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「生涯学習機関等の連携に関する 

実践研究交流会」に参加して 

足立区教育委員会 堀 越 幾 男 

12月16、17日、水戸の弘道館に隣接する県立図書館等で開催された「国立教育政策研究所社会教育実

践研究センター」と茨城県が主催する交流会に参加した。 

全国の生涯学習・社会教育行政・教育関係者が集うイベントのアンカーとして、「楽学の会」前代表の早坂

津夜子さんがパネルディスカッションのパネリストで登壇された。足立区の事例を全国に発信したことを大いに

誇りに感じた。 
 

連携やネットワークをテーマにした内容であったが、文部科学省の担当者や生涯学習・社会教育研究者と

ともに、長年の実績をもとに説得力のある話しをされ感銘を受けた。「学びの楽しさのおすそわけ」といえ

る、講座・講演会の企画・運営に関する有意義な示唆に富む発表であった。 
 

中でも印象的だったのは、「活動を充実させるための会員の学習を大切にしている」「会員の得意分野

を活かしながら、役割分担をして会を運営する」等である。 

今後の会の方向性について、若干私見を述べてみたい。 

①今年度から始めた「地域学習センター」との協働事業の拡充 

②積み重ねたキャリアに基づく、学習コーディネート機能を活かした学校支援 

③区民の潜在的な学習関心層への学習の動機づけ 

以上のような分野での活動の展開を望みたい。 

最後に、区民の学習要求を的確に捉え、魅力的な講座・講演会を通して学びを支援する、先進的な地

域貢献活動のますますの発展を期待いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第159号 (発行 平成22年12月26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/ 

右からコーディネーター：茨城大学名誉教授 菊池龍三郎
氏、登壇者：文科省生涯政策局社会教育課企画官 岩佐
敬昭氏、岡山大大学院准教授 熊谷愼之輔氏、当会・ 
早坂津夜子 

菊池龍三郎氏と「楽学の会」 早坂津夜子 
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当会顧問・寄稿文 学ぶことから活かすことへ 

                     川村学園女子大学教授 

斎藤哲瑯 

「生涯教育」が提言されて45年が経つ。この間に我が国では、学校教育改革

に力を注ぐとともに、「人生を豊かに生きていくためには、各人の自発的意思に基

づき、必要に応じて自己に適した手段・方法を自ら選んで、生涯を通じて行うもの

である」（中央教育審議会昭和56年）と説いた。 
 

また臨時教育審議会は、「提供する側の生涯教育から、学習者の立場に立っ

た人々の学習支援に力を注ぐべきである」と提言し、昭和60年代初頭から「生涯

学習」が使われるようになった。 
 

さらに中央教育審議会（平成2年）は、「生涯学習は、学校や社会の中で意図的・組織的な学習として行われる

だけでなく、人々のスポーツ活動、文化活動、趣味、レクリエーション活動、ボランティア活動などの中でも行われ

るもの」と、学校教育も含めた考え方である旨の説明をしているが、生涯学習が力説されたため「学校終了後ある

いは学校教育外の学習活動」とのイメージを、多くの人々に与えてしまったようである。 
 

広辞苑をみると、学習とは①学び習うこと、②過去の経験の上に立って新しい知識や技術を習得することと説

明し、学習は個人的な行為の範疇であることを示している。 

とはいえ、環境・エネルギー問題、人間関係の希薄化や孤立・孤独化など、今日生じている重大な問題は、も

はや各個で解決することは不可能と言えよう。 
 

コミュニティーが崩壊した今、個人、家庭、学校、行政、研究機関、民間等も含めた知恵のネットワーづくりととも

に、問題解決に向けた実践行動が必要になっ

ているのである。 
 

「楽学の会」への期待は今以上に大きくなる

であろうし、「学ぶことから活かすことへ」の視

点を持って、その先頭に立ってもらいたいと切 

に願っているところである。 

 

 

 

 

 

当会顧問 伊藤俊夫氏、興梠寛氏  記事紹介（「社会教育」12月号） 
 

「社会教育」に当会顧問の伊藤先生と興梠先生が “伝統的社会教育団体とNPO

法人の望ましい在り方を考える” というテーマで下記の記事を執筆されています。 

ワークルームの書架に保管されていますので是非ご覧ください。 

 

