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生涯学習センターにおける今後の対応と 

「楽学の会」の事業活動について  

代表理事 小林徹 

楽学ニュース１６２号で報告しましたが、３月１１日に発生した東日本大震災の

影響を受け、会の活動では、拠点である生涯学習センターにおける施設利用の中止、

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となりました。 

また、４月１２日には、区より「今後の施設開設について」の指針が出されまし

た。それによると次のようになっています。 

◆４月１３日から６月末：平日は昼間開設、土・日曜日及び祝日は昼間・夜間開設 

◆７月～９月：夜間は休止、平日の昼間は輪番制で開設、土・日曜日及び祝日は昼間のみ開設 

◆１０月～１１月：平日は昼間開設、土・日曜日及び祝日は昼間・夜間開設 

◆１２月～３月：昼間のみ開設 

私たちはこのような区の方針・指示に従い行動していく必要があります。  

特に７月～９月の夏期の利用については電力需要の観点から、夜間の利用休止、平日の昼間は輪番制

で月～金までのうち２～３日間開設等の制限があります。 

楽学の会では、このような制約はありますが、あだち区民大学塾講座、受託講座等については、極力

開催していけるよう生涯学習センターとも連携し実施していきます。 

なお、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。 

みなさんのご協力をお願いします。 

◇◆ 当会顧問・寄稿文 ◆◇  

「大震災と生涯学習」 

平沢 茂 
文教大学教育学部教授，同大学院教育学研究科長 

この２つは無縁だろうか。そうではない。生涯学習の源流となったラングラン
注）

の生涯教育論は、危機に立つ人類への警告であった。なぜ、生涯教育が必要か。彼

が２つめに挙げた理由が「人口の増大」である。地球環境の激変、ひいては人類滅

亡の危機を予測し、その危機を脱しうるか否かは人が本当の知恵を持てるか否かに

かかっていると論じたのだ。大震災後の原発騒動を見るにつけ、ラングランの指摘

の重さが身にしみる。 

「悲観的に備え、楽観的に対処する」。危機管理の大原則だ。原発騒動を見ていると、正反対であるこ

とがよく分かる。超高層ビルが建つたびに、私は「大丈夫か」と思ってきた。しかし＜専門家＞は「大

丈夫だ」と言い続けた。原発も同じだ。想定外などという言葉での言い逃れは許されない。「悲観的に備

え」なかった不明を恥じ、詫びてもらいたい。 

何が妥当か多角的に考える力、生涯学習で我々が目指すべきものがそれだ。雑学でよいのだ。雑学で

得た情報や知識を基に多面的に考え、合理的な結論を得る。これこそが、今必要な我々の力だ。似非専

門家に惑わされない真の知力を身につけよう。楽学の会に期待するところ大である。 
注）
ポール・ラングラン(Paul Lengrand、1910 年-2003 年)は、フランスの教育思想家。ユネスコの成人教育長

を勤め、『生涯教育入門(第 1部・第 2部)』(1970 年)他を発表、生涯教育（生涯学習）の理念を提唱するととも

に，考え方の原型を構築した人物として有名である。 
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★★ 東日本大震災からの立直りに向けて ★★ 

中止/延期だったあだち区民大学塾２講座の復活開催決まる 

 東日本大震災の影響で見合せていた下記の２講座をあだち区民大学塾の講座として再開・実施できる

ことになりました。私達も協力して，前向きに進もうではありませんか。 
  

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 

大淵澄夫 氏 
（建築イラストレーター、 

「アトリエ-Ｏ」代表） 

開催日時:5月26日、6月2日各(木) 午後2時～4時 

定員：３０名、 5月12日(木)必着 

受講料：１,０００円（全２回分） 
 

  

