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☆２２年度 通常総会開催☆ 

平成 22年度通常総会は、5月 28日午後 3時より生涯学習センター研修室４で開催された。開催に先立ち、

司会者齋藤さんより本日の出席者 24名、委任状数 13通で、会員数 54名の 1/3以上の参加があり、本総会が

成立している旨の報告があった。続いて、小林代表より挨拶があり、楽学の会の現在の方針として、 

①会員（人材）の増強、確保  

②大学塾講座の充実と開催数の増加 

③会員の研修 

④他団体等との交流 

⑤ＮＰＯ設立１０周年に向けての準備開始等について

話された。議長に金子さんが選任され、議事録署名人

に鹿島さん、尾島さん両名が指名された。 

その後、議案の審議が行われ、平成22年度事業報告・

収支報告及び監査報告が承認され、平成 23 年度事業計画及び収支予算が原案通り可決された。 

 続いて、新役員・監事候補者の提案があり、提案通り可決された。 臨時理事会において、平成 23 年 7 月 1

日から平成 24年 6月 30 日までの、理事役割分担と監事は、以下の通り決定されたとの報告があった。 

 代表理事:小林徹、学習支援部:鹿島健一(副代表理事・部長)、安田善英、田中桂子、ボランティア活動推進

部:金子勝治(副代表理事・部長)、齋藤龍男、岡田スミ子、広報部:田中国弘（副代表理事・部長）、尾島美津江、

佐久間實、事務局:瀬田佳男(常務理事・事務局長)、大藤久子、江川武男、市川道子、監事:原田進、鈴木良夫。

次に、新任理事の市川・佐久間・瀬田の各氏及び新任監事原田氏より就任の挨拶があり、総会は無事終了した。

終了後、生涯学習センター平野所長から総会が終了したことにつき祝辞を頂き閉会となった。 引き続き、5 月

月例会が行われ、各部局のスケジュール等について説明があった。                     

（事務局 江川武男） 

新理事、監事抱負 

＜活気溢れる楽しい会となるよう微力を＞              佐久間實 
 入会してから二年目になりました。お陰さまでボランティア活動が自分の生き甲斐になっ

ていることを実感しています。 

自己満足しているだけでなく、会の活動に一人でも多くの方々をお誘いし、皆でわいわ

い活気溢れる楽しい会となるよう微力を注いでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

＜事務局長に異例の再登板＞                              瀬田佳男 

 緑川前事務局長は３月２７日にご逝去されましたので、異例の再登板になりました。私は

初代・第二代の代表理事の下で３期事務局長を務めました。その後、緑川さんに事務局長

を引き継いでいただきました。彼は、楽学の会の活動に全力で取り組み、多大な貢献をし

て下さいました。 今後は緑川さんの遺志を尊重し、皆様のご指導・ご協力をいただき、事

務局長の職務を全うしてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
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＜仲間が一人でも増えるように＞                              市川道子 

 私は平成１９年に楽学の会に入会いたしました。入会当初は、まだ会社づとめをしておりま

したので、名ばかり会員で、所属した事務局の皆様には何かとご迷惑をおかけしました。２年

前の退職を機に時間の許す限り、お手伝いをさせていただいています。 

この度、故緑川氏の推薦をうけて、理事の仲間入りをさせていただくことになりました。 

学びと出会いを支援するこの会の仲間が一人でも増えるよう、これまでの自分より少し、問

題意識を持たなければと感じています。本当に微力ではありますが、一歩ずつ前進したいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

＜これまでの経験を生かして＞                                原田進 

前監事・瀬田さんの事務局長就任に伴い、このたび監事に就任しました。 

これまでの経験を生かして、楽学の会の事業推進および管理に於けるさらなる透明性の向上

とコミュニケーションのために努力しますので、ご協力よろしくお願いいたします。 
 
 

平成２３年度第２ステージあだち区民大学塾 

 

「あだち広報」６月２５日号掲載

講座名 
講師名 開催日時 

川柳の楽しみ 
～生活に機微をみる～ 

見川文雄 氏 
 川柳作家 

8/21、8/28 (日曜日) 

