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楽学ニュース 150 号を記念して 

～生き生きと、みんなで、楽しく情報発信～ 
会報紙、HP は、会の事業、活動状況を会員のみならず、外部へも適切に情報発信をして結果、会の記録（歴

史）を残す役割を担うのは言うまでもない。大切なのは皆に楽しんで読んでもらい、理念、喜びを共有してもらうこ

とである。そのためにはカットや行間の工夫など見やすいレイアウトを心掛けるのは当然のことであり、会員自身

が生き生きと活動の情報提供にかかわることや、会の原点である生涯学習支援ボランティアの外部情報を積極

取材し、提供していくことが期待される。この実現に努力し次の 200 号を目指していきたいと思う。 

                             （広報部長 田中国弘） 

 

■□ ２００号に向かって「私が考える楽学ニュース・HPの企画提案」（会員応募）□■ 
案① 田中桂子 案② 金子勝治 

テーマ 
月例会での一口ミニ情報（何でも情報）を発

信 
テーマ  新規講座案内や活動行事を巻頭頁に掲載 

内 容 

・それぞれの方が何でも情報を発言するミニコー

ナーを月例会に設置する。・上記何でも情報の

発言を話題としてワークショップを行い、会員同

士が顔を合わせてトークを図る。 

内 容

・講座案内と立案経緯や内容紹介、チラシの一

部を巻頭ページに掲載し効果的アピール。 

・各部局コーナー設置、活動内容や行事予定

を速報で伝え広く会員に活動参加を促す。 

案③ 岡田スミ子 案④ 齊藤龍男 

テーマ 会員の顔が見える「みんなの広場」 テーマ これからの楽学ニュースの展望を語る 

内 容 

・会員の日頃の活動や活動不参加(休眠状態)

の方の近況報告、楽学ニュースに対する感想等

を投稿してもらい、会との繋がりを認識して頂く。

内 容

・150 号発行に至るエピソード等感想を語りエ

ポック的出来事を数例挙げ話し合いの中から、

これからの楽学ニュースのあり方（理想型）を浮

き彫りにしていく。HP との補完の在り方も。 

案⑤ 緑川祥元、安田善英 案⑥ 緑川祥元 

テーマ 顧問の先生、賛助・後援会員の方々の寄稿 テーマ  区内生涯学習団体の取材 

内 容 

・顧問の先生方の現況、会のあり方、会の活動

への助言などについて、寄稿をお願いする。ま

た、賛助会員、後援会員から見た会の活動など

に対し意見・助言をいただく。 

内 容

・足立区内の学習活動団体を訪問、活動実態

を記事にて紹介、最新の生涯学習支援ボラン

ティア情報を発信する。 

案⑦ 小林徹、今野君江 案⑧ 安田善英 

テーマ 各部局、大学塾展望欄 テーマ  各部のブログの作成（HP） 

内 容 

・各部局の欄を設け、活動状況や情報を発信す

る（各部局輪番）。・また大学塾の展望欄を設

け、テーマや講師の発掘のための会員への呼

び掛け、会員からの情報提供を行う。 

内 容

・ＨＰに各部のブログを作り、楽学の会の活動

に対する意見、会員の楽学の会以外での活

動、本や映画の感想、旅行記、などを載せる。 

案⑨ 安藤寿 案⑩ 尾島美津江 

テーマ 学びのエリア再発見 テーマ  わがふるさと自慢 

 

内 容 

 

 

・学びの場再発見で得た地域情報を生かし、他

の学習施設、伝統、文化、自然、先人の偉業等

を会員の皆さんと共に歩いて多面的な視点で、

故郷として深く学び、再発見の喜びを共有。 

内 容

・「ふるさと」に重点をおいてふるさとの景色、

ふるさとの料理、ふるさとの行事、等々を紹介

していただく。個人の事はあまり知らない会員

のコミュニケーションの助けになればと思う

第150号特集号 (発行 平成 22年 2月 26日)
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創刊 1号から 1４９号までの軌跡を追う！！ 

 
 