講座名 講師 

生活習慣病との 

上手い付き合い方 

飯塚一秀氏 

（内科医・医学博士） 

坂田朋子氏  （薬剤師） 

開催日時:6月9日、16日各(木) 午後2時～4時 

定員：５０名、 5月31日(火)必着 

受講料： 無料 
  

   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 
  

もう一つのボランティア 

私はこの一年余り、毎週１回、ある老人ホーム

のデイサービスを訪れています。多くのボランテ

ィアの中で老人ホームを選んだのは、身近で、老

いて行く姿をみられなかった事にあります。また、

介護の仕事に興味もありましたので、プロの職員

の高齢者への接し方をまじかで体験したいと思い

ました。そこでは10名ほどの認知症の方たちと職

員の方と一緒に６時間ほどを過ごします。 

 認知症になられた原因も症状もさまざまです

が、人間として、すべての機能を失っているわけ

ではありません。或る７０代の女性は、私が顔を

見せると手を上げて歓迎してくれますし、きちん

と挨拶も返して下さいます。又、90代の女性は「す

みません」「ありがとう」といつもニコニコして、

私を友人、仲間？として受け入れてくれて、自分

のおやつを分けてくれようとします。一人で食事

もきちんと出来ます。もちろん介助が必要な方も

いますし、排泄も同様です。ただ、時間の流れ、

自分に関するある部分の記憶、さっき食べたもの

や行為の記憶等を失くしているのです。そうです！

今この瞬間を生きているのです。一日の日課は幼

稚園と似ていて、昔の歌を歌ったり、体操をした

りして、仲間と楽しく一日を過ごし、４時にはバ

スで自宅へ戻ります。 

私にとって、ここでの時間は人間としての自分

を再発見する場でもあり、ごまかしの効かない、 

  

不思議な力を持った空間なのです。 

（市川道子） 
  

東北の春に思いを抱く 

お正月真近になる頃より小雪が舞いはじめ、次

第に冬の厳しい寒さや積雪に耐える生活がはじま

る。 

桃の節句頃になって待ちこがれた春が、ようや

く訪れる喜びで希望と勇気が沸いてくる。 

今回の東北関東地震はその矢先のできごとで多

くの尊い命が失われ未曾有の被害をもたらした｡

亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げると

共に被災者の方には心よりお見舞申し上げます。 

被災地にも春は訪れ桜が爛漫に咲いたことでし

ょう。 

北国の春は桜の開花に始まり、さくらんぼ、桃、

りんごの花と次々に開き甘い香りが一面に漂う様

になる。6月末頃になると真赤なさくらんぼが店

頭に並び、街も温泉街もにぎやかになる。又桜の

時期には満開の舞鶴山で人間将棋の祭りがあり多

勢の人達で賑会う。その山の頂きより雪帽子を被

った月山の山並を遠くに眺めあの山を越えたら、

どんな世界が横たわっているのだろうかとロマン

チックになっていた青春の頃を懐かしく思い出す。 

人はそれぞれ故郷の思いを抱いて生きている。 

今回失われた東北の人達にもいつの日か自慢で

きるふるさとが復興することを信じている。 

（岡田スミ子） 
  

     訃報     緑 川 祥 元 氏 逝 去 

当会の常務理事であり、事務局長でもある緑川氏が去る3月27日、行年68歳にてご逝去されました。 

心より、ご冥福をお祈り申し上げます。葬儀は、厳粛に、かつ厳かに執り行われましたこと、ここ

に、謹んでご報告申し上げます。 

●通夜の儀  4月1日       ●葬儀告別の儀  4月2日 

●式 場   西新井ホール                      （事務局 江川武男） 

 

みんなの

広 場 
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運営委員会だより

平成23年４月度運営委員会は４月1日(金)に開
催された。議事録を基に報告する。 

議 事 

１．小林代表理事の報告及び提案 

1）緑川祥元事務局長が、3月27日急逝されました。

（4／1お通夜 4／2告別式、会から生花及び香

典を出す） 

2）3／11発生の東日本大震災の影響を受け、会の

活動にも制約がでる。3・4月開催予定の講座は

中止。4／1以降のセンター利用は土・日・祝日

の午後のみ。 

3）4月からの区の組織改編：生涯学習部は、地域

のちから推進部となる。 

4）生涯学習センターの人事異動：瀬下、丹治両氏

が異動。 

２．情報交換 

1）総会日程変更 5／26（木）18：30から5／28

（土）15：00～に変更。会場は研修室４ 

2）「22年度あだち区民大学塾講座実施報告書」を

総会までに作成。（担当 金子、相馬、原田） 

3)「23年度生涯学習ボランティア養成セミナー」

の取扱について、早急に生涯学習センターと折

衝する。（小林代表） 

３．あだち区民大学塾について(鹿島) 

1）講座検討会議 4／15開催の予定。 

2）講座企画会議 4／ 1開催 

４．区民大学塾講師謝金について（提案：鹿島） 

3／11部局長会議で協議中に大地震があり，中断

している。 

５．22年度総会準備について（提案：江川） 

 4／13 部局長会議にて中間報告 

 4／21 監査を受ける   

     同日理事会開催（総会開催に向けて）。 

 5／ 2 運営委員会に報告 

     同日理事会開催（総会資料の確認） 

６．各部局からの報告および提案 

<学習支援部＞ 

・部会日程: 5／11 

＜ボランティア活動推進部＞ 

・部会日程：5月未定 

・通常総会5／28（土）15時～、終了後月例会実施 

<広報部＞ 

・162号大震災特別号発行に当たり皆さんの協力に 

謝辞。 

・部会日程；5／10・24・28 5／28(11時～15時を 

検討) 

