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９月月例会報告 

～センターと情報を共有～ 
                   ９月２９日、新入会員の山岸完治さんを含む会員２０名が参 

加して、生涯学習センターの所長、副所長を講師にⅠ「運営ボ 

ランティアガイドの解説」、Ⅱ「災害発生時の協力体制につい

て」をテーマに月例会が開催された。 

小林代表の挨拶に続いて、田中副所長から運営ボランティア 

の考え方や心構え、役割分担等について資料のＱ＆Ａを中心  

に解説があった。 

平野所長からは、火災や地震が発生した場合に、その場に居 

る楽学の会メンバーが行う協力行動の基本的な事項について要

請があり、座学後は５階の散水栓（火災報知機）や非常口等を実際に確認し、非常階段使用時のドアの

開け方（まずドアに装着されているカバーを外してからドアを開ける）等について詳細な説明を受けた。 

運営ボランティアガイドが改正（平成22年９月改正）された月、また防災月間でもある時期にセンタ

ー側と楽学の会メンバーが改めて、認識を一つに情報を共有できた事は快適でよりスムーズな活動を推

進する上でタイムリーな企画となった。 

★各テーマの解説ポイントは次の通り。 

Ⅰ「運営ボランティアガイドの解説」 

１）お客様からは常に見られている。 

２）お客様には職員とボランティアの区別は無い。 

３）判断力とコミュニケーション力が必要。 

４）役割を担う場合は講座終了後に必要と成る事項を意識し 

  想定しながら行う。 

Ⅱ「災害発生時の協力体制について」 

１）火災の場合：基本的には、対応は職員が行う。 

消防署からは「人命第一、消すより助ける」と言われている。上記を踏まえ、協力する場合のポ

イント。（１）的確な情報確認（２）センター職員の指示に従う（３）参加人数の把握 

２）地震の場合：（１）参加者を落ち着かせる（２）身の安全確保（３）センター職員の指示に従い 

安全な避難誘導  

また各部報告時今回はじめての「楽学ニュース」製作を担当した佐久間さんが感想を求められ「楽し

く作業をやらせてもらったこと、結果は別として自己満足をさせてもらった」との嬉しい話しがあった。 

◆今後も月例会に参加して、楽しさと面白さを共有して行きましょう！ 是非ご参加をお待ちします◆ 

（ボランティア活動推進部） 

 

１１月 月例会のご案内 

★日 時 １１月２９日（月） 午後６時３０分 

★テーマ 「ボランティア活動事例発表」 

★報告者 中山豊治氏 齋藤のり子氏 

 誰でも願う若さと健康、その秘訣とは？！ 

八十歳を過ぎてなお元気で自治会やボランティア活動で活躍中の中山さん。 

上野動物園で「スポットガイド」として、オオアリクイの舌の不思議さ、カンガルーの赤ちゃん誕生、

ウサギの目は何で赤い？等動物生態の興味ある話のボランティア活動をしている齋藤さん。今回は小さ

な「ぬいぐるみ」を用いて実演解説してくれます。 

是非皆様の参加をお待ちします。                  （ボランティア活動推進部） 
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志しを掲げてまちへでよう 
 

        （当会顧問・寄稿文） 

興梠 寛（こうろきひろし） 

            昭和女子大学人間社会学部教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 那覇市の『牧志公設市場』（まきしこうせつい

ちば）には、南国の魚介類や農畜産物、土産物

など多彩な実りの花が咲いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「アンタ、東京のヒト？おみやげを買うなら、

私のつくったラフテーにしなさい」 

 そういわれて、思わず「ハイ！」と答えてし

まった。 

 “お婆”の一声には、何の抵抗もできない。

凛とした声色は心を捉え、心を癒す笑顔には不

思議な信頼感が漂う。その魅力は、輝く年輪の

“結晶”から生まれたものだ。 

 沖縄の“お婆”“お爺”の活躍ぶりは市場だけ

ではない。宿泊したホテルのフロントでは、鮮

やかな色彩の“カリユシ・シャツ”を羽織った

“ハンサムお爺”たちの出迎えを受けた。南国

の魅力溢れる素敵な高齢者たちは、まちの商店

で看板役をつとめ、農産・漁村では現役のはた

らき手として、経済の活性化や地域おこしの一

翼を担っている。 

 高齢者が地域や国際社会を舞台に“生涯現役”

