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6月 2日より、全 6回の生涯学習ボランティア養成セミナーが開催されました。 

講師陣は毎年、顧問の先生方です。講師から、生涯学習の現場での話し合いで、ボランティアのことに

なると必ず「楽学の会」の名前が出ると、私達が知らないところで、「楽学の会」の活動が評価されてい

ると思いました。（下写真：顧問・講師の先生方） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平沢茂 氏 

 
今回のセミナーで、昨年と異なるのは、ワークショップ、受講生同士の話し合いの時間を用意したこ

とです。15分程度の短い時間ではありますが、受講者が最初から和気あいあいで何でも話せる雰囲気な
のが印象的でした。講師からも来年はワークショップを中心にやりたいとの感想がありました。私のグ

ループでは、ボランティアの活動に対する責任を負えるか、ボランティアに対する知識が足りているか

などが多く話し合われました。（下写真 3枚：ワークショップ風景） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学塾を例にして、ボランティアは参加して初めて分かることが多いことや、楽しくなければボラン

ティアではないということ等を話しました。話していて、背中を少し押してあげることの大切さに気付

きました。ボランティアを長く続けてきて、マンネリにおちいり、人の背中を押す姿勢を失っていない

かを思いました。来年も、ボランティア養成セミナーに是非参加しようと思いました。     （安田善英） 
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６月月例会の報告 
  
テーマ「新体制の発足、 

各リーダーが取組みや抱負を熱く語る」 
 

 ６月２９日（火）、１８時３０分から、上記テ

ーマで６月月例会が開かれた（２４名参加）。 
 ５月の総会で、会の代表理事の交代が決まり、

７月１日から、新体制がスタートする直前の月

例会にぴったりのテーマである 
小林新代表理事と鹿島、岡田、田中、緑川の

部局のリーダーが、順に各部局の取組みや抱負、

会全体への取組みと抱負を語り、その後参加者

全員の意見交換が行われた。 
 リーダーの報告の中では、田中部長がITの新
兵器「iPad」を駆使して語ってくれたことが斬
新であった。 
 各部局の取組みについては、資料が配布され

たこともあって質問はなく、活発な意見が交わ

された。意見の中で、会が現在抱える問題点と

して、会員の減少、講座受講生の減少、活動す

る会員の固定化等が浮き彫りになったが、解決

策も提起され、「自ら学び、解決していく」当会

の特徴が滲み出た展開となった。 
 講座受講者の問題では、テーマの選定、広報

の工夫、会員一人ひとりの工夫等の意見が、会

全体の活性化の問題では、フォーラムの開催、

月例会の昼間開催等の意見が出された。 
 代表、部局長のリードのもと新しい取組みに

参加者全員が決意を新たにした月例会であった。 
 終わりに、４年間会全体をリードしていただ

いた早坂相談役に感謝の気持ちを込めて、拍手

を送り閉会した。 
     （ボランティア活動推進部 酒井政雄）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9月月例会のご案内 
 
日 時  9月29日(水)  午後６時３０分〰 
テーマ  「運営ボランティアガイドの見直し 

について」 
     「講座開催時の避難誘導について」 
講 師  生涯学習センター所長 平野昌暁氏 
 情報を共有し認識も新たに快適で楽しい活動

を推進しましょう。 
会員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）

司会はボラ活部の酒井氏 

取り組みと抱負を語る４部局長 

iPad も
登場 

活発な意

見交換も 
 

質疑応答も 

2



 3

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・場所 

「はじめての古文書」パートⅡ 
～くずし字の資料を読み解く～ 

 
江戸東京博物館・友の会古文書講師 

小松賢司氏 

 

9/10,17,24 各(金) 

午後 2時～4時 

梅田地域学習センター 

 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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
あだち区民大学塾開催報告 

 
☆「池波正太郎の世界を探る」 

～その人と作品～☆  
講 師   中島勝正氏（当会正会員・税理士等） 
開催日  7月 3日・10日・17日 
     各土曜日 午後 2時～4時 
応募者  59名、有料受講者 54名 
講座は没後 20年目に当たり、再び脚光を浴び

ている高名、人気作家の池波正太郎を取上げ、

その人間形成と主な作品群を豊富な資料と映像

を駆使して紹介し成功裏に終了した。当初予定

の30名募集に対して応募者が多く会場も生涯学
習センターの好意により、１回目は研 1,３回目
は講堂で開催。3回とも炎天下にも関わらず受講
者の皆様が足を運んで下さり感謝の至りである。

