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 楽学の会のさらなる展開に向けて   

代表理事 小林徹 

明けましておめでとうございます。 

今年は平成２３年、卯（う）年。機敏で利発そうな兎（うさぎ）への心機一転

の年になると期待します。「跳ねる」「とぶ」が目立つ賀状が多かったと聞きまし

た。また、「う」は春の到来の時期を表します。楽学の会も更に「跳ねる」「とぶ」

で進展する年になりたいと新年にあたり思うところです。 

さて今、“区民が学ぶ・教える・創る”をキャッチフレーズに展開している「あ

だち区民大学塾」が会の中心事業になっています。生涯学習センター内にある大

学塾事務局には会員の誰かが当番として毎日（ウィークデーの午後１時～５時）のように出向いていま

す。今年も１月５日から当番開始、会員の意気込みがここにもあります。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るのだと心に誓うところです。 

昨年を振り返ってみると、「あだち区民大学塾」では、平成２２年度として、２か所の地

域学習センターと協働で講座を開催することとなりました。現在２件目が進行中です。この

ことは大学塾事業の拡大に繋がってきています。さらに今年も生涯学習センターと協力し、

地域学習センターへの拡大に努力していきます。また、１０月には待望の楽学の会メールマ

ガジンを発行しました。会およびあだち区民大学塾の広報として有効な手段となります。こ

れから、読者を増やしていくよう会員の皆さん、アンテナを広げましょう。 

楽学の会のこれからの進展に対し、諸団体との交流は勿論、協働で事業を行う等、楽学の

会の事業拡大につなげていければと思います。 

機関紙の「楽学ニュース」も内容が進化してきています。特に、顧問の諸先生より頂戴する寄稿文は

我々の励ましになっています。 

一方、我々を取り巻く環境は今年も行政、社会面で変化していきます。これらの変

化に会員の皆さんが力を合わせ対応していくことができると確信します。 

楽学の会はこれからも、活動を通して、地域の活性化に寄与するとともに、私たち

の生きがいを求め、進展していくと信じます。 

 

◆各方面から年賀状を頂きました◆ 

★顧問の先生方  

伊藤俊夫、大久保邦子、斉藤哲瑯、崎山みゆき、薗田碩哉、

平沢茂の各氏 

★賛助会員 

木元栄子、油井久仁子、平木トミ子、関口博子、竹内絹代の

各氏 

★生涯学習関連 

足立区生涯学習センター、渥美省一、櫟原文夫、近藤真司、

札幌市生涯学習振興財団、佐野直子、鈴木章生の各氏、 

★あだち区民大学塾講師 

荒昌二郎、大淵澄夫、小川美紀、後庵正治、近藤直子、北嶋則宏、齊藤善久、鈴木玲子、佐藤安弘、

佐々木明、外山義也の各氏 
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  ◇◆ 当会顧問・寄稿文 ◆◇ 

