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10月月例会報告 

～「非まじめの発想からヒラメく大学塾企画、広報のヒント」～ 
 

10 月 28 日悪天候の中、21 名の参加者で、齊藤善久氏を講師に会員研

修が開催された。先生は獨協大学とＮＨＫ文化センタ―講師、さらに足

立区評価委員も兼ねておられるので課題について具体的な解説、提案も

出されたので会員の感想を＜一口メモ＞としてご紹介します。 

＜メモ１＞「非まじめ」という言葉は聞きなれない言葉でしたが、た

だ単に真面目でないとは違う。不と非は違う、不と非の違い、この「非」

という概念を少しでも盛り込むと、くそまじめ、きまじめから抜け出る

こともなんとなく解っているつもりだったが、あらためて意識させられた。 

この非まじめな視点から見た新しい広報の考え方、メッセージを持っている身近なメディア、たとえば足

立五大学を巻き込んだ地域活動の展開、参加する区民の視点からみた大学塾の開催、講師から見たメリット

も考慮した対応等これからの活動の展開について考える礎となりました。         （佐久間實） 

 ＜メモ２＞当会の運営全般について幾つもの提言を中

心とした研修で改めて会員として自分のいたらなさを実

感した。運営委員会と各部局会で検討し実現できること

から実施すれば研修の成果になると思う。当会の将来の

発展を本気で期待してくれていることがわかり、とても

嬉しく思いました。           （酒井政雄） 

 ＜メモ３＞「あたまのクリエーティブ（創造力）」を高

めよう、アイデアを出せる人になろうと言う天涯的な発想に基づくお話には私の間脳を強く揺すぶりました。

唯々、突然の柔らか頭の育成定義に奇想しましたが、余り考えた事のなかった私自身の日頃の人生生活の内

に顧みて慙愧に堪えないひと齣が描き出されたように感じました。          （中山豊治） 

今回の研修で区民大学塾に関するヒントを検討し、実現に向けて努力すれば発展につながると思います。    

                                   （ボランティア活動推進部） 
 
 

正月 「千寿七福神めぐり」参加募集“恵比須顔には福きたる”

学び合う仲間同志の絆を深め

「にこにこ笑顔でこんにち

は！」をモットーに地域の人々の心を豊かにする学

びの輪を広げる会員の親睦が目的です。 

一年が佳い年になることを願い、歩いてみませんか。 

 

日時 平成 23 年 1 月 6 日（木）ＡＭ10：00～ 
集合場所 北千住マルイ正面 交番前 
参加費  無料。ただし、案内ガイド説明ヘッド 

ホン貸出料 一人 500 円 
申込締切 12 月 24 日（金） 
募集担当 齋藤、佐久間 

                                  （ボランティア活動推進部） 

 
 第158号 (発行 平成22年11月29日) 

 

 【編集・発行】 
  特定非営利活動法人 

  あだち学習支援ボランティア「楽学の会」 

 【 事 務 所 】 小林 徹 方 

  〒121-0815 足立区島根１－８－１１ 

  ホームページ http://gakugaku.web.infoseek.co.jp/ 



2 
 

 
 

（当会顧問・寄稿文） 
大久保 邦子 文化ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
 

 

 

 

 

 

 

 

