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平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震、 

   犠牲者の方々に哀悼を捧げ、一日も早い復興を祈ります 
       ～会の活動に対する影響について～ 

                           代表理事 小林徹 
３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震、犠牲になった方々へ、心より哀悼の

意を捧げます。また、被害に遭われた人たちの一刻も早い回復と、被災地の一日も早

い復興を祈ります。被災地の方々の勇気をもった復興のための活動を私たちは応援し

ます。  
今回の大震災は戦後最大で、未曾有の大災害と言われています。テレビの映像によ

りその凄さを知り、胸が痛みます。今、私たちは何をすればよいのか、一人ひとりが

考えて行動するときです。支援の活動が進んでいます。支援物品の提供、計画停電お

よび節電への協力、義援金による寄付など、できることに協力することでしょう。  
また、東京にこのような災害が発生したらどのように対応したら良いでしょうか。改めて災害に対する私

たちの認識を深めていく必要を痛感しています。  
楽学の会々員の皆さま、関係各位の皆さまにおかれましてはご無事のことと察しますが、被災地に関係の

おありの方々はご心配のことと思います。また、計画停電等の影響を受けている会員の方々もおられます。

今は、皆が協力して被災地の復興のために支援していくことが必要でしょう。  
会の活動では、拠点である生涯学習センターにおいても、施設利用の中止、建物の点検・一部修理、計画

停電の影響等により、３月１５日より４月末までの計画された講座は中止せざるを得なくなりました。 
３月及び４月の月例会は会場利用中止のため開催中止となります。ただし、あだち区民大

学塾事務局は生涯学習センター内に機能していますので活動は続けて行きます。  
今回の大災害は会の活動にも制約を及ぼしていますが、活動をとおして、会員及び関係の

皆さまとさらに絆を強くし、この事態を乗り越えて行きましょう。  

 (関連情報) 

当会顧問・寄稿文  火鉢のある生活・・・大災害が突きつける問い 
実践女子短大教授、NPOさんさんくらぶ理事長    薗田碩哉  

未曽有の大災害である。地震、津波に原発事故の三打撃が日本社会に与えた爪痕は

深く、また広い。これが致命傷にならなければいいのだが、回復するにしても長い時

間がかかるだろう。その過程でわれわれの生活のスタイルや価値観が根底から問い直

されることは必至である。  
計画停電でテレビはおろか暖房も使えなくなり、物置から火鉢を取り出して炭を起

こした。実はこの炭はついこの間、近くの公園の炭焼き窯でわが「さんさんくらぶ」

の親子が参加して焼き上げた出来立ての炭である。「くらぶ」では谷戸の水田でお米作

りもしていて、採れたお米で餅を搗いた。炭火で餅をあぶって食べながら昔の暮らし

を思い出した。  
私たちはこの半世紀ほどの間にまことに便利で快適な暮らしを実現したわけだが、

大災害はその文明生活の脆さや危うさを突きつけてきた。自然を破壊し、農業を捨て、

伝統文化を忘れ、あまつさえ地域の人の繋がりさえ等閑視する「無縁社会」で人間が幸せに生きられるはず

もない。被災地ではすでにさまざまなレベルでの助け合いが始まっている。私たちの生涯学習は、人間の絆

を、また、自然と人間とのよりよい関係を取りもどす総合的な試みであるべきだろう。
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２２年度「あだち区民大学塾」１７講座予定→１４講座！ 
平成２２年度の「あだち区民大学塾」は、年度初めに受講者募集のための広報紙“ときめき”への掲載が

