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２２年度「あだち区民大学塾」開催スタート 
平成 22 年度の「あだち区民大学塾」は４月よりスタートし、すでに「人とお酒のイイ関係学」、「カタイ

頭をやわらかく」及び「フルートを通して音楽をたのしもう」の3講座が好評のもとに終了しています。こ

れらに続き６月には、次に示す３講座が開催されます。会員皆様のご協力をお願いします。 

講座名 講師名 開催日時 

特別講演会「上野動物園・子そだて記」
 小宮 輝之氏 

上野動物園園長 

6/19 (土) 

PM2 時～4時 

｢地震に強い家で、守ろう！家族の生命

と財産｣ 

松崎 孝平氏 

一級建築士・一級建築施工管理技士 

6/4,11,18 各(金) 

PM2 時～4時 

「エコから考える下町プロジェクト」 
平田 裕之氏 

(社)環境パートナーシップ会議（EPC） 

6/8,15,22 各(火) 

PM7 時～9時 

「上野動物園・子そだて記」長年動物と接してこられている上野動物園の小宮輝之園長に、動物の生態など

を通して抱いておられる最近の子育て（動物そだて）を、子供たち（家族）に楽しく話していただきます。 

「地震に強い家で、守ろう！家族の生命と財産」阪神淡路大震災（1995.1.17）から、今年で15年。建物の

倒壊を防ぐ耐震補強と家具の固定について学びます。 

「エコから考える下町プロジェクト」温暖化を進めている要因の１つと考えられる高層建物が並ぶ町に様変わ

りした状況での生活の中で、私たちができるエコ化を考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ご報告≫ 

6月開催の講座より「ときめき」掲載の広報が「あだち広報」の区報に移行します（6月開催の講座は「あ

だち広報」4 月 25 日号に掲載）。区報での講座案内の広報には限りがあります。会員の皆様による PR をお

願いします。 

 
≪大学塾講座運営スタッフへの参加をお待ちしています≫ 

申込先：事務局 電話・FAX 03-5813-3759 平日 PM1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） 
                                                                                （小林徹） 
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平成 22年度区民大学塾第１ステージ実施報告 

「人とお酒のイイ関係学」 
アサヒビール（株）との企業連携講座を、4 月

2日・9日の 2日間で開催しました。応募者は 39
名、2 日間とも講座の前半は座学、後半はお酒に
纏わる話を交えての試飲。講師はアサヒビール

（株）社会環境

推進部・お客様

相談室スタッ

フ 2名で、講義
内容は「酒と健

康」「酒と生

活・環境」と酒

が中心の話で、

試飲時の雑学的「話」があった為か、楽しく和や

かな雰囲気の講座であった。酒に対する強弱度チ

ェック（パッチテスト）結果は、日本人の 44％が
弱い体質に比べ、参加者の平均は 36％と、酒に強
い体質の方々が参加されている事が分かった。受

講者の感想は①代謝能力と遺伝の関係が理解で

きた。②パッチテストで体質を始めて知った。③

ビール缶のリサイクルの状況に関心を持った。

等々。 
講座終了時には、アサヒビール社よりお土産品

が配られ、皆様ご満悦の様子でお帰りになった。 
                 （緑川祥元） 

「フルートを通して音楽を楽しもう」 
 4月 10日・17日、講師に北嶋則宏氏、山田 
篤司氏、加

藤健氏を

迎えて学

習センタ

ー講堂に

て行われ

た。講座の

はじめか

ら、フルー

トとギタ

ーの調べが聞こえて来る机上の講座とは 
違った雰囲気で、この講座は始まった。 
 フルートの歴史の話ギターの話等、受講者の 
方々にフルートやギターを手に取って感触をあ 
じわってもらいながら、クラシックから童謡ま 
で数々の曲を演奏していただき楽器が身近に感 
じられたと思う。講師が楽器の話と演奏を交互 
にするときに運営ボラとして反省する事がある 
が、なまの音はすばらしいフルートの音色がこ 
こち良く耳に残るたのしい講座だった。 

（尾島美津江） 
 
 

「カタイ頭をやわらかく」 
4月 8・15・22日（木）講師に獨協大学講師の斉
藤善久氏をお迎えし、研修室 1で開催された。 
 音楽と心地よいお香のかおりに包まれ、50名の受
講者の参加があり、

