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２３年度「あだち区民大学塾」１７講座成功裡に終了！！ 
平成 23 年度「あだち区民大学塾」は、3/11 の東日本大震災にも関わらず、計画された 15 講座を上回る 17 講

座を成功裡に遂行することができました。受講者数も増加しており、関係された皆さんの活動と区民の「あだち区民

大学塾」に対する認識の向上があったことによるものと思われます。 

「あだち区民大学塾」は「楽学の会」の中軸事業です。24 年度も、皆さんの知恵を結集し、ますます進展させまし

ょう。23 年度の講座開催実績を示します。                            （学習支援部 鹿島健一） 

 講座名 講師名 開催日 延受講者数

1 荒川河畔からのスカイツリー 大淵澄夫氏 5/26 ・ 6/2 34 名 

2 生活習慣病との上手い付き合い方 飯塚一秀氏・坂田朋子氏 6/ 1 ・16 63 名 

3 川柳の楽しみ 見川文雄氏 8/21 ・28 38 名 

4 眠くなれない『論語』の学習 須藤明実氏 9/14・28  10/９ 207 名 

5 声に出して詠む万葉集 石井清弘氏 10/4 ・11・ 18・25  137 名 

6 一葉の生涯と本郷 渡邊征夫氏    10/14・21     78 名 

7 ワインをたのしむ 羽鳥敏彦氏 11/9・16 123 名 

8 うんちく！大江戸入門講座 大沢正明氏・堀口茉純氏 11/12・19・26   92 名 

9 特別講座 「中国音楽＆変面を楽しもう」 中国太陽芸術団 12/9 ７０名 

10 コミュニケーション『力』 Ⅱ 後庵正治氏 12/7・14・21 41 名 

11 新田センター「池波正太郎の世界を探る」 中島勝正氏 12/10・17 42 名 

12 東和センター「宇宙のなぞを調べてみよう」 小林 徹氏 12/25 ２0 名 

13 東和センター「暮らしの中の俳句」 青山 丈氏 1/13・20・27   39 名 

14 やさしい「薬膳」のはなし 田中桂子氏 1/24・31 21 名 

15 はじめての古文書 パートⅢ 小松賢司氏 2/4・11・18 106 名 

16 平家物語・平 清盛 跡部 蛮氏 3/9・16・23  218 名 

17 源氏物語入門 Ⅲ 竹石たか枝氏 3/17・24   63 名 
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うんちく！大江戸入門講座 中国音楽＆変面を楽しもう 一葉の生涯と本郷 
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講座名 講師名 開催日時 

大淵澄夫スケッチ講座 

「千住の街並みを描こう」 

第１回  足立の魅力とスケッチのポイント 

～センター近傍でスケッチ～ 

第２回  スケッチの完成と寸評 

大淵澄夫氏 氏  

建築イラストレーター 

「アトリエーO」代表 

足立区在住 

5/17,24 各(木) 

  14:00～16:00 

 
あだちの歴史的な建造物や街並みを絵で描き残す建築画家、大淵澄夫さ

んとともに、絵を通した足立の魅力を探ります。今回は、千住の街並みを描き

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 

 

 

 

■「源氏物語入門Ⅲ」 

雨降る寒い中 3 月 17 日・24 日

（土）、延べ受講者 63 名が竹石た

か枝先生をお迎えして開講されま

した。演題は、「桐壷」の巻、「若

紫」「賢木」の巻です。第 1 回は予

言と母への思い、第 2 回は藤壺の

生涯をポイントに話してくれました。先生の解釈は正

統ですが、自分で印刷して持参して下さった資料は

大部だったのに構成の組み立てでテーマを絞ること

で平安時代の女性の生き方が理解出来ました。特に、

藤壺の巻は個人の伝記として通用すると思いました。

個人的には、物語がパロディー的に感じ、日本の女

性のグレイトマザーを想起させられました。多分、順

序立て解説したらこの様な感想は持てなかったと思

います。サブタイトルの自分流で読むという意味が良

く分かりました。先生は受講者が自分で読む時のた

めに藤壺の物語の進行の年表と、律令管制につい

ての質問があると官位相当表を添付してくれました。

講座を聴けたことに感謝しています。 

運営スタッフ 11 名。           （安田善英）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「平家物語・平 清盛」 

