員 50 名。3 月 4・11・

25 日。 

＜ボランティア活動推進部＞（A-net 担当） 

部会 2月 4 日、月例会 2月 26 日開催。 

・「男たちのボランティア 2010」2 月 6 日(区庁

舎ホール)。当会のブースを設置し、入会者募

集活動を行う。 

＜広報部＞部会 2月 8・22・26 日開催。 

・ニュース 2月に 150 号記念号発行。HP は 2 月

1 日更新。 

＜事務局＞部会 2月 9・27 日開催。 

・21 年度事業実績と 22 年度事業計画を 2 月 25

日提出期日で作成願いたい。（3月の運営委員

会で内容確認とする） 

・21 年度入会者 4名の研修 2月中実施予定。 

（緑川祥元） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習センター自衛消防訓練の実施報告 

平成２１年１２月１４日(月) 生涯学習センター防災センターによる消防設備、放送設備、屋外への避難誘導、

屋上ヘリポートへの誘導、消化散水栓放水訓練が、全館(生涯学習振興公社･放送大学･中央図書館･都民住宅

管理事務所・レストランさくら・荒川ビジターセンター･日本脚本アーカイブス準備室)広域規模にて実施されまし

た。 

－訓練の実施項目－ 

１)防災設備の起動状態確認及び取り扱い説明。 

２）火災発生時の流れと対応。 

３）緊急避難場所、避難経路の確認。 

４）緊急地震速報システム手順。 

５）消化散水栓放水実施訓練。 

当会からも２名参加、本件に関しては当会も事業運営団体として「講

座開催時の避難誘導について」のマニュアル作成化に向けて生涯

学習センターと打ち合わせ、会員の活動時に於ける対応について

理解向上に役立てます。                                                   (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 

 

＊新規講座の募集とご案内＊ 
今年は寅年。「不入虎穴焉得虎子」「虎視眈々」

「虎の子」「大虎になる」「張子の虎」・・・強い、怖ろし

いものといった印象を持つ“虎”はたくさんの慣用句

やことわざに使われています。 

「虎は千里往って千里還る」寅年に相応しく勢い盛

んに、さらに充実した事業の推進に努めていきますの

で、どうぞよろしくお願い致します。 

                         (生涯学習センター) 
 

新年度を迎え、楽しく学べる数々の講座がスタート

します。今年度も是非、皆様お誘いの上、楽しく活動

に参加しましょう。 

★ 皆様の参加をお待ちしています ★ 
（ボランティア活動推進部） 

 
▼ＮＨＫ連携講演会 

 『ボルゲーゼ美術館展』関連文化講演会 

◎日時    3／6(土)14 時～15 時 40 分 

◎活動時間  13 時～16 時 10 分 

◎会場    生涯学習センター講堂  

◎募集人数  8 名程度 

◎ボラ募集担当者 江川・金子（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★★★ 
   
・区民大学塾事務局（PM１時～５時） 

  電話 03‐5813‐3759 
・メール 江川 takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 

      金子  kkaneko1943@msn.com 
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 

「ボルゲーゼ美術館展」２月２０日 (土) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○運営委員会 

2月 3日(水) 午後3時～5時 研修室5 

○月例会  

2月26日(金) 午後6時半～  研修室4 
○学習支援部 

2月 9日(火)  午後6時～8時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

2月 4日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

 2月 8日(月) 午後3時～5時 ワークルーム 

2月22日(月)  午後3時～5時 ワークルーム 

 2月26日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 2月 9日(火) 午後2時半～5時  ワークルーム 

2月27日(土)  午後2時半～5時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

2月16日(火)  午後3時～5時 研修室3 

○大学塾企画会議 

2月 3日(水)  午後1時半～3時 研修室5 

○ホームページ企画会議 

2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 

第 149 号は、代表理事の所信と 21 人の会員メッ
セージにより、会の現況と今年の抱負、期待が明確

化し新年号に相応しい号になったと思います。 
一人でも多くの方から情報や要望が寄せられる年

になることを待ち望んでおります。 
                  （相馬義人） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

２月 月例会のご案内 

日 時 2 月 26 日（金）6時 30 分～ 

テーマ“１年間の活動の振り返りと新年度に向けて”

講座の提案や企画立案から運営ボランティア 

の参加まで、楽しかった事やその時気づいた事 

などをワークショップ形式で話し合います。 

＝ 会員の皆様の参加をお待ちしています。＝