なくなった影響からか、６月に予定していた２講座に受講者が集まらず中止になった。これから先、講座を

続けられるのか懸念されましたが、会員の大いなる努力があり、また今年度新たに実施された地域学習セン

ターとの協働講座も含め１５プラス２の１７講座を達成して年度を終える予定でした。 

しかし、3月 11 日 14時 46分ごろ三陸沖に発生した大地震の甚大な被害により、学びピアの研修室が使

用出来なくなり、計画していた３講座が中止のやむなきに至って、結果として、誠に残念ながら１４講座の

実績に終わることになりました。 

一旦中止になった講座は来年度に持ち越し再開催させたいと考えています。新しい講座の企画も含め全

会員の参画・ご協力をお願いします。 

（学習支援部 鹿島健一） 
 

NO 講座名 講師名 開催日 
延 

受講者数 

1 「人とお酒のイイ関係学」 羽鳥敏彦 氏 他 4/2 ・ 29 57 

2 「カタイ頭をやわらかく」 斉藤善久 氏 4/8・15・22 140 
3 「フルートを通して音楽を楽しもう」 北嶋則宏氏・山田篤司氏 4/10・17  73 
4 特別講演会 「上野動物園子そだて記」  小宮輝之 氏 6/19  88 

5 「池波正太郎の世界を探る」 中島勝正 氏 7/3・10・17 132 
6 「源氏物語」パートⅡ 竹石たか枝 氏 8/21・28 103 

7 「夏休み親子教室・宇宙のなぞ・・・」 小島一浩氏・小林徹氏 8/3  22 
 8 「はじめての古文書」パートⅡ 小松賢司 氏 9/10・17・24 133 
9 「国立博物館 殿様の書と庭園散歩」 髙梨正之 氏 11/11・16  70 

10 「藤沢周平の世界」 中島勝正 氏 11/13・20・27  43 
11 「司馬遼太郎の魅力」 中島勝正 氏 1/22・29  66 
12 「暮らしのなかの俳句」 青山 丈 氏 2/9・16  83 

13 「女と戦国」 田村宏之 氏 2/4・11・18 100 
14 「櫻井亜木子・琵琶演奏と語り」 櫻井亜木子 氏 2/6・20 163 

参考 3月中止の幻の３講座 
１．「眠くなれない『論語』の学習」 
２．「大淵澄夫の荒川河畔からのスカイツリー」 
３．「外国人のための日本語講座」 
 
 
 
 
 
 
 

  「夏休み親子教室・宇宙のなぞ・・・」 「国立博物館 殿様の書と庭園散歩」 「櫻井亜木子・琵琶演奏と語り」 
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生涯学習センター受託講座  運営ボランティア報告 

★★  区民カレッジ講座 「脳のふしぎ 」  ★★ 
3月 5日（土）「脳のふしぎ」の第 1回目の「脳科学と教育」が

開催されました。講師は埼玉大学教授脳科学融合センター所長の

中井淳一氏です。そろばんや速読の有効性などを脳波で示し、子

どもを持った受講者には興味を持たれたと思いました。最後に機

器を使ったクイズを出され、正解やスイッチを押すまでの時間を

瞬時に画面に押し出された時は機器に弱い私としては驚きの瞬間

でした。受講者は 63 名でしたが、ひと口メモを見ると子
どもをもったおかあさんの意見も幅広く寄せられていまし

た。  
受託事業の講座は、1講座に複数の内容を分けて企画されています。今回は、

子どもの教育と睡眠、老人の脳、などをテーマに 4回の講座を企画しました。3
月 11日の地震により 3回の講座を開催できなかったことは講師交渉をした者と
して辛かったです。是非、再チャレンジの機会を与えくださるようお願いします。  
注）本講座は、東北地方太平洋沖地震のため、第 1 回のみ開催され、第 2 回～第 4 回は中止となりました。 

                               （安田善英）  

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「生物の誕生と絶滅」  ★★ 
 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り、放送大学

の紹介が行われた。講座は、第１回（2 月 12
日）が、二河成男氏（放送大学教養学部准教授）

から“生命の誕生の謎、生物体の初期進化”に

ついて、そして、第 2・3回（2月 19・26日）
には、松本忠男氏（放送大学教養学部教授）から“生物進化史 40億年の後

半における絶滅と進化”と“近代における生物の大量絶滅”が紹介された。  
＜アンケートの「自由意見」＞から生の声をお届けする。  
●すばらしかった。もっと多くの人が聴くと良いのに！  
●区民の教養向上のため、このような講座を数多く開催して下さい、お願い