あのときの強烈な印象は今も鮮明に残っており、

私にとっても貴重な学びになっている。数年前、「楽

学の会」と｢大田文化の森運営協議会｣双方の関係者

20 名ほどが交流し、全員が活動の感想などを述べ合

ったときのこと。条件としては経費も会場も区から

提供されている大田文化の森が数段いいはずだっ

た。なのに、一人ひとりの活動の満足度は圧倒的に

｢楽学の会｣が高かったのである。 

「大田文化の森運営協議会」は、公設の文化セン

ターを市民が運営する極めて質の高い、全国的にも

トップレベルの文化活動である。その大田より｢楽

学の会｣のほうが、一人ひとりの満足度が高かった

ということは何を意味するのだろうか。行政の支援

はないほうがいいと思われては心外だが、「楽学の

会」が質の高い講座を提供する陰には｢自分たちの

力でやっているのだ！｣という自負と達成感がある

のではないだろうか。｢楽学の会｣の成功の秘訣はそ

こにある。 

河合元文化庁長官のことば「悩みや苦労を乗り越え

てこそ楽しさがある！」は蓋し名言である。 

（参考：平成 18 年 5 月あだち区民大学塾フォーラムで 

講演の河合元文化庁長官） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター

より 12 月 17 日、茨城県立図書館（水戸市）にて開

催の「平成 22 年度生涯学習機関等の連携に関する

実践研究交流会」におけるパネルディスカッショ

ン・「地域を活性化する新しいネットワーク～地域

コミュニティの再生・創造を目指す連携～」の登壇

者（パネリスト）の依頼を受け、当会早坂相談役が

出席されます。 

 
 これは実践教育センターのご担当の方が楽学ニ

ュース１５６号にも掲載した早坂相談役執筆の「社

会教育」記事「地域の学ぶ人々の支援を目指して」

を読まれ、活動内容に評価をいただき、パネリスト

依頼に繋がったとのことです。 

コーディネーター： 

茨城大学名誉教授・菊池龍三郎氏 

登壇者：文科省生涯学習政策局社会教育課企画官・

岩佐敬昭氏、岡山大学大学院准教授・熊谷愼之輔氏、

早坂相談役です。 

 

足立区教育委員会の中村課長、堀越係長からも

「これまでの楽学の会の活動の成果が認められプ

ログラムの中で最も重要な位置づけだと思います」、

「実り多き交流会での成果を、足立区における生涯

学習の様々な活動に生かしていただければと思い

ます」との有り難い励ましのメッセージを頂いてい

ます。 

 

詳細は 159 号でお伝えします。（広報部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足度の高さが伝えるもの お知らせ 
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あだち区民大学塾第３ステージ 

「東京国立博物館 殿様の書と庭園散策」 

1 回目の 11 月 11 日は東京都国立博物館調査研究

課書跡・主任研究員の髙梨真行講師より｢大名の書

と残された古文書｣について、誰が、どんな内容で、

いつ出されたものなのか？そして受け取ったのは

誰なのか？を幾つかの大名の古文書を例に｢読み取

り方｣その｢意図｣する解釈等を紐解いて頂きました。 
 受講者の皆さんは真剣に聞き入っていた様に思

われました。1 回目受講者 37 名。 
 2 回目の 11 月 16 日は国立博物館の庭園散策でし

た。2 班に分かれて、個人では見学出来ない庭園内

の 5 つの茶室(春草盧、転会庵、六窓庵、応挙館、

九条館)をボランティアガイドさんの説明を聞きな

がら受講者は茶室の造りや描かれている｢書、絵｣を

通して髙梨講師の説明を思い返していたのではな

いかと思いました。また、多くの木々に囲まれた茶

室から茶室へ続く道は、しばし心落着く散策でした｡

2 回目受講者 33 名、スタッフ 12 名。 （田中桂子） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あだち区民大学塾第4ステージ 

「司馬遼太郎の魅力」開催案内 

◆◆講座開催案内◆◆ 
講座名 講師 

司馬遼太郎の魅力 
～その生涯と年表・作品

を読む～ 

司馬遼太郎研究家 

税理士 

中島 勝正 氏 

足立区在住 

開催日時:平成 23 年 1/22,29(土)午後 2 時～4 時 

開催場所:竹の塚地域学習センター 

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） 
 
 
 
 
生涯学習センター講座運営ボランティア報告 
コンドルが飛ぶ！ケーナが響く！南米の魅力 
 雨が降りしきる 10 月 30 日、ペルー出身の 3 人が

演奏する“カルマンタ”のコンサートが開催され 112
名が参加した。カルマ

ンタは、アンデスから

来日し、東京ヘブンア

ーティストの認定を受

け演奏活動を続けてい

る実力派グループ。「コ

ンドルは飛んでいく」

｢花祭り｣などポピュラーな曲が選曲されていて、南

米の数々の楽器を使いわけながら歌う見事な演奏

に会場は酔いしれた雰囲気であった。盛大な手拍子

がつづいた楽しいコンサ－トとなった。 
 会からの運営スタッフは 9 名であったが、受付の

担当は一般受付と専用受付に分れ、参加者にそれぞ

れに対応した。全担当が円滑な運営で無事終了した。 
             （相馬義人） 

没後１４年を過ぎた今も「司

馬遼太郎」は、なお、文壇に

燦然と輝き続けている。その

魅力に迫る 
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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 
モーツァルト 

