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受託講座 講座の再開について～脳のふしぎ？「脳科学と教育」～ 

 本講座は東日本大震災のため、第 1 回のみ実施し、第 2 回～第４回が中断されましたが、再開が決ま

りました。センターの受託講座として運営ボランテティアも募集しています。会員の皆さん、協力し成

功させましょう。                                      

  開催時間：14 時～16 時  会場：生涯学習センター ４F 講堂 

・受講申込は生涯学習センターへ電話または直接窓口へ  

                     電話 03-5813-3730 

なお、震災の影響を受け、会の活動も制約を受けることになりますが、あだち区民大学塾 6月～8月開催
案内講座につきましても、現在大学塾企画会議を中心に「川柳」「源氏物語」「論語」「万葉集」「樋口一葉」

など開催に向けて検討しています。皆さまの積極的なご参加をお願いします。      （学習支援部） 

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」開始について 

 前回の学びの場再発見の取材掲載は平成２２年３月２５日発行楽学ニュース１５３号を以って郷土

博物館を初め１３地域学習センターを完了し、今回掲題の内容を企画致しました。本企画には先ず足立

区の南北を縦断して区の発展に、生活に需要な役割を得ている区内鉄道の主要な“駅舎の今昔”の写真

をベースに周辺の生活の成り立ち、文化、自然環境の変遷などを｢会｣の視点から「学びのエリア再発見」

として取材掲載する企画です。 
なお、会員各位で古い写真、資料などお持ちの方、また地域の長老、古老などでお話をお聞きできる

お知り合いがおられましたら是非広報部へご連絡ください。今回の企画案取材は広報部以外の会員にも

同行して知恵を貸して戴かなければこのシリーズは成り

立ちません。ご協力をお願いします。 
 足立区にある主な鉄道駅 
１． 東武伊勢崎線・堀切・牛田・北千住・梅島・西新井 

・竹ノ塚（北千住から地下鉄日比谷線乗り入れ） 
２． 京成本線・千住大橋・京成関屋 
３． つくば EX・北千住・青井・六町 
４． 地下鉄千代田線・北千住・綾瀬・北綾瀬等 

第一回目掲載は 7月号 166号から、隔月掲載を予定して
います。                  （広報部）

日 程 内       容 

6/5（日） こころがやすらぐ睡眠のとり方 

本田 真 氏（東京都医学総合研究所睡眠プロジェクト  

チームリーダー） 

6/11（土） 感性と子どもの教育～脳科学の成果を活かした子育て～ 

矢萩恵一 氏（元西新井第一小学校校長） 

6/19（日） 柔らかな脳をつくる１１のコツ 

石浦章一 氏（東京大学大学院教授） 
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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～500字以内） 

FAX.03－3889－8202  E-mail: yoshi.soma@viola.ocn.ne.jp 

年よりのひとり言 

東日本大震災の様子を新聞やテレビで見るたびに、その悲惨さに言うべき言葉もない。 
そんなとき、緑川祥元さんの急逝に接し、悲しみを禁じえない。心からご冥福をお祈りしたい。

「楽学の会」にとって惜しい人を失った。誠に大きな損失であり、残念である。 
この会には「２１世紀の学習社会の創造及び学びあうまち足立の実現」（設立趣旨書）とい

う遠大な目標はあるが、近い将来を見据えた目標が最近はない。事業計画を毎年決めることは

法人としては当然。講座や月例会の中止の間を有意義に使って、当面３～４年先、そして 10
年先位の目標を、皆で話し合いたいものだ。例えば、法人設立 10周年迄に落ち込んだ会員数
を何人位に回復させよう、「大学塾」を何講座に増やそう等々。きちんとした目標がない団体

や活動は、途中で挫折していくことが多い。一人ひとりも自分としての目標を立てて行きたい。 
それにはリーダーの役割が何としても重要になる。「ふるさとづくり賞」で内閣総理大臣賞

