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総会は、粛々と進行 

 
が  く     が  く 

 
 
 
 
 
 
 
 

☆ 21年度 通常総会開催 ☆ 

平成２１年度通常総会は５月２５日午後６時３０分より生

涯学習センターで開催された。審議に先立ち、本日は出

席者数30名、委任状数17通で、会員数60名の2/3以上の

参加があり、総会として成立した旨の報告があり、続いて、

早坂代表より挨拶があった。楽学の会の現在の重要な課

題として、①会員の減少停止と増加対策、②財政確保の

ための事業開発、③広報の拡充の３点を話された。 

議長に安田さんが選任され、議案の審議が行われた。平成２１年度事業および収支報告が承認され、

平成２２年度事業計画および収支予算が原案通り可決された。 

続いて、６月３０日で全理事・

監事が任期満了になるので、理

事・監事候補者の提案があり、

議長提案通り可決された。 

平成２２年７月１日から平成２

４年６月３０日までの理事役割分

担と監事は次のとおり臨時理事

会で決定したとの報告があった。代表理事 小林徹、学習支援部：鹿島健一（副代表理事・部長）、安

田善英、金子勝治、ボランティア活動推進部：岡田スミ子（副代表理事・部長）、田中桂子、齋藤龍男、

広報部：田中国弘（副代表理事・部長）、石田佳久、尾島美津江、事務局：緑川祥元（常務理事・事務

局長）、大藤久子、江川武男、監事：瀬田佳男、鈴木良夫。また、代表理事交代により事務局を小林代

表理事宅に移動する。 

退任する早坂代表理事より退任挨拶があった。なお、退任後は相談役に就任して、大所高所から楽

学の会に対して助言をいただくことになった。 

次に、新任理事の斉藤さんと新任監事の鈴木さんより就任挨拶があった。 

総会終了後、生涯学習センター平野所長から総会が円滑に終了したこと

につき祝辞をいただき閉会となった。 

引き続き、５月の月例会が行われ、各部局のスケジュールのほか、暑気払

いの計画について説明と参加の呼びかけがあった。 

（事務局 瀬田佳男） 
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新代表就任挨拶 

代表理事 小林徹 
この度、皆さんのご承認を受け、「楽学の会」の代表理事を引き受けることになりました。 

「楽学の会」の理念と目的は、生きがいや心の豊かさを探して様々な学びの機会を求める多くの人々

に対し、「地域の学ぶ人々を支援し、自らも学び輝きを目指す」ことにあります。 

この理念と目的を肝に銘じて、会の発展に努力していきたいと思います。 

現在、会の中心事業は「あだち区民大学塾」になっています。「区民が学ぶ・教える・創る」をキャッ

チフレーズに、講座を企画・開催・運営してきています。今後、更にこの事業が進展・成熟していくこ

とが会の存在価値を高めることにつながります。 

一方、我々を取り巻く環境も変化しています。「あだち区民大学塾」におい

ては２１年度より、指定管理者が運営する生涯学習センターおよび教育委員会

との共催に移行、２２年度からは行政見直し政策による講座開催案内方法の改

訂等があります。我々は、これらの変化に対応していかねばなりません。 

本年度（平成２２年度）は、行政および生涯学習センターとの連携をさらに

密にするとともに、次の項目を会の重点課題として取り組み、会員の皆さんと

一致協力し、課題を解決しつつ、さらなる会の進展のために進んで行きましょ

う。 

①会員（人材）の増強、確保    ②講座開催案内に関する広報の強化 

③他団体等との交流、会員の研修  ④事業の拡大        以上 

前代表退任挨拶                                 早坂津夜子 
代表理事として４年に亘り、正会員の皆様をはじめ、賛助会員、後援会員そ