～ 今年の生涯学習の行方 ～ 
崎山みゆき   

文部科学省の政策から「生涯学習」という言葉が激減しています。ここで改めて私達支援者は、自ら

の役割について考えなおす時期に来たと感じています。代わって挙げられているのは「大学の研究費」、

「スポーツ立国」、「キャリア教育」など、今迄の私達には耳慣れないものですが、洞察すると生涯学習

の概念は根底に生きていることがわかります。 

ここで今までと違う点が三つ挙げられます。一つ目は、高度化です。高等教育を視野に入れた内容が

求められ始めました。私も静岡大学大学院でコミュニケーション能力開発の講義をしていますが、社会

人ニーズは募るばかりです。二つ目は、更なる継続性です。高齢者もキャリア開発のため、今まで以上

に学び続けることが必要です。三つ目は総合性です。一種類の講座をシリーズ化するだけでは駄目であ

り、多様なものを組み合わせます。スポーツも技術習得だけではなく、マネージメントや論理性を身に

つければ、国際的な地位を築く事ができます。 

私達支援者は、地域から全国・世界に飛び出すことを求められているのではないかと、この原稿を書

きながら感じています。皆様と共に大きく飛び跳ね、兎年を満喫致したく、宜しくお願い致します。 

 
略歴  

崎山みゆき 

静岡大学大学院客員教授、楽学の会顧問、横須賀市生涯学習開発財団評議員、 

横須賀市文化振興委員、株式会社自分楽代表取締役 

専門分野 コミュニケーション、生涯学習論、ストレスケア。 

地域・組織活性化のためのコミュニケーション教育を全国で実施。 

http://www.jibungaku.com 
 

2011年を迎えて、会員のメッセージ （掲載順不同） 

今年の読書のテーマ 
（安田善英） 

昨年は、日本の歴史とパソコンに挑みましたが、

エクセルの関数で沈没しました。今年は、法律に

重点を置いて読書をします。特に環境法に興味を

持ち、読みたいと思っています。 

ただ、正月から読み始めてみて、アルコール漬

けの頭には難しいと思いました。挫折も人生の一

歩。楽しみたいと思っています。 

 

「手紙の力」－新年に思ったこと 
（市川茂敏） 

どんなグループや団体でも、所属する会員の数

を増やすためにあの手、この手を駆使することは

当然である。それは会員数が盛衰の一つの物差し

にもなるからだ。日にちが経つ間には退会する会

員も出て、会員数の減少にリーダーは何時も頭を

痛めることが多い。 

先日、ＮＨＫのラジオ深夜便でＷ(株)会長の話

を聴いた。この会社は外食、介護などの事業をし

ている登り坂の会社であるが、３か月に１回3,000

余人の社員に、会長が社の目指す目標、仕事の夢、

社員に望むことなどを記した手紙を出し（メール

は効果が少ない由）、また、毎年１回、5,000万円

の費用を掛けながらも創立記念の社員総会を行っ

ているという。 

これは一企業の例ではあるが、手

紙や電話は月並みながら、お互いの

意志の疎通を高める力であることは

誰も否定できないと、新年早々改め

て思った。 

 

２０１１年を迎えて 
（緑川祥元） 

ネットを開き卯年の歴史を調べてみた。最初に

目にとまったのは、“歴史的な大災害や大惨事の当

たり年”の文字であった。何とも気の重くなる事

柄が多いものであった。古くは安政の大地震・浅

間山の大噴火・昭和期においては金融恐慌の発

生・第二次大戦勃発など暗い事ばかり、その中に

ライト兄弟の初飛行・サンフランシスコ条約調印・

べトナム戦終結など、明るいこともあったが、重

い気分を払拭するには至らなかった。 

松飾りが解かれる頃「伊達直人」の話題が世間

を騒がせた。“世の中捨てたもんじゃない”と、清々

しい気分のこの頃である。 

さて、今年の「楽学の会」はどんな１年になる

のだろう、明るく勢いのある会であって欲しいと

願う限りである。 
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「楽しさの共有」 
（田中国弘） 

昨年の暮も広報の忘年会を開き、結構盛り上が

った。日頃楽学ニュース、ＨＰに携わっている人、

関係している仲間でこの一年を振り返りながら「皆

で楽しく情報発信」の思いを共有し、一同に会し

喋り合う楽しさを味わった。共通の目標があるか

らお互いが楽しめる。 

今年もメルマガが加わり、お互いが連携しなが

ら更に盛り上がるだろう。 

広報の仲間が増えることを期待しつつ、この一

年、健康で皆さんと大いに「楽しさを共有」して

行きたい。 

 

新しい年を迎えて 
（斉藤のり子） 

２０１１年、うさぎ年が明けました。 

私にとっては、楽学の会メンバーとなって２度

目の新年スタートです。 

昨年後半からは運営委員会出席へのチャンスも

頂き、会全体の様子、成り立ちが少しずつ理解で

きるように成ってきました。この経験を、担当す

るボラ活部の活性化、特に「参加して良かった月

例会」構築に向けて、一人でも多くの会員が出席

したくなる具体的アイディアへ繋げて行けたらと、

誓いを新たにしています。微力ですが頑張ります。

皆様、今年もよろしくお願いいたします。 

 

 

「男たちのボランティア2010」で入会、 

はや一年 
（佐久間實） 

長いサラリーマン生活を終えた後、元気で生き

るためには体を動かし、適当に脳神経を刺激する

ことが大切だと先輩に言われ、身の振りかたを考

えていた昨年の初め、「男たちのボランティア2010」

で熱心な入会のお誘いを頂き、はや一年弱になり

ました。 

ボランティア活動で求めていた話し合える仲間

が欲しい、日常の目標が欲しいと思っていたこと

が実現し、会のためにはまだまだですが、少なく

とも自己満足をさせてもらってい

ます。 

当会の内外発展のためには、一

人でも多くの方々が会の活動に参

加して頂き、自己満足の共有をし

ていけたらと思いますのでよろし

くお願いします。 

 