３月９・１６・２３日の３日間延べ受

講者は218名だった。昨年６月の企

画段階では、メインテーマは大河ド

ラマ主人公、平清盛の「実像」と「虚

像」 が跡部 蛮講師からの提案だ

った。内容はやや学問的で詳細を

極め果たして大学塾の受講者に受け入れられるか

不安を感じた。その後の打ち合わせを通じて少し噛

み砕いた標記のテーマに変更した。 

ＮＨＫテレビとのタイミングが良かったのか予想以

上に多数の応募があり、人数を絞るか迷ったが、全

員を受け入れることに決断した。 

跡部講師はこれ程大勢の前で話すのは初めてと

のこと、初日はややペースが掴めなかったようだが、

二日目以降は落着いた話しぶりだった。 

★アンケートでは 

・ 源氏に関する話を見聞する機会は度々あるが、平家に

関しては少ないので今回の講座はためになりました。 

・ 系図や人間関係が複雑ですが、ほぼ理解できた。 

・ 平清盛像がより明確になりました。    （鹿島健一） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 24 年度あだち区民大学塾 第 1 ステージ開催案内 

平成２３年度あだち区民大学塾 第４ステージ講座開催報告 
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■月例会報告「第３ステージ 講座の振返り」＋ディスカッション 

２月２７日（月）午後６時半～８時半 研修室４で実施。出席会員は１８名であった。開会に先立ち、 

２月２５日（土）開催された「男たちのボランティア２012」の楽学の

会ブースに立ち寄られた吉田久子さんが、月例会見学に訪ねて

来られたので紹介した。始めに、小林代表理事から挨拶と報告が

あった。次に、平成２３年度第３ステージは、８講座開催したので、

その振返りを実施した。 

講座名とコーディネーター（発表者）は、次のとおり。①声に出して

詠む万葉集・原田進 ②一葉の生涯と本郷・安藤寿 ③ワインを

たのしむ・金子勝治 ④うんちく大江戸入門講座・田中国弘 ⑤中国音楽＆変面を楽しもう・鹿島健一 ⑥コミュニ

ケーション「力」・岡田スミ子 ⑦池波正太郎の世界を探る・安藤寿 

⑧宇宙のなぞを調べてみよう・江川武男。発表終了後のディスカ

ッションでは、地域センターとの協働講座のあり方、講座名称に、

パートⅡ、Ⅲと付けることの是非、受講申し込み方法が往復はがき

のみというのは、やや時代遅れではないか？電話やＨＰやメルマ

ガ等の活用など可能性を追求すべき等について意見・情報交換

が活発に行われ、引き続き、各部局からの連絡や報告を受けて、

午後８時半丁度に無事終了した。                                 （ボランティア活動推進部） 

 

■「男たちのボランティア 2012 参加報告」 

平成２４年２月２５日（土）午後１時より足立区役所庁舎ホールにおいて開

催された。雨模様の寒い日となり出足が懸念されたが、参加団体及び一般

参加者が１６０名、懇親会には８０名と昨年を上回る参加者に運営スタッフ

一同が安堵した。当会からは８名と懇親会には６名が参加しＰＲ活動に努め

５名が名簿記入し、内２名に入会予定を得ることができた。 

講演は東日本大震災とボランティアと題しＮＰＯ法人「ふるさと学舎」荒昌

二郎氏がボランティアの本質と原点について語られ、被災地では地域コミュ

ニケーションを育み、人と人が繋がり助け合いの精神から安心して住める街

づくりが実践されようとしている、それには支援する側も温かな心で長く見守

っていくことが何よりの力になる旨語られた。私達も何時起こるか分からない

直下型地震に備え、地区防災の在り方や地域コミュニケーションを育んで

いく上で大変貴重な講演でした。                 （岡田スミ子） 
 
 

 

■「ホームページ検討会開催報告」 

 3/4（日）2時～4時、5F 研修室2において喜多村、染野、

神戸、原田、江川、齋藤、田中、福田、小林、の９名が 18 年

度リニューアル以来久しぶりに会合を開き、簡単で、多くの方

がＨＰの編集に携わることができる新 HP として染野提案をベ

ースに平成25年 1/1を目指す新しいプロジェクトの検討を行

った。                             （HP 担当メンバー） 
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学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 
１.梅島駅（梅田 7-37-1） 