して、顧問の諸先生方に支えて頂きました。本日ご都合でご出席できなかった

皆様にも、お礼と感謝の気持ちで一杯でございます。 
私はこの４年間、「これではやって行けない」とか「どうすればよいのか分

からない」という気持ちになったことは記憶にございません。それは「何があ

ってもこのメンバーが支えて下さる」・・という図々しいほどの「確信」があ

ったからのように思います。「人を信頼する」という、揺るぎないものを皆さ

んの行動の中に日々感じていたからではないかと思います。そのような意味で、

「楽学の会」で皆様に出会えたことは、会の理念である「自らも輝く」という

ことを皆様のお陰で達成させていただけたと感謝いたしております。そして、

この度は「相談役」という肩書を頂戴することになりました。これからは、「ここに案内係が一人立って

くれると流れがいいのでは」という位置で、お役にたてればと考えております。これからも、仲間とし

てお付き合いをお願い致したくどうぞ宜しくお願い申しあげます。 

新理事抱負                                    齋藤龍男 
私は、この６月２６日で、満７０歳になりました。実感が湧きません。まだ

まだこれからと思っています。このたびは、はからずも理事に選任され、楽学

の会の発展に少しでも貢献できればと、考えております。 
楽学の会は、多様な学習支援を行うことにより、健やかで心豊かな２１世紀

の学習社会の創造及び学びあう街足立の実現に寄与することを目的としていま

す。 
ボランティア活動推進部を担当する理事として、楽しくて、参加したくなる

「月例会」を目指して、会員の減少化傾向にストップをかけることができれば

と考えております。どうぞよろしくお願いします。 

新監事抱負                                    鈴木良夫 

この度、監事にとの要請がありお引き受けすることにいたしました。１３年

度入会ですが、自分の能力に自信がなくて役員をしないように避けて来ました。

今回は、楽学の会に少しでもお役に立てればと思い、お引き受けすることにし

ました。まだまだ自信がありませんが、皆さんに教えて戴きながら職務を全う

したいと思いますので宜しくお願いします。
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平成２２年度あだち区民大学塾  第２ステージ

◆◆講座開催案内◆◆ 
講座名 講師名 開催日時 

夏休み親子教室 
宇宙のなぞを調べてみよう 

天文愛好家 小島一浩氏 

楽学の会 小林徹 

8/3(火) 

PM1 時～3 時 

源氏物語入門 Ⅱ 

～自分流で読む源氏物語～ 
都立本所高校教諭 
竹石たか枝氏 

8/21,28 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：t3436s@yahoo.co.jp    （ボランティア活動推進部 齋藤龍男） 
      msakuma@lily.ocn.ne.jp （ボランティア活動推進部 佐久間實） 

「夏休み親子教室・宇宙のなぞを調べてみよう」 
小学３年生から６年生を対

象に、地球の仲間の星である

月と惑星を分かりやすく説明

するとともに、ロケット、人

工衛星、宇宙船などの宇宙開

発の技術を紹介します。 
 
「源氏物語入門 Ⅱ」 
「源氏物語」に登場する

様々な女君たちの生き方と苦

悩は、時を超えて私たちにも

多くの問いかけをしてきます。

物語の魅力を原文で味わいな

がら、学びを楽しむ講座です。 
 
 
 

 
あだち区民大学塾開催報告 

☆「上野動物園子そだて記」☆ 

平成22年6月19日(土)に恩賜上野動物園・園長の

小宮輝之氏を講師にお迎えし、学習センター講堂

にて98名の参加で開催いたしました。教育委員会

の中村課長のご挨拶のあと、小宮園長よりご自身

の動物園での子育ての経験に基づき動物の子育て

の様子を映像で紹介頂きました。 
動物の子育てのタイプは、①おいてき型：草む

らに子供を隠しておいて1日1回乳を与える、②つ

いてき型：お母さんの群れについていかないとだ

めで生まれたらすぐ立たないとダメ(キリン、シマ

ウマ他)、③巣穴で子育て型：未熟な状態で生まれ

る（たぬき他）などがある。 
現在、上野動物園では熊を冬眠させて自然な生

活をさせており、また、雷鳥の人工保育に取り組

み絶滅させないようにしている。 
当日はお子様も多数参加いただき皆さんは熱心

に聞き、ゴリラ、象、キリンの貴重な出産シーン

の映像に感動した素晴らしい講演会でした。 
             （福田哲郎） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講師の小宮輝之氏 中村課長のご挨拶 