13 時～15 時 

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ています。 

申込先：事務局 電話・FAX 03-5813-3759 平日午後 1 時～5 時 

平成２３年度第１ステージあだち区民大学塾講座報告 
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」 

５月２６日（木）、６月２日（木）の２日間にわたり講座を開催した。受講者は２日とも同じメンバーで、それぞれ１７

名の参加であった。第１日目は天候も良く気温も快適、スケッチ日和であった。大淵講師よりスケッチのポイントに

ついての講話に続き、千住新橋を渡り、荒川のセンターからの対岸に行き、土手から荒川越しにスカイツリーを中

心にスケッチ。ほとんどの人がスケッチができたようである。中には絵具を塗っている人もいた。 

２日目はあいにくの雨、室内での講座となった。雨が幸いしたようで、大淵講師が一人一人に対してアドバイス

したのは効果的であった。参加者全員が自分の絵を完成。楽しい講座であったと満足の様子であった。 

孫に、描いた絵を送る、との受講者の言葉には感動。                             （小林徹） 

  

 
 
 
 
 
 
 

◆◆講座開催案内◆◆ 
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「生活習慣病との上手い付き合い方」 

東日本大震災の為延期になっていた、あだち区民大学塾「生活習慣

病との上手い付き合い方」講座を、6月9日と16日の2日間足立区生涯学

習センターで開講した。２ヶ月間の延期にもかかわらず、会員の積極的な

PR活動により、３５名の方が受講しました。 

１日目は、北千住で開業され、かつ放送大学の学校医も務められる飯

塚一秀先生から、地域医療を支える立場からの、生活習慣病の原因や合

併症の種類と右肩上がりに患者の増加などを、具体的なイラストや数字を

基にわかり易く解説された。「なんとかダイエット法などに惑わされず、広く

浅く（いろんな種類の食物を少しずつ）腹八分で良く噛んで」が心に残った言葉でした。 

２日目は、前回に受講者から寄せられた15件の質問票にたいする回答があり、腎のう胞や高血圧症、低血糖

症、ヘモグロビンA1cの数値の意味やリンパ腫さらに肩関節症まで、本人や家族の症状を聞きながら丁寧に説明

された。次いで、同じく北千住の薬局に勤めておられる薬剤師の坂田朋子氏から、正しい薬の飲み方や飲み合

わせ、ジェネリック薬品の話や、さらにお薬手帳の重要性などの説明があり、最後に飯塚先生より、大学・総合病

院とかかりつけ医院・薬局の役割を話されるなど、受講者の皆さんから大好評の講座であった。  

                        （原田進） 

 

平成２２年度あだち区民大学塾講座実施報告書 

＜冊子出来上がりました＞ 

大学塾は、東日本大震災の影響で３講

座の中止を余儀なくされ、１４講座の実施

に終ったのは誠に残念でしたが、開催さ

れた講座についてはいずれも講師の熱

意、スタッフの努力等により、多くの受講

者を集めて好評を博しました。その集大

成が５５ページに亘る冊子となりました。 

今回は原田さんが中心で相馬さん、金

子さんが編集に携わりました。実作業面

では表紙、あとがき、及び印刷は佐久間さん、製本作業ではボラ部より協力を求め齋藤さん、福田さん、岡田さ

ん、今野さん、そのほか多くの方たちの協力で出来上がりました。改めて感謝申し上げます。 

２３年度も講座検討会議と企画会議を通じ、更なる講座の充実を念頭にして初期の目標に向かって会員の皆

様にご協力をお願いします。                                          （学習支援部） 

 

＜地域のちから推進部へ報告しました＞ 

平成２２年度あだち区民大学塾講座実施報告書を６月１７

日に区地域文化課へ小林・金子・鹿島・佐久間・瀬田が堤

出しました。平成２２年度は東日本大震災の影響、その他の

事情等により、やむなく５講座が中止、平成１６年度に開講

以来８８講座を開催出来たことを報告しました。報告書は教

育長をはじめ関係部署に配布していただくことになりました。 

平成２３年度足立区の方針の一つに「地域の絆の結び直

し」があります。あだち区民大学塾はまさに絆を結び、広げる

ことを実践しているので、これからも地域文化課が支援しま

すとのことでした。                    （事務局） 
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生涯学習センター 受託講座開催報告「脳のふしぎ？」 