 開設は大正 13 年 10 月 1 日、一

日当たりの乗降客は約 3 万人。 足

立の太古は殆どが海で、寄洲、開

けて淵江村、数多くの梅林があった

事から町村統合の折、梅田村の梅

と島根村の島をとって梅島とした。 

取材は足立で唯一の大名抱屋敷で

ある梅田 6 丁目の三谷徳太郎氏宅を訪ね、三谷家所有の梅田佐竹稲荷神社参拝後、足立ブランド認定ナース鞄

工（株）へ行く途中、旧日光道中と旧東武鉄道軌道跡を見ながら、最後に由緒ある鷲神社と神社内にある吉田順

庵（江戸時代の寺子屋跡）の足跡を訪ねた。 

 

2.佐竹稲荷神社 

 梅島駅旧日光街道沿いから、足立九中南門に向かった

所に、佐竹稲荷神社という赤い鳥居の神社がある。江戸

時代の秋田藩主佐竹氏の抱屋敷跡を物語るものであり、

鬼門を護る屋敷神だったといわれている。抱屋敷とは、幕

府から拝領した土地ではなく、私有地に建てた屋敷のこと

であり、広さは、1712 年（正徳 2）の記録で 17,265.6 ㎡

（5,232 坪）だった。現在は、江戸時代より屋敷守をしてい

た三谷家九代目徳太郎氏が神社を守っている。そこで、

お訪ねし話を伺うことにした。神社から 3 分ほどの住宅街

の中に三谷家はあり、

お忙しい中ご夫妻で温

かく出迎えてくださった。

いただいた資料の中か

ら埋田が梅田になった

こと、また、1765 年（明

和2）梅田屋敷萬五郎が屋敷守として、屋敷の管理を任され（明和2年「江戸定

居御扶持被相減候帳」『国典』・雑部二による）現在に至っている。この萬五郎氏が三谷家の先祖である。また、秋

田藩江戸上屋敷の中に1635年（寛永12）に佐竹稲荷神社が建設された記録がある。現在のJR神田駅の近くであ

る。下谷にも上屋敷があり、新御徒町駅（都営大江戸線）の近くに「佐竹商店街」として、今も賑やかである。さて、

梅田の佐竹稲荷神社の歴史をたどると記録に現れるのは 1792 年（寛政 9）であるが、これには正遷宮（11 月）と記

されている。従って、本殿はもっと古くから存在していたことが考えられる。また、2 月の初午には、多くの参詣があ

るという。特に、寛政十年戌午二月初午日願主「正木撲拝書」と幟の字を書いた人の名前が記されている。これは、

大変珍しいことである。また、「明治時代」の「地券」など、日頃あまり目に触れることの無い貴重な資料を拝見した。 

これら、三谷氏のご好意と、足立の歴史の一端を垣間見る間見ることができたことに感謝しながら辞去した。 

3.旧日光道中と旧東武鉄道軌道跡 

 梅田 6 丁目にこれを示す石の道標がある。国道４号線に交わる道の（左方

向）の方が交通量が多く旧日光街道に思えるが、実は荒川に向かって真っす

ぐ延びている道（右方向）が旧日光街道である。東武鉄道の旧軌道は荒川放

水路開削（明治４４年から昭和５年開通まで約２０年を要した）のため軌道変更

を余儀なくされたという。 

 

第五回・・・梅島地域

東武鉄道旧線路跡（左）旧日光道中（右）

三谷家取材訪問 

梅田の佐竹稲荷神社 

明治時代の地券 

昭和 40年代の梅島駅 現在の東武鉄道 梅島駅 

 

寛
政
十
年
十
二
月
初
午
日
願
主
「
正
木
撲
拝
書
」
幟 
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4.足立ブランド認定ナース鞄工（株） 

駅シリーズで初めて｢もの造りの現場」を訪ねた。足立ブランド(注)に認定された技術を持つナース鞄工(株)という

ランドセルのメーカーで国内シェア 10%以上という大手である。小学校の 6 年間使える品質を目標にしているとのこ

と。ランドセルにも時代の流れがあり機能とデザインは毎年進化していて、最近のトレンドはカラフルで明るい色で

ある。ショールームに30年前のランドセルが置かれていたが、その小ささと地味な色にビックリし、時代を感じた。工

場を案内していただき、日本の製造業特有の気配りとたゆまぬ努力が利いた工程に感激した。そしてその技術の

伝承にも気遣っている様子が伺われた。何か誇らしい気分で工場を辞した。 

注 1）足立ブランドは、区内産業の優れた製品・技術を認定し、その素晴らしさを全国に PR し、ネットワークを広げていく

ことで区内産業のより一層の発展と足立区のイメージアップを図ることを目的として平成 19 年度から開始した事業である。

認定製品・技術には「認定ロゴマーク」が付与され、販路拡大のための PR 支援などの事業を展開し全国へアピールし

ている。足立ブランドは、もの造り足立の誇りである。2012 年 1 月現在 認定企業は計 34 社。 
5.鷲神社 

 
  