します  
●現役の第一線で活躍している研究者、優れた業績をなされた研究者の、今

回のような講座をもっと頻繁に開催して欲しい  
●久しぶりの本格的な講義についていくのが大変でしたが、ついていこうと

する自分を発見して嬉しくなりました  
●平坦に過ぎ、もっとメリハリのある講座にして欲しかった  
●資料の文字が小さくて読みづらい  

●面白かった、知識が増えた  
●日本の絶滅種についてもっと知りたい  
●3回で終わらず、ずっと続けて欲しい  
●よくわからなかった            （ボランティア活動推進部）
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 平成 23年 2月の月例会は、2月 24日（木）、午後 3時～5時に開催された。これまで午後 6時 30分～8時 30

分に開催されていたが、昼間開催で参加者の増加を図りたいということで実施した。会員の参加者は 20 名で、

前回と全く同数であった。 

 はじめに、小林代表理事から、その後各部局から「テーマ」について発表。次に、発表を踏まえて、グループ

でディスカッションした後、発表を行った。結論として「会員の減少」が、最大の課題として提起された。 

グループ発表と一口メモから参加者の生の声を紹介して、楽学の会の発展に資する。 

＜グループ発表＞ 

●会員の減少に歯止めをかけたい ●会員、部員の交流の活性化 ●部局長の緊密な連携

と情報の共有 ●組織を縦割りから横割りへの方向付け ●個人個人の力を高めるため

の研修の実施 ●最大の問題点～会員の減少 ●養成セミナーのマンネリ化～見直しが

必要 ●現在の会員は一人 2役、3役と兼務で活動する ●会員の親睦、コミュニケーシ

ョンのために月例会を楽しく ●参加を勧めるために、①専門的な話には参加できにくい、

②フリートーキングが出来ない、③ワークルームに気楽に入れるように ●大学塾に重点

が移って原点のボラ活動の魅力がなくなった ●会員の減少～新入会員に電話等で呼び

かけをする ●養成講座に会員の参加が少ない ●活動の充実の一方、特定の人に限られ

てきている 

＜一口メモ＞ 

●社会背景として、生涯学習に興味が薄れてきた ●交流会等の結果が活か

されていない ●月例会に始めて参加したが、出席者が少なくて残念に思い

ました ●もっと気軽に何でも話せる雰囲気づくり ●何故、色々な活動に

参加者が少なくなってきたのか ●ボランティア募集をもっと頻繁に行う 

●活気ある会にするためには何が必要か？ ●会ったら挨拶しよう、ニコニ

コ笑顔でコンニチワ ●楽学の会の名前を知ってもらおう～口コミが一番 

●限られた人が活動している～全員が活動に参加しやすい雰囲気づくり 

（ボランティア活動推進部） 

２月 月例会を受けて   小林代表理事より  
会が抱える課題について、会員の皆様の率直な意見、提案が出ました。 
●「会員の減少」が最大の課題。生涯学習ボランティア養成セミナー、大学塾講座あるいは交流会等をとおし
て会の活動を広く PRし、理事をはじめ皆さんと、会員の獲得に努力していきたい。 

●会員みなさんが楽しく気楽にコミュニケーションできる場と雰囲気づくりを推進します。会は会員皆さまの

もの。積極的に会合や行事にご参加ください。 

●会の活動は特定の人で行うものではありません。入会の目的を思い起こし、活動の中から自分の居場所を見
つけて行きましょう。理事はそのお手伝いを惜しみません。 
●顧問の先生方や関係各位の提案も取り入れ会の活動に活かしていきたいと思います。 

２月 月例会報告  「平成 2２年を振り返り、平成 23 年を展望する」 
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「男たちのボランティア２０１１」開催される 

