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２１年度「あだち区民大学塾」１５講座成功裡に終了！！ 
平成 21 年度の「あだち区民大学塾」は、計画された 15 講座を成功裡に遂行することができました。

受講者数も増加しており、関係された皆さんの活動と区民の「あだち区民大学塾」に対する認識の向上

があったことによるものと思われます。 

「あだち区民大学塾」は「楽学の会」の中軸事業です。22 年度も、皆さんの知恵を結集し、ますます

進展させましょう。21 年度の講座開催実績を示します。            （学習支援部 小林徹） 

講座名 講師名 開催日 延受講者数 

外国人のための日本語講座 小川美紀氏 4/22・5/13・20 13 

藤沢周平の世界 中島勝正氏（会員） 5/16・23・30 94 

「薬膳」をやさしく学ぼう 田中桂子氏（会員） 5/19・26 37 

自分史入門パートⅡ 外山義也氏 5/29・6/5・12 85 

はじめての古文書 小松賢司氏 6/19・26・7/3 107 

俳句のこころ 柴原保佳氏 7/16・23・8/6 102 

地球の仲間の星と宇宙のはなし 
小島一浩氏 

小林徹氏（会員） 
8/21 19 

今、江戸時代がおもしろい 増田光明氏 9/10・17・24 109 

大淵澄夫の足立スケッチ入門 大淵澄夫氏 10/1・15・22 112 

長谷川平蔵七つのなぞを探して 佐々木明氏 10/3・10・21 87 

論語は不思議な書物です 須藤明実氏 10/7・14・21 144 

自然から知る足立の謎 安藤義雄氏 11/4・11・18 107 

中国・国宝演劇 京劇の世界 程波氏 12/5 91 

使えるコミュニケーション“力” 

を学ぶ 
後庵正治氏 3/5・12・19 103 

源氏物語入門 竹石たか枝氏 3/13・20・27 167 
 

 
   「足立スケッチ入門」    「中国・国宝演劇・京劇の世界」     「自然から知る足立の謎」 
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平成 21 年度あだち区民大学塾第 4 ステージ講座実施報告

「使えるコミュニケーション“力”を学ぶ」 

 本講座は 3/5・12・19（金）講師に自己開発研

究所代表後庵正治氏を迎え研修室 1 で、延べ 103
名の受講者の参加で行われた。初対面の人も多く

緊張している様子もありましたが、講師の「コミ

ュニケー

ションは

会った時

の印象か

ら始まっ

ている。

笑顔で。」

の言葉で、

コミュニ

ケーションを学びたいと言う同じ目的を持ってい

る仲間なのでうちとけ、自分の思っている事を自

分の言葉で話している様子だった。ロールプレイ

も行われ私も参加。1 分間の話でも心を込めて話

す、心を込めて聴く、相手の気持ちをきちんと受

け止める事の大切さ難しさを知りました。受講者

よりとても楽しく有意義な講座なので、続きを計

画してくださいとの申し出があった。             
                 （荻野久子） 
 
 
 
 
 
 
 
 

「源氏物語入門」 

 本講座は 3/13・20・27（土）講師に竹石たか枝

氏（都立高校教諭）を迎え研修室 1 において開催

された。 
 初めに本講座をお引き受けいただいた講師竹石

たか枝氏に心から感謝を申し上げます。 
 源氏物語は文学 
史的に見れば 、中 
古文学の作品であ 
り、作品成立から 
1,000 年以上経た 
今も国内外で愛読 
されている日本が誇る名品でもあり、一夫多妻の