毎回テーマを分け

てのユーモアあふ

れるお話は、始終

和やかな雰囲気で

した。 
 「年を重ねると

体・頭・心は硬くなるのですか？」の問題に、「楽し

く、ユーモアを持って過ごしていけたらいいのです

ね」の声は、受講者のみなさんも同感だと思います。

「愚痴、嫉妬は自分の心が痛む。相手の良いところ

を見つけて会話する」「夢は持つことにより、大事な

ことは夢を語ることで元気になれる」とのお話で有

意義な講座は終了し、最終日は天候不順の冷たい雨

の中、みなさんの元気な笑顔で散会となりました。     

                 （山口浩子） 
 
 
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 
「世界でも珍しい 

１１弦ギターによるコンサート」 
 
４月18日(日) 午後 2時～4時  講堂 

ギターリスト：明石現氏のソロと朗読：Ａｙａ氏 

とのコラボレーションによるコンサートが開催さ 

れた。スエーデンで生れた11弦ギターはリュー 

ト(楽器の王と呼ばれた)をモデルにして作られた 

という。第１

部は幅広い音

域を生かして

「グリーンス

リーブス」「メ

ヌエット ア

リア ブーレ」

3 曲目からは

6 弦ギターで

「さくらの主題による変奏曲」「禁じられた遊び」「ア

ランブラの思い出」、特に「森に夢見る」は森の妖精

が現れるような、神秘的な世界に引き込まれた。第

２部は朗読と11弦ギターによる「人形姫」(アンデ

ルセン)の演奏。ここでもアンデルセンの世界を彷彿

とさせた。参加者は160余名で、演奏後数名の人が

ステージに残された 11 弦ギターをカメラに収めて

いた。美しい音色の余韻がそこにあったようだ。し

っとりとしたコンサートであった。  (佐野 祝子) 
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平成２２年度 生涯学習ボランティア養成セミナー 

講座開催案内 

平成 22 年度の「生涯学習ボランティア養成セミナー」は生涯学習センターからの受託事業として開催い

たします。会員皆様のご協力をお願いします。日程・学習プログラム・講師を下記の表に示します。 

開催時間はいずれの日も午後７時～９時。 会場：梅田地域学習センター 第１学習室 

日 程 テーマ(前年度同様) 講 師 

6月 2日（水） ボランティアについて考える 

～生涯学習とボランティア活動～ 

(財)日本生涯学習総合研究所 

理事 伊藤 俊夫氏 

6月 9日(水) 生涯学習社会とボランティア 

～ボランティア活動の意義と新潮流～ 

昭和女子大学 

教授 興梠 寛氏 

6月 17日(木) 社会教育施設ボランティアの魅力とその可能性

～だからボランティアはおもしろい～ 

文化ボランティアコーディネーター

大久保 邦子氏 

6月 23日(水) こんなこと実施しています 

～ボランティアの活動事例～ 

① NPO法人千住文化普及会 

② NPO 法人あだち学習支援ボラ

ンティア楽学の会 

6月 30日(水) 学習情報の提供と相談による学習支援 

～学習情報ボランティアの可能性～ 

文教大学 

教授 平沢 茂氏 

7月 7日(水) 学習ボランティアのすすめ 

～生涯学習ボランティア活動とまちづくり～ 

川村学園女子大学 

教授 齋藤 哲瑯氏 

 

≪講座の運営スタッフ及び受講への参加をお待ちします（受講料無料）≫ 

なお、5月 26日（水）16：00(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、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 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） 

 

平成 2１年度受託講座実施報告 

迫る温暖化の影響～私たちの暮らしと地球温暖化～ 
 3月 4日、18日、25日 40名の応募者の参加で、温暖化の講座が開催さ
れました。木本昌秀講師（東京大学教授）は気象変動と日常気象の違い、

柳下正治講師（上智大学大学院教授）はフランス・日本の地方自治体の温

暖化の取り組み、杉浦俊彦講師（農研機構研究員）は温暖化の農業、特に

果樹への影響などを中心に話されました。3氏とも詳細なレジュメを用意
しましたが、全部を説明することは出来ませんでしたが、読めば分かる内

容ですので、今後新聞等で温暖化の記事が掲載された時には役立つと思い

ます。今回、受託事業で環境の問題を初めて取り上げました。今年は、生

物多様性条約の会議が名古屋で開催されます。引き続き、区民に情報提供

できればと思っています。               （安田善英）      木本昌秀氏 
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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 
 
 

◆温故知新◆ 
2～3年前から｢江戸時代｣に興味を持ち、池波正太郎や藤沢周平の時代小説を読んでいる。また、

NHKでは「プラタモリ」が放映され、タモリが都内の新・旧の江戸の街並みを散策し視聴者を楽
しませている。 
一般に江戸時代は進歩がなく、庶民が苦しんでいたと思われているが、実際には江戸文化が発達