・ニュース163号は4／28発行予定。 

・ホームページは5／1更新の予定。 

・メールマガジンは5／1に9回目を配信。 

＜事務局＞  

・部会日程：5／10・30 

・22年度事業報告、23年度事業計画を4月中旬まで 

に作成、4／13部局長会議で概要説明。 

７．その他 

1）東日本大震災へ、｢会｣として寄付してはどうか

との提案があり，足立区経由で，義援金を贈る

こととした。金額は10万円程度とし、理事会に

て最終決定をする。 

2)4／21(木)理事会開催      (江川武男) 
  

緑 川 祥 元 氏 を 悼 む 

代表理事 小林徹 

会の常務理事で事務局長の緑川祥元氏が去る3月27日急逝されました。謹んで哀

悼の意を申し上げます。 

人の世が、いかにはかないものとはいいながらも、亡くなる２日前には生涯学

習センターとの打合せに出席され、また、仲間と酒を酌み交わし、元気そうであ

った人が翌々日にこの世を去らねばならないことは、この上なく悲しくてたまら

ないことです。 

今は亡き緑川さんは、私たちの心の通い合う良き仲間であり、常に精力的に活

躍されていました。昨日のことのように思いおこされます。 

また、ご遺族の方々にとりましては一家の主柱を突然失い、心中お察しいたします。 

当会にとっては、これからますます困難な情勢を迎えると思われます。しかし、緑川さんが残された教

訓を生かし、厳しいながらも新しい課題に向けて前進していきたいと思います。 
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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。 

   （ボランティア活動推進部） 

 

あだち区民大学塾 
講座運営スタッフ募集! 

２頁に記載したように開催中止/延期となった

「大淵澄夫スケッチ」「生活習慣病」２講座を開催

できることになりました。 

会員の皆さん、東日本大震災に負けず，講座を

成功させましょう。この講座運営スタッフを募集

します。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 

 

 

総会，５月月例会のご案内 

以下の要領で楽学の会平成22年度総会を開催し

ます。総会後，引続き月例会を行います。 

日時が変更になっているので，ご注意ください。 

１．日時：５月２８日（土） 午後３時～５時 

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場合は、 

委任状を事務局・江川宛提出して下さい。 

 

「楽学の会」 東日本大震災へ義援金 

 ４月２１日開催された理事会において、大きな

災害が発生した今回の震災に対して、義援金を送

ることとした。 

 義援金の金額  金１０万円 

 義援金の送り先 社会福祉法人中央共同募金会 

        （上記経由で日本赤十字社へ） 

 

 

 

○運営委員会 

5月 2日(月) 15:00～17:00 研修室５ 

○総会（月例会 ） 

5月28日(土)  15:00～17:00 研修室４ 

○学習支援部 

5月11日(水)  14:00～16:00 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

5月12日(木)  14:00～16:00 ワークルーム 

○広報部 

5月10日(火) 14:00～16:00 ワークルーム 

5月24日(火)  14:00～16:00 ワークルーム 

5月28日(土)  11:00～15:00 ワークルーム 

○事務局 

5月10日(火) 14:30～16:30 ワークルーム 

5月30日(月) 14:30～16:30 ワークルーム 

（ニュース発送） 

○大学塾講座検討会議  

5月13日(金)   15:00～17:00 研修室４ 

○大学塾講座企画会議 

5月 2日(月)   13:30～15:00 研修室５ 

○ホームページ企画会議 

5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 

 

 

・ＨＰは５／１更新。会員ページに各部会の最新状

況を掲載しました。是非ご覧ください。 

・大学塾の震災後の最新状況もご覧いただけます。 

・楽学メルマガは５／１発行します。復活開催が決

まった２件の講座案内が目玉となります。 

 

編集後記 

今後大震災の影響で会の活動にも大きな影響を

受け、記事量も大幅な不足が予想されます。そう

いう状況の中で編集会議にて確認した事は 

(1)例え１頁でも会の活動実態に応じて楽学ニュ 

ースを発行する 

(2)基本は毎月会員にメッセージを届ける 

という事です。今回の163号は4頁、今後も皆さん

の積極的なメッセージをお待ちしています。 

（田中国弘） 

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★ 