ただ教室によっては機器操作が違うので機器担

当の運営ボラも苦労された。大学塾は会員の総

力戦であることを改めて認識した。 （安藤寿）                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
☆ワンコインコンサート 

「山本竹勇による津軽三味線の真髄と魅力」☆  
 ７月１０日（土）、高橋

たかはし

竹 山
ちくざん

流
りゅう

・津軽三味

線と国風
こくふう

雲
うん

竹
ちく

流
りゅう

・津軽民謡・師範である山

本竹
ちく

勇
ゆう

氏による津軽三味線と民謡のコンサート

が開催されました。 
開場前から講堂入口には人垣ができる盛況で、

ほぼ満員の１６５名の来場者でした。津軽三味

線ということで、年配者の参加が目立ちました。 
センター講座の「ワンコインコンサート」は

開催が今回で５回目、５回参加で１回の招待券

が提供されることになっていますが、その対象

者が７人いました。音楽に癒しを求める市民が

多くいることを痛感します。方言を交えた語り

と津軽三味線の独特な音色に来場者は大いに満

足されたことと思います。 
 楽学の会の運営ボランティアもスムーズに遂

行されたと思います。               （小林徹） 
 

「はじめての古文書パートⅡ」の企画意図 
はじめて「古文書」に出会う方にも、江戸時代の

「古文書」を中心に、千住の史料もひもときなが

ら、くずし字の世界に無理なく入っていけます。

また、その時代の背景を知ることによって、「古

文書」の魅力と楽しさを学びます。 

盛況の講座風景 
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富士山のキノコ狩り ① 

富士山で、キノコが採れる。それも沢山採

れる。マツタケも！と言うとほとんどの人は

半信半疑、ビックリします。富士スバルライ

ン終点の手前に、景勝地・奥庭があり、我々

グループのベースキャンプとなります。何処

でも採取することが出来ますが、奥庭山荘か

ら３合目までの登山道の右手原生林が良いフ

ィールドです。シラビソ・コメツガの林、苔

むした大地は素晴しいのですが、登り下りの

激しい道なき所を、倒木をよけながら歩くの

で、方向を見失い迷子になる事、また溶岩山

地なのでいたる所に穴が隠れており、足を取

られての捻挫等、大変危険です。 

 特に、キノコを見つけたときは、興奮し、

夢中で採取したり写真を撮ったりするので、

気がつくと来た方向がわからなくなる事があ

ります。単独行動は絶対にしないように！！ 

富士山でのキノコ等の採取には「入山観察票」

が必要で、山荘等で購入します。（年間有効、

鳴沢村ほか１町２ヶ村 恩賜県有財産保護組

合）これが無いと採取物は没収されます。 

               （江川武男） 

 

 

 

 

 

 

 

パリ祭･･･旅の想い出 

 毎年開催されているパリ祭・・・シャンソンの

夕べは、回を重ねて 48回になります。なかなかチ
ケットがとれなくて、調べておりましたら、コン

ビニで手に入るとのこと、早速出かけてみますと、

とても簡単な操作でピッピッと手に入りました。

びっくり！最近は便利なことです。 
 当日のホールは、三階席まで満席でした｡久し振

りにシャンソンを満喫しての帰り道、フランスを

旅した日々を想い出しました。とくに印象に深く

残ったのは、マリーアントワネットの回顧展が開

催されていることを知ったことでした。パリでも

アントワネット展は人気が高く、早朝ホテルを出

て会場へかけつけたにもかかわらず、すでに百人

ほどの人が行列をつくっていました｡何十分か待た

されての入場でした。 
展示会場のすばらしさは、さすがに芸術の国、

ほの暗い照明の中に王妃の神秘的な肖像画、直筆

の手紙、美しい調度品、日本の松浦藩侯から贈ら

れた目をみはる陶器類等。息づまる思いでルイ王  

朝の品々を見入り、フランス語が読めたら残され 
た王妃の手紙を読んで 
みたい｡処刑台に向かう 
時には、一夜にして銀 
髪となり昔日の姿はな 
かったと記されていま 
す。幽閉されていたコ 
ンシェリジュリーの塔 
が、夕ぐれの中に浮か 
びます。（山口浩子）