し庶民が貧しいながらも活き活きと生活していた。現在人気の歌舞伎や落語も、江戸時代に庶民に

熱狂的に支持を受け発展していった。江戸時代には学ぶべきことが多い。 
先日、絵地図を頼りに芝の増上寺、上野の寛永寺、お茶の水の湯島聖堂、小石川の伝通院等江戸

時代の名残を残している名所、旧跡を散策するのも私にとって充実した一日となった。 
                                           （中島勝正） 

◆雑  感◆ 
｢知らない｣という無知なるが故に「しあわせ」を見逃す現実は、其処此処に転がっている。この

小さな自分のフィールドにも、それは嘲笑を浮かべて大胆に存在している。 
｢知ること｣を怠らず、考え、学び、深め、身の内に積み重ねる。その努力と継続が生涯学習の実

りを約束するものであろうか。 
｢楽学の会｣へ敬意を表しつゝ、まだ遠い自分である。人権擁護委員として 18年。人間を知るに
は未だ修業不足の自分が見える。何でもありの世の中で、同じ「生きる」を辿り乍ら、ひとりひと

りの違いを受容し最大公約数の道筋を選択するのは難事である。寄り添う「心」の在りようでは、

と、尚精進を課さねばならぬ春の溜め息ではある。 
                                          (油井久仁子) 

 

3 月月例会報告 

3月は新年度に向かい「ボランティアにいそしむ健康について」をテーマに会員の田中桂子さんに講師を

お願いして健康を維持しながら楽しくボランティア活動ができるようお話ししてもらいました。区民大学塾

の講座で「薬膳」の講師を務めた経験もあり食生活の大

切さを中心に食材の性質を知ること、太陽エネルギーを

充分に採った野菜選び等、例を上げわかりやすく話され

た。 

 続いて健康につながるリフレッシュとして唄いなが

らの腹式呼吸法を参加者全員で経験しました。また情報

交換として会員 5~６名から自己流で実施している健康

法を発表してもらいこれまでにないなごやかな雰囲気

での月例会となった。今後もコミュニティカフェ的な要素を取り入れ誰でも参加しやすい月例会にしていき

たいと思う。                                             （ボランティア活動推進部 岡田スミ子）    

みんなの
広 場 
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運営委員会だより 

平成22年4月度の運営委員会は4月1日(木)に開
催された。議事録を基に報告する。 
議事 
１．｢楽学ニュース｣記事提案結果の報告 
  ｢私の考えるニュース・HP企画提案｣は 
 ｢新規講座案内や活動行事を巻頭ページに掲載｣

(金子勝治氏)が 19票で最多。記念品贈呈。 
２．早坂代表からの報告及び提案 

1）21年度の総会に向け、充実した資料作成に協
力の要請。 

2）賛助会員崎山みゆき氏が、静岡大学教授に就
任されたことに伴い、代表理事より｢楽学の会｣

の顧問に推薦したい旨の提案があり、3 月 16
日の理事会で満場一致で議決された報告があっ

た。ご本人の承諾を得られたので就任手続きを

進める。 
3）NPO法人「こらぼ・ネット神奈川」から当会
の事業について照会を受けた。数年前から会の

活動に関心を持ち、HP はつぶさに見ている様
子。同様の団体が増えていることを意識し、活

動に取り組んで欲しい。 
4)交流先の(株)キャリアライズ社より、本社移転
の挨拶状が届いた。 

３．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 4
月 14日(水)15時から。 

 2）講座企画会議：会議内容は議事録参照。次回 5
月 6日(木)13時 30分から。 

４．情報提供：足立区役所の人事異動内容報告。 
５．生涯学習センターとの打合せ報告 
   地域学習センターで開催を企画中の「あだち区
民大学塾」の講座について、3月 25日に行った
打合せ内容の報告があり、生涯学習センターか

らの実施要請を、協働案に基づき検討していく

ことを申し合わせた。 
６．21年度事業報告(案)・22年度事業計画(案)につ
いて 
実績計数を除き、事務局がまとめた資料案の内

容を検証した。次回（5月 6日運営委員会）で
最終確認とした。 

７．各部局からの報告及び提案 (時限で割愛) 
  各部局長から別途連絡を受け議事録作成。 
 ＜学習支援部＞  
・部会 5月 11日開催。 
・22年度も 15講座を目標に企画の検討も順調
に進行、併せて受託講座の企画に鋭意取り組

み中。 
＜ボランティア活動推進部＞（A-net担当） 
・部会 5月 10日開催。 
・月例会は 4 月 28日、テーマ「シニアのスト
レスケア」講師は崎山みゆき氏。  