 （今月の言葉） (財)日本生涯学習総合研究所 理事 伊藤俊夫 氏 

  「大潟村に学ぶ」～コミュニティを創る～ 

（ARTICLE）   昭和女子大学人間社会学部 特任教授   興梠寛 氏    

  「非営利組織のボーダレスの時代に向かって」 

07／10／16 川村学園女子大学生との交流会にて

斉藤先生を囲み全員で記念写真 
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あだち区民大学塾第４ステージ 

◆◆講座開催案内◆◆ 

講座名 講師 

暮しのなかの俳句 

～十七音の文芸～ 

講師：俳人 青山 丈 氏

足立区俳句連名会長 

足立よみうり俳壇選者 

日本テレビ文化センター

北千住教室講師 

著書：句集「象眼」他 

（足立区在住） 

開催日時:2月2日、9日、16日各（水） 

午後2時～4時

開催場所:足立区生涯学習センター 学びピア
 
千住ゆかりの俳人、季語について、さらには 

あなたの作品を添削するなど、楽しく暮らしの中の俳

句を学びます。 

 

講座名 講師 

琵琶演奏と語り 

～美しい弦の響きで 

歴史の世界に誘う～ 

講師：櫻井亜木子氏 

鶴田流薩摩琵琶奏者 

（足立区在住） 

開催日時:2月6日、20日各（日） 

午後2時～4時

開催場所:足立区生涯学習センター 学びピア
 
薩摩琵琶演奏第一人者が、史上に残る事件と

謎を皆様にお届けいたします。 

 

講座名 講師 

女と戦国 

 ～徳川秀忠の 

    妻・江
ごう

姫～ 

講師：田村宏之氏 

歴史倶楽部 

    あだち 講師

（足立区在住） 

開催日時:2月4日、11日、18日各（金） 

午後2時～4時

開催場所:足立区生涯学習センター 学びピア
 
信長・秀吉・家康三代に亘った戦国時代は終りを

告げ平和の時代、女性の時代に。新しい秩序を建ち

上げていく女性の姿と歴史を 2011年 ＮＨＫ大河ドラ

マ “江～姫たちの戦国～”の江(ごう)姫に因んで熱

っぽく語る。 

 

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） 

（ボランティア活動推進部 齋藤龍男） 

E-Mail：t3436s@yahoo.co.jp  
（ボランティア活動推進部 佐久間實） 

E-Mail：msakuma@lily.ocn.ne.jp 
 

 

  

■大学塾第３ステージ開催報告 「藤沢周平の世界」 

「あだち区民大学塾」として始めての地域学習センターとの協働講座が、新田学習センターで開催された。

同センターの要請に応じ、講師の中島勝正氏が２１年５月に生涯学習センターで行った同名講座を同一内

容にて再度の開催となったもの。天候に恵まれた１１月１３日・２０日・２７日の３日間、初めての地域センター

開催にも拘らず、受講者から“再度、開催して欲しい”などの好評の言が得られ、地域センターでの開催

に、自信と意義の感じられる３日間であった。 

応募者２２名・受講者１９名と、集客的にはまだまだ努力の余地はあるものの、今後も、地域協働講座を広

めていく必要性が再認識できた講座であった。お世話になった生涯学習センター・新田センターのスタッフ

の皆様に改めて感謝し、お礼を申し上げる次第です。                         （緑川祥元） 
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☆☆ 生涯学習センター講座運営ボランティア報告 ☆☆ 
 