新年に思ったこと 
（瀬田佳男） 

あけましておめでとうございます。 

平成２３年の東京の元旦はとても穏やかな日で

した。今年がこの日のように温かく穏やかな一年

となることを願わずにはいられない気持ちになり

ました。 

昨年の通常総会で重要な課題として①会員の増

加対策、②財政の確保、③広報の拡充が提起され

ました。今年はこの課題に少しでも寄与出来るよ

うな活動をしたいと思っております。 

どうぞ、よろしくお願い致します。 

 

会に関わる想い 
（田中桂子） 

昨年は流されるがごとく様々な事に関わって来

ました。何事も「受け止めてみる」という前向き

な言葉を支えに行動出来たのではないかと思って

います。 

今年はそれらを良いベースとして、うさぎの様

にピョンピョンは出来ませんが、「静」の気持で会

に関われたらと思います。人から受けるだけでな

く、他者に何かを伝える、与えることが出来た時、

初めて満たされた幸福を実感出来るものではない

かと思います。 

楽学の会の活動の中にこそ実感出来るものがあ

るのではないかと思います。これからも大切に関

わって行きたい。 

 

「 く る た の し い 」 
（齋藤龍男） 

昨年の「今年の抱負」を読み返してみたら、「今

年の抱負は、“事務局当番”や生涯学習センターの

“運営ボランティア”にも積極的に参加すること

である。」と記されていた。 

どちらも一応達成したと自負しているところで

ある。しかし、結果として、苦しいけど楽しい、

楽しいことばかりでなく苦しいこともある、とい

うことを実感としてしみじみ感じているところで

ある。 

そこで、今年は、苦しいことを少しでも減らし、

楽しいことを多くする努力をしたい。 

楽学の会の活動が楽しくなるように・・・。 

 

思うこと 
（大藤久子） 

今の私達の会に必要な事だと思う。それは「和」

（なごむと読み、やわらぐ、安らぐこと）。 

一人一人の個性を大事にと思えば続けられます

が、大事にしすぎるといつの間にか「我」になり

ます。「和よりも我」を貫き、主張すれば、ギスギ

スになります。 

すべての事を自分だけでなく、全体で感じて進

めていく。いわばチームワーク作りを進めて行き

たいと思います。 
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平成２３年を迎えて 
（鹿島健一） 

新年明けましておめでとうございます。 

卯年、兎の長い耳に 肖
あやか

って、広くかすかな音・

情報をキャッチし、講座創りのヒントを得たいも

のです。 

昨年度の大学塾は６月予定の２講座に受講者が

集まらず中止になり、一時は先行き真っ暗の状況

でしたが、熱心な会員のお陰で１５＋２講座が実

施出来る運びになりました。 

私事になりますが、今年、古希を迎える歳にな

って、近頃「物忘れ」が頻繁になり嫌が上にも知

力・体力・気力の衰えを感じる日々が多くなって

います。こんな調子で新年度も学習支援部に求め

られる目標を達成出来るのか、些か不安になりま

す。とは言え、与えられた責任を全うする事もま

た必要、今年１年は乗り切っていかなければなら

ない。 

心を新たにして頑張ろうかと思っています。 

 

私の生きがい 
（岡田スミ子） 

ジャパン・シンドロームが進む中、社会保障改

革が打ち出される懸念で年金生活に不安が募る年

となりました。 

高齢社会をいきいきと生きるためには、自分の

健康は食と運動で自己管理し、理想とする目標に

向って生きていくことだと自負している。 

サミュエル・ウルマンが「青春」＊でうたってい

るが、顔のしわは増しても人は信念、自信、希望

がある限り若いと・・・。この卯年若いつもりで

ピョンピョン跳び、アイディアと発想で区民に喜

んでもらえる講座企画に挑戦していこうと思う。

また年始め会員の親睦を図る千寿七福神巡りの企

画が参加者に喜んでいただき、御利益があったと

感じております。今後も会員にとって楽しい企画

を考えていきたいと思います。皆さまよろしくご

協力くださいますようお願いします。 
＊ サミュエル・ウルマン（Samuel Ullman, 1840年 - 1924年）

アメリカ合衆国の実業家、（詩人、教育

者）。詩"YOUTH"（青春）は名高い。この

詩は第二次世界大戦後、連合国総司令官

を務めたダグラス・マッカーサー元帥が

座右の銘として執務室に掲げたことから、

日本でも知られるようになった。 

 