歳をとって聴く音楽が変わりました。若い頃のようにマ

ーラー、ブルックナー、リヒャルト・シュトラウスなどの

長大な音楽が聴けなくなりました。また、ピアノ三重奏や

弦楽四重奏など小編成の室内曲が主になっていて、結果的

にモーツァルトが多くなっています。モーツァルトは簡潔

でかつ奥が深く、飽きることがありません。 
 メディアではＣＤも聴きますが、ＬＰを多く聴いて い

ます。またそのＬＰをデジタル化し、データをパソコン(HDD)に入れてそこから聴いています。アナログの

デジタル化は、音楽編集ソフトを使い作業します。これがいかにもデジタルしていて楽しいのです。ご同好

の方がおられたら、情報交換をしましょう。                      （神戸 明） 

   はじめての包丁クッキング 

食育の一環として、子供達にどのように包丁の扱い方を教えるのか 5 歳児を対象に「は

じめての包丁クッキング」のお手伝いをしました｡ 
包丁の扱い方を真剣に聞いている姿にビックリ、実際に切っている手元に又ビックリしま

した｡ 
先生の“猫の手で押さえて、キュウリに包丁を当てて軽く押すんだよ”この言葉の説明だけでこんなにも

上手に扱う事が出来るなんて！お子さん達はキュウリ、ナスを切って、キュウリよりナスの方が皮が固いこ

とも体験して理解できたようでした。 
切ったものをビニールの袋に入れてモミモミして出来た｢塩もみ｣はナスが嫌いなお子さんも、自分で作っ

た料理なので、きれいに食べられたようです。 
 味噌汁は子供達が手でさいた、キャベツ、きのこ類が｢具｣で、ラップで包んで自分で握った「おにぎり」

での昼食でした。ちょっと油断すれば危険の結び付く包丁の扱い方の勉強をしました。   (田中桂子) 
 

第２回「楽学の会」一泊研修旅行、鬼怒川ロイヤルホテルで実施 

10 月 24 日午後 1 時に北千住駅に 14 名（内 3 名女

性）が、集合して特急で鬼怒川へ出発しました。宿

泊場所は鬼怒川ロイヤルホテル。到着後、温泉に入

ったのち楽学の会専用の居間で夕食を皆で楽しく

頂きました。 

翌日、新藤原で野岩鉄道に乗り換えて龍王峡に向

かいました。荷物を土産物屋に預けて、龍王峡を散

策しました。第 1 回の時は 20 分程度だったのです

が、今回は 1 時間ほど歩きました。龍王峡の景観は

何度見ても素晴らしく、いくつもの滝や奇岩のバラ

ンスが絶妙良く構成されていて、自然のすごさを感

じました。 

土産物屋で昼食をとり、快速電車で北千住に帰りま

した。帰りの電車の中でも眠る人も少なく、往復、

約 6 時間ほど、色々なことを話しました。私の知ら

ない「楽学の会」の新たな動きもありました。参考

になる話が多かったです。幹事のご配慮で楽しい時

間を過ごすことが出来ました。    （安田善英） 

 

 

 

 

 

みんなの 
広 場 
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 平成 22 年 11 月度運営委員会は 11 月 1 日(月)に
開催された。議事録を基に報告する。 
議事 
1．小林代表理事の報告及び提案 
 1)イベント・交流会参加に対し謝辞。 
 2）顧問の方々にニュース記事の執筆を依頼。 
 3）早坂相談役が「文化省社会教育実践センター」

の要請に応じ、12 月 17 日茨城県立図書館で

開催のシンポジウムにパネリストで参加。

「社会教育」依頼で執筆した記事が評価され

てのこと。 
2．情報交換 
 1) 12 月大学塾企画会議・運営委員会の開催日を

12 月 2 日（木）に変更、研修室 5。  
2)「社会教育」の年間購読契約が 11 月で満了、

契約更新とする。 
 3）足立区区民部からの NPO 活動に関する実態調

査アンケートに回答。 
 4）会所有のカメラ故障、新規購入の意見を了承。

機種選定手続き等広報部長に依頼。 
3．あだち区民大学塾 
 1）講座検討会議 
  10 月 12 日会議内容は議事録を参照。 

次回 11 月 15 日 15 時から。研修室 3。 
 2）講座企画会議 
  11 月 1 日会議内容は議事録を参照。 

次回 12 月 2 日（木）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) ｢藤沢周平の世界｣受講者 11 月 1 日