お子様も参加のたのしい雰囲気の会場風景 



 4

地域学習センターでの 
区民大学塾開催について 

平成２２年度の新しい試みとして「あだち区民

大学塾」を地域学習センターにて開きたいという

計画が提案された。試みに本年度は過去に「楽学

の会」が実施した講座の中から選んでアレンジし、

１０月から２～３件を取り上げることになった。 
早速、新田と竹の塚センターから１１月に「藤

沢周平の世界」、来年１月に「司馬遼太郎の魅力」

を取り上げたいという要望が出され、講師の中島

勝正氏の都合を打診、了解を頂き、具体的な実施

に向かって進むことになった。 
講座の運営に携わるのは「楽学の会」が中心に

なり、地域センターからは２～３人程度が加わる

のみで行うことになった。講座開設準備の段にな

ると、地域学習センターにとっては当初考えてい

たよりも荷の重い仕事になるようです。因みに「楽

学の会」の連絡窓口は事務局長、実務進行を学習

支援部が担うことになった。  
（学習支援部 鹿島健一） 
 

「学びのサポート 
ボランティア養成講座」の支援 

伊興学習センターからの要請を受け、標記講座

の講師及び講座運営の支援活動を行いました。 
６月１３日の１３時３０分から２時間余り、参

加者は早坂・小林・岡田・緑川の４名。同センタ

ーは区教育委員会の指導のもと、地域学習センタ

ーとして、地域住民のセンター活動への参加を呼

びかけ、協力者を養成するための講座を開催する

ことになったとのこと。伊興センター（指定管理

者はグランディオサービス社）の平石所長及び高

柴職員のお二人は、一昨年まで区学習振興公社の

職員として、当会活動をよくご存知であったこと

から、今回の要請となったもの。 
受講者は２０代から６０代まで男女６名、区教

育委員会の堀越社会教育主事の「ボランティアと

はどんなことをするのでしょう」のテーマによる

講義から始まり、当会メンバーによる、ボランテ

ィア活動体験談と、

早坂代表の「楽学

の会」概要と活動

実態の説明で終了

となった。地域セ

ンターとして始め

ての試みが、地域

住民の学習支援活動参加へのきっかけとなり、地

域の活動が活発となり、ひいては、私たちの仲間

づくりに繋がればと期待したい。 
           （事務局 緑川祥元） 

 

２１年度あだち区民大学塾講座実施報告 

楽学の会が、毎年度作成している「あだち区民

大学塾講座実施報告

書」の平成21年度版が

完成したので、6月17
日に早坂代表以下４名

で足立区役所に届けた。 
区の教育委員会生涯

学習部生涯学習課・中

村課長及び生涯学習担

当・山本係長の両名に

対応して頂いた。１年

間の実績を報告書に纏

め、楽学の会の活動成

果をアピールすること

が出来た。 
また、募集用広報誌が「ときめき」から「区広

報」に変わったことによる影響について、区にく

わしく説明し、講座のチラシ等の配布先について

も、検討して頂けることになった。 
最後に、課長より、今後とも大学塾講座の実施

をお願いする旨の依頼があった。お世話になった

森課長、本間係長にも挨拶し、報告書をお渡しし

た。                    （事務局 江川武男） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☆ 6月開催予定の2講座中止について ☆ 

６月開催予定の「地震に強い家で、守ろう！家

族の生命と財産」と「エコから考える下町プロジ

ェクト」は応募者が最低開催人数に達せず、残念

ながら開催中止と決定致しました。 
今回、急に応募者数が少なくなったのは、『講

座開催予定の掲載が「ときめき」から「あだち広

報」に変わり、区民の皆様に周知されなかったこ

ともある』かと想像されます。今後、抜本対策を

検討していきますが、まずは、会員の皆様方によ

る「口コミ」ＰＲやチラシ配布などでのご協力を

是非お願い致します。     （学習支援部） 
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【本 の 紹 介】 
〈切り拓く！つながる！広がる！〉 

