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平成２４年度あだち区民大学塾  第1ステージ 

◆◆講座開催案内◆◆ 

講座名： 

今、なお、輝き続ける  

「宮澤賢治」の世界 

講師名：赤田秀子 氏 
    元・宮澤賢治学会理事 
    宮澤賢治研究会事務局長    

開催日時：6月5日・12日・19日（火）  14:00～16:00 

開催場所：足立区生涯学習センター 5階 研修室 1 
 
「雨ニモマケズ、風ニモマケズ」がいま世界を駆けめぐっている。未曾有の災害

に襲われたこの国の再生、壊滅したふるさとの復興を願う祈りとともに、この詩

が朗読されている。被災地では勇気と元気の源にもなっている。それはなぜか。

宮澤賢治とは何者だったのだろう。輝きつづける賢治文学の魅力と本質を考える。
 

講座名： 

近藤直子と楽しく学ぶ 
 ～こころに響く歌声～ 

講師名：近藤直子 氏 

合唱指揮者、足立区合唱連盟副理事長 

日本声楽発声学会正会員 

開催日時：6月8日・15日・22日(金)  14:00～16:00 

開催場所：足立区生涯学習センター 5階 講堂 

歌には私たちにもう一つの世界がある。そんな不思議な魅力を感じさせるもの

があります。口ずさむだけでなく、歌うことの楽しさや心地よさなどを体験学習

します。学びの最後には「エーデルワイス」「故郷」・・・いつの間にか、こころ

に響く歌声が会場いっぱいに広がっていることでしょう。  

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

◆◆講座開催報告◆◆ 

「生活習慣病との上手い付き合い方Ⅱ」 
 平成 24年度大学塾のスタートは 4月 5日・12日の 2日間、講師 飯塚一
秀 氏（内科医）に受講者 30名が参加して開講しました。1日目は「生活習
慣と高血圧症・糖尿病・脂質代謝異常症」がテーマで、日常の生活習慣と生

活習慣病の関係を、体のしくみと動脈硬化について、「糖尿病は全く自覚症

状がなく進行し、失明することがある」「砂糖と動物性脂肪には注意」「ビタ

ミンやミネラルなどが含まれた物が良い」「インスリン効果を高めるため 1
回 25分～30分のウォーキング（暖かい時間）が良い」など、医師の立場で
お話されました。また、定期的健康診断受診のすすめもありました。2日目

は、「知っておきたいお薬について」をテーマに、受講者の質問に答えながら、合併症予防対策、薬の説

明と正しい飲み方、服用時間、飲み合わせなどサプリメント（補助食品）の利用法はまどわされずに使

用することが良いなどのお話があり、受講者から有意義な講座だったと好評でした。    （大藤久子）   
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平成24年度 生涯学習ボランティア養成セミナー開催案内 
 

平成 24 年度の「生涯学習ボランティア養成セミナー」は生涯学習センターからの受託事業として開催

いたします。会員皆様のご協力をお願いします。日程・学習プログラム・講師を下記の表に示します。 

開催時間はいずれの日も午後 7時～9時。 会場：竹の塚地域学習センター 
 
日 程 テーマ 講 師 

6月 6日（水） 生涯学習とボランティア活動について考える
～ボランティア活動の意義を学ぶ～ 

国立津山高専名誉教授 
 伊藤俊夫 氏 

6月 13日(水) ボランティア活動の意義と新潮流 
～ボランティア活動の実践を知る～ 

昭和女子大学教授 
 興梠寛 氏 

6月 20日(水) 社会教育施設ボランティアの魅力 
～知的好奇心で仲間づくり・まちづくり～ 

文化ボランティアコーディネーター

大久保邦子 氏 
7月 4日(水) こんなこと実践しています 

～ボランティアの活動事例～ 
楽学の会ほか 

7月 11日(水) 学習情報ボランティアとは 
～学習情報の提供と相談による学習支援～ 

文教大学教授 
 平沢茂 氏 

7月 18日(水) 生涯学習ボランティア活動とまちづくり 
～学習ボランティアのすすめ～ 

川村学園女子大学教授 
 齋藤哲瑯 氏 

 