学びを一生涯の友として 
（金子勝治） 

｢楽学の会｣に入会して今年で６年目を迎える。 

然し未だに、自分に何が出来るのかを自問する。 

地味な活動の中にも緊張感や学べる楽しさの工

夫をして更に知的資産を蓄積し日々のボランティ

アの活動内容に結び付けられる様心がけていきた

い。 

日々を笑顔で 
（尾島美津江） 

日々の暮らしを楽しんで過ごそう、いつもニコ

ニコと笑顔で。そうは言ってもこれはなかなかむ

つかしい。 

ある野球選手の奥様が、貴女のチャームポイン

トは何ですか？とたずねられてダイナミックな笑

顔と答えていた。怪我が多く実力が出ないまま引

退した選手が、その当時奥様の笑顔が心の支えだ

ったと言っていた。 

年齢を重ねるたびに気力、体力、思考力が目減

りする。気持を明るく笑顔で、これは心掛け次第

でふやせると思う。 

会の活動に、日々の暮らしに、たくさん増やし

ていこう。 

 

再度、再々度 
（神戸明） 

私の IT関連目標は今年も「HTMLの習得」です。

会のウェブサイトのお手伝いを始めて以来、ずっ

と必要だと感じていましたが、敷居が高く達成で

きずにいるのです。しかし今まで同じような状況

を乗り越えたことがありました。25年前の DOS、

15年前の CAD、10年前の3D CADです。これらはど

れも取っ付き難く、歯が立たない状態が続きまし

たが、飽きずに続けているとあ

る時急に光が射すように分かる

時が来るのです。 

とすると、未だに HTMLが使え

ないのは、努力が足りないとい

うことになります。元気を出してもう一度やって

みまーす。 
注1：DOS=Disk Operation System、Windows以前の標準 OS

だった。画面は文字と線のみで、マウスはなかった。

（Microsoftが開発したので MS-DOSともいう） 

注2：HTML=Hyper Text Markup Language、Web Siteを作る

論理言語。 

 

楽学メルマの読者を100名に 
（喜多村政夫） 

昨年10月初めに皆さんの賛同を得て楽学の会メ

ールマガジンを発行することができました。昨年

末現在、登録読者数は６４名（会員登録者４１名

を含む）となりました。目標は今年中に１００名

を越える事です。 

メールマガジンがあだち区民大学塾等の講座参

加者増加にどれほど貢献できるかはまだ、未知数

です。今は効果を期待して継続することが大切だ

と感じています。ただ、メールマガジンには、楽

学の会の活動を区民の皆さんに伝えるというもう

ひとつの役割があると思っています。今後の課題

であり、会員各位のアドバイスとサポートで進め

ていきたいと考えています。よろしくお願い致し

ます。 
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平成22年度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 