＜広報部＞ 部会 5月 8・19・25日開催。 
・特集号企画に多数の提案があった謝辞。 
ニュース 152 号は 4 月 28 日発行。HP は、5
月 1日更新予定。 

<事務局＞部会 5月 12・26日開催。 
・22年度「ボランティア保険」手続きを 3月 31
日に完了（対象者 60名）。 

・次回の運営委員会 5月 6日 14時 30分から終了
後、決算理事会を 15時 30分から開催の予定。 

（緑川祥元） 
 

お知らせ 

崎山みゆき氏に当会顧問を委嘱 

賛助会員の崎山みゆき氏に「楽学の会」顧問を

お願し、委嘱手続きを行いましたのでお知らせい

たします。 
なお、崎山氏は、このたび静岡大学大学院工学

研究科・客員教授にご就任されましたので、併せ

てお知らせいたします。 
 
新入会員のメッセージ 
  
 「目標をもった生涯現役生活を目指して」 

佐久間實さん 

今年、四月から「樂学の会」

に入会させていただきました。         

約 50 年弱のサラリーマン生

活から解放されほっと一息のは

ずでしたが、いつの間にか二年

経ち制約のない毎日が何か物足

りないなと思っていたところ

「男たちのボランティア2010」への参加者募集案

内を頂き、「扶けあう地域づくりで生涯現役」に

魅かれて応募致しました。各グループからの熱心

で温かいお誘いを頂き、自分が人との交わりを求

めていることに気が付きました。本来の技術やの

仕事とは一寸異なりますが、少しでもお役にたて

ばと思っております。皆様のご指導をよろしくお

願い申し上げます。 

 

 

 
 



6 

生涯学習センター 
   ボランティア情報 

 
「虎は千里往って千里還る」とご挨拶した虎年も、

はや 3分の１が過ぎようとしています。 
1年の節目として、あらためて当センターの目的や
目標、事業テーマを確認し、日々の事業や私たち自

身の意識や行動を見つめなおし、更なる区民サービ

スの充実に向けて事業の推進に力を注いでいきたい

と思っています。どうぞ宜しくお願いいたします。 

平成 21年度通常総会開催案内 

１．日時：5月 25日（火）午後 6時 30分から 
２．場所：生涯学習センター・研修室 5 
３．議題：① 議長、議事録署名人選出の件 
  ② 平成 21年度事業報告・収支決算の件 

    ③ 平成 21年監査報告の件 
④ 平成 22年度事業計画・収支予算の件  
⑤ 理事・監事選任の件 

お願い：やむを得ず欠席する会員は、委任状を

事務局長緑川宛提出して下さい。 
 
 
 
 
＜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

がわかる専用ページがあります。楽学ニュースだ

けではわからない情報満載です。ぜひご覧くださ

い。 
＜会員ページへの入り方＞ 
 インターネットは「楽学の会」で検索。（ｸﾞｰｸﾞ

ﾙなど）トップページの会員お役立ち情報をクリック。 

会員ページへは下記を入力してお入りください。 
ユーザー名 ：guest   パスワード ：haya0101  

 
 
 
 
さる年・トラ年に行われる諏訪の御柱祭 

 

 

 

 

○運営委員会 

5月 6日 (木) 午後2時半～4時半 研修室3 

○月例会 

5月25日 (火) 午後6時半～8時半 研修室5 

○学習支援部 

5月 11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 

  5月13日 (木) 午後2時～4時半 ワークルーム 

○広報部 

  5月 8 日(土) 午後3時～5時  ワークルーム 

5月 19日(水) 午後3時～5時  ワークルーム 

 5月 25日(火) 午後3時～5時  ワークルーム 

○事務局 

  5月 12日(水) 午後2時半～5時 ワークルーム 

5月 26日(水) 午後2時半～5時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

  5月 14日(金) 午後3時～5時  研修室4  

○大学塾企画会議 

5月 6日 (木) 午後1時半～2時半 研修室3 

○ホームページ企画会議 

5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 
 

 今年も、はや4月。入学式、入社式など希望に燃えて 

新年度がスタートをきりました。初心を忘れずに学業に

仕事に邁進して行かれることを期待しています。我々

の会も「自ら学び輝く」この理念を胸にさらなる飛躍を

遂げる年にしましょう。世界の中では異常気象による被

害や紛争などが多発していますが、幸いに会の活動環

境は今平穏に恵まれています。この環境に感謝の念を

込めて活動できる喜びを感じましょう。    （安藤寿） 

 

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しらせ 