『まちづくり市民大学』 

～人と地域と未来を育む～ 

桜美林大学名誉教授  瀬沼 克彰 著 

2010 年５月 (株)日本地域社会研究所 発行 

2000 円＋税 
本書は、全国各地

で台頭してきている

市民大学の実態など

を、多くの事例を挙

げてまとめた書物。

他地域の市民大学の

活動などの様子がわ

かって参考になる。 
生涯学習と市民大

学に多くの情熱を注

ぐ、著者（「楽学の会」

顧問）の思いが伝わ

ってくる著作といえ

よう。 
第１章：各地で活

発化する市民大学、第２章：新しい受講層の開拓、

第３章：住民主体のイベント開発、第４章：市民大

学の最近の動向、第５章：これからの市民大学の方

向、で構成されている。内容の幾つかを紹介する。 
先ず、講座は自治体主導から住民主導への流れが

拡大。各地の市民大学を４つのタイプに分類して、 

事例を挙げ紹介しているが、「楽学の会」も掲げら

れている。開催講座数の分類では、最高はおよそ 200
講座が清見潟、20 以下が楽学、米沢しよしなである

（第１章）。 
自治体と住民の協働による生涯学習事業が活発化

している事例として、あきる野市と町田市などが取

り上げられている（第２章）。 
10 年の歴史を持つ「おだわらきらめき塾」と発足

６年を迎える「八王子生涯学習コーディネーター会」

が、課題解決を目指して交流を行ったことを取り上

げ、性格は違っても市民の学習を活性化させるため

に、お互いの経験やノウハウの交換が大切であると

指摘している（第３章）。 
市民大学の現状は、全国各地で台頭してはいるが、

ここにきて会員の減少、高齢化などによって廃止す

るところもある。市民大学の活性化は、人、もの（施

設）、資金、情報の４要素と、それらを結びつける

システムが重要であると詳しく述べている（第５章）。 
「あだち区民大学塾」の更なる発展に参考となる

書物。ぜひ、多くの方が読まれるように薦めたい。 
（市川茂敏）

 
 

 
 

★ 自衛消防訓練が実施されました ★ 
平成 22 年 6 月 14 日(月) 足立区生涯学習施設 「学

びピア２１」に於いて、生涯学習振興公社、放送大

学、楽学の会等の全入居団体が参加して、自衛消防

訓練が実施された。生涯学習センター防災センター

担当者より消防設備、放送設備、ＡＥＤ設備等の消

防設備の操作説明がありました。 
Ⅰ．防災設備起動状態の確認及び取扱の説明：火災

報知器・防火扉・シャッター・排煙装置、散水栓・

非常電話、非常口・誘導灯等 

Ⅱ．火災発生時の流れ：火災報知器発信⇒ 
館内放送（その内容も）⇒排煙装置の起動等 

Ⅲ．消火器の操作訓練：４階講堂前にて操作実体験 
Ⅳ．緊急地震速報の説明：緊急地震速報システムの

説明・館内放送の手順  
Ⅴ．応急救護訓練(講堂「ホワイエ」にて心肺蘇生法

及びＡＥＤの取扱説明) 
(参加者 酒井政雄、田中桂子、金子勝治) 
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みんなの 
広 場 

 

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 
 

 

決  断 
 
私は化粧品(値崩れしない商品)と健康食品の小売業

をしています。 

去年の暮、突然、本部から仕入先のテリトリーがな

くなったから何処から仕入れても良いと葉書が届き、

そして電話。今年 1月に所属している会社が独立し、

新しい商品を作る。うつの物は作らない、扱う商品が

違ってくるという事だった。 

今迄も開発に携わっていたのは知っていたので 10

年後の事を思い、この会社に残る事を決断した。 

仲間も前の商品(お客がこれでないと駄目)を売って

いた方が楽だと他社に行ったり、二つに分かれてしま

った。 

在庫を売り切り、新しい良い商品が出れば名前は違

っても自分が使って説明すれば必ず納得してお買い上

げにつながる。それを信じて今仕事をしています。 

自分の目は確かだったと思える日がすぐ来る事を念

じて！               （楮本文子） 

 

 

 