「男たちのボランティア２０１１」が２月２６日(土）、午

後１時～５時、足立区役所２階庁舎ホールで開催された。晴

天に恵まれた一日であったが、一般来場者が６０名と昨年の

２分の１以下であった。なお、全体の参加者は１３６名。当

会の出席者は、１０名。 

 第１部座談会では、「男たちのボランティア」に参加して活動を始められた５人のパ

ネリストから体験談が披露された。●退職後社会との接触が減少、社会とのつながり

をもちたいと思い「男たちのボランティア」に参加した ●やりだすと横のつながり

ができ、充実して忙しい ●帰り際に“本当にありがとうございました”と言われた

ときが幸せ ●あまりチカラを入れすぎないで ●相手が楽しみ自分も楽しい ●無

理してはいけない、無責任であってはいけない ●一歩踏み出す、気負わずに気楽に

やってみる、責任を持ちながら ●勇気を持って一歩前へ ●思い切ってやってみる

こと ●いいかげん、時間にルーズはダメ 

 第２部交流会は、ボランティア・NPO 団体がブースをつくり、活動内容紹介、入会

説明等を行った。当会ブースには７名の方が訪れ、熱心に説明を聞いていた。 

 第３部懇親会は足立区役所１４階レストランピガールで開催され、当会からは７名

が参加。一般参加者や他団体と積極的な交流を図ることが出来た。        （ボランティア活動推進部） 

中央区「地域人の会」との交流親睦会開催報告 

２月２８日（月）、みぞれまじりの冷たい雨が降りしきるなか、築地の場外市場などの施設を見学した後、会

場の築地社会教育会館に参集した。「地域人の会」からは 14名と大久保邦子氏、そして「楽学の会」からは 12

名の参加があった。 

はじめに、両会の代表から挨拶があり、次に相互の紹介があった。「地域人の会」から「仲間づくり部会」（C

級グルメ会・築地の食堂で仲間をつくろう）、「文化と歴史学び部会」（築地・明石町

界隈・・・地域について学ぶ・歴史観光まち歩きの会・歴史観光たんけん隊）、「区

行政学び部会」（台湾の地域人との交流を楽しむ・Web サイト＆Newspaper で地域を

学び考える・みんなで鐘をならしましょう）と部会（小部会）の紹介があり、“楽し

い”から参加し、いきいきと活動している姿が強く印象

的であった。キーワードは“楽しい”ということと実感

した。また、今回の交流会の橋渡し役をしていただいた大久保邦子氏から “末永く

お付き合いできる交流会”であってほしいと挨拶があった。 

その後、席を替えて懇親会に移り、和やかに、明るく、楽しく歓談して有意義な時

間を共有して散会した。              （ボランティア活動推進部） 
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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 

健康マージャンのすすめ  
考える・指先を使うので脳の活性化につながる

健康マージャン（お金を賭けない・お酒を飲まな

い・タバコを吸わないがルール）を足立区役所は

推奨しています。  
 私が勤務している住区センターでは健康マー

ジャン教室を昨年の 4 月よりスタートしました。
毎月第 1・2・3土曜日の午前 9時から午後 4時ま
で実施していますが、毎回 30 名前後の参加者が
あり、健康マージャンを楽しんでおります。  
 昨年の 8月と今年の 2月に健康マージャン大会
を開催しました。優勝・準優勝・第 3位には賞状
と賞品を授与しましたが、参加者は大変喜び、よ