現在 14 名と不振、募集活動に注力中。 
②竹の塚地域学習センターで開催予定（来年

1/22・29）の「司馬遼太郎の魅力」は区広報記

事の提出準備中。 
 4．パソコン研修実施についての説明(講師を原田

進氏に依頼)入門コース・初級コースを 11 月か

ら開始。現在 4 名が受講希望。 
  今後、インターネット入門・チラシ作成に順次

進行。 
 5．22 年度受託事業 2 事業目が決定。 
  テーマ ｢脳｣ 全 4 コマ (3 月 5・12・19・ 

26 日) センター宛契約手続、講師宛依頼手続

を開始。 
 6．個人情報取扱い規定(案)の検討 

事務局（江川氏）作成の規定案を基に協議。 
1） データは次の 4 種類 ①会員名簿 ②講

座講師 ③メールマガジン ④講座受講

者（FAX による講座案内配付要望を含む） 
2） 各部局から責任者を選出し管理体制およ

び役割分担等検討。取りまとめは、事務

局（江川氏）が行う。 
 7．22 年度事業計画の中間報告 
  <学習支援部＞ 
   ①大学塾事業は目標の 15 講座を 2 講座超で

達成 ②受託事業は 2 講座受託、23 年度の

企画に着手の状況 
  ＜ボランティア活動推進部＞ 
   ①月例会テーマの企画検討に傾注 ②交流

活動の推進に取り組み中 
  ＜広報部＞ 
   ①｢楽学ニュース｣目標のとおり年 11 回発行

の見通し ②ホームページ毎月初に発行 

③当初計画に加え大学塾講座の振興を目的

に 10 月より新たに「メールマガジン」の配

信事業に着手 
  <事務局＞ 
   ①研修計画を進行(入会者・宿泊・パソコン) 

②文書整備を推進（データベース編集）③経

理処理の正確・迅速処理を推進(9 月末時点の

収支状況を説明) 
 8．運営委員の選出 
  ボラ部より齋藤のり子氏、広報部より佐久間實 

氏の推薦があり、全員一致で了承。 
12 月から会議出席を申し合わせる。 

 9．中央区生涯学習ボランティア団体との交流に

つき、ボラ活部より提案があり了承。 
10. 会員親睦を目的に 23 年 1 月に｢千寿七福神め 
ぐり｣実施の提案（ボラ部）があり了承。 

 11．各部の部会開催予定 

６P の楽学インフォメーション参照。       

（緑川祥元） 
 
 

運営委員会だより 
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生涯学習センター 

 ボランティア情報 
生涯学習センターにおいて開催される「傾聴ボラ

ンティア入門講座」についてご案内致します。 
 

「こちらの聴きたいことを聞く」（Hear）のではな

く、「相手の言いたいこと、伝えたいことを受容的・

共感的態度で聴く」(Listen)ことが、コミュニケー

ションで大切な「傾聴」といわれています。 

「傾聴ボランティアって何？」といった基本的な話

から「良い傾聴・悪い傾聴」など傾聴のスキル、現

場でのボランティア体験まで、ボランティアに活か

せるコミュニケーションスキルを身に付けましょう。 

  

 開催日時 1 月 9・16 日（日）午後 1 時～5 時 

      10 日～15 日現場体験学習あり（半日） 

 受講料  無料 

（生涯学習センター） 

新しい自分との出会いを求めて………。 

   LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

       
 

 

○運営委員会 

12月 2日(木) 午後3時～5時 研修室4 

○月例会 ：12月は休会です。 

○学習支援部 

12月 8日(水)  午前11時半～2時 綾瀬江戸一 

○ボランティア活動推進部 

12月 8日(水)  午前11時半～2時 綾瀬江戸一 

○広報部 

  12月 8日(水) 午後2時～4時 ワークルーム 

12月22日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

12月26日(日)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

12月 7日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

12月27日(月)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  

12月14日(火) 午後3時～ 研修室4 

○大学塾企画会議 

 12月 2日(木)  午後1時半～3時 研修室4 

○ホームページ企画会議 
12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 

師走も目の前、木々も落ち葉の季節、なんとなく 
さみしそうな姿を見せています。 

今月号巻頭頁の斉藤善久氏の記事で更に新たな

アイデアを持たれたのでは。広報への投稿等に生か

していただければと思います。また、今後とも広報

にさらなるご協力をお願いします。 （石田佳久） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

メルマガ・ホームページからのお知らせ 

・3 回目メルマガは 11/末～12/上旬配信されます。 
・今月も HP はニュースではお伝えきれない写真

が一杯の楽しいコンテンツを掲載しています。 
是非ご覧ください。 

楽学の会パソコン研修 

     「入門コースのご案内」 

対象：はじめてパソコンにさわる方 

内容：パソコンの電源を入れることから、文字 

   を打つことと文字を加工するまで 

  （書体を変える、文字を大きくする、色を 

   つける、下線をつけるなど） 

講師：原田 進 

場所：ワークルーム 

開催時刻：午前 10：00～12：00 

時間：１コース６時間（1 日 2H×3 日×2 名） 

実施時期：12 月 3・10・17 日（金）空き１名 

    12 月 8・15・22 日（水）空き１名 

  23 年 1月 12・19・26 日（水）（2 名） 

  23 年 1月 14・21・28 日（金）(2 名) 

※ 希望者が多い場合は、2 月以降も続けます。 

申込方法：事務局のＦＡＸまたは電話 

    03-5813-3759 平日ＰＭ1：00～5：00 

     なお、内容について詳しく知りたい 

方は、事務局原田まで電話下さい。 

090-5541-9529    

 その後も以下のコースを予定しています。 

  「メールとインターネット入門」 

  「チラシ作成」 

                 （事務局） 