男社会に紫式部という女性に書かれた作品で主人

公、光源氏を取り巻く多くの女性が登場するが、

講座は物語成立の背景、源氏物語を俯瞰的に読む

資料での講話、数多く登場する女性の中から 44
帖を通して生霊、死霊として現れる六条御息所を

取上げ、最終日には鎌倉時代の女性作家が源氏物

語をどう評価し、尼僧としての恋愛や社会的活動

など 3 回講座としては内容が豊富であった。受講

者層も殆どが女性であり、熱心にメモを取ったり

聞き入ったりしている受講者が多かった。源氏物

語は光源氏が主人公ではなくそれを取り巻く女性

たちであったという、そして男社会の呪縛から解

放され、心の安らぎを得るのは出家という最後の

手段を選ぶ時代でもあった。源氏物語があらたに

脚光を浴びている時期の講座であった。 
                   （安藤寿） 
 

平成 21 年度受託講座実施報告 
生涯学習ボランティアスキルアップ講座 

世直し時代のボランティア～「新しい公共」と余暇活動～ 
3/3・10・17(水)の 3 回講座が開催されました。講師は「楽学の会」

顧問でお世話頂いている、薗田碩哉先生。応募受講者数は 37 名、3 回

とも受講者参加型の実践的な内容の講座でした。受講者からの感想も、

パネルディスカッション・ワールドカフェ・実践トレーニングを通し

て学んだ、手法・言葉等に驚きと喜び、“自己を再発見できた”“後に

役立てたい”等々、有意義で充実した内容の講座であったことが述べ

られ、まさに、スキルアップ講座に相応しい印象的な講座でした。また、3 回に亘りアシスタントの高

尾都茂子さんより、テーブルに花とキャンデーがサービスされ、受講者間の雰囲気が、一層和やかにな

ったことに感謝申し上げます。                           （緑川祥元） 
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生涯学習センター講座運営ボランティア報告 

「没後 400 年特別展長谷川等伯」 
2 月 21 日（日）午後 2 時～3 時 40 分 講師：田

沢裕賀氏（東京国立博物館 絵画・彫刻室長）で開

催。応募者は 2 倍余と聞く。この種の講演会は人気

が高い。スタッフは 6 名 

楽学の会・ボランティア

の合言葉「にこにこ笑顔

でこんにちは」で応対す

る。さて、講演は、時代

を遡ること 400 年。国

宝：水墨画の最高峰「松

林図屏風」金碧障壁画「楓図」を描き、あの狩野永

徳をも脅かした「長谷川等伯」の生涯が語られた。

しかし、その過酷な生涯にもかかわらず「等伯」の

描いた作品は、時に精微に、豪放に描き分けられそ

の作品群は、今なお我々を魅了している。その魅了

の秘密を知ることが出来たのがボランティアの醍醐

味である。残念ながら特別展は 3/22 終了している。                      
                 （今野君江） 
 

「ボルゲーゼ美術館展」関連文化講演会 

講師 東京都美術館主任学芸員 中原淳行氏 
 標記の講

演会が 2月 6
日（土）2 時

か ら 4 時 

生涯学習セ

ンター４階

講堂にて、雨

にも拘らず

192 名の受

講者を迎えて開催されました。 
 1月 16日から 4月 4日まで東京都美術館にてロ

ーマ市北東にあるボルゲーゼ美術館所蔵のコレク

ションが展示公開されている。 
 ラファエロ、カラヴァッジョら巨匠たちの手に

よる珠玉の作品、約 50 点を約 2 時間に亘り中原

講師が易しい言葉で紹介解説されました。 
ラファエロの「一角獣を抱く貴婦人」では特に

時間をかけて詳しく、その他の作品についてもそ

こに秘められる奥深さと謎を解き明かし、より深

い鑑賞の手助けになるだろうと思われ、終わって

会場を後にした受講された方々は一様に満足され

た様子でした。 
               （鹿島健一） 

 

「近世の日朝の国際交流を考える」 
放送大学連携「近世の日朝国際交流を考える｣講座

が、2 月 13 日・20 日、講師 吉田光男教授で開催さ

れた。参加者延べ 225 名。 
近世の日本と朝鮮は

隣国として平和で安定

した関係をもっていた。

朝鮮政府が江戸幕府に

派遣した外交使節の

「通信使」と、対馬が

朝鮮に設置した居留地

「倭館」を中心に国際交流の裏に秘められた両国の

立場、目的、思惑などを解りやすく講義された。 
講座はパワーポイントで史跡とその環境などを当

時と現在を比較して写し、歴史資料のレジメで日朝

関係を幅広く話された。 
吉田教授のライフワークの魅力的な講義に、終了

後も講師を取り囲んで熱心に質問する参加者の姿が

印象に残った。           (相馬義人) 
 

 
 
 
＜お知らせ＞ 

 当会 賛助会員 崎山みゆきさんがこの度、静

岡大学准教授にご就任されました。崎山さんは株

式会社自分楽代表取締役として「一人一人の能力

が生かされる社会創りに貢献します」を理念に各

方面に亘り活躍され、4 月 28 日（水）には月例会

の講師として「シニアのストレスケア」というテ

ーマでお話し頂きます。 

 是非お楽しみに。        
 （広報部） 

 
＜受講生よりの出版本紹介＞ 

平成 19 年度開催、あだち区民大学塾講座｢ここ

ろをはぐくむ朗読の魅力」の講座

受講生 有山きよ江様より大石も

り子先生の指導アドバイスを頂

きながら出版出来ましたと感謝

の言葉を添えて当会へ本が送ら

れて来ました。 

題名：山の分教場「お別れだるま

ストーブ」ワークルームにて閲覧が出来ます 

                  （金子勝冶） 

情報ボックス 
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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 
  

