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２3年度あだち区民大学塾第4ステージ3講座開催報告 

 

   ❤ 暮らしのなかの俳句 ～１７音の文芸～ ❤   ＜地域学習センター協働講座＞ 
 1/13,20,27（金）の 3回、講師に青山丈氏。東和地域学習センターで実施。 
1回目の講義では「千住ゆかりの俳人」に絡めて、松尾芭蕉、小林一茶を引
合いにし、俳句の本質、自分史として俳句を作ることの大切さ等ゆっくりし

た口調で語り、受講生を俳句の世界に引き込みました。 
2回目後半からは 15名の受講者から寄せられた句を一句ずつホワイトボー
ドに書き写し吟味し非常に丁寧な添削が始まりました。わずか一文字を加除

しただけ、ちょっと言葉の配列を変えただけ、などで全く趣が変わって素晴らしい俳句になってしまう

など、さすが著名な俳人を髣髴させていました。 
大方の受講生にも好評、満足した様子が窺えて、当初掲げた講座の狙い（俳句への接し方、自分史と

しての俳句等、俳句を作る上での心構え、気の持方など基本的な事柄の学習、添削による一言の重み、

句の変化を学ぶ）が達成出来たものと思われます。                 （鹿島健一） 
 

❤ やさしい「薬膳のはなし」❤ 
1/24,31（火）の 2回、梅田地域学習センターにおいて田中桂子講師
による講座が開催された。薬膳は食材や生薬の効果を生かし食事で病気

の予防、健康維持を図るもので、食べる人の健康状態を踏まえ、旬の食

材を利用することが効果的であると解り易く話された。 
２回目は 5班に分かれて山芋料理に挑戦し、最も好評を博した山芋団
子入り南瓜汁粉は自然の甘さで美味しかった。受講者 12名、運営ボラ
9名と少人数だったが、やさしい味でとても良かった。自分と家族の体を大切にしたい、他人と一緒に
作って楽しかった等の意見が寄せられた。運営を担当し感じたことは、料理日は時間設定を考慮して欲

しいと思った。                                 （岡田スミ子） 
 

❤ 「はじめての古文書」パートⅢ ～くずし字の史料を読み解く～  ❤ 
2/4,11,18（土）の 3 回開催。講師は小松賢司氏。講座には延 106 名が参
加し、江戸時代の「古文書」を中心に、足立の史料もひもとき、その魅力と

楽しさを学ぶことが出来た。1回目は、くずし字で書かれた史料が読めるよ
うに、候文に慣れる返読文字、部首のくずれ方などくずし字の基礎を学んだ。 
２回目は江戸の史料を読みながら字のくずれや言い回しを学んでいたが、

いつの間にかその時代、その場所に引き入れられ、講師の史料読み上げに受

講生全員も一緒に声を出して読み上げ、あっという間に講義の終了時間となっていた。 
３回目は、足立の史料を読みながら、くずし字の面白さを知ることが出来た。 
準備された資料についても好評であり、次回も本講師による講座の開催要望があった。  (佐久間實)
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講座名 講師名 開催日時 

生活習慣病との上手い付き合い方Ⅱ 
第１回 生活習慣と高血圧症・ 
糖尿病・脂質代謝異常症  
第２回  
知っておきたいお薬について 

飯塚一秀 氏 内科医・医学博士  
放送大学東京足立学習センター学校医 

足立区在住 

4/5,12 各(木)、 

14:00～16:00 

 
皆様、体調は如何ですか！  

日頃、地域医療を支えておられるお医者さんに、生活習慣と生活習慣病

の関係や、実際の病状などについて話していただきます。そして、自分

で改善できる工夫や定期健診の大切さを考えてみます。 また、発症後

に処方される薬について、知っておきたい、聞いてみたかったことなど、

具体的な質疑応答もあります。 

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。 

 （ボランティア活動推進部） 
申込先：事務局 電話・FAX 03-5813-3759（平日1時～5時） 
E-Mail（齋藤龍男）：t3436s@yahoo.co.jp  

      