放送大学連携講座 

「漢字の成立と日本への影響」 

  街路樹の銀杏

が黄色く輝き始め

た11月20日と27日

に講座は開催され

た。 開講に当た

り、放送大学東京

足立学習センター

所長 冨永典子氏から挨拶があった。 

 講座は、第1回「漢字の成立について」、第2回「漢

字の変遷と日本への影響」と題して、放送大学准教授 

宮本徹氏が熱く語られた。 

・殷の時代（ＢＣ1600年）の象形文字で、現存最古

の文字である「甲骨文字」。 

・秦の始皇帝が文字を全国統一。 

・五十音図は、漢字の読みとサンスクリットから発明

された。などが紹介された。 

★アンケートの「自由意見」 

・文字のルーツについて大変楽しく拝聴させていた

だいた。 

・書道を教えているため、漢字の成立に興味を持っ

た。 

・ボランティアの人達の応対がとても気持ち良かっ

たです。 

「講座に参加した感想」では、講師が「大変良かっ

た」との評価が圧倒的に多かった。講師の大変熱心な

講義が確実に伝わっていた。       （齋藤龍男） 

「アツキヨ・サンタがやって来た」 

 菊花香る12月18日の昼下がり、120名余のファンを

迎えて開催され

た。「赤鼻のトナ

カイ」を初めとして

「雲のように」「君

の夢を聞けば」

「雲と流れ星」の

熱唱、会場のファ

ンの溢れるばかりの歓喜と熱烈な手拍子。会場は老

若交えての熱気に包まれ、笑顔々々の楽しい一幕で

した。 

後半部としては、「土曜日日曜日」「ふりかけの歌」

「こだわり天国」の熱唱とリクエスト数曲。そして最後に、

「もしも君と僕が」を全員で合唱し、舞台照明の輝きに

キラメいて会場内の皆さんとの心と心のつながりと温も

りが深く感じられた、非常に楽しいひとときでした。 

 会からの運営スタッフは8名であったが、円滑な運

営で無事終了した。 

 （中山豊治） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「文化ボランティア全国フォーラム IN 東京」その後情報交換会 

 12 月 17 日（金）、新宿区四谷にある「東京おもちゃ美術館」で開催された「ぶんぼら交流学習会」に齋藤

龍男、田中桂子、小林徹の３名が参加した。平成２０年に標記フォーラム開催後２年が経過、情報が途絶

えているということで、当時の事務局の大久保邦子顧問他の発案で今回の情報交換会を計画したとのこ

とである。全体で２０名ほどの参加であった。交換会は参加者各々の現在の活動状況の報告が主な内容

であった。 

 「東京おもちゃ美術館」は廃校になった小学校を利用し、NPO が運営しているユニークな存在である。館

長の多田千尋氏による活動状況の報告があり美術館を見学、活動状況を拝見した。       （小林徹）

★平成 23 年 新年の抱負募集★ 
｢楽学の会｣の皆さんから今後の抱負等を「楽学ニュース」160 号に掲載いたします。奮ってご応募くださ

い。要領：文字数 300 字以内 原稿締め切り： 平成 23 年 1 月 15 日 

送付先：広報部：田中国弘Mail:Ku-tanaka@asahi.email.ne,jp または、広報部員へ。 

たくさんのご応募をお待ちしています。 
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１１月 月例会報告 ～ボランティア活動事例発表～ 

平成２２年最終の月例会は１１月２９日（月）に開かれた。 

テーマは「ボランティア活動事例発表」で、当会以外の分野でも活躍している会員の方々の中から、今回は中

山豊治さんと齋藤のり子さんの二人が発表された。 

中山さんからは「健康」を維持し続ける秘策（？）が披露された。永い人生を振り返り、多くの体験を健康との関

係で判りやすく説明された。現在は、町会の関係するゲートボール等の色々のスポーツ全部に参加し、体力だけ

でなく人との触れ合いで精神的に支えてもらっている。「健康でなければボランティア活動は続けられない」と結

ばれた。８０歳半ばで矍鑠（カクシャク）とした風格と語り口は当会の誉れだと思う。 

齋藤さんは上野動物園で来園者に動物を紹介（説明）するボランティアとして活動中です。担当しているカンガ

ルー、大ありくい、うさぎ・モルモットについて、縫いぐるみを駆使して現場さながらの解説が行われ、一同引き込

まれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、上野動物園で活動するボランティア（約370人）の組織について、資料を用意され判り易く説明された。当