≪講座の運営スタッフ及び受講への参加をお待ちします（受講料無料）≫ 

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

E-Mail：（齋藤龍男）：t3436s@yahoo.co.jp 
 

３月 月例会報告  「第 4ステージ 講座の振り返り」等 
  
 3月の月例会は、3月 29日（木）午後 6時 30分から研修室 4で行われた。4月に入会するお二人の新
会員を含めて 22人が参加した。 
 最初に新会員が紹介され、続いて小林代表の挨拶があった。第 4ステージの各講座について、中心となっ
て活動された方々から発表があり、ディスカッションが行われた。（講座名略称）①俳句（鹿島健一）②薬

膳（江川武男）③古文書（佐久間實）④平清盛（早坂津夜子）⑤源氏物語（今野君江）5 講座とも細部にわ
たり丁寧な報告があり、その講座で活動する機会のなかった会員も理解が深まり、全員が 5講座を共有する
ことができた。 
 講座に関連して「読み易い資料の作り方」「テレビの人気番組の動向を参考にした講座づくり」等活発な

ディスカッションが行われた。続いて「新年度への抱負等」については主旨の不徹底もあり、不充分な問題

提起となったが、各部局長から熱心に発表があり、参加者一同決意を新たにした。 最後に各部局長から最

新情報が提供され閉会した。                       （ボランティア活動推進部） 
 

会員パソコン講習会開催案内 
  
受講者募集！！ 皆さんの参加をお待ちしています 

 
テーマ：「パソコンとの付き合い方」 

～安全で確実なパソコン操作を学ぶ～  

 講 師  神戸明 氏（会員）  

   日 時  6月 14日（木） 午後 2～4時 

   場 所  ワークルーム 

（申込者多数の時は、追加開催をします） 

   ＊申込先  事務局 江川武男まで TEL :03-3898-1542 

                                        E-Mail:takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
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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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

運営委員会だより 
  
平成 24 年 4 月度運営委員会は 4 月 2 日（月）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 