「どう致しまして」 
 

先日シンガポールとマレーシアへ旅に出かけた。これらの国では英語が公用語の一つ。 
英語が得意でない私は何かをしてもらったら「サンキュー＆笑顔」を欠かさないようにしている。 

  そうするとホテルや店のスタッフ、すれ違う旅人は ｢You are welcome.｣、 
「It is my pleasure.」などと答えてくれる。 
振り返って、私はこのような言葉をいつも使っているだろうか、と心配になった。 
日本語なら「こちらこそ」や「お互い様ですよ」という言葉に当たるだろう。 
私は英語はもちろん、日本語の語彙力もまだまだ足りないと思う。これからも 
増やし、人に対する思いを言葉できちんと表現したい。そう改めて感じた旅だった。 
                                        (木元栄子) 

   「アナログとデジタル」    
 
            九州生まれの私は、中学のころより耶馬台国に異常な関心を示し、以来今日まで「歴 
            史を楽しむ」がテーマの一つになっている。基本は「足で歴史を感じる」である。完 

全なアナログの世界だ。他方同じく中学時代 TV が我が家に入り、映像の世界にはま 
り込んだ。仕事もその基準で選び、秋葉原族となった。技術は進歩し、パソコン、オ 
ーディオ、ディスプレイ、デジカメのデジタルの世界にはまり込んだ。そして今は、 
古地図をパソコンで加工し、現地を歩き、過去にタイムスリップして、写真をとり、 
現在にもどり、デジタルで保管、整理、閲覧している。最近は立体写真、3D 映像のシ 
ステム構築の研究に余念がない。今まさにアナログとデジタルの融合である。よき時 
代かな。                                               （田中国弘） 

 
 

2 月月例会報告 2 月 26 日 
 始めに代表の挨拶があり、また当日は、楽学の会に関心のある 2 名の方の参加もあって、なごやかに

2 月月例会が開催された。 
 今月のテーマは、「１年間の活動の振り返りと新年度に向けて」と題して、出席者全員が 4 グループに

分かれてディスカッションを行った。最初はテーマが大きすぎて戸惑いがあったが、だんだん熱が入り

時間が足りないほどでした。 
 会員の「楽学の会」への熱い思いが感じられた月例会でした。 
 後日、参加者の１名が 4 月正式入会予定。（佐久間氏） 
各グループ発表趣旨 
・受託講座、大学塾講座へ参画して、はじめて講座の作り方、講師との折

衝、その他いろいろな事を知ることができ、また自分のスキルアップに

も繋がる。 
・運営ボランティアの役割も日々変化している。センターと十分打合せを行いスムーズな講座運営を行

い、受講者サービスに努める。                  
・区民のニーズをつかみ講座へ反映させる。 
・講座の講師探しの一環として、講師養成セミナーの開催を考える。 
・連続講座、リピート講座の充実。 
・受託講座の重要性を再認識する。（資金源及び人材育成）     
 

 （ボランティア活動推進部 江川武男）

みんなの
広 場 
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運営委員会だより 

 
 平成 22 年 3 月度の運営委員会は 3 月 1 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）2 月月例会のディスカッションでは意欲的な