本神社の所在地は島根 4-25-1。島根ばやし、島根神代神楽は無形民俗文化財に
指定されている。そして開運子育ての神様としても知られている。旧日光街道の横道
を入り、大きな鳥居（登録有形文化財）をくぐると境内の奥に風格のある鷲神社の社殿
がある。本神社は日本武尊、誉田別尊、國常立命を御祭神としている。古代に海岸
線に神々が船でこの場所に着かれたという伝説から浮島明神となり、その後鎌倉時代
以降 開運・子育て鷲大明神となる。1318 年（文保２）武蔵国足立郡島根村の鎮守と
して中興の古社とされる。 

6.吉田順庵学問所跡 

 本殿東に吉田順庵学問所跡がある。これは足立で最初の寺子屋で

あり、島根村家塾として初めて確認された。島根村（現足立区島根）で

江戸時代の教育者の一人村医・吉田順庵が子どもたちを集めていた学

問所である。区内には徳川将軍の御鷹場が随所にあり、八代将軍吉宗

が島根に 1716年（享保 6）10月 28日、狩りの途中、吉田順庵家塾見分

に立ち寄った。吉宗は教育の果たす社会的な機能役割にいち早く注目

し、将軍がじかに行う民情視察でもある。順庵家塾の視察を終えた吉宗

は、「御鷹場法度証文」を寺子屋で手本にしたのは順庵の考え方であっ

たことから、おおいに喜んだ。そして順庵の素朴な子弟育成の愛情を奨励され、白銀 10枚（100両）の大

金を褒賞として与えた。また、「六論桁義大意」を教科書に用いるようにと与えている。その後、全国の寺

子屋など庶民の教育に法令集を手本に使い、内容など親切に説明するようにと触れ書を出したという。

その後、寺子屋が小学校となっていったのは周知のことである。この順庵の木碑のそばに八代将軍吉宗

が腰かけたといわれる将軍石もあった。                （安藤、今野、神戸、田中桂、佐久間） 
 

島根の富士塚 

島根ばやし 

認定ロゴマーク 
足立ブランド認定ナース鞄工（株） 

神社本殿神明型 島根村 

吉田順庵学問所跡 

鷲神社大鳥居 
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本 の 紹 介 
 
■「生涯学習の新動向と  
余暇論の系譜」 
瀬沼克彰（桜美林大学名誉教

授）著（学文社・２９４０円） 

 本書は著者が１９９４年４月か

ら著されている「２１世紀の生涯

学習と余暇」シリーズ全１０巻の

最終巻である。生涯学習及び余

暇に注がれてきた、著者の筆舌

に尽くし難い情熱が、約１８年をかけたこのシリーズに

現れており、心から畏敬申し上げます。  

さて、本書は５章からなっているが、一部だけ紹介

する。第２章地域の生涯学習の動向では、幾つかの地

域の活動が書かれている。先ず相模原市「学びのらい

ぶ塾」の講座のあらましや、講座の内容などは参考に

なる。また小田原市が新市長の行革行政である新総

合計画の生涯学習施策の目玉として、（仮称）おだわ

ら生涯学習大学の開設が紹介されている。市民力の

活用が重視される生涯学習ということで、その構想は

羨ましい限りだ。 

 ８９頁から約２頁にわたって「今後の市民講座に必

要な事柄」が述べられているが、特に読んでおきたい

一文だ。紙幅の関係で見出しだけを掲げると、１．随所

で主となる。 ２．他流試合の出会いのすすめ 。 ３．

継続は力なり。 ４．アウトプットが必要。 ５．交流、ネ

ットワークづくりである。日常の私たちの生涯学習活動

にも役立つ言葉である。 

「読書は活動の糧！なり」。        （市川茂敏記）

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。（300～500 字以内） 

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

みんなの 
広 場 

★小さな旅 
 

平成 8年度区民大学（学べるとらべるセミナー）－宮澤賢治の世界－ 

生誕１00年の旅に参加したのが始まりです。 

イーハトーブ、(七ツ森・小岩井・岩手山)を回り志戸平温泉で一泊し、 

次の町花巻では昭和 57年に開館した宮澤賢治記念館へ。展示を見て 

賢治の多彩な活動を知ることができ、童話を書いたことも知って度々岩手に行く旅の計画をす

る様になり今日にいたっております。 

23 年 3 月１1 日東日本大震災の後、渡辺 謙さんが朗読した｢雨ニモマケズ｣の詩が広がりま

した。自然や幻想的世界、賢治の作品を読み計画を立て、これからも小さな旅を続けたいと思

います。24年 6月に大学塾で｢宮澤賢治の世界｣講座が始まります。（大藤久子） 

 