で活き活きとはたらく。そのための生涯学習計

画づくりこそ『楽学の会』の新たなミッション

ではないかと思う。 

 ニッポンの“お婆”“お爺”よ、志しを掲げて

まちへでよう。 

「全国ボランティア学習研究 

フォーラム東京大会」に参加し

て 

（小林徹） 

日本ボランティア学習協会（代表理事 興梠 

寛氏）主催による「第１３回全国ボランティア

学習研究フォーラム東京大会」に楽学の会より

１０月２日に７名（市川道子、大藤久子、岡田

スミ子、小林徹、今野君江、齋藤龍男、早坂津

夜子）が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本フォーラムは「市民社会を築くボランティ

ア学習」をテーマに、山岡義典氏（日本NPOセン

ター代表理事）による「NPO新時代とボランティ

ア学習の新たなステップ」と題した講演と学生

を中心としたボランティア活動の４件の報告及

びそれらに関するシンポジウムが行われました。

「市民社会」という新しい公共空間に学校教育

や社会教育がコミットすることで“市民力”へ

と発展させることができるかを探求するのが目

的とのことである。 

報告の中で特に興味を引いたのは高知商業高

校の「ラオスに学校を贈る活動」で、校内に模

擬株式会社を設立、ラオス交流物産展の開催や

高知とラオスを結ぶ商品などを開発販売、利益

をラオスの学校建設に充てるという、生徒、教

職員、保護者が一体となった活動である。 

その他の事例も含め、ボランティア活動の広が

りを知ったフォーラムであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web検索画像 



3 
 

あだち区民大学塾第2ステージ開催報告「はじめての古文書パ

ートⅡ」 

 

9 月 10・17・24 日(金)の 3 日間、講師に小松

賢司氏を迎え、梅田地域学習センター（エルソ

フィア内）の第 3・4 学習室で延べ 133 名の受講

生の参加で行われた。 

 本講座については、手違いにより広報未掲載

となったのでその対応に全力を挙げるべく、セ

ンターの協力を得て「楽学の会」会員の強力な

ＰＲ、勧誘等を行った結果、予想を超えた受講

生の応募があり毎回満室で無事に開講すること

が出来た。 

 初日は、簡単な史料を読みながら、くずし字

の調べ方の各種資料の紹介、先生が脱線と言い

ながら、ホワイトボードにくずし字が展開され、

漢字がくずれにくずれて見慣れたひらがなに変

わっていく。 

この脱線こそがとても面白かった。 

次に、千住の「永野家文書」の史料から江戸町

奉行所等の文書によくある字のくずれや言い回

し、解説資料には本文そのものと漢文そして現

代用語が添付されている。また、この文書に出

てくる日本歴史地名、歴史用語辞典類の紹介、

等交えながら、先生の熱心な講義に受講生は釘

付けになっていた。くずし字の解説の後、受講

生全員で声を出して史料を読み下していくこと

で「古文書」を学んだ楽しさがよみがえってき

た。 

 なお、本講座の受講生のアンケート結果では、 

○小松先生の説明がとてもわかり易く、楽しく勉

強させていただきました。次回もぜひ参加したい

です。 
○今回のように史料声を出して読み進み、内容に

ついて調べるのは嬉しい講座でした。 
○はっきりした説明や言葉で充実した内容でした。

パートⅢを期待します。 
 

等多くの意見があり大好評だった。 

（佐久間實） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習センター講座「ステージボランティア養成講座」 

  

 

 

 

 

 

 

 