会の活動にも大変参考になった。 

～ひと口メモから～ 

●発表を聞き、ボランティアの心に触れる新たな発見があった。今後も取り上げてほしい月例会テーマです。 

●ボランティア活動の注意点として共通のことが心に残った。 

○解説は押し売りにならないように 

○知識をひけらかさないように 

○わからないことはわからないと答える 

●個々人の話ではあったが、広がりのある考えさせられた会で楽しかった。 

●出席出来なかった会員にも聞いてほしい内容だった。 

●お二人に感謝します。 

（酒井政雄） 

2011年 １月月例会は、新年会！ 

楽学の会「新年会」を下記のとおり開催します。皆さん、新年会に積極的に参加しましょう。 

日頃からご支援を頂いております顧問の方々、後援会員、賛助会員の皆様方も是非ご参加下さいますよう御案

内申し上げます 

日 時 平成２３年１月２７日（木） 午後６時～ 

場 所 足立区生涯学習センター ７階 レストラン「さくら」 

会 費 3,500円（当日キャンセル不可。事前連絡なく、欠席した人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 １月２５日（火）迄 （申込後、欠席する方は事前に連絡して下さい）         

（ボランティア活動推進部） 

司会の酒井政雄さん 発表の中山豊冶さん 発表の齋藤のり子さん 
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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 

 

生田緑地 

（安田善英） 

11月下旬、生田緑地を散策しました。小田急線向ケ丘遊園駅から徒歩15分の所にある。日本民家園(500円)を

見た。古民家は神奈川県内だけでなく、東日本の代表的なものをはじめとして、水車小屋、高倉、歌舞伎舞台な

ど２５件の建物があった。どれも昭和初期の懐かしい建物ばかりです。釘を使わず、太い材木を良く支えられるも

のだと驚きます。 

ボランティアが１週間ごと家を乾燥させるために囲炉裏に火を入れるそうです。家のそばでは 

２０名位がボランティアの指導のもと、竹でかごを４時間位かけて編んでいました。ここは、青少 

年科学館や岡本太郎美術館もあり、森林浴にも最適です。東京のすぐそばにこれだけの自然 

豊かな場所があることに驚きました。 

 