提案が多出、会員の意気込みが伝わる内容。

新しい試みを取り入れる向上心が「会」のス

キルアップに繋がると確信している。 

「スキルアップ講座」はレベルが高い内容であ

り活用されたい。22 年度は理事改選の年、運

営委員各位は会の運営体制づくりに一層の協

力をお願いしたい。 

2）会員の小松敬氏が 2 月 9 日逝去の報告。 

２．あだち区民大学塾 

 1）講座検討会議：会議内容は議事録参照。次回

3 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

4 月 1 日 13 時 30 分から。 

３．情報提供：伊興地域学習センターで検討中の

「生涯学習ボランティア養成講座」に「会」

より講師派遣の打診があった。正式要請の場

合、応諾の方向で対応することとした。 

４．生涯学習センターとの打合せ報告（2 月 16 日

実施） 

1）センター主催 2 講座のボラ参加要請。4 月

18 日｢昼下がりのワンコインコンサート｣、4

月 23 日｢区民コミュニティカフェ｣ 

2）楽学の会からの提示事項 

 ・受託 2 講座の事前打合せを 2 月 24 日 16 時

からワークルームで開催する。 

 ・大学塾講座の参加者数報告方法の確認 

  4 月より｢講座実施報告書｣（｢会｣作成のフ

ォーマット）を用いて報告したい旨の申し

入れ。 

 ・地域学習センターで行う大学塾講座の役割分

担について協議したい旨の申し入れ。 

５．21 年度事業報告・22 年度事業計画の説明 

  各部局長より提出資料の内容説明があった。 

６．各部局からの報告及び提案 

 ＜学習支援部＞  

・部会 4 月 7 日開催。 

・22 年度受託講座｢ボラ養成セミナー｣が決定。

年度内 3 講座程度を目標にアプローチした

い。 

＜ボランティア活動推進部＞（A-net 担当） 

・部会 4 月 16 日開催。 

・月例会 3 月 29 日開催。テーマ「ボランティ

アにいそしむ健康について」  

＜広報部＞ 部会 4 月 9・22・28 日開催。 

・特集号企画に多数の提案があった謝辞。 

4 月の HP は 4 月 1 日更新予定。 

＜事務局＞部会 4 月 13・30 日開催。 

・総会準備に伴い理事会を 3 月 16 日、5 月 6

日に開催、監査会は 4 月 19 日とする。 

・2 月 22 日に新入会員 4 名の研修を実施。 

（緑川祥元） 
 
 

 
 

  

4 月 月例会のご案内 
 日 時： 4 月 28 日（水）午後 6 時 30 分～ 
 テーマ： 「シニアのストレスケア」 
 講 師： 崎山みゆき氏（静岡大学准教授） 
  会員の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） 
 

訃報 小松敬氏 

会員 小松敬氏（学習支援部所属）が 2 月 9 日 

に逝去されました。享年 72 歳。平成 9 年に楽学 

の会に入会、楽学ニュースの編集に、また会の立 

ち上がりの時期にも大きな貢献をされ、各方面で 

も深い見識を持って会をリードして頂きました。 

生前のご活躍を偲び、謹んでご冥福をお祈り申 

し上げます。 

（小松さんを偲んで：高見沢公彦） 
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生涯学習センター 
   ボランティア情報 

 4 月 20 日(火)～6 月 6 日(日)に東京国立博物館

で開催される「細川家の至宝~珠玉の永青文庫コ

レクション~」の関連講演会です。細川家の歴史

と日本の伝統文化の紹介を致します。近代日本を

代表する世界的な美術コレクタ－ 16 代細川護立

の収集した美術品を眺め、細川護立の眼と人間像

にも迫ります。 
  ★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 連携講座 

特別展「細川家の至宝」関連文化講演会 

◎日時  5/16（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） 
◎ 活動内容 講師接待・会場・受付・記録 

 

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 

「細川家の至宝」    ４月 ２５日 （日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
＜新会員等の皆さんへ＞ 
会のホームページには、会員だけへの活動状況

が解る専用ページがあります。楽学ニュースだけ

では解らない情報満載です。是非ご覧ください。 
＜会員ページへの入り方＞ 

 

 

 

 

○運営委員会 

4月 1日 (木)  午後3時～5時 研修室3 

○月例会 

4月28日 (水) 午後6時半～8時半 研修室4 

○学習支援部 

4月 7日 (水) 午後6時半～8時半ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

  4月16日 (金)  午後2時～4時半 7Fさくら 

○広報部 

  4月 9 日(金) 午後3時～5時 ワークルーム 

4月 22日(木) 午後3時～5時 ワークルーム 

 4月 28日(水) 午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

  4月 13日(火) 午後2時半～5時 ワークルーム 

4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 

  4月 14日(水) 午後3時～5時 研修室3  

○大学塾企画会議 

4月 1日 (木)  午後1時半～3時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

4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 
 

 例年どおりサクラの開花も早くなりこのニュースがお

手元に届くころは満開のころでしょうか。 

 会も新年度を迎え今年は代表を含め理事の改選期

になります。理事だけでなく会員の方も我々広報にい

ろいろな意見およびアイデアがあれば情報をよせてく

ださい。みなさんのご協力をお待ちしています。         

（石田佳久） 

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 