り健康マージャンに興味を持つようになりまし

た。  
 住区センターの悠々館は高齢者が社会の一員

として健康で長生きし、生きがいを持って豊かな

生活をすることが出来る施設です。参加者は健康

マージャンを通して新しい出会いがあり、生き生

きとしています。  
 私は健康マージャン教室のメンバーからパワ

ーをいただき感謝しております。  
（瀬田佳男）  

70歳代のつぶやき  
70 歳を過ぎると年ごとに身のうちそとに情況
の変化が発生している。  
身体の機能の低下で、故障・不具合が度々起り

その都度対処に当たらなければならない。  
数年前から胃・腸の内視鏡検査を年１回行って

おり、胸部検査も 2年前から追加した。  
 日常の生活では、歩き過ぎると脚がつり、自転

車のペダルを早くこぎ続けると痙攣がおこるが

体験をもとにペースを落としている。  
何事も他人にあわせるのではなく、マイペース

を守ってやることにしている。  
現在は、必ずやる日課をきめて、雨ニモマケズ、

風ニモマケズ実行している。  
以前にはよくあった朝・昼・夜に服用する薬の

のみ忘れも、食卓の上に 1日分の薬を木皿に入れ、
外出用には小びんを用意して対応している。  
ふたり暮しも夫々元気な時は自分の生活分野

で行動できるが、連れあいに体調不具合がおこる

と、一大事となる。  
昨年、足立区の健康診断の結果で連れ合いに異

状が発見され、精密検査、他病院への紹介があり、

通院の付き添いはもとより検査、入院、手術と不

安な日々を送った。その間も、不慣れな家事を担

うことなど諸事に追われた。  
洗濯機の操作も進歩していて多機能が出来る

分昔と違って複雑になり習得に苦労した。  
幸い、連れ合いは順調に治療が進行して 9日間
の入院で手術も無事に終わったが、生活パターン

はすっかり変わってしまった。  
健康に留意して日々を全うしたい。  
               （相馬義人） 
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運営委員会だより 

平成 23年 3月度運営委員会は3月 1日(火)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）2/21部局長会議報告 

・受託講座「脳のふしぎ」事前打合せ内容の

確認。 

・23 年度｢生涯学習ボランティア養成セミナ

ー受託ならびに準備開始。 

・大学塾｢講座進行表｣の見直しを検討中 

・大学塾講師謝金の取扱いについて運営委員

会で最終協議することとした。 

 2）2/26「すみだ学習ガーデン」創立 10周年記

念式典に出席。 

 3）3/2 開催の｢大田文化の森協議会｣設立 10 周

年記念行事に出席の予定。 

 4）「楽学の会」ＮＰＯ設立 10周年記念事業（平

成 25年）の準備会発足を要請。 

２．情報交換 

1）2/26開催の「男たちのボランティア 2011」

参加報告（齋藤)）。会から 10名参加、来場

者 136名、当会のブースに来場者 7名。 

2）2/28開催の中央区「地域人の会」との交流

会参加報告（岡田）。会から 12名参加、築地

社会教育会館で相互の活動内容の紹介と参

加者の自己紹介を主体に実施。 

３．あだち区民大学塾について(鹿島) 

1）講座検討会議 

 ・3/15開催の予定。 

2）講座企画会議 

・3/1開催、会議内容は議事録参照。 

４．大学塾講師謝金について（鹿島） 

開講 7年間において様々な事例が発生、講

師謝金を始め対応につき検討の必要性が生じ

ている。（部局長会議で協議とする） 

５．22年度総会準備について（緑川） 

総会開催日時 5/26（木）18:30からに決定。 

準備開始の要請。 

６．役員人事〔理事・監事〕について（小林） 

事務局長の辞任申し出を了承の報告があり, 

後任人事を含め検討の旨の報告があった。 

７．各部局からの報告および提案 

 ＜学習支援部＞ 

・部会日程: 3/8・4/6 

 ＜ボランティア活動推進部＞ 

・部会日程：3/10・４/12 

・月例会日程(3/29・4/28中止)：5月通常総

会 

＜広報部＞ 

・部会日程；3/8・24・29 4/7・22・28 

・ニュース 162号 3/29発行予定。 

・HPは 3/1更新、次回 4/1の予定。 

・メールマガジン 3/1に 7回目を配信、次回

は 4/１．メルマガ会員 100名を当面の目標

とする。 

 ＜事務局＞  

・部会日程：3/8（休会）・30 4/12・29 

・22年度事業報告、23年度事業計画を 3月中

に作成、4 月の運営委員会で概要説明方要

請。 

（緑川祥元）

  

平成２３年４月 月例会は 中止！ 

４月月例会は、東北関東大震災にともなう東京電力の計画停電や建物の点検・一部修理のため、

生涯学習センターの施設が使用できなくなり、中止といたします。 

 