★久しぶりのクラス会 
 

小学校のクラス会に行ってきました。５年ぶりの出席である。年齢を重

ねてのこの歳月は、すでに亡くなった人、家族を失って一人暮らしの人、

病を患って身体が不自由になった人等、数年前には想像もしなかった事で

年齢的に驚く事ではないと思うがシヨックである。 

会もお酒がはいり話しがはづむと、冗談もとびだし話しのはしばしに幼か

った頃の思い出が、よみがえる。遠い昔の思い出に浸った。その中で幹事

をしている男性は小、中、高、大学と自分の出身校のクラス会、同窓会の

幹事をすべてやっている人がいる。最初の頃は人集めに苦労したが今では生き甲斐になってい

ると言っていた。その横顔はいきいきとしているようにみえた。人生いろいろ、なるべく悔い

のないように、こんな事を思ったクラス会だった。          （尾島美津江） 



7 
 

運営委員会だより 

 平成 24 年 3 月度運営委員会は 3 月 1 日（木）に

開催。議事録を基に報告する。 

1.小林代表理事の報告及び提案 

1）10 周年記念事業第 1 回リーダー会議(2/14)、

全体会議(2/24)開催。全体スケジュール、役割

分担、実施予算の確認を行った。 

2）受託講座 24 年度生涯学習ボランティア養成講

座 竹の塚地域学習センター 19～21 時 

 第 1 回 6/6 伊藤俊夫氏 第 2 回 6/13 

興梠寛氏 第 3 回 6/20 大久保邦子氏 第 4

回 7/４ 事例発表 第 5 回 ７/11 平沢茂

氏 第 6 回 7/18 齋藤哲瑯氏  

2.センターと打合せにより 24 年度 2講座実施。 

3．個人情報・パソコンについて 

1）パソコンのデータ整理は各部担当を決め実施。 

 学習支援部 鹿島、福田。ボラ活部金子、齋藤。 

 広報部 田中、佐久間。事務局江川、原田。 

2)3 月中にデータ（特に写真）の整理、外付けの

ハードディスクの活用 

3)パソコンの印刷機の接続はセンターへ申し入

れる[代表]インク管理（含む補充）は事務局 

4)個人情報は規程を基に整理(23 年応募者名簿) 

4．あだち区民大学塾  

講座検討会議 4/13、講座企画会議 4/2、 

5．各部局からの報告・提案 （開催日時省略） 

 ＜学習支援部＞ 24 年度受託２講座の企画書を

作成し 1講座 9月実施目指し提出。 

 ＜ボランティア活動推進部＞ 月例会 4月～ 

   開催時間を 18:00 からに変更。 

4/26 大学塾マニュアル報告・親睦会行事。 

＜広報部＞・ホームサーバーInfoseek5/21 終了 

 新規サーバーを決定する。 

＜事務局＞ 

・通常総会 5/28（月）18：00～。・4/23 

監査会 14：00～ ・5/1(火)運営委員会およ 

び決算理事会開催。 

6．その他 ・ＦＡＸでの講座案内ボラ部対応 

・エイジレスライフ実践者の事例に応募 

・大学塾マニュアル 4月運営委員会で報告 

・23 年度大学塾講座実施報告書は 5 月通常総

会までに作成する。      （江川武男） 

震災から１年、被災地復興支援 

「セレモニー＆リバーサイドチャリティーコンサー

ト」開催 

2012年3月11日 (日) 生涯学習センターにて、東日

本大震災より 1年目を迎え、被災地復興対策も遅々た

る思いがある中、「被災地復興支援セレモニー」と「リバ

ーサイドチャリティーコンサート」が開催された。被災同

時刻にはご参集頂いた方々と共に、黙祷、被災地現

場での苦悩との闘いがこれから次段階へ、復興には何

年掛かるか判らないが永続的な支援の仕組みを望み

たいと深く心に刻まれました。        （金子勝治） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「絆づくり春フェスタ」イベント 参加報告 