☆全体会の報告（1号～18 号巻頭ページ）・交流会の報告（20 号～49 号） 

各部の報告、「各種講演会、説明会」、参加者の一口メモ  

☆生涯学習館ボランティア情報（1号～49 号） 

☆講座ボランティア記、ボランティアに参加して（14 号～48 号） 

☆トークの広場（1号～15 号）、会員紹介（32 号～47 号） 

☆インテリジェンスの広場（9号、10 号）、学習情報（24 号～49 号） 

☆歩いてみる東京（24 号－45 号 5 回）（深川、谷根千、両国等） 

☆学びピア 21 オープン（46 号、平 12 年 7 月） 

 ★自主講座実行委員会活動開始 

（47 号～49 号、平 12 年 8 月～） 

 

 

  

 

 

 

  

・会の名称とニュースの題字について（木口千恵子） 

学習ボラ自主グループ 立ち上げの時、会の名は、 皆でいくつか案を出し、黒板に書いて、挙手で絞り再 

度挙手で、多いほうに決定したのです。 確か、前代表の市川さんが出していたと思います。ラクガクではなく、 

がくがくと読むことにもこだわりました。 自ら、楽しく、学ぶ というコンセプトからです。題字については、活 

字では面白くないし、私が引き受けました。 ぜひ読んでもらいたいという思いから、硬い書体ではなく、 暖か 

みが感じられるようにと、あの様にしたわけです。 

・広報部の思い出（安田善英） 

   私が、広報部に所属していたのは綾瀬生涯学習センターの時で 10 年以上昔のことです。当時は、特定の

部屋がなく、部屋が取れないときは、センターの職員室や梅田のセンターで、部会を開いたことがあります。記

事は市川さんがワープロで一人で打っていました。記事を切り張りして、コピー機で印刷しました。私の担当は

原稿獲りでしたが、中々、原稿が取れず、苦労した思いがあります。 
 

 
 

☆自主講座、区民企画講座を開催 

（50 号,57－60 号,74 号,80 号､89 号,93 号）平成 12 年～平成 16 年 

「21 世紀のあなたが探す『生きがい』」「携帯電話と私たちの暮らし」 

「さあはじめよう地域活動」「どう働く？男と女」他,10 講座。 

☆「楽学の会」組織リニューアル（53 号、54 号）平成 13 年 5 月 

  現在の組織の原型、更に発展的にリニューアル（99 号）平成 17 年 6 月 

☆NPO 法人設立準備委員会発足（66 号、平成 14 年 7 月） 

NPO 法人設立記念号、第一回設立総会（73 号、75 号、77 号）平成 15 年 5 月 

 

 

 

生涯学習ボランティア養成セミナー（平 10） 「百人一首」を繙くの受付を担当して（平 12） 
和気あいあいの交流会 
（歓迎会）（平成 11）

創刊号 

50 号

■ 創刊 1号（平成 8年 9月発行）～４９号（平成１２年 10 月発行） 

■ 50 号（平成 12 年 11 月発行）～9９号（平成１7年 6月発行） 

 ～50号編集：市川茂敏、板倉美知江、岩田守弘、宇佐美安司朗、木口千恵子、小松敬、小林弘道、 
安田善英、瀬田佳男、染野絢子、大東ヨリイ、高見沢公彦、中山義男、平塚美穂（敬称略） 

自 立

学びあう
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☆「日本語ボランティア支援講座」委託事業に決定（81 号、平成 15 年）16 年、17 年度継続実施。 

☆「生涯学習ボランティア養成セミナー」受託事業で運営 

  平 15 年度（83 号、85 号） 平 16 年度（90 号、93 号） 

☆「あだち区民大学塾」開講 平 17 年 3 月（関連記事 92 号、96 号、97 号、98 号） 

  「心で読み解く宮沢賢治」「江戸っ子の暮らしと文化」「浅草芸能史」「話し方おもしろ講座」４講座 

☆区外学習センター、館外交流会、交歓会 平 15 年度～16 年度 5 か所 

  「大田文化の森協議会」（90 号）「日本科学未来館」「ボラ 5団体との交歓会」（95 号） 

☆「楽学の会」ホームページ公開（78 号、81 号、85 号）平 15 年 10 月（原田進、染野絢子） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆月例会報告 「各種講演会」「グループ討議」等 16 実施例（～148 号） 