中央区支援講座（大久保顧問からの案内）への参加報告 
 
H22 年６月９日に中央区社会教育登録団体記

念事業講演会として「図書館と私たちの暮らし」

のタイトルで(財)日本図書館協会 常世田
と こ よ だ

良
りょう

氏

の講演会がありました。 
「図書館はこうでなければいけない」というこ

とで、生活のなかに図書館が一緒にあり、その

利用法をお話されました。 
自己判断、自己責任という時代になったこと。

もっと深く知りたい時、どんな参考本があるの

か、図書館には「司書＝図書館員」がいて自分

に必要な資料情報を探していただけるそうです。  

 
情報提供者としてどんな職員がいるのか？何

をしてくれるのか?何回か相談する事で自分と相
性の良い「司書」を知る事ができるそうです。

人生上の難しい判断をするときにこそ「図書館」

を利用して頂きたいと言う事です。皆さんも多

いに利用して相談をして頂ければと思います。 
＊(財)日本図書館協会は世界でイギリス､アメ
リカ、についで日本は３番目に古く、私たちの

会の顧問大久保さんの紹介で浦安の図書館を立

ち上げられた常世田さんの講演会でした。 
                （田中桂子） 

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 
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運 営 委 員 会 だ よ り 
 
 平成 22年 7月度の運営委員会は７月 1日(木)
に開催された。議事録を基に報告する。 
 
議事 
 
１．小林新代表理事の報告及び提案 
 1)7月から新体制でスタート、引継ぎなどを円

滑に対応いただきたい。 
 2)各部局長より、役割・方針について報告、 

会員の理解が得られたと推察。 
3)生涯学習ボラ養成セミナーを実施中、入会の
勧誘に努めたい。 

4)6月 13日、伊興地域学習センター主催講座
を支援、早坂、小林、岡田、緑川の 4名で
対応。 

5)区教育委・生涯学習課を訪問、21年度大学
塾講座実施報告書を提出。「ときめき」廃止

の影響について、改善対応を申し入れた。 
 
２．情報交換 

1)6月 29日、中央区支援講座（大久保顧問か
ら案内）に岡田、田中（桂）、緑川が参加。

他に養成セミナー受講者 2名が参加。 
2)木元栄子氏が講師のセンター主催講座（全 

3回・有料）に早坂、小林、大藤、緑川の 
4名が参加 

3)月刊誌「社会教育」に伊藤顧問・斎藤顧問の 
記事の掲載があり、会議中に回覧。   

 
３．あだち区民大学塾 
 1）講座検討会議 
  ・会議内容は議事録を参照、次回の開催は 
   7月 14日（水）15時から。 
  ・今後、講座検討会議終了後、必要に応じ 

て受託講座の企画内容検討会議を行う。 
 2）講座企画会議 
  ・会議内容は議事録を参照、次回の開催は 
   8 月 2日（月）13時 30分から。 
  ・地域学習センターとの協働講座は竹の塚・ 

新田両センターと鋭意打合せを進行中。 
 

４．代表理事交代の挨拶を兼ね暑中見舞いを出 
した。交流先の団体名等はボラ活部が調査。 

 
５．生涯学習ボラ養成セミナー終了後の対応 
・終了時点で入会者があった場合、7月中に新
入会員研修会を実施｡ 

・実施に際しては、事務局担当のもと関係部

と協議し対応。 
 

６．各部局からの報告及び提案 
 ＜学習支援部＞  

・部会開催日：8月６日、９月 8日 
＜ボランティア活動推進部＞ 
（男たちのボランティア・A-net 担当） 
・部会開催日：8月 5日、9月 9日 
・月例会は 7月 28日「さくら」で「暑気払い」 

8月休会、9月 29日 
・「ボランティアガイド」の改訂を検討中。  
＜広報部＞  
・部会開催日：8月 7日、9月 4・22・29日 
・ニュース 155号は 7月 28日発行。8月は休 
刊。HPは 8月 1日更新予定。 

・「ときめき」廃止に伴う広報強化として「メ 
ールマガジン」発行の提案があり、学習セ 
ンターの動向確認を条件に前向きに対応す 
る。7月14日のセンター打合せで確認する。    

<事務局＞ 
・部会開催日：8月 10日、9月 7・29日 
・7月 1日現在で会員名簿を作成。各部に所属
員の内容チェックの要請。（会員配布は 7月
28日の予定） 