ボランティア全体研修参加報告 

 
生涯学習センターでのボランティア事業で全体交流会から本格的にスタートし、今日、様々な活動に取り

組んでいる６つのグループと共に、今回「楽学の会」としても世田谷ボランティアセンターへ、1/24（火）
事例視察研修のために参加いたしました。 
当日は都心でも前日の降雪が路面を凍結させ、その影響か交通機関にも大幅な遅れが生じて凍る路面に足

元もおぼつかず会場へ入る。事業運営者である世田谷ボランティア協会の阿部紀夫氏の出迎えを受けて２階

のロビーにて世田谷ボランティア協会の概要や様々な取り組みに付いての説明を画像にて受ける。その後に

館内の各施設見学と利用状況等を詳しくご案内いただいた。 
館内ではボランティア相談窓口の常設、若者を対象とした体験学習の実施、身体障がい者デイサービスの

運営、高齢者の方々の手作り品の販売を通して、生きがいづくりとしての側面も持つ福祉ショップの経営や、

子ども専用電話「セタガヤチャイルドライン」事業、等々、世田谷の町に暮らす人々との絆に支えられてい

る民間のボランティア活動推進機関としての協会として充分な役割が果されていると実感した。  
           （金子勝治） 

平成 24 年度あだち区民大学塾第 1ステージ開催案内 

『絆づくり春フェスタ』開催のご案内 

生涯学習センター6 シーズンズイベントの最後となる春一番イベントとボラ
ンティアがつくるお祭りを融合させて開催するイベントです。日本と世界を震

撼させた東日本大震災より 1年目となる 3月に開催し震災とあらためて向き合
い、生命と絆、環境の大切さを再認識していただく機会と致します。「絆・生命・

環境」をテーマにしたオブジェを、事前に開催するワークショップで来館者と

ボランティアがつくっていきます、イベント当日はミニ南極展、おやじカフェ、

各種体験コーナー、ボランティアの活動紹介などを行います。 
開催日 3月 17日（土）10時～16時 
場所 4階講堂･エントランス・ロビー、1階ロビー生涯学習センター担当田中 
当日は講堂ブースにおいて「楽学の会」の活動紹介を行います。会員ほか皆様

お誘い合せの上ぜひお出掛けください。     （ボランティア活動推進部） 
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今年も元気で新年会実施！！ 
生涯学習センター内レストラン「さくら」において1月30日6時より平成24年の新年会が開催された。 

小林代表の新年挨拶にはじまり、ご参加いただいた地域のちから推進部地域文化課河野係長より、今年から

町会、自治会、ＮＰＯボランティア等の人と人との絆を結び、共に学び教養を高め地域のまちづくりに活か

していく方針であるとの挨拶があった。学習センター平野所長には今年は勝負の年であり「楽学の会」との

協働の連携をこれ迄以上に強め発展につなげたい由の話があった。乾杯の音頭は山本係長の元気の良いご発

声のもと懇談会に入った。 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
各テーブルとも会話が弾み予定時間オーバーでカラオケタイムとなり、係長お二人と菅原さんの唱で会場

が盛り上がった。最後は山本係長、センター田中副所長共々、女性一同が肩を組み三百六十五歩のマーチを

元気一杯に唱い、江川事務局長代理の中締めで終了した。この元気さを明日からの活動の原動力になればと

思われた新年会であった。                              （岡田スミ子） 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小林代表挨拶 地域のちから推進部 
地域文化課河野係長ご挨拶 

平野生涯学習センター所長ご挨拶 地域文化課山本係長 
 乾杯の音頭 
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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～500字以内） 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
１月 28日、地域社会学科教授・鈴木章生氏よりご案内の公開シンポジウムに、大藤久子、岡田スミ子の
３名で参加しました。 
第１部では、現場での学習を重視する社会学部の方針に添い、身近な生活の中にある“楽しい何か”を

探し出し、自分の中の“新たな発見”と“疑問”を当事者の視点で考察してみる。そうした成果事例を５名

の学生が発表しました。 
そして、行動に繋げるための取り組みと仕かけは第 2部で、行政・企業・大学がそれぞれの立場で情報発

信。参加した地域住民との意見交換では、震災時の大学の対応などを学長が返答するなど、充実のフォーラ

ムでした。   
語られた様々な課題は、足立区が抱えるそれとも交差し興味深く、新宿区長による「CO₂削減チェック票（事
業所版と家庭版）」や「新宿エコ隊」など、他区の施策の在り方や地域の大学として果たすべき新たな役割