ステージイベントを支えるボランティアを養

成する講座が、９／７、１０／８学習センター

講堂にて行われた。声の出し方、呼吸法を「劇

団アクトヤマナル」山下芳子氏に、講堂の施設

の操作の仕方、ビデオ、写真の撮り方をセンタ

ーの職員の方にそれぞれ丁寧に、講義だけでな

く実物を使用して説明していただき大変勉強に

なり、スイッチの操作だけで階段式の座席がセ

ットされる様は興味深かった。２回目の１０／

８は１０／９、１０に開催される「サークルフ

ェア」にて各々の役割を実践するためのリハー

サルを行った。 

  「サークルフェア」に参加して 
 足立区内にある地域学習センターを拠点に学

んでいる各サークルと、地元の高等学校、大学

のみなさんが日頃の成果を発表する催しものが、

学習センターにて開催された。「楽学の会」から

養成講座に参加した６人全員が、運営ボランテ

ィアとして各自の役割を実践し不慣れな点もあ

り戸惑いがあったが、無事終了した。 

 あいにくの雨模様だったが出演者のみなさん

は熱気にあふれていた。    （尾島美津江） 
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＜気持ちが蘇る＞                     (染野絢子) 
大変ご無沙汰しておりました。母親４年目になりました。毎日娘と格闘しており

元気です。実は半年前に、長年連れ添った楽学の会ホームページ作成の夢求めて購

入し、何度も学びピアに持ち込んだDELLノートパソコンがついにその役目を終え、

それと同時に私自身の楽学の会における役目もそろそろと思っていた矢先に、お電

話いただき久しぶりにこちらに登場させていただきました。 

つい一週間前我が家に最新機がやってきました。この６年余りのパソコンの進化

は目覚ましいもので、気がつけば XP から Win7、ペンティアム 4 から i7、32 ビッ

トから 64 ビット、メガからギガを飛び越えテラへ。出来なかったことができるよ

うになった喜びを久しぶりに実感し、感激。使用していたホームページソフトも未

対応で、数日前に対応のソフトを購入。ここにきて、もう少し私に出来ることがあるのかもと不仕付け

ながらも思うのであります。 

メルマに続き、次世代パソコン対応への HP 作りとして、会報ネットテレビニュース配信化（ネットで

公開講座がいつでも見られるようにする等）マップカメラ対応デジタルチラシ作り、３D パソコンへの

対応化等？？夢から始まったホームページ作りへの気持ちが蘇りました。微力ながらもう少しよろしく

お願いしたく思う所存であります。 

 ＊写真は娘と群馬キャラクター「ぐんまちゃん」 

 

ＮＰＯ法人すみだ学習ガーデン設立１０周年記念シンポジウムに参加して 

10 月 16 日（土）、13:00～17:30、すみだ生涯

学習センターで開催。楽学の会からは７名（小

林徹、岡田スミ子、江川武男、中山豊治、金子

勝治、佐久間實、齋藤龍男）が参加。 

すみだ学習ガーデンは、墨田区民による区民

のための総合的な生涯学習を担うボランティア

組織で、その活動は「学習サポーター（ボラン

ティア）」に支えられている。シンポジウムでは、

今までの活動を振り返りこれからを見つめ直す

活動（夢）の発表があった。パネルディスカッ

ションでは参加者全員の意見交換が活発に行わ

れ、ティーパーティでは参加者の情報交換が積

極的に行われ散会となった。 

（ボランティア活動推進部 齋藤龍男） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

当会顧問の先生方の情報 

◆崎山みゆき 氏◆ 
（静岡大大学院客員教授） 
・横須賀市民大学 後期講座 
「自分を知る・育てる・活かす！生涯学習ゼミ」 
・期日：10/15,29,11/12,26 金曜・全４回 
のご案内と横須賀市市民大学の資料を事務局あて頂

きました。 
 「古典文学や天文学などの教養を高める講座、現

代的課題や郷土の歴史・文化を学ぶ講座、資格取得

対応講座など年間 50講座」の横須賀市市民大学は
我々あだち区民大学塾企画運営に於いても参考にな

ると思います。資料はワークルームに保管。 

 