足立区「地域文化課」より、「あだち区民大学

塾」運営に関する足立区・生涯学習センター

との三者協定書の原案が提示された。 

2．部局長会議 3 月 22 日（木) の報告 

受託事業については、代表直轄のプロジェク

トチームを組織して推進することにした。メ

ンバーは小林・江川・鹿島・安田の 4名。 

3. 23 年度事業報告・24年度事業計画について． 

各部局長から報告（(別紙) があり、事務局

で 23 年度報告,24 年度事業計画としてそれぞ

れ取りまとめのうえ、総会に諮ることとする。 

4. 23 年度総会について 

 3月 30日に 24年度ボランティア保険の加入

申し込みを期に現預金の清算を行った。会計

処理を行い、総会まで次のスケジュールで進

める。4月 23 日 14 時～監査会、5月 1日 決

算理事会、5月 28 日 18 時～総会 

5. パソコンについて 

  メモリー不足となったため昨年末に外付けＨ

Ｄにバックアップを行った(広報田中)。容量

が大きいフォルダーを整理。特に各部の担当

者は 23 年以前の写真のファイルを積極的に

削除する。 

6．あだち区民大学塾｢運営マニュアル｣について 

  マニュアル委員会（金子）から各委員にメー

ルした案により報告があった。 
 

 
・三者協定書との関連を追加し、講座検討会議 

と講座企画会議の位置づけをより明確にする 

こと等の意見が出た。 

・別途簡易マニュアルにして会員に配布する。  

7．その他  

 1) 生涯学習ボランティア養成講座｢企画案｣

変更について 

   小林代表より「企画案」（別紙）のとおり、 

   伊藤俊夫氏、大久保邦子氏の講義内容につ

いて講師と打合せを行い、サブテーマを変

更して生涯学習センターに提出した旨報

告があった。 

2） 新ＨＰについて 

広報部長より、3/4ＨＰ企画会議の報告。 

① 現プロバイダーinfoseekが 5月にサー
バー提供をやめるので,4 月中に新サー

バーに切り替を検討中。なお緊急性を

考慮し、従来の料金の範囲内での選定

をプロジェクトメンバーに一任するこ

とに決定した。 

② 更に 25年 1月を目標に第 3次リニュー
アルに取り組む。（メンバー全員がコン

テンヅを直接アップできるような HPに

したい） 

3） シュレッダーについて 

購入する方向で検討する。 

   （事務局）    

 各部局の部会等開催予定は「楽学インフォーメ

ーション」を参照。 

◆立教セカンドステージ大学◆ 

4月 3日（火）午前 10時半から、50歳以上が入学する大学の入学式

が立教大学（池袋）のチャペルで行われた。聖書の一説が読まれ、 

パイプオルガンの鳴り響く進行には感動しました。たぶん、大学の入学

式をチャペルで行なうのはここだけと思います。今年は、去年の大震災

で入学を決意した人が多く、70名の定員に対し 100名が合格しました。

11日から、授業が始まりました。私は、「高齢社会から成熟社会へ」「心

の変革」と立教の学生と一緒に学ぶ「からだの科学」「心の健康」を選

択した。1回目は、授業の内容の説明でしたが、私語の禁止等ルールを守ってほしいことと守れな

かった時にペナルティーを課すと言っていました。私の時代にはなかったことです。先生が大変に

気を使っていることが良く分かります。5月からはパソコンの講習も始まります。不安は、90分の

授業は長く肉体面だけでなく、精神面もきついなと感じました。でも、ワクワクする 1年が始まり

ました。                                                                     (安田善英)
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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：ファイナンシャルプランナー 

３級資格取得応援＞ 

① 開催日：7/1～8/19 (7/29 は除く)毎回（日）

13:00～17:00 全７回 

② 場 所：生涯学習センター 5 階研修室 4 

③ 受講料：5,600 円（一般）3,920 円（70 歳 

以上・障がい者手帳をお持ちの方） 

④ 内 容：1．ライフプランニングと資金計画 

    2．リスク管理 

    3．金融資産運用 

    4．タックスプランニング 

    5．不動産 

    6．相続と事業継承 

    7．実技試験の選択 1分野 

⑤ 講 師：FP 家計応援隊派遣講師 
 

申し込みは生涯学習センターに 

  電話（03-5813-3730）または直接窓口へ 

 
 

☆ 5 月 総会のご案内 
 
楽学の会平成 23年度総会を開催します。 
総会後、引き続き月例会を行います。 
 日時  平成 24年 5月 28日（月） 
     午後 6：00～8：00 

 場所  生涯学習センター・研修室 4 

 議題 第 1 号議案 平成 23 年度通常総会選出 

          の件 

    第 2 号議案 平成 23 年度議事録署名人 

          選出の件 

    第 3 号議案 平成 23 年度事業報告の件 

    第 4 号議案      〃   収支報告の件  

第 5 号議案      〃   監査報告の件 

    第 6 号議案 平成 24 年度事業計画の件    

第 7 号議案    〃   収支予算の件 

    第 8 号議案 理事.監事選任の件 

 

お願い 止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。 
 

 
 
 
 
○運営委員会 

5月 1日(火) 午後3時～5時  研修室2 

○総会・月例会  

5月28日(月)  午後6時～8時 研修室4 

○学習支援部 

5月 8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 

5月 8日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

5月 8日(火) 午後2時～4時 ワークルーム 

5月25日(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

5月28日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

5月 8日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

5月29日(火)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  

5月15日(火)  午後3時～5時  研修室2 

○大学塾講座企画会議 

5月 1日(火)  午後1時半～3時  研修室2 

○ホームページ,メルマガ企画会議 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

24 年度に入って最初のニュースが 4 頁になっ
た。会員相互の交流を深め、会の活動に参加して

もらう事により、ニュースの内容が豊かになり、

楽しく成っていく事を是非実現していきたい。皆

さんのご協力をお願い致します。 (相馬義人)     

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

ホームページからの重要なお知らせ 

5月1日より、楽学の会のＨＰの掲載場所が、 

以下に変わります。 

  http://gakugaku.main.jp/ 
お気に入りに登録されている方は、上記ＵＲＬ

にアクセスして、お気に入りを再登録してくださ

い。お手数ですがよろしくお願い致します。 

この機会に、年明けを目途にＨＰを大幅に改善

したいと考えています。皆様からの素敵なご提案

をお待ちしています。 