眠くなれない「論語」の学習 

～楽しく学ぶ『論語』１００章～ 

講師：須藤明実 氏 

二松学舎大学卒・中国哲学研究家、作家・洋画家 

著書：「漢文学窓『里仁』教科書」、「論語の教科書」

（明徳出版刊）ほか多数   

開催日時:3/16、23、30日（全３回） 各水曜日 14:00～16:00 

開催場所:足立区生涯学習センター 学びピア  申込み締切り：３月２日（水）まで 

学びて時に之を習う、亦説ばしからずや・・・今、素読を通して真の学びを楽しくそして真直ぐにお

届けします 

講座名 講師 

大淵澄夫スケッチ講座 

～荒川河畔からのスカイツリーを描こう～

講師：大淵澄夫 氏 

建築イラストレーター、「アトリエ-Ｏ」代表 

（足立区在住） 

開催日時:3/17、24日（全２回） 各木曜日 14:00～16:00 

開催場所:足立区生涯学習センター 学びピア  申込み締切り：３月３日（木）まで 

あだちの歴史的な建造物や街並みを絵で描き残す建築画家、大淵澄夫さんとともに、絵を通した足立

の魅力を探ります。今回は、荒川河畔から見たスカイツリーを描きます。 

講座名 講師 

外国人のための日本語講座 

～ひらがな、カタカナ、そして毎日の生活の言葉～ 

講師：小川美紀氏 

拓殖大学 日本語教育研究所講師 

（足立区在住） 

開催日時:3/16,23,30 各水曜日 18時半～20時半 

開催場所:足立区生涯学習センター 学びピア  申込み締切り：３月８日（火）まで 

「日常会話はまあまあだいじょうぶ。でも、ひらがな、カタカナを読むのが大変！！」そんな悩みが

ある方、もう一度一緒にひらがなとカタカナを勉強してみませんか？言葉や発音も少し勉強します。 

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 （齋藤龍男）   msakuma@lily.ocn.ne.jp （佐久間實） 
 

◇◆ 平成22年度 足立区生涯学習センター区民カレッジ講座開催案内とボランティア募集 ◆◇ 

講座名：脳のふしぎ？？  ～脳科学と教育・健康～ 

各土曜日 １４時～１６時 

日 程 講 座 内 容 講 師 

3月 5日 
脳科学と教育 

～脳科学のいま～ 

講師：中井淳一 氏 

埼玉大学脳科学融合センター教授 センター長 

3月12日 「こころが安らぐ睡眠のとり方」 
講師：本多真 氏 

東京都精神医学研究所睡眠ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

3月19日 「やわらかな脳をつくる」11のコツ
講師：石浦章一 氏 

東京大学・大学院総合文化研究科教授 

3月25日 
｢感性と子どもの教育｣ 

～脳科学の成果を生かした子育て～

講師：矢萩恵一 氏 

学校安全教育研究所事務局長、鎌倉女子大学講師(安

全教育)、元西新井第一小学校校長 

上記２講座について、運営スタッフを募集します。また、会員の受講希望者も会で取りまとめますので

下記あて申込下さい。★申込先：大学塾事務局 電話・FAX 03（5813）3759 

       E-Mail：t3436s@yahoo.co.jp （齋藤龍男）   msakuma@lily.ocn.ne.jp （佐久間實） 
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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 
 