 3 月 5 日に第 1 回「脳科学と教育」中井淳一氏の講座を開催した。しかし、この後、東日本大震災が起こり、延

期され、６月５日に第２回「こころやすらぐ睡眠のとり方」本多真氏（東京

都医学総合研）、１１日に第３回「感性と子どもの教育」矢萩惠一氏（元

西新井第一小校長）、１９日に第４回「柔らかな脳をつくる 11 のコツ」石

浦章一氏（東大大学院教授）の講座を再開した。各回の受講者の質問

を聴くと講座内容ではなく、自分の抱えている問題が多かったと思う。

質問者も普段と違って、若い人が多かった。講師も専門性の高い内容

であることから、映像を使って、難しい言語をなるべく使わず説明した。

各回テーマが分散されたため、受講者数に変動があった。講堂のため、

生涯学習センターは開始直前まで講座のお知らせを館内放送してい

ただいた。(2回～4回受講者数延べ 143名)                                  （安田善英）  
                                          

● 足立区防災センター合同見学会 

生涯学習センターの学習支援事業の一つである学習情報

相談のサポーターの方達と「楽学の会」の会員による 11 名が

参加して、合同の施設見学会が6月17日に行なわれました。 

足立区防災センターは平成 8年に新しくオープンし災害時

に区民の方々の安全を支援する重要な施設です。 

今回の東日本大震災と同じ規模の地震発生に備えて、足

立区の防災の取り組み方について、施設の見学と災害時に

避難した人たちの為の備蓄物資と倉庫、飲料水の確保、防災

用品あっせん、ハザードマップ、放射線量の測定調査につい

て、また毎日夕方に流れている「夕やけ放送」がいざと言う時

の機器点検(試験放送)であることなどの説明を受けました。                          （金子勝治） 
 

  
 
 
 
 

★ボランティアとしての役わり 

「楽学の会」に関わり今年で１０年になろうとしている。昨年６月、代表理事４年の任期を務め“もう私の役目は終

わったのではないだろうか”、会での役割を自問自答し、活動から離れてみるのもいいかもしれない。と目前に生

涯学習センターの「学習情報サポーター養成講座」のチラシが飛び込んで来た。 

あァーこれだ・・・、“創る活動”から“発信する活動”へ、新たな目標を掴めるような予感が受講者へ。もう少しこ

こに留まってみよう。 サポーターとしての環境はまだまだ整っていないが、本事業に懸ける生涯学習センター側

の思い入れがサポーターを揺り動かしているようにも思う。そして、何よりの収穫は、本活動を通して「楽学の会」

の活動の成果がより鮮明に見えてきたことである。 

センターに留まることなく、地域学習センターにも「学びの相談会」を広めていこうという試みが少しずつ進んで

いるが、その打ち合わせの先々で「楽学の会」に対する評価を職員の方々が話される。その感動が次の地域学

習センターの相談会を後押ししているのである。「楽学ニュース」で１４か所全てのセンターに取材、インタビュー

記事を掲載したことが当会の活動を浸透させていることに気づき、これがボランティア活動なのだ・・・と。 

                     （早坂津夜子） 

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 
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運営委員会だより 

平成 23 年６月度運営委員会は６月１日(水) 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）平成 22 年度通常総会は無事に終了した。 

市川･早坂両相談役も参加され、今後も会の運営

に対し助言をお願いする。 

 2）6 月月例会は足立区新設の「地域のちから推進

部」地域文化課 鈴木課長、山本係長が出席し、

「足立区における生涯学習に関する施策提案」

について説明をしていただく。 

 3）地域文化課にあだち区民大学塾の共催について 

確認したところ、従来通り教育委員会・生涯学習セ 

ンター・楽学の会の標示で良いとの回答があっ 

た。 

 4）平成２２年度あだち区民大学塾講座実施報告書

が出来あがった。 

5）生涯学習ボランティア養成セミナー開講決定。 

第 1 回 伊藤俊夫講師    10／ 1 (土） 研 1 

第 2 回 興梠寛講師      10／10（月） 講堂 

第 3 回 大久保邦子講師  10／15（土） 講堂 

第 4 回 事例発表(楽学他) 10／22 (土)  講堂 

第 5 回 平沢茂講師       10／29 (土)  講堂 

第 6 回 齋藤哲瑯講師     11／ 5 (土） 講堂 

・6 月号 [ときめき]に「ボランティア入門セミナー」の

記事が大きなスペースで掲載されていたが地域

文化課に打診してみてはどうかとの意見があった。 

・平成 24 年度からセミナーの内容を見直すとの情

報があるので平野所長と時期をみて打ち合わせ

をする。 

6)新体制の部局長会議 7／15(金)14 時～。 

7）NPO 設立 10 周年記念事業の計画準備委員会

(仮称)を設置する。 

２．情報交換 

  1）5／25NPO 法改正緊急院内集会の報告。 

  2）社会教育 6 月号に瀬沼顧問の「市民大学」に関 

する論文掲載の報告があり、会員に参考になる 

ので、6 月月例会で一部をコピー配付。 

３．２３年度運営委員会参加者の確認 

・新委員に原田進、山口浩子が決定した。 

・市川・早坂両相談役のオブザーバー出席は理

事･監事に可否を諮り、結論を出す。  

４．あだち区民大学塾 

 1） 講座検討会議 7／12 開催。 

 2） 講座企画会議 7／１ 開催。 

 3） 地域協働講座 新田地域学習センターから 12 

     月に講座開催の依頼があった。 

 4) 22 年度大学塾講座報告書配付先 

･地域文化課 15 部外  

なお、地域文化課には 6／17(金) 