平成２２年度通常総会開催案内 

１．日時：５月２６日(木)  18時30分から 
２．場所：生涯学習センター・研修室４ 
３．議題；① 議長、議事録署名人選出の件 

② 平成２２年度事業報告・収支決算の件 
③ 平成２２年監査報告の件 
④ 平成２３年度事業計画・収支予算の件  
⑤ 理事・監事選任の件 

お願い：やむを得ず欠席する会員は、委任状を事務局・江川宛提出下さい。 
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NPO法人すみだ学習ガーデン  
10周年記念式典出席報告 

２月２６日（土）、NPO法人すみだ学習ガーデン

創立１０周年記念式典及び合わせて行われた講演

会に市川相談役と小林徹が参加した。 

式典では、理事長挨拶を始めとし、墨田区長、

区議会議長、教育委員長の祝辞、１０年の活動経

過報告、感謝状贈呈などが行われた。 

講演会は、宇都宮大学教授の廣瀬隆人氏により、

「組織はどのように進化していくのだろうか」と

いう演題で約１時間の講演が行われた。講演の内

容は楽学の会の活動にも非常に参考となるもので

あった。              （小林徹） 

 

大田文化の森「10 周年記念の集い」参加報告 

３月２日（水）、大田文化の森「１０周年記念の

集い」の招待を受け、小林徹が出席した。総勢 150

名ほどの参加者であった（行政、地域の団体、旧

運営委員、文化プレーヤーなど）。大田区以外の参

加団体は「すみだ学習ガーデン」と当会であった。 

 プログラムは、大田文化の森運営協議会会長の

挨拶に始まり、大田区長などの来賓挨拶、「文化の

森 １０周年の歩み」の報告、２０１０年の運営

協議会・文化プレーヤーの活動報告並びに交流会

であった。             （小林徹） 

＜注＞文化プレーヤー：実際に大田区で各種のボ

ランティア活動を行っている人たち 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

各部会等の会場についてはそれぞれの会議ごと

に各部長等より連絡を取り合って行います。 

○運営委員会 

4月 1日(金) 午後3時～5時  

○月例会  

   4月の月例会は中止となります。 

○学習支援部 

4月 6日(水)  午後2時～4時  

○ボランティア活動推進部 

4月12日(火)  午後2時～4時  

○広報部 

   4月 7日(木) 午後2時～4時  

4月22日(金) 午後2時～4時  

4月28日(木) 午後2時～4時（変更後） 

○事務局 

4月12日(火) 午後2時半～4時半 

4月29日(金) 午後2時半～4時半 

            （ニュース発送） 

○大学塾講座検討会議  

4月15日(金)    午後3時～  

○大学塾企画会議 

  4月 1日(金)  午後1時半～3時  

○ホームページ企画会議 
4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 江川武男 電話：03-3898-1542 

  E-Mail：takeo-wg@cj9.so-net.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 

東北地方太平洋沖地震の被災者の方々に心から

お見舞い申し上げます。 

本号はこの未曾有の大災害に関連して足立区生

涯学習センターの対処通知をもとに「楽学の会」

の事業活動がどのようになるかを中心に編集いた

しました。 

会員の皆様相互のコミュニケーションを密にし

て協力していこうではありませんか。 

（相馬義人） 

メルマガ・ホームページからのお知らせ 

・楽学の会ＨＰと楽学メルマは、東北地方太平洋
沖地震特集とし、足立区民の皆様をはじめ、会

員以外の方々に重点をおいた内容とします。 

・楽学の会と交流のある生涯学習関連諸団体もそ
れぞれ、地震に関する特集を組んでいます。 

・なかでも、「みさと生涯学習ネットワーク」さん
は、活動拠点の瑞沼市民センターがこの大震災

の避難場所に指定され、パソコン等を使った情

報伝達のお手伝いをすることを企画していま
す。ぜひ、『生涯学習関連リンクとネットワーク』

から各種団体にアクセスしてみてください。 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 