◆平澤茂 氏◆ 
（文教大学教育学部教授） 
いつも当会の活動をあたたかく後方支援して頂

いております。先生は足立区教育委員会事務の点

検・評価に対し、第三者委員会委員として意見を

述べておられます。その中の記述に「社会教育・

生涯学習に関して、足立区には他区市町村に誇れ

る民間団体が存在している。その炎を教育行政は

絶やさぬように。云々」とあります。当会名は出

しておられませんが、こうした公文での後方支援

は私たちの元気の源です。（詳細はワークルーム

に資料保管）今後も各顧問の先生方から、全国的

に、最新の生涯学習情報のメッセージを得て、皆さ

まにお届けしたいと思います。 
 

是非ご覧ください。
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運営委員会だより 

 平成 22年 10 月度運営委員会は 10月 1日(金)

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)メールマガジン創刊号配信の担当者に感謝の

言葉があった。併せて、アドレス管理をはじ

め個人情報の取り扱い等について徹底を期す

ための協力要請があった。 

2)あだちサークルフェア 2010 に出展 

 10 月 9・10 日に生涯学習センターで開催、｢楽

学の会｣紹介のチラシ及び大学塾開催講座のチ

ラシを出展する。 

２．情報交換 

1)宿泊研修の実施について 

 10/24・25 鬼怒川ロイヤルホテルで実施、参加

者は 14 名。 

2）「すみだ学習ガーデン」10 周年記念シンポジ

ウムが 10/16 に開催。会から 8名が参加。 

3）「全国ボランティア学習研究フォーラム」 

 （興梠顧問から案内）10/2・3 に開催、会から

7名が参加。 

4）「さわやかちば県民プラザ」施設見学会 

 9/16 生涯学習センター主催で実施。会から 5

名が参加。 

5）公開講座「足立区協働の在り方」(足立区政

策経営部長が講演）9/25 開催。会から 2名が

参加。 

３．あだち区民大学塾 

1）講座検討会議 

 9 月 14 日会議内容は議事録を参照。次回 10 月

12 日 15 時から。企画案提出の要請があった。 

2）講座企画会議 

 10 月 1 日会議内容は議事録を参照、次回は 11

月 1 日（月）13 時 30 分から。 

3)地域学習センターとの協働講座 

①新田地域学習センターで開催予定(11/13・20・

27)の｢藤沢周平の世界｣は 9/25区広報に掲載、

チラシを配布し受講者募集中。 

②竹の塚地域学習センターで開催予定（来年１

/22・29）の「司馬遼太郎」は 9/29 に打合せ

を行い運営の詳細を決定した。 

４．22 年度の受託事業について 

 生涯学習センターと折衝の結果、6月～7月に

実施の「ボラ養成セミナー」に続き、1講座の

受託が決定し、講座企画の詳細に取り組む。 

５．月例会を日中（昼間）開催について 

 冬季中、日中に開催を試行したい旨の提案が 

があり了承した。 

６．「メールマガジン」配信と今後の対応 

 10 月 1 日に創刊号を配信した旨報告があり、

併せて、アドレス管理、運営方法、個人情報

の取扱いについて協議した。 

1)会員のメールアドレス管理は事務局。 

2)受講者のアドレス登録手続きは、小林代表→

喜多村（登録処理）、アドレス台帳の保管（小

林代表）とする。 

3)個人情報に関する規定案作成（事務局中心）

可及的速やかに制定、実効。 

７．大学塾講座開催案内に関する受講者からの

受信ファックスの取扱い 

 1）受講者の要望（講座会場でのファックス申込

書）の取り纏めは、コーディネーター・リー

ダーが行う。（申込書の受理・台帳登録と検証・

申込書の廃棄処理等） 

2）大学塾事務局あて送信の申込書の受理・ 

 保管処理は、事務局当番者が行う。（台帳登録

と検証はボラ活部で行う体制を早期に確立） 

3）申込者への案内は（ファックス返信）、講座

開催案内ダイジェスト版で対応する。 

８．その他 

 月例会の円滑な運営についての提案に対し、

対応を検討することとなり、部局長会議(10 月

7日16時からワークルーム)で協議することと

した。 

９．各部局からの報告及び提案 

<学習支援部＞ 

・部会開催日:11 月 4 日・12 月 8 日（ボラ活部

と合同忘年会開催の予定） 

・受託事業の企画内容は10月8日にまとめたい。

＜ボランティア活動推進部＞ 

・部会開催日：11 月 10 日・12 月 8 日 

・月例会：11 月 29 日、12 月は休会。 

<広報部＞ 

・部会開催日；11 月 9・25・29 日、12 月 8・22・

26 日 

・HP は 11 月 1 日更新の予定。 

＜事務局＞  

・部会開催日：11 月 9・30 日、12 月 7・27 日 

・年末・年始の生涯学習センター休館日は 12 月 

28 日～1 月 4 日 

・22 年度の事業計画中間報告(9 月末で経理報告 

書を作成する) 