を受賞した静岡の「清見潟大学塾」が、塾長が変わって元気がなくなっている、とは瀬沼先生

のお話である。会員の成長は会にとって欠かせない。瀬沼先生は「学習団体活動の使命は二つ。

一つは団体自身の発達と発展。もう一つ忘れていけないのは、メンバーの発達と成熟。団体が

伸びたら個人も伸びなければならない」と述べられている。逆にいえば、会員が伸びなければ、

会の発展もない、と言えよう。研修会の実施や、自己研鑽を重ねて成熟して行きたい。日頃、

思っていることを書かせていただいた。           （H23年 4月 6日 市川茂敏） 

明日のことはわからないけれど・・・・ 

東日本大震災により、亡くなられました方々に対し ご冥福を申し上げると 
ともに、被災された多くの方々に対し 心よりお見舞い申し上げます。 

3月 11日、14時 46分、私は主人と別府温泉 血の池地獄にいました。レンタカーのナビは
TV機能が付いてなく、私の携帯電話は緊急地震速報が入って来ないので、隣にいた卒業旅行
の学生さんたちの「東京の電車が全部止まってるって？？えっーまじかよ！」それを聞いても

全く信じられず、その後、携帯に入ってきた娘たちのメールを見て、なんかすごい事が起きて

いるってわかりましたが、実感は湧きませんでした。この未曽有の大地震を知ったのは、ホテ

ルに入ってテレビを見たときでした。悲惨な映像とすべてのチャンネルでやっていたので事の

重大さが分かりました。すぐに東京に帰らなくちゃ。でも、大分空港の飛行機は欠航。やまな

みハイウェイの景色なんかそっちのけで、制限速度ぎりぎりで熊本空港に着いたものの、チケ

ットが取れずに、こんどは九州自動車道を福岡空港までぶっとばして・・・こんなはずではな

かった・・・こんな結果になってしまって・・・きっと、日本中のだれもがそう思ったことで

しょう。人生にはこんなことが起きると、身をもって知りました。「一寸先は闇」「備えあれば

憂いなし」ことわざを勉強しなおし、実生活に取り入れようと真剣に思いました。 
そして、一日一日を大事に、引き続き、私に出来る限りのボランティアを続けていこうと改

めて思いました。                         （白根貴代美） 
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運営委員会だより 

平成23年５月度運営委員会は５月２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）22年度監査会及び総会議事内容に関する理 

事会を4／12実施した。 

2）４／12施設利用等の方針 

・４／13～6月末 平日昼開設、土･日・祝日は

昼夜とも開設 

・7月～9月 夜間休止 土・日･祝日は昼のみ。 

・10月～11月 平日昼開設、土･日・祝日は昼夜

も開設 

・12月～3月 昼開設、区の方針が、しばしば,

変更になるので注意が必要。 

ж4／29～6／30 午前9時～午後9時30分まで

利用可能(4／28発表)  

3）大学塾講座 大淵澄夫のスケッチ講座と生活

習慣病の２講座を再開。 

4）受託講座「脳のふしぎ」再開6／5・11・19 

14～16時 延期した２回目以降再開。 

5）東日本大震災へ「楽学の会」として義援金10

万円を送った。 

２．情報交換 

1) 顧問 瀬沼克彰先生より講座研修の案内。 

  6／3 午後1時半～5時 

2）あだちＮＰＯ カレッジの案内。 

  

３．あだち区民大学塾について(鹿島)  

 1）講座検討会議：5／13 開催の予定。 

 2）講座企画会議：5／2 開催、議事録を参照。 

４．区民大学塾講師謝金について（鹿島） 

     応募人員30名を基準に設定された現在の講 

  師謝金の規定を研１や講堂で開催する60名以 

  上の応募多数人数に応じた謝金へ改定提案。 

  受講生  1～30名（講師）7割（会）3割  

      31～60名（講師）3割（会）7割 

      61名以上（講師）7割（会）3割 

５．22年度総会準備について（提案：江川） 

    議案について資料により報告した。  

６．役員(理事・監事)案について 

  代表理事より説明があった。 

７．各部局からの報告および提案 

＜学習支援部＞ 部会日程:6／7 

＜ボランティア活動推進部＞ 部会日程：6／7 

・月例会日程：6／28 午後6時半～8時半 

＜広報部＞ 部会日程；6／5・25・28  

・HPは6／1更新の予定。 

・メールマガジン は6／1に10回目配信予定。 

＜事務局＞ 部会日程：6／7・29 

（江川武男） 
注）会合日時は楽学インフォーメション参照 

社会教育５月号に当会顧問の下記記事が掲載されました。（詳細ワークルーム保管の冊子をご覧ください） 
★「子供の態度と行動はどう変わったか」川村学園女子大学大学院教授 齋藤哲瑯 氏 
★論壇「進化するミュージアム・ボランティア」文化ボランティア・コーディネーター 大久保邦子 氏