☆「あだち区民大学塾」開催案内・終了報告 

 平 17 年度～平 20 年度、各年度 15 講座（101 号～140 号） 

 平 21 年度 15 講座終了予定（141 号～149 号） 

☆自主講座、受託講座開催 11 講座（平 17 年度～平 22 年 1 月） 

「コミュニケーション力」「子供を危険」「思春期は」「裁判員制度」他 

☆新企画「学びの場再発見」 地域学習センター取材記事 

 第 1 回（127 号、平 20 年 1 月）～第 12 回（147 号、平 21 年 11 月） 

☆新企画「みんなの広場」会員の自由な話題提供のコラム設置 

  107 号（平 18 年 2 月）～149 号（平 22 年 1 月）41 名投稿掲載 

☆21 年度 4 月より生涯学習センターが指定管理者体制へ移行（142 号）大学塾 3者共催 

☆センター講座運営ボランティア報告 96 講座（103 号、平 17 年 11 月～149 号、平 22 年 1 月） 

☆新しい仲間特集 新会員 17 年度 24 名（101 号）18 年度 9名（112 号）19 年度 4名（124 号） 

☆「楽学の会」ホームページリニューアルオープン （114 号、116 号）平 19 年 1 月 

☆「楽学の会」創立 10 周年記念特集号、河合隼雄文化庁長官講演会（109、110 号、平 18 年 5 月） 

☆全国フォーラム開催される！  「文化ボランティア全国フォーラム」「あしたの町作りフォーラム」 

IN 埼玉 2006 (107 号平 18 年 3 月) IN 弘前（123 号平 19 年 8 月）IN 東京（136 号平 20 年 10 月） 

  ☆交流会：鎌倉、文京との 3者交流会（123 号）川村学園女子大（124 号）米沢鷹山大学 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主講座「携帯電話と私たちの暮らし」 NPO法人設立祝賀会にて 「あだち区民大学塾」スタート 

100号 

■ 100 号（平成 17 年 7 月発行）～149 号（平成 22 年 1 月発行） 協 働

あだち区民大学塾年次報告書 特別講演会 河合文化庁長官語る 近藤区長と面談 

100号～編集：安藤寿、石田佳久、大藤久子、尾島美津江、加藤章子、神戸明、木島叔子、喜多村政夫、
小林徹、白根貴代美、相馬義人、滝呑昭龍、田中国弘、高見沢公彦、中島勝正、星初代、安田剛（敬称略）
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講座名 講師名 開催日時 

人とお酒のイイ関係学 
 アサヒビール（株） 

お客様相談室 
羽鳥 敏彦 氏 ほか 

4/2,9 各(金) 

PM7 時～9 時 

カタイ頭をやわらかく NHK文化センター講師 
斉藤 善久 氏 

4/8,15,22 各(木) 

PM2 時～4 時 

フルートを通して音楽をたのしもう フルート奏者 
北嶋 則宏 氏 ほか 

4/10,17 各(土) 

PM2 時～4 時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ、22 年度の講座開始で、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。 

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） 
 

 

 

 

1 月 17 日（日）、「昼下がりワンコインコンサート part3」が開催されました。今回はフルート、ヴァイオリン、アコ

ースティクギター、ピアノ（電子ピアノ）によるクラシックを中心とした『HAPPY NEW YEAR』コンサートです。主にク

ラッシックを中心とした第１部とポピュラー中心の第２部でコンサートは構成されています。どの曲も温もりのある、

誰もが一度は聞いたことのあるメロディで、新年に相応しい、心和むコンサートでした。 

演奏者の方々はプロの演奏家によるグループ「音楽通心ネットワーク」に所属する音楽家で、さまざまな方面

で活躍されているとのことです。コンサートは講堂を会場として開催され、120 名に及ぶ来場者でした。  

                                                                                 （小林徹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆講座開催案内◆◆ 

平成２２年度あだち区民大学塾第１ステージ

講座スタッフ 

募集！ 

是非参加を 

お待ちします。

生涯学習センター講座運営ボランティア報告

「昼下がりワンコインコンサート part3」『HAPPY NEW YEAR』コンサート 
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学びの場再発見 