歩 く 

昨年暮れに東部地域病院にて胃の切除手術をした。この病院では、行く時は、

準備を完了した患者を車椅子に乗せ、看護士さんが手術室まで運ぶ。完了後、一

晩経った患者は、点滴を吊るしたポールを押して自分の足で歩いて病室に戻る。

歩くことで体の働きを正常に戻そうとする力がでるそうで、最近はどの病院も術

後、すぐに歩く事を奨励しているようだ。 

私の場合、他に重症の糖尿病があり、毎日数回測られる血糖値が高いとインシュリン注射となるので、

とにかく歩いた。毎食後、点滴ポールを押しながら、病院の建屋の周囲をぐるぐると歩いた。努力の甲

斐あって、血糖値は比較的良好で、退院までに注射は２回だけだった。 

退院後もひたすら歩くことに努めている。今では立って歩くことが人としての基本のように思える。

見る、聞く、考えることのすべてに影響が出るようで、何につけ新しいことを経験している感じがする。

歩き、万歳。                                 （喜多村政夫） 
  

千寿七福神めぐり 

新年1月6日「楽学の会」会員の親睦を図るための七福神めぐりを千住文化普及

会理事長の櫟
いち

原
はら

さん、事務局長の大川さんにより、手製のガイドブックとトラン

シーバーで案内をしていただいた。以下参加者の感想を記述します。 

●千住文化普及会のガイドブックは、各神社の祈願が添えてあり、簡にして要

を得ている。神社によって甘酒、茶などの心温まるもてなしもあり、寿老神

の元宿神社で会員の中山豊治さんの温かい歓迎を受け、全員で写真に納まる。

道すがらのユニークな看板の湯屋、陸軍病院跡地の公園など街の歴史に触れ

た散策で楽しいめぐり旅でした。 

●今回の七福神巡りは文化歴史に触れ、また語り合う機会の少ない会員同志が笑顔で触れ合うことが

でき何よりでした。今後も是非お願いします。 

●寿老神の元宿神社で中山さんの計らいで「ご神体、ご神酒、ご神饌」をいただき、ご利益が早速あ

ったと一同感謝！感謝！ 月例会にあまり参加しない会員も参加した意義ある企画だと思った。 

●当会もたまには史跡巡りを企画しても良いのでは？会員の良い親睦を図る機会にもなると思う。 

●神社、歴史の街めぐりの打ち上げは矢立茶屋での「千住ねぎうどん」。とても楽しい一日でした。ま

た当会とコラボか何か出来ると良いと思います 

                          （岡田スミ子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの広

場 
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運営委員会だより 

平成23年1月度運営委員会は1月7日(金)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 

すみだ学習ガーデン創立10周年記念式典開催

の案内。2月26日小林代表が出席。 

２．情報交換 

1）「個人情報委員会」からの報告(江川) 

「取扱規定」および「細則」を基に説明が

あった。委員会メンバーにより今後の対応に

取り組むことを申し合わせた。 

2）男たちのボランティア2011の報告(齋藤) 

2月26日(土)13時～17時 区庁舎ホールで開

催。会のブースを設置し、入会者の勧誘活動

を行う。当日の運営スタッフを募集中。ブー

ス展示物、配付物、対応等について打ち合わ

せを開催の予定。 

3）｢地域人の会｣(中央区)との交流会開催（齋藤） 

2月28日（月）14時～16時 中央区｢築地社会

教育会館｣で開催。意見交換会・施設見学・懇

親会を予定。参加者募集中。 

4）12月21日に開催の理事会報告（緑川） 

議事録のコピー(配付)を基に決議事項の報

告があった。 

・部局長会議を月1回開催し、情報の共有化と運

営事項の決定に努める。 

・会の活性化を図るため、会員夫々が今一度原 

点に返り活動に取り組む。 

・｢あだち区民大学塾｣の運営において、特別な

事情が生じた場合は、運営委員会に諮り対応

を決定することとする。 

３．あだち区民大学塾について(鹿島) 

1）講座検討会議：1月14日に開催。 

2）講座企画会議 

・1月7日に開催、会議内容は議事録参照。 

3)地域学習センターとの協働講座 

・竹の塚地域学習センターで開催予定の講座「司

馬遼太郎の魅力」について1月7日に運営の詳

細を打合せた(竹の塚：上田所長、学習センタ

ー：瀬下、楽学の会：鹿島・江川・緑川)。 

４．各部局からの報告及び提案 

<学習支援部＞ 

・部会開催日:2/8、3/8 

＜ボランティア活動推進部＞ 

・部会開催日：2/10、3/10 

・月例会日程2/24、3/29 

<広報部＞ 

・部会開催日；2/9･21･24、3/9・23・29 

・ニュース160号1/27日発行予定。 

・HPは１/末更新予定、 

・メールマガジン2/初、配信予定。 

＜事務局＞ 

・部会開催日：2/8・25、3/8・30 

（緑川祥元）

「あだち区民大学塾」マニュアル作成委員会  第１回 議事録 

開催日時：平成23年1月19日（水）午後2時～4時 

開催場所：生涯学習センター ワークルーム 

出席者：小林代表、鹿島学習支援部長、 

委員：今野、金子(学習支援部）、岡田(ボラ活部)、

尾島(広報部)、江川(事務局) 

１．小林代表及び鹿島学習支援部長より、『「あだ

ち区民大学塾」講座の立上げ、講師折衝、運営、

受講生対応等も含め、大学塾のマニュアルを作

成することとした。広範囲な作業となるので、

会全体で取り組むこととした。』 

２．マニュアル作成への諸意見 

・大学塾開講時の、背景、経緯、基本方針、事

業の具体案について整理する。 

・第１に、運営マニュアルの骨子（運営図等含

む）を決める。 

・具体的な作業内容の詳細は、改正・訂正を容

易にするため、附則・別添等で記載する。 

・会員への周知を図る。 

３．当面の検討項目 

・「あだち区民大学塾」開講への背景と経緯及び 

その具現化に当っての基本方針 ⇒担当：今

野、江川(以下､”担当：”を略) 