この頃のこと               

3/11午後 2時過ぎ、部局長会議の最中だったワークルームに突然大きな横揺れが 
襲った。部屋の壁はギシギシ音を立てている。床に立つのも大変、只事ではない。 
机にしがみつくような格好で、一瞬この学びピアのビルも崩れないだろうかという懸念が脳裏

を走った。東日本大震災の発生だった。 
 区民大学塾は３月中に３講座を残して平成２２年度１７講座達成の予定だったが、大震災が

環境を激変させ、会場が使用不可、実施は見送りになり、１４講座に止まる結果になった。そ

の後、大学塾事務局は開店休業状態が続いている。 人間不思議なもので、２・３月に集中し

た講座を消化する為かなり忙しい毎日だったのに、空鉄砲に終わって気が抜け、手持ち無沙汰

でボーとしているときが多い。思考力もなくなってくる。 
 その後、「楽学の会」の重鎮だった緑川さんが何の前触れもなく３月 27日に突然逝去した。
前々日には気持ち良く酒を飲み交わし、上機嫌で別れただけに今でも信じられない。 
 「楽学の会」を通じて人一倍親しくしていた友人を失って、私は大きなショックを受けまし

た。この急変と大学塾が抱える諸問題が私に精神的動揺を与えたのか、このところ体調も今一

つ、意気消沈の毎日が続いています。こういう状況下にあって、震災で会の活動にも影響を受

けるがなんとか目標講座の実施を目指していきたいと思っています。      （鹿島健一） 
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生涯学習センター 

 ボランティア情報 
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） 

生涯学習センター講座情報 
＜健康は足元から「シューフィッターの仕事」＞ 
① 講師：宮崎 重行氏 
（マスターシューフィッター） 

② 日時：6月 4日 土曜日  14:00～16:00 
③ 会場：生涯学習センター5階 研修室 1 
④ 対象・定員：16歳以上、60名 
⑤ 受講料：600円（一般） 

420円（70歳以上の方、障がい者手
帳をお持ちの方） 

申込は生涯学習センターへ電話または直接窓口へ 
 電話 03-5813-3730 

     ６月月例会のご案内 

日 時 6 月 28 日（火） 

       午後 6 時 30 分～8 時 30 分 

会 場 生涯学習センター5 階 研修室３ 

テーマ１「足立区における生涯学習に関する 

           施策提言」について 

講 師 足立区地域のちから推進部地域文化課長 

     鈴木伝一氏 

   足立区地域のちから推進部地域文化課 

   地域学習担当係長  山本眞由美氏 

テーマ 2 「楽学の会」個人情報取扱規程 

           について 

講 師 個人情報取扱規程制定の背景 

      喜多村政夫氏 

    個人情報取扱規程検討結果 

       江川武男氏 

※ 女性会員の出席率向上と会員の活動時間帯を

考慮して、昼間実施を試みたが、期待できる効

果が得られなかったので、従来の夜間 6 時 30

分から開催することとした。 

会員の皆さんの積極

的な参加をお待ちして

います。             
（ボラ活部） 

 

 

 

○運営委員会 

6月 1日(水) 午後3時～5時 ワークルーム 

○月例会  

   6月28日(火)  午後6時半～8時半 研修室3 

○学習支援部 

6月10日(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

6月 7日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

   6月 6日(月) 午後2時～4時 ワークルーム 

6月25日(土)  午後2時～4時 ワークルーム 

6月28日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

6月 7日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

6月29日(水)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  

6月15日(水 )  午後3時～5時 ワークルーム 

○大学塾企画会議 

 6月 1日(水)  午後1時半～3時 ワークルーム 

○ホームページ企画会議 
6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 

今回の東北地方・太平洋沖地震が発生して２ケ

月が経ちました。被災地の一刻も早い復興を祈念

します。会の主要活動の一つあだち区民大学塾も

開講が遅れております。 
西暦８６９年に起こった「貞観（じょうがん）

地震」から 1,100年目の大惨事。今我々も充電期
間として今後に備えましょう。        （安藤寿） 

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 

・HPは6/1に更新アップ完了。今回は会員ページの更

新で各部会、大学塾関連情報をチェック下さい。 

・楽学メルマは6/1に発行予定。「みんなの広場」の話

題を特集します。 