作品は展示することで上達？ 
（木口千恵子） 

先月、上野の台東区立社会教育センターで、“サークル・フェスタ2010”が開催されました。台東 

           区内５ヶ所ある社会教育館で活動しているサークルの交流発表の場です。 

私が指導している、三ノ輪にある社会教育館の書道サークルは、今回が２回目の参加となります。普 

段は半紙で稽古している熟年の方たちが、出品となるとガゼン張り切って皆頑張るのです。｢これで

仕上がり｣といっても、もう１回！と書き直します。 

書き上げた色紙や短冊を掛け軸に、また額に入れるなどすると一段と引き立ちます。自分の作品が飾られ、皆

さんに見ていただけるなんて、夢の様だと語ってくれました。 

毎年３月に行われる、“梅田センターふれあいまつり”(３月５･６日、梅田センター３Ｆ)には、梅田のサークルが

参加しています。こちらは『アラ環』世代が中心。年明け、書初を書き上げた後、まつりに展示する作品に取り組み

ます。どうぞご覧ください。 

■ 本 の 紹 介 ■ 

■２１世紀の生涯学習と余暇 

『高齢者の生涯学習と地域活動』 
桜美林大学名誉教授 瀬沼 克彰著 

2010年11月（株）学文社 発行 

2800円＋税 

高齢化が進む中で、高齢者の「社会的孤立」－「家族

や地域社会との交流が、客観的に著しく乏しい」状態に

ある人たちのこと－が憂慮されている（2010年版高齢社

会白書）。 

そんな状況下で、本書は高齢者も含め多くの学習者

に元気や生きがいを与える時宜にかなった本であり、著

者（「楽学の会」顧問）の熱意も感じられる。 

全体は５章でまとめられているが、なかでも第５章「地

域活動を促進するために」は、著者が最近かかわった事

業や活動の状況などが書かれている。特に昨春、著者の

定年退職に際して開かれた励ます会で述べられた幾つ

かのことばは、活動を続けて行くに当たって大変役に立

つ言葉である。また、地域活動を活発化させるための 

方法を、個人、団体などの視点 

に分けて記しているが、大いに参考になる。 

その他、第２章「社会参加と生きがいづくり」では、高

齢者の社会参加として、余暇、趣味、生涯学習の分野 

に加えて経済的自立の重視を挙げて、自治体の調査 

結果を記している。第３章「各地のシルバー大学の 

内容」では、17年の歴史を刻む「町田市民大学ＨＡＴＳ」 

など５カ所の事例を紹介している。第４章「地域活性化 

のための事業展開」では、「山口県人づくり、地域づく 

りフォーラム」など４カ所のまちづくりの取り組みが紹介 

されているが、どれも誠に羨ましくなる活動だ。 

読み終わって、この書物からまた元気と新たな発見 

が得られた。 

皆さん！この書物から、間もなく迎える新しい年のエ

ネルギーや生きがいを、ぜひ見つ

けていただきたい。手元におき、

活動や心の栄養にされるよう薦め

たい。         (市川 茂敏) 

みんなの 
広 場 
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運 営 委 員 会 だより

平成22年12月度運営委員会は12月2日(木)に開  

催された。議事録を基に報告する。 

議事に先立ち今月より参加の齋藤のり子・佐久間

實 新委員から挨拶があった。 

議事 

１．小林代表理事の報告及び提案 

1) 12月16・17日水戸市 茨城県立図書館で開催す

る文部省関連のシンポジウムに早坂相談役が

パネリストとして参加する。足立区教育委員会か

ら堀越係長が参加の予定。 

2）大久保顧問の尽力により中央区の「地域人の会」

と交流会を開催することになり、12月9日14時半

からワークルームで打合せを行う。大久保顧問

も出席の予定。 

3）瀬沼顧問紹介の講座「成功する市民講座・企画

立案と講師の選び方」に小林代表理事が参加

する。 

4）12月17日東京おもちゃ美術館（四谷）で「文化ボ

ランティア全国フォーラムｉｎ東京のその後」の情

報交換会が開催。 

5) 23年2月5日開催「ＮＰＯまつり」,足立区ＮＰＯ活

動支援センターから案内があった。  

２．情報交換 

1) パソコン研修の実施報告 原田講師の報告書を

基に説明があり、受講者から感謝の言があった。

12月以降も継続実施。希望者を受付中。   

2）個人情報に関する検討会の状況報告 

江川座長から今後の進め方について説明があ

り、会・各部局責任者名が発表された。 

楽学の会(小林徹)・学習支援部(金勝治)・ボラ

活部(齋藤龍男)・広報部(喜多村政夫)・事務局

（江川武男）。 

3）｢社会教育｣12月号に顧問の伊藤俊夫氏・興梠

寛氏の記事が掲載。出席者に回覧。 

３．あだち区民大学塾 

1）講座検討会議 

  ・11月15日開催、内容は議事録を参照。 

・今後日程 12/14,1/14,2/15, 3/15 

2）講座企画会議 

   ・12月2日開催、内容は議事録参照。 

・年度内開催日程 1/7,2/1,3/1 

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の｢藤沢周平の世

界｣は11月27日に終了。応募者22名・受講者19

名。地域学習センターで初めての開催であった

がスムーズに進行、受講者からも好評を得た。 

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」についても地

域学習センターとの協働推進に鋭意準備中。 

４．大学塾講座のチラシ配布について 

従前より配布時期を早める提案について協議。配

布ルールを再認識し、従前どおりの日程を遵守す

ることとした。 

５．その他 

1）新年会の実施について 

1月27日の月例会を新年会に切り替え開催と

する。当初予定の月例会テーマは2月に順延と

し。新年会の詳細はボラ部一任。(開催案内ニュ

ース159号掲載) 

2）理事会の開催について 

新体制における運営方針の徹底と実施具体

策の確認を議題に開催することとした。  

開催日時 12月21日(火)14時～17時。 

６．各部局からの報告及び提案 

＜学習支援部＞ 

・部会開催日: 1/12 

・受託事業の企画書センターに提出。  

＜ボランティア活動推進部＞ 

・部会開催日： 1/12 

・月例会日程： 1/27(新年会) 