象潟
きさかた

あたり 

浅草言問通りを北へ一つか二つ入った通りに西施
せいし＊

という店があるので、そのうちいちど見てきてくれ

ないか、と河童橋生まれの職場の先輩に言われて、

やっと訪れた時はすでに店は閉じていた。 
中華料理の店かなと思っていたのに、黒く塗られ

た小料理屋だったので一瞬おやと思ったが、町名が

浅草三丁目だったので得心がいった。この辺りむか

しは象潟町と言っていたのだ。とこかに合歓の木が

あるかと思ってさがしたが見当たらなかった。「長

い間頑張ってきたが、城や国が傾かずに店が傾いて

しまったのだな｣と先輩は残念がった。 
今でも旧象潟町では、８月の第三日曜日に「みち

びきまつり」といって、見番の前の通りの真ん中に

舞台をつくり、観音裏のきれいどころの唄や踊りな

どとあわせて公募の俳句の表彰が行われ、最上位の

句は舞台の背景に芭蕉の「象潟や雨に西施が合歓の

花」の句とともに大きく書きだされるが、私はどう

しても粋なおねえさんの方に目がいってしまう。 
（原田進） 

＊ 
［中国の四大美女は、西施(春秋時代)、虞美人(秦末) 、
王昭君(漢)、楊貴妃(唐)といわれています］ 

（広報部註） 
 

 
 

 

 

 

 

7 月月例会は、暑気払い！ 

 楽学の会「暑気払い」を下記のとおり開催します。皆さん、暑気払いに参加しましょう！ 
日頃からご支援を頂いております顧問の方々、後援会員、賛助会員の皆さん方も 
是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

記 
日 時  平成２２年７月２８日（水）     午後６時３０分～ 
場 所  生涯学習センター ７階     レストラン「さくら」 
会 費  3,500 円（当日キャンセル不可、欠席者は全額負担とさせていただきます） 
申込先  メール 齋 藤 t3436s@yahoo.co.jp  
             佐久間  msakuma@lily.ocn.ne.jp 

 FAX           03－5813－3759（ワークルーム） 
締切日  ７月２6 日（月）まで  （申込後、欠席する方は事前に連絡して下さい）
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運 営 委 員 会 だ よ り 
  
 平成22年6月度の運営委員会は6月1日(火)に開催

された。議事録を基に報告する。 
 
 議事に先だち6月末、任期満了で退任される早坂

代表理事の挨拶と、新たにメンバーとなった鈴木良

夫氏（新監事・ボラ活部所属）の紹介があった。 
 
議事 
１．小林新代表理事の報告及び提案 

以下の事項に取組んで行きたい旨の表明があっ

た。 
①大学塾広報活動 
②会員の増強について 

２．22年度運営委員メンバーについて 
早坂代表は相談役に就任し、運営（委）メンバ

ーを辞する。新たに鈴木良夫氏がメンバーに加わ

り、17名体制でスタート。 
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、次回の開催は6月16
日(水) 15時から。 

 2）講座企画会議 
会議内容は議事録参照、次回の開催は7月1

日(木) 13時30分から。 
 3）地域学習センターとの協働講座の開催 

竹の塚・新田センター（指定管理者はトミテ

ック）より｢大学塾協働講座｣開催の申し出を受

け5月25日に竹の塚センターで打合せを行った。

（中島講師・鹿島・安藤・江川・緑川が出席）

両センター共に、講師に中島勝正氏（文学）を

希望。以下の内容で進めることとした。 
・新田センター：11月13・20・27日(土) 14

時～16時「藤沢周平」 
・竹の塚センター：1月22・29日(土) 14時～

16時｢司馬遼太郎｣ 
４．情報交換 

大田区から報告書の提供の連絡あり。近日中に

送達される由。 
５．代表・部局長会議について 

6月7日(月) 17時から会議を開催、7月からの新

体制に備える。 
６．伊興学習センター（指定管理者はグランディオ

サービス）から講師派遣の要請があり、5月31
日に打合せを行った。 
6月13日(日) 13時30分 伊興センター主催の

「ボランティア養成講座」を開催、当会から講

師の派遣と当日の活動支援の依頼、早坂代表・

小林・岡田・緑川が対応することとした。 
７．各部局からの報告及び提案 
 ＜学習支援部＞  

・部会開催日：7月9日。 
＜ボランティア活動推進部＞（男ボラ・A-net 
 担当） 

・部会開催日：7月8日。 
・月例会は6月29日、テーマは代表・部局長の

方針報告。7月28日7階 「さくら」で「暑気

払い」 
・「ボランティアガイド」の改訂を検討中。  

＜広報部＞  
・部会開催日：7月7・22・28日 

ニュース154号は6月29日発行。HPは7月1日
更新予定。 

  ・「学びの場再発見！」(13地域学習センター) 
は153号で終了。新企画を提案の予定。 

＜事務局＞ 
・部会開催日：7月6日・29日 
･退会申し出者2名、正会員58名。7月1日現在で

会員名簿を更新、配付の予定。 
・総会終了に伴い、法務局・東京都あて登記手

続きを進行。 
（緑川祥元） 

「大田文化の森」報告書 
大田区から「大田文化の森」の

21年度の報告書をお送り頂きま

した。ワークルームの書架に置い

てありますので、是非ご参考にご

覧になってください。 
 
 