～発展を続ける水辺の街～ 
新田地域学習センター 

  新田二丁目２番 2号 ℡3912-3931 
[開館時間]8:30～21:30 
[休館日]原則第二月曜日、年末年始 
[管理運営]株式会社 トミテック 
[所長] 上田明子 
[館の構成]都営新田二丁目第２アパート（12 階建て）の
2 階部分を占有。学習エリアは第 1、第 2、第 3 学習室・

レクホール・料理室・教養室、給湯室、事務室、図書館。

(本館も同社が管理運営) 

[ミニコミ紙]（さくら草）四色刷り。自社企画・印刷毎月
1690 部発行。配布先：町会関係 400、小中学校、保育

園、地元商店街、他センター等。当然の事ながらセンタ

ーへの地元参画を推進している。 

[センター開設]1997年（平成９年）5月。 
 ＊本年初めの訪問先は新田センター１月 19 日午前

10時に広報部石田、安藤と学習支援部今野の3人で訪

問。予定していた広報部尾島は急用で欠席。上田所長

は4人分の資料を揃えて待っていて下さった。事務室前

のロビーは情報コーナーとしての展示方法を初め、図書

館のレイアウト、我々への応対など、所長のきめ細かい

気配りが溢れている感じをうけた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 近年水辺環境が見直され東京湾が見える港区の高層

マンション、隅田川、小名木川など都心河川環境に恵ま

れた江東区地域に住民が増えている。 

新田地区も同様な傾向で、高層住宅からは、今建設

中の東京スカイツリーもみえる？（高さ 634ｍ完成 2011

年 12 月末予定。本号が発行される頃は工事も 300ｍも

超えているであろう） 

 

[施設として区民に伝えたいメッセージ] 
区の南西部に位置し、荒川、隅田川に囲まれた当地

域は区内間アクセスは良くないが都内へのアクセスは抜

群。近年ウォ―ターフロントとして大型公団住宅や高層

マンションが建ち、若い世代の住民が多く移住される街

として注目されている。本年4月からは区で2校目となる

小中一貫校「新田学園」が開校する。新田高校の生徒

にもボランティア活動をお願いする事例もある。センター

登録団体は 29、ダンスや体操系の団体、音楽に関する

団体、親子参加型の活動など活発に利用されている。

区内西部地区で唯一「料理室」があり調理用具も揃って

いる。是非ご利用戴きたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[利用の仕方、楽しみ方、学習のポイント] 
1 階に区民事務所・住区センターがあり町の｢公民館｣

的施設で、図書館はアットホームな雰囲気、マスコットは

猿の「しんちゃん」が来館者を迎え館員が皆の「知りた

い」をサポートする。 

[最新情報、センターが目指すもの] 

３月は「フリーマーケット」｢携帯電話の活用法｣｢春の観

賞植物の寄せ植え｣など。 

施設運営モットーは「安心・安全・快適」 

事業はセンターの独自性の追求と 

様々な世代に満足を得られる 

内容を提供したい。 

[所長お薦めの周辺名所] 
1.新豊橋 07/3/24 開通：新田 

地区と北区豊島地区の友好の架け橋。 

2.新田稲荷神社：元禄 10 年 9 月建立（1699 年） 

[交通機関] 
国際興業バス、都バスは「新田小学校前」、または「新田

３丁目」、メトロ南北線は「王子神谷駅」下車。 

[参加者の感想] 
今回、新田地域学習センターを訪ねて、携わっている

方々の地域への取り組みに対する熱意を感じた。かね

てから新田地域学習センターのチラシや「ときめき」に掲

載されている活動に興味と関心がありました。それは、

身近な問題を取り上げて、サークルの立ち上げや、学習

の提供をしていることなど、きめの細かい配慮がされて

いると思っていました。 

今回、広報部の方に同行して所長の話を伺い、図書

館や学習室・レクホール・料理室など、拝見させていた

だき、その感を深くしました。お忙しい中快く迎えてくだ

さったセンターの方々に感謝します。 

(学習支援部 今野君江) 
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～新年会にぎやか～ 会の発展を誓う 