を知る上で、貴重な機会となりました。                      （早坂津夜子） 
 
 

 

 

 

 

  

 
  

みんなの

広 場 

目白大学 第４回「地域フォーラム」レポート 

三位一体 
 

 昨年３月１１日の大地震は全国民にとって大きな衝撃で 
あった。 
私の住む団地でも早速防災が住民の関心の中心となった。 
その後、計画停電や施設の使用中止或いは祭りや盆踊りの 
中止が相続いた。きっかけはこの祭の中止であった。 
祭に係わる費用を活用して防災対策を前進させようという 
提起があった。団地内に備蓄倉庫を新設し、必要物資を備蓄 
することを決め、９月に着工し、１２月に完成した。 
住民、家主、足立区の三者の連携が見事であった。家主が用地提供と基礎工事を実施し、住民の

代表が熱心に取組んだ。足立区からは４０万円の助成金が交付されたが、簡単な手続きと報告で

早々に実現した。 
まさに三位一体の具現化であったと思った。                   （酒井政雄） 
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運営委員会だより 

平成 24 年 2 月度運営委員会は 2 月 1 日（水）に
開催された。議事録を基に報告する。 
議 事 
1．小林代表の報告及び堤案 
①福田哲郎氏を運営委員とし、今回から出席。 
②1/24理事会を開催、NPO法人設立１０周年 
記念事業の実行委員会立ち上げを決定した。 
実行委員長・小林、総合司会・金子、各部リー 
ダーは第１部・鹿島、第２部・各部長および福 
田(哲)、第３部・江川、第４部・田中(国)。 
③受託講座について 
･24年度養成講座、講師・回数とも従来のとお 
り６月から開催する。ただし講座内容 について 
は再検討し、２/25までにセンターへ提出する。 
･24年度受託講座４件を提案し２者検討の結果 
２講座で 再提案する。実施時期は９月以降。 

２． FAXでの講座案内について 
ボランティア活動推進部にて、名簿管理、講座 
開催案内の作成、送信までを行う。 

３．他団体との交流会等について 
①Anetについて：23年度を持って解散。会の 
財産(現金)は、社協に寄付する。 
②センターボランティア全体研修： 
世田谷で開催。金子・今野参加 
③目白大学フォーラム 
新宿で開催。大藤・岡田・早坂参加 

４．あだち区民大学塾 
（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

  ①会議の開催日時 
    2/14  講座検討会議（研 3・15時～） 

 3/1   講座企画会議（研 2・13時半～） 
  ②地域協働講座は、23年度３講座を新田および 

東和センターにて実施した。24年度も東和セ 
ンターより実施したい旨申出があった 。 

５．各部局からの報告および提案（日程略） 
  ＜学習支援部＞ 24年度受託２講座の企画書を 
作成する。大学塾講座は 23年度 17講座を完 
する予定、24年度も 15講座以上を実施予定。 

   ＜ボランティア活動推進部＞ 月例会への会員 
の出席率が低い。多くの会員が出席してくれる 
ような、楽しい・有意義な月例会としたい。 

男ボラ 2/25(土)開催、楽学ニュース、講座チラシ、
入会案内、メルマガ申込用紙等を準備する 
＜広報部＞ 171号発行、HP、メルマガの 2月更新 
は予定どおり終了。172 号は 2/27､HP メルマガ
は 3/1更新予定。 
＜事務局＞ 総会は 5月後半に行う予定。各部局は 
事業報告、事業計画等の 総会準備をお願する。 
日程については 3月運営委員会で決定する。 

６．その他 
･緑川さんを偲ぶ会：2/13(月)、15：00～ 西新井 
大師の「武蔵屋」で開催、19名参加の予定。 
･講座のチラシ配布：講堂・研 1で行うような募集 
人数の多い講座については、従来の配布先に加え､

住区センターにも配布することとした。 
･会のパソコン：ハードディスクの空き容量が 
6GBで危険表示｡至急対処しないとデータ壊れ 
る、原田･江川で対応する(その後、田中(国)氏 
より 2/4日緊急対応する旨の連絡あり) パソコン 
2台と印刷機２機、各々連動するようにする。 