生涯学習センター主催 講座受講報告 

★ 「就労に役立つビジネススキルの 
基本を学ぶ」に参加して ★ 

講師の木元栄子氏は「楽学の会」賛助会員で、

応募者が少なく開講が危ういとの情報を受け、会

員４名が急遽参加しました。 

２０歳台を主対象とした講座であったため、た

めらいと好奇心を持ちながらの受講でした。全３

回の講座でしたが、３回目は大学塾講座「上野動

物園・園長講演」と重なったため、２回の受講と

なりました。１回目は「なぜキャリアデザインが

大事なのか」（どのように生きてきたか、将来を

どう生きるのかの意）２回目は「仕事に役立つコ

ミュニケーション」と就労目的の実践的講座であ

ったため、受講者の熱意が強く感じられる講座で

した。 

２日間若い人達と真剣にディスカッションをす

る機会を得、久しぶりに若返った気持ちになれま

した。特に印象的だったのは、仕事を決める際の

重要ポイント、興味（したい）価値観（こだわり）

能力（できる）を考えることであり、これからの

私のチェックポイントにしていきたいと思った次

第です。          （大藤久子） 
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 生涯学習センター 
ボランティア情報 

Wanted: Volunteers!! 
８・９月度のボラ募集はありません。 

ゴーヤやアサガオを家庭・職場で育てて、地球

と地域にやさしいグリーンカーテンを作りません

か？ 
５月生涯学習センター及び

各地域学習センターで開催

された、「グリーンカーテン

の育て方教室」では種の無料

配布が行なわれました。 

生涯学習センターの 1 階・

4 階・7 階では、まぶしい日

差しの中で、グリーンカーテ

ンづくり事業のゴーヤとアサガオが大きくなって

います。水遣りをしながら「やっぱり私は冷たい

ビールのほうがいいなぁ～」なんて思うのは不謹

慎？（笑） 

ゴーヤ・アサガオの種の無料配布を受けられた

方がいらっしゃいましたら、大きくなっていく様

子の写真をお送り下さい！ 
待ってま～す！ 

        （生涯学習センター 担当） 
 

写真講座 作品紹介 
当会会員の江川さんと安藤さんの奥さんが学習

センターの写真講座を受講された時の作品をご紹

介します。（５／１４～２８日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

楽学インフォメーション 

★会合のお知らせ★ 

○運営委員会 

7月 1日(木) 午後3時～5時 講堂 

○月例会・暑気払い 

7月28日(水) 午後6時半～8時半  ﾚｽﾄﾗﾝさくら 

○学習支援部 

7月 9日(金)午後2時～4時  ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

7月 8日(木) 午後2時～4時半 ワークルーム 

○広報部 

 7月 7日(水) 午後3時～5時  ワークルーム 

7月22日(木) 午後3時～5時  ワークルーム 

7月28日(水) 午後3時～5時  ワークルーム 

○事務局 

 7月 6日(火) 午後2時半～5時 ワークルーム 

7月29日(木) 午後2時半～5時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

7月14日(水) 午後3時～5時  講堂  

○大学塾企画会議 

7月 1日(木) 午後1時半～3時 講堂 

○ホームページ企画会議 

7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 
 
孤独から仲間を求めて入会後３カ月、今、ボラ

ンティア養成セミナーを受講中ですが、自分が考

えていたことよりも、さらに、奥が深いことを実

感しています。 

今、丁度、話題になっているサッカーＷ杯で、

チームワークの大切さが囁かれていますが、一人

一人のアイディア、情報、つぶやきのご提案をし

て頂き、新代表、理事を囲んでみんなで意見交換

を行い、内外にさらに興味のある情報発信が出来 

たらと思います。        （佐久間實） 

安藤さんの奥さんの作品 

江川さんの作品 