2/24.3/29 

・1/6懇親会(七福神めぐり) 参加要請 

＜広報部＞ 

・部会開催日： 1/12,24,27 

・ニュース160号 1/27日発行予定。 

・HPは1/1更新の予定。 

・メールマガジン 1/1配信予定。 

＜事務局＞ 

・部会開催日： 1/11、28        （緑川祥元） 
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生涯学習センター 

ボランティア情報 
平成23年2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!   
★放送大学連携講座「生命の誕生と絶滅」★ 
①講 師 松本忠夫氏（放送大学教養学部教授） 

      二河成男氏（放送大学教養学部准教授） 

②講座内容 

12日：生命誕生の謎、生物体の初期進化（二河氏） 

 19日：生物進化40億年の後半における生物の絶 

滅と進化（松本氏） 

 26日：近代における生物の大量絶滅（松本氏） 

③日 時 2月12・19・26日（毎土曜日） 

14：00～15：30 

④会 場 生涯学習センター 4階 講堂 

⑤募集日 2月12・19日 

（26日は生涯学習センターで運営する） 

⑥募集人数 8名程度 

⑦活動内容  

会場、講演者接待、受付、記録、ニュース原稿等 

⑧申込締切日 1月28日（金） 

⑨募集担当 佐久間、齋藤（楽学の会） 

⑩事前打合 2月4日（金） 14:00～ 

 ワークルームで開催 

★ 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。 

男たちのボランティア２０１１ 
扶けあう地域づくりで生涯現役 

～参加者募集～ 

日時：平成 23 年 2 月 26 日（土）13:00～17:00 

場所：足立区役所 2 階 庁舎ホール  

内容：ボランティア活動・ＮＰＯ活動を 

             始めてみませんか？ 

第 1 部：座談会 13：10～ 

  テーマ「私たちのボランティアデビュー」 

 ～男たちのボランティアに参加して 

活動を始められた方々の体験談～ 

第 2 部：交流会 14：20～ 

  ボランティア・ＮＰＯ団体による活動紹介 

第 3 部：懇親会 16：00～ 

  展望レストランピガール（南館 14 階）にて開催 

  参加費 2,000 円 

※ 事前申込制 2 月 10 日（木）〆切（担当：齋藤） 

集合：11：45 2 階 庁舎ホール前（昼食各自） 

（ボランティア活動推進部 齋藤） 

       
 

 

○運営委員会 

1月 7日(金) 午後3時～5時 研修室3 

○月例会(新年会) 

1月27日(木) 午後6時～  7Fﾚｽﾄﾗﾝ「さくら」 

○学習支援部 

1月12日(水)  午後2時～4時 7Fﾚｽﾄﾗﾝ「さくら」 

○ボランティア活動推進部 

1月12日(水)  午後2時～4時 7Fﾚｽﾄﾗﾝ「さくら」 

○広報部 

1月12日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

1月24日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

1月27日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

1月11日(火) 午後2時半～4時半 ワークルーム 

1月28日(金) 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  

1月14日(金) 午後3時～    研修室4 

○大学塾企画会議 

1月 7日(金) 午後1時半～3時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

1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 
 一人でも多くの人に「楽学の会」の会の事や、大学 

塾の講座等知ってほしいと云う事からメールマガジン 

が発信されました。 

まだ効果の程はわかりませんが、大いに期待する 

ところです。「楽学ニュース」と合わせて読んでいた 

だき、見ていただきありがとうございました。来る年も、 

ご支援ご協力の程よろしくお願い致します。 

（尾島美津江） 

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 

・メルマガは 1 月 1 日 00:00 に、あだち区民大学塾

開催案内３件を載せて配信します。 

 現在の読者数は約 60 名です。100 名に向け友人・

知人をご紹介ください。 

・ＨＰは 1月 1 日に更新します。 

 会員お役立ち情報には、各部会等の活動報告や生

涯学習団体との交流情報等が載せられています。

行事予定表も毎月更新しています。 

 