 生涯学習センターが館内で活動中のボランティアと

区民で創るイベントとして、「絆・生命・環境」をテーマ

に3月17日(土)、講堂を中心に各エリア毎で開催いた

しました。「楽学の会」では講堂のブースに於いて、会

の紹介ポスターを掲示、パソコンのスライドショウで活

動の紹介、テーブルには大学塾講座開催案内やメル

マガ案内、活動紹介、講座チラシ、入会案内などを用

意して、スタッフ 7 名で来訪者対応を致しました。おし

ゃべり処、親子ふれあい居場所サロン、プラダンで絆タ

ワー作り、ホワイエでは南極の映像上映、南極展、お

やじダンサーズ、等々、当日は冷たい雨が終日降り続

いたせいか出足が思わしくなく、恨めしく空を見上げる

ばかり、しかしボランティアの絆の一端が結ばれたとの

確信は得られました    （ボランティア活動推進部） 
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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：ゴーヤー・グリーンカーテ 

ンの育て方教室 A・B・C コース 
①開催日：Ａ：4/25 Ｂ：5/2 Ｃ：5/9 各（水） 

②時 間：午後 1時半～3時  

③場 所：Ａ・Ｃ：生涯学習センター研修室、 

Ｂ：千住本町住区センター会議室 

④受講料：各 500 円 定 員：各 20 名 

⑤内 容：身近に出来るエコのゴーヤーでつくるグリー

ンカーテンの育て方を学ぶ。参加者には苗（2 本）とミニ

きゅうりの苗（1 本）をお持ち帰りいただきます。 

⑥講 師：栗木 恵美子氏（ガーデナー） 

 

◎講座名：暮らしに役立つ 

「福祉住環境コーディネーター3級」を学

ぶ 
①日 時：5/13～6/10 各（日）2～4 時半全 5回 

②場 所：生涯学習センター 5 階 研修室 4 

③受講料：4,000 円（一般）、2,800 円 

  （70 歳以上・障がい者手帳をお持ちの方） 

④教材費：2,625 円 

⑤定 員：20 名 

⑥内 容：暮らしに福祉住環境コーディネーター3

級の知識を身につける。 

第 1 回：暮らしやすい生活環境をめざして 

 第 2 回：健康と自立をめざして 

第 3 回：バリアフリーとユニバーサルデザイン 

第４回：安全・快適な住まい 

第５回：安心できる住生活とまちづくり 

⑦講 師：千田 章代氏（福祉住環境コーディネー

ター１級、２級建築士） 

 

申し込みは何れも生涯学習センターへ 

 

 

○運営委員会 

4月 2日(月) 午後3時～5時    研修室2 

○月例会  

   4月26日(木)  午後6時～8時 研修室4 

○学習支援部 

4月10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 

4月10日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

   4月 5日(木) 午後2時～4時 ワークルーム 

4月23日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

4月26日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

4月10日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

4月27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  

4月13日(金)    午後3時～5時  研修室3 

○大学塾講座企画会議 

 4月 2日(月)  午後1時半～3時  研修室２ 

○ホームページ企画会議・メルマガ企画会議 

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 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 
 
 
 
 
 

電話（03－5813－3730）または直接窓口へ 
 
 
 
 

 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

４月 月例会のご案内 
開催日時：４月２６日（木） 午後６時～８時 

場  所：生涯学習センター 5 階 研修室４  

テーマ ：「あだち区民大学塾マニュアル」 

報告＋ディスカッション 

 

会員の積極的な参加をお待ちしています。 

★要注意！開催時間（午後６時） 
（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 

・HPでは23年度実施の17講座すべての講座実施

報告がご覧いただけます。是非検索下さい。

・楽学の会のメルマガは第 20号の配信となりま

す。引き続き読者の拡大をお願いします。 
編集後記 

 23年度は、あだち区民大学塾 17講座終了の
報告を行うことが出来ました。多くの区民の方

方に受講していただき、会員はもとより、関係

者のご協力に感謝し、あらためてボランティア

活動の楽しさ、嬉しさを実感しています。これ

からも会員相互の益々の親睦をはかり、自由闊

達な意見の交換を行いながら良い講座の開催を

目指して、内外に向けての楽しいメッセージを

発信して行けたらと思います  （佐久間實）