・各部局より運営委員候補者の選出の要請(11 月 

運営委員会で協議する) 

  （緑川祥元） 

 

 

楽学の会メールマガジン発刊 

楽学の会では、講座等の開催情報を、区民に、

直接に、届けることを目的に、メールマガジン

（楽学メルマと名付けました）の創刊号を１０

月１日に発行しました。 

本メールマガジンでは、楽学の会が主催・共

催する各種講座等を案内する他、生涯学習に係

わるニュースや情報を届ける予定です。会員皆

さんにおかれましては、身近な人たちに PR して

いただき、登録者の促進をお願いします。 
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生涯学習センター 
   ボランティア情報 

12月の生涯学習センター講座運営ボランティ 
アを募集します。 
皆様の積極的な参加をお待ちしております。 

（ボランティア活動推進部） 
 

新しい自分との出会いを求めて………。 

   LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  
 
★ワンコインコンサート 
「アツキヨ・サンタがやって来た！」 

①出演者 アツキヨ 
②日 時 12 月 18 日（土）14:00～15:30 
③会 場 生涯学習センター ４階 講堂 
④募集人員 8 名程度 
⑤活動内容 会場、出演者接待、受付、記録等 
⑥申込締切日 12 月 4 日（土） 
⑦募集担当者 齋藤、佐久間（楽学の会） 
 

★ 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 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

○運営委員会 

11月 1日(月) 午後3時～5時 研修室4 

○月例会  

11月29日(月) 午後6時半～8時半 研修室4 

○学習支援部 

11月 4日(木)  午後2時～4時 ワークルーム  

○ボランティア活動推進部 

  11月10日(水)  午後2時～4時 ワークルーム  

○広報部 

  11月 9日(火) 午後2時～4時 ワークルーム 

11月25日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

11月29日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

11月 9日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

11月30日(火)午後2時半～4時半 

ワークルーム（ニュース発送） 

○大学塾講座検討会議  

11月15日(月) 午後3時～ 研修室3 

○大学塾企画会議 

 11月 1日(月)  午後1時半～3時 研修室4 

○ホームページ企画会議 
11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 

まわりの木々が色付きはじめ、心を和ませて

くれる頃になりました。 

第 157 号も興梠先生の寄稿文、崎山先生、平

澤先生の学習情報など盛りだくさんの記事・内

容でお届けしておりますが、いかがでしょうか。 

皆様からの情報ご意見等お待ちしております。 

（星初代） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

生涯学習ボランティアスキルアップセミナーさ

わやかちば県民プラザ施設見学 

 9月16日 千葉県の複合施設見学があり14

名が参加した。スタッフより施設ごとに活動

状況と施設ボランティアの役割について説明

があった。パソコン・マルチメディア・図書･

子育て等の各学習室では「月ごとの活動スケ

ジュール表」が作成され、登録されたボラン

ティアが配置され利用者に学習支援が行なわ

れている｡ 

 パソコン実習室は利用が多く、広い部屋に

数十台のパソコンが置かれボランティアが熱

心に支援活動をしていた。施設の大きさに圧

倒された。一方、離れた住民には至便とは言

えず、各学習室での利用率の向上には苦慮さ

れて居られた。        （金子勝冶）
 

ホームページからのお知らせ 

・11月更新は今回、中旬ごろの予定です。 
＜今月の新着情報＞ 是非ご覧ください！！ 
・会員向け最新情報（各部会等の活動情報） 
・生涯学習団体との交流情報 
・学習センターとの協働情報 
・あだち区民大学塾事業情報 ・メルマガ関連 