（江川武男） 
 

緑川祥元氏を偲ぶ会を開催 

昨年 3 月 27 日に急逝された前事務局長・緑川祥

元氏を偲ぶ会が、さる 2 月 13 日西新井大師門前の

「武蔵屋」にて行われました。 

早坂相談役の司会のもと、小林代表の挨拶、市

川相談役の献杯に続き、緑川智子夫人（賛助会員）

を囲んで参加者 19 名が、常に楽学の会のことを第

一に考えた真摯な仕事ぶりと、会員の和を思った

目配り・気配りや、大好きだったお酒のエピソー

ドなどを語りあって、在りし日の緑川さんを偲び

ました。             （事務局） 
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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> 

◎講座名：日光街道 歴史と自然を訪ねて 
 千住宿から間々田宿 

①日 時：4/7（土）10:00～11:30、 

8(日）14:00～16:00、14（土）14:00～15:30、

15（日）13:00～17:00 

②場 所：生涯学習センター5 階研修室 4、 

現地集合（8 日北千住散策、15 日間々田小川邸

など見学） 

③受講料：1,500 円（一般）、1,050 円（70 歳以上 

・障がい者手帳をお持ちの方） 

④保険料：20 円（現地で徴収）   

⑤内 容：千住ゆかりの日光街道の成り立ちと繁 

栄を、１番目の宿場町千住と街道の中間宿間々 

田を中心にみていきます。 

⑥講 師：矢内信悟氏（安藤昌益と千住宿の関係 

を調べる会 事務局長） 

  飯田昌平氏（小山市立車屋美術館 館長） 

◎講座名：若者チャレンジ事業 
「楽しくハングルマスター」 

①日 時：4/3～7/31 毎(火)19:00～21:00 

全 16 回 （5月 1 日、7 月 3 日を除く） 

②場 所：生涯学習センター 5 階 研修室 5 

③受講料：8,000 円（一般）、5,600 円（70 歳以上・ 

障がい者手帳の方）④教材費：2,000 円 

⑤内 容：初めて韓国語を学ぶ方を対象。 

韓国文化の紹介・ハングルの発音、母音・子

音の基礎知識・簡単な会話練習まで学びます。 

⑥講 師：ペ・ユンジ氏（獨協大学在学中） 

申し込みは何れも生涯学習センターへ 

  電話（03－5813－3730）または直接窓口へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

○運営委員会 

3月 1日(木) 午後3時～5時    研修室2 

○月例会  

   3月29日(木)  午後6時半～8時半 研修室4 

○学習支援部 

3月 6日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

3月 6日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

   3月 5日(月) 午後2時～4時 ワークルーム 

3月26日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

3月29日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

3月 6日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

3月30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  

3月13日(火)    午後3時～5時  研修室3 

○大学塾講座企画会議 

 3月 1日(木)  午後1時半～3時  研修室２ 

○ホームページ企画会議 
3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 瀬田佳男 電話 :03-3896-2462 

E-Mail：spnw9gd9@future.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 
 

 

 

 

 

編集後記 

楽学ニュースの編集会議では、記事量が多い少

ないで、部員のモチベーションが違うような気が

する。ページ数が多い時は、会の活動が活発な証

拠でいつもこうありたいと思うが、少ない時は、

危機感を感じる時もある。会員の皆さん、今年も

楽学ニュースに大いに関心を持って、更に協力頂

きます様、よろしくお願いします。（尾島美津江） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

３月 月例会のご案内 

日時：３月２９日（木） 午後 6 時 30 分～ 

 場所：生涯学習センター 5 階 研修室４  

テーマ：「第４ステージ講座の振返り」 

（コーディネーター）・「俳句」「薬膳」「古文書」 

「平家物語」「源氏物語」 

＋「23 年度の振返りと新年度への抱負」 

（各部局長）＋ディスカッション・各部局長の報告を

受けて事業の新展開に掛ける抱負を皆様と語って頂

きます。会員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） 

メルマガ・ホームページからのお知らせ 

・メルマガは3月1日の配信予定です。読者150名

獲得に向け友人・知人をご紹介ください。 

・ＨＰは3月１日に更新します。トップ頁の音楽

は今回から停止しています。 