平成２２年の新年会が１月２９日午後 6 時から区役

所最上階レストラン・ピガールで開かれた。今回は初

めて賛助会員の徳田さん、平木さん、関口さんの、お

三方に出席していただき、総勢２９名のにぎやかな宴

となった。 

早坂代表の挨拶、市川相談役の音頭で乾杯、両

人から今年にかける決意が披露され冒頭から盛り上

がった。しばしの歓談の後に、恒例のカラオケが始ま

り、のど自慢の皆さんの競演が続いた。参加者に感

動をよびおこす歌も何曲かが披露され、時間の経過

も忘れる３時間弱の集いとなった。 

緑川事務局長の三本締めでお開きとなった。新年

から活発な活動を予感させる意義ある新年会を開くこ

とができ、準備運営に携わった一人として満足を味わ

うことができました。 

        （ボランティア活動推進部 酒井政雄） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 

みんなの
広 場 

難しい日本語 漢字とひらがな 

先月ネパールから来日した若い女性と日本語の勉強を始めました。 

彼女がわかる日本語は、あいさつ程度です。まず、生活する上で必要な 

お金、時計、そしてカレンダーの読み方を覚えてもらうことにしました。 

数の教え方が一通りという国の人にとっては容易なことではありません。 

カレンダーで 1 日～9 日まで、ひらがなで書いていたところ、10 日になって「とうか」？「とおか」と、は

てさて！！迷ってしまいました。これは「とおか」です。日常使っている数字や漢字を、ひらがなで書く

作業の難しさを感じているところです。 

教えながら学べることはすばらしいことです。                            (佐野祝子)   

 

家族のあゆみ 

 わが家には、家族のあゆみを 1 年 1 ページの表にまとめたスクラップブックがある。長女が生まれた

1971 年から始めている。ヘッドに西暦と日本の年号、家族の名前、年齢、誕生日、勤続年数・学年。記

載事項は、1 月から順に 12 月まで区切り海外国内の旅行先、七五三、幼稚園・学校行事、学習塾、家

族で出かけた所（遊園地，博物館、映画、音楽会，絵画展）、引越し、 

 親戚を含んだ慶弔の行事など。文字ばかりでは物足りなくなってその年をイメージ

する写真を 1、2 枚貼っている。最近はもの忘れが昂じているので、これを開けばわ

かることが多いので便利にしている。                     （相馬義人） 

 

早坂代表挨拶（左写真）、盛り上がるカラオケ（上写真）
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運営委員会だより 

 平成 22 年 2 月度の運営委員会は 2 月 3 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）新年会が盛会に開催された。相互理解の効果を今

後の活動に発揮してもらいたい。 

2）22 年度事業の ①「あだち区民大学塾」事業 ②

｢生涯学習ボランティア養成セミナー｣の受託事業 

の 2 事項について、センターと打合せを行った。報

告書は別途。 

3）瀬沼克彰顧問より講座の案内(案内書回覧) 