小林･鹿島･金子･佐久間･瀬田が持参する。 

５．他団体との交流会実施 

八王子生涯コーディネータ会と 11 月頃実施予

定。連絡は市川相談役、詳細打ち合わせは小林

代表、企画･運営はボラ活部 

６．各部局からの報告および提案 

＜学習支援部＞部会日程: 7／7 

＜ボランティア活動推進部＞ 

部会日程：7／7 

・月例会：7／28(暑気払い 18 時ピガール) 

なお、地域文化課鈴木課長、河野係長・山本係 

長に案内状を送る 

＜広報部＞部会日程；7／4・25・28  

・HP は 6／1 更新。次回は 7/1 更新予定 

・メルマガは加入者の増大が課題 

＜事務局＞ 

・部会日程：7／6・29 

・ワークルームの使用：大学塾事務局 月曜～金曜 

午後 1時～5時、部会等はセンター受付で利用者

が申込みして使用。なお、予約可能につき早目に

申し込む。                 （瀬田佳男） 

注）会合日時は楽学インフォメーション参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育 6 月号に当会顧問等の下記記

事が掲載されました。 

（ワークルーム保管の冊子をご覧ください） 

・「市民大学がこれまでの社会教育に与えた影響」

（桜美林大学名誉教授 瀬沼克彰） 
・「全国の市民大学に関する実態調査から」 

（拓殖大学教授 有馬廣實） 
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生涯学習センター 

 ボランティア情報 
講座運営ボランティアを募集しています。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） 

新しい自分との出会いを求めて………。 

   LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  
 

★NHK 主催展覧会関連文化講演会★ 

「大英博物館古代ギリシャ展」 
◎日 時  ８月２８日（日曜日） 

１０：３０～１２：００ 

◎会 場  生涯学習センター ４階 講堂 

◎講演者  飯塚 隆氏 

（国立西洋美術館研究補佐員本展担当） 

◎定 員  ２００名 

◎募集人員 ７名程度 

（会場・講演者接待・受付・司会・記録等） 

◎募集担当 齋藤（ボラ活部） 

◎申込締切 ８月１２日（金） 

◎集合時間 ９：３０（講堂） 

運営ボランティア募集 

◎申込先 齋藤(ボラ活部) t3436s＠yahoo.co.jp 
FAX 03-5813-3759（事務局） 

７月月例会は、暑気払い！ 

楽学の会「暑気払い」を下記のとおり開

催します。 

皆さん、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ご

案内申し上げます。 

記 

◎日 時 平成２３年７月２８日（木）午後６時～ 

◎場 所 足立区役所本庁舎  

１４階 レストラン「ピガール」 

◎会 費  3,500 円（当日キャンセルは不可、 

欠席者は全額負担とさせていただきます。） 

◎申 込  メール 齋藤 t3436s@yahoo.co.jp 

     FAX  03-5813-3759（事務局） 

事務局掲示板「暑気払いのご案内」書き込み 

◎締切日 ７月２６日（火）まで（申込後、欠席す

る方は事前に連絡して下さい。） 
                     以上 

 
 

 

○運営委員会 

7月 1日(金) 午後3時～5時  研修室3 

○月例会 (暑気払い) 

  7月28日(木)  午後6時～8時 ピガール 

○学習支援部 

7月 8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 

7月 7日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

   7月 4日(月) 午後2時～4時 ワークルーム 

7月25日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

7月28日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

7月 6日(水)午後2時半～4時半ワークルーム 

7月29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  

7月12日(火)  午後3時～5時 研修室５ 

○大学塾企画会議 

  7月 1日(金)  午後1時半～3時  研修室3 

○ホームページ企画会議 

7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 

 東日本大震災から１００日が過ぎましたが、例を見な

い災害のため復旧、復興がなかなか進まない。 

 「あだち区民大学塾」は再開されましたが、節電のた

め夏場の暑い時期をどのように乗り切るか課題がつきま

せん。一日でも早くいつもの日常に戻る事ができるよう

にと願うこの頃ですが、あきらめずにみんなの気持を合

わせてがんばって行きましょう。      （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 

・HPは７／１に更新されます。是非ご覧ください。 
ニュースでは見られない写真も多く掲載。 

・楽学メルマも７／１に更新します。 
読者は現在 78名で、100名まで、あと一息です。 