・事業の具体案 ⇒金子 

・事業の特徴 ⇒今野、江川  

・大学塾のしくみ ⇒江川 

・大学塾運営の為の役割・内容 

①コーディネーター、リーダー、各部局の役

割・内容の纏め ⇒岡田 

②運営スタッフの役割・内容の纏め ⇒尾島 

③事務局当番の役割・内容の纏め ⇒尾島 

４．講座検討会議及び講座企画会議の趣旨、会議

方法、会議内容等について、担当責任者である

鹿島・安田（善）両氏に纏めを依頼する。 

５．「あだち区民大学塾」講座運営組織運営図は、

随時見直していく 

６．その他 

・地域学習センターとの協働講座の明記 

・受講申込 電話受付の是非について 

＊次回打合せ：２月２２日（火） 14:00～ 
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生涯学習センター 

ボランティア情報 
新しい自分との出会いを求めて………。 

   LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  

今月の生涯学習センター講座運営ボランティア

募集はありません。 

本年も３月以降の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） 

 

「生涯学習関連団体からの情報紙ご紹介」 

（両紙ともワークルームに保管。是非ご覧ください） 

１）ちえりあ学習ボランティア10周年記念号 
札幌市生涯学習センター事業課・

木野翠様から下記のメッセージを

添えて送付頂きました。 
「ちえりあ学習ボランティアを立

ち上げた頃は講座企画の市民グル

ープは北海道では珍しい存在でし

たが今では、北海道のあちこちの

自治体で導入されつつあり学習支

援が市民活動として広がってきま

した。楽学の会は、私達の目標で

す。今でも、文化ボランティアフォーラムで楽しそう

にアイディアを議論する皆様の笑顔が忘れられません。

一歩ずつですが、楽学の会の皆様の後を追いかけてい

きたいと思います。これからもよろしくお願いします。」 
 

２）おおた文化の森 

大田文化の森協議会広報 沼本

光史様より、大田文化の森フェス

タの記念号（３８号）を発行しま

したので、ご高覧下さいとのメッ

セージを頂きました。 

 

 

 

２月 月例会のご案内 

日 時 ２月24日（木） 午後3時～5時 

テーマ  

「平成22年を振り返り、平成23年を展望する」 

 

各部局からの報告を踏まえて、グループディス

カッションを行う。その結果を各グループごとに

発表する。最後に全体で意見交換して、これから

の楽学の会の発展に資することを目的に開催する。 

♡ 会員の皆さんの積極的な参加を 

お待ちしています ♡ 
（ボランティア活動推進部） 

 

○運営委員会 

2月 1日(火) 午後3時～5時  研修室3 

○月例会 

2月24日(木) 午後3時～5時  研修室1 

○学習支援部 

2月 8日(火)  午後2時～4時  7Fさくら 

○ボランティア活動推進部 

2月10日(木)  午後2時～4時  ワークルーム 

○広報部 

2月 9日(水)  午後2時～4時  ワークルーム 

2月21日(月)  午後2時～4時     同上 

2月24日(木)  午前11時～午後3時  同上 

○事務局 

2月 8日(火) 午後2時半～4時半 ワークルーム 

2月25日(金) 午後2時半～4時半   同上 

（ニュース発送） 

○大学塾講座検討会議  

2月15日(火) 午後3時～    研修室3 

○大学塾企画会議 

2月 1日(火) 午後1時半～3時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

2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 

 

 

・メルマガは、今年から2回/月のペースで発刊しま

す。2月1日に、あだち区民大学塾開催案内３件と

生涯学習センター開催案内１件を載せて配信しま

す。読者100名に向け友人・知人をご紹介ください。 

・ＨＰは、2月１日に更新します。楽学ニュースの写

真や講座開催案内のチラシがカラーで見られます。

きれいですよ！ 

編集後記 

昨年、二度目の定年退職を迎え、会の活動に力

を入れることができる状況になりました。会員数

が、ある意味で会の力を示すバロメータと思いま

す。近年、低落傾向ですが、今年こそ増加に転じ

たいものです。小林代表を中心に、お互いに何で

も言い合える雰囲気の魅力ある会にし、会員勧誘

に努めましょう。楽学ニュース、ＨＰ、楽学メル

マにも、皆さんのご意見、提案をお待ちしていま

す。             （喜多村政夫） 

メルマガ・ホームページからのお知らせ 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 