  （緑川祥元） 
 
「代表理事交代の挨拶を兼ねた暑中見舞い」
を出しました。 
 
７月１日より、代表理事に小林 徹氏が就任し、

任期満了により前代表理事の早坂津夜子氏は相

談役に就任いたしました。 
 ７月から新体制による活動を開始いたしまし

たので、従前よりご指導・ご支援を頂戴した方々

に、代表理事交代の挨拶を兼ね、暑中見舞いを

出しましたことをご報告します。 
（緑川祥元） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
月刊誌「社会教育」の当会顧問の先生方の 
記事紹介。 

＜現物はワークルームの書架にあります＞ 
伊藤俊夫顧問：特集記事 
「歴史の中から青少年の課題を探る」 
斎藤哲瑯顧問：座談会記事 
「青少年教育施設のあるべき方向を考える」 
瀬沼克彰顧問：今月の書評にて紹介 
「まちづくり市民大学」 
 （154号「本の紹介」も参照ください。） 
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生涯学習センター 
   ボランティア情報 

 

「ステージボランティア養成セミナー」 
を開催致します！ 

― 受 講 生 募 集 中 ― 
 
ステージイベントを支えてくださるボランテ
ィアさんを養成するための講座です。 

講堂でステージイベントを開催するためには、

司会、受付、会場整理、照明、音響などさまざ

まな役割が必要となります。照明や音響では、

機材のノウハウや知識が求められますし、司会、

受付、会場整理においても、研修室で行う講座

とは違ったノウハウやスキルを求められること

もあります。 

生涯学習センターの講堂施設を見学しながら、

ステージボランティアの基礎知識を学ぶととも

に「発声のポイント」「照明と音響」「映像や写

真の撮り方」について実践を通して学びます。 

学んだスキルを活かして、10 月 9 日～10 日に

開催される「あだちサークルフェア 2010」のス

テージイベントで活躍していただく機会も用意

しています。      (生涯学習センター) 

 

地域活動団体協働事業① 

～文化ボランティア養成講座協働事業～ 

「ステージボランティア 養成講座」 

■【第 1回】 9 月 7 日(火)10 時～16時 
(途中休憩) 

内 容：  基礎編  (午前) 
「ステージボランティアの基礎知識と現場見学」 
「明るく楽しく声を出すためのポイントを学ぶ」 
内 容：  実践編Ⅰ (午後) 
「照明と音響」 
「記録映像の撮り方、写真の撮り方」 
■【第 2回】10月 8日(金) 13 時～15時 
内 容：  実践編Ⅱ (午後) 
 「サークルフェアリハーサルで 

実際にやってみよう」  
★ 会 場： 生涯学習センター 研修室Ⅰ・講堂 

 
新しい自分との出会いを求めて………。 

   LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  
 

★ 受講申し込み方法 ★ 
  区民大学塾事務局（PM１時～５時） 
   電話・ＦＡＸ 03‐5813‐3759 
メール  齋 藤 t3436s@yahoo.co.jp 

         佐久間  msakuma@lily.ocn.ne.jp 
または「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   8 月 24 日 （火） 

 
 
 

○運営委員会 

8月 2日(月) 午後3時～5時 講堂 

9月 1日(水) 午後3時～5時 研修室１ 

○月例会  

 8月はお休み 

9月29日(水)  午後6時半～8時半 研修室4 

○学習支援部 

8月 6日(金)  午後５時～ (柏 屋) 

9月 8日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

  8月 5日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

 9月 9日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部（８月、楽学ニュースはお休み） 

  8月 7日(土) 午後2時～4時 7F「さくら」 

9月 4日(土) 午後2時～4時 ワークルーム 

9月22日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

  9月29日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

8月10日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

9月 7日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

9月30日(木)午後2時半 （ニュース発送） 

○大学塾講座検討会議  

8月はお休み 

9月14日(火)  午後3時～5時 研修室２ 

○大学塾企画会議 

 8月 2日(月)  午後1時半～3時 講堂 

9月 1日(水)  午後1時半～3時 研修室１ 

○ホームページ企画会議 
8月、9月共、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 155号は、22年度新体制下の「取組み抱負」

と「意見交換」で会の現況が集約され、全体に

バランスの取れた紙面づくりが出来たと思う。 
 広報部会では何時も侃々諤々意見交換をして

いるが、読んでくださる会員の方々はいかがで

しょうか。みなさんからの声をお待ちしていま

す。           （相馬義人） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 