 ｢健康生きがいづくりアドバイザー養成講座｣ 

4）｢男たちのボランティア 2010｣へ協力依頼。募集活

動と、活動状況の広報活動について。 

２．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 3月

1 日 13 時 30 分から。 

３．生涯学習センターとの打合せ報告（1 月 26 日）に

実施、打合せ内容は議事録参照。 

４．各部局からの報告及び提案 

＜学習支援部＞ 部会 3月 9 日開催。 

・運営委員の推薦：佐野祝子さんを推薦したい。

3 月よりメンバーとした。 

・受託講座｢世直し時代のボランティア｣運営スタッ

フ打合せを検討中。併せて運営スタッフの募集が

行われた。 

＜ボランティア活動推進部＞（A-net 担当） 

部会 3 月 4 日開催。 

・月例会 2 月 26 日開催。テーマは「一年間の活動

の振り返りと新年度に向けて」と題してワークショッ

プ形式で行う。   

・「男たちのボランティア2010」2月6日(区庁舎ホー

ル)。当会から 13 名参加、主催者から多数の参加

に謝辞を得た。 

＜広報部＞ 部会 3月 9・23・29 日開催。 

・2 月発行ニュース 150 号は特集号とする。 

3 月の HP は 3 月 1 日更新予定。 

・特集号に相応しい内容とするため協力依頼。 

＜事務局＞  部会 3 月 10・30 日開催。 

・受託 2 講座の講師宛依頼状を 2月 1 日出状。 

・21 年度入会者 4名の研修について準備中。 

（緑川祥元） 

「男たちのボランティア２０１０」開催される 

「男たちのボランティア２０１０」が2月６日午後１時よ

り足立区役所で開催された。冬晴れだが北風が強く

寒い日となったが、一般参加者約 130 名とボランティ

ア団体会員が一堂に会し行われた。 

第一部は足立区教育委員会社会教育主事高井正

講師による「男もすなるボランティア」～私が活きる始

めの一歩～と題しボランティア活動とは①主体性②連

続性③無償性④創造性と４つの原則が基本であり活

動の動機は講座やイベント、研修に参加し地域活動

をはじめることから人との輪ができ生きがいに繋がっ

ていくとの話にボランティア活動の原点を再確認する

講演であった。 

第二部は２１団体がブース出展、活動内容紹介、

入会説明等を行った。当会ブースに１０名が訪れた、

その内１名が３月の区民大学塾受講が決まる。 

第三部の懇親会は当会より参加団体中最多の１２

名が参加し一般参加者のみならず他団体とも積極的

な交流を図りネットワークづくりに役立つ有意義なイ

ベントとなった。広報部及び参加会員には半年間運

営準備に携わってきた一人として充実した気持ちに

なれたことに感謝の念でいっぱいです。 

         (ボランティア活動推進部 岡田スミ子)
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生涯学習センター 
   ボランティア情報 

 

 いよいよ新年度の地域学習や趣味教養講座の開講

です。まず「ワンコインコンサート」ではルネッサンス・

バロック期にヨーロッパーで演奏されたリュートに近い

幅広い透明な音色を 明石現 奏者の 11 弦ギターで

お楽しみ下さい。「区民コミュニティカフェ」では北海

道のとある町で合併で起きたストーリー、登場する人

物は監督も含め平均年齢 76 歳とか・・・なんと凄い！ 

★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） 

 
▼ 「昼下がりのワンコインコンサート①」 
世界でも珍しい11弦ギターによるコンサート 

◎日時  4/18（日）14 時～15時半 
◎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） 
 
▼ 「区民コミュニティカフェ①」 
「いい爺いライダー」上映と地域の交流会 
◎日時  4/23（金）18 時半～21時 
◎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。 

◎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 

「ワンコインコンサート」   ４月４日（日） 

「コミュニティ カフェ」    ４月９日（金） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

○運営委員会 

3月 1日(月) 午後3時～5時 研修室3 

○月例会 

3月29日(月) 午後6時半～8時半 研修室4 

○学習支援部 

3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 

  3月 4日(木)  午後2時～4時半 ワークルーム 

○広報部 

  3月 9日(火) 午後3時～5時 ワークルーム 

3月23日(火)  午後3時～5時 ワークルーム 

 3月29日(月)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

  3月10日(水) 午後2時半～5時  ワークルーム 

3月30日(火)  午後2時半～5時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

  3月16日(火) 午後3時～5時 研修室3 

○大学塾企画会議 

3月 1日(月)  午後1時半～3時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

3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 

継続は力、平成8年9月に創刊されたニュースが

150号に、平成15年10月に公開されたHP(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)

は19年1月リニューアル、毎月更新されています。先

人達の創意と努力によって今日を迎えています。 

更なる発展を目指し、皆さんのアイディアの提案を

募集しています。第1弾として巻頭ページにある提案

に投票していただくとともに、個人としての提案を期待

しています。                  (瀧呑昭龍) 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

３月 月例会のご案内 

日 時：３月２９日(月)午後６時３０分～ 

テーマ：「ボランティアにいそしむ健康について」

～心も体もリフレッシュ～ 

講師・田中 桂子 氏(当会会員) 

講師・中山 豊治 氏(当会会員) 

新年度からの運営ボランンティア参加の心構えと健

康について、お二人を講師としてお話し戴きます。

＝会員の皆様の参加をお待ちしています＝ 


