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平 成 ２ ３ 年 度 通 常 総 会 開 催 

平成23年度通常総会は、5月28日午後６時より生涯学習センター研修室４で開催された。はじめに、小林
代表理事より、23年度事業の協力への感謝、および24年度楽学の会の進む方向について、「あだち区民大学
塾事業を通して区民との繋がり、絆が広がって行くことを期待する」との挨拶があった。 
続いて、来賓として出席頂いた足立区地域のちから推進部 地域文化課 鈴木課長より「地域のちからを

発揮するためにも、今後も楽学の会と協働して、人と人とのつな

がりを築いていきたい」と挨拶があった。 
審議に先立ち、司会者佐久間さんより本日の出席者25名、委
任状数10通で、会員51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り、議長に齋藤さんが選任され、議長より

議事録署名人に安田さん、市川(道)さんの両名が指名された。 
その後、議案の審議が行われ、平成23年度事業報告・収支報
告および監査報告が承認され、24年度事業計画および収支予算
書が原案通り可決された。主要事項として、平成24年度もあだ

ち区民大学塾として15講座以上の開催を目指すとともに、受託事業にも力を入れるため学習支援部の所轄
だったものを新規に代表理事直轄のプロジェクトチームを立ち上げ、ここが統括することが決まった。また、

来年度迎えるＮＰＯ法人設立１０周年記念事業を実施することが公式に決まった。なお、会員増強化対策の

具体化が要望され、別途検討することとなった。 
最後の議案として、6月30日で
全理事・監事が任期満了となる

ため、新理事・監事候補者の提

案があり、提案通り可決された。

平成24年7月1日から平成26年6
月30日までの理事役割分担と監
事は、次の通り臨時理事会で決

定したとの報告があった。なお、

代表理事交代により事務所を早

坂代表理事宅に移す。 
・代表理事：早坂津夜子、・学習支援部：鹿島健一(副代表理事・部長)、田中桂子、安田善英 
・ボランティア活動推進部：金子勝治(副代表理事・部長)、岡田スミ子、齋藤龍男 
・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：江川武男(常務理事・事務局長)、市川道子、大藤久子、原田進 
・10周年記念事業および受託事業プロジェクトチーム：小林徹(実行委員長およびチームリーダー) 
・監事：今野君江、鈴木良夫 

新役員を代表して早坂新代表理事より挨拶があり、次に小林

代表理事より退任の挨拶があった。総会

終了後、生涯学習センター平野所長から

総会が円滑に終了したことにつき祝辞

を頂き閉会となった。引続いて、5月、
月例会が行われ各部局のスケジュール

等について報告があった。 
（事務局） 
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■新代表理事就任挨拶 

      “知恵と創意工夫”で心豊かに    早坂津夜子 

私は平成18年度より21年度まで、２期代表理事を務めさせていただきました。その

後は会の相談役として２年間、後方支援の役割を与えて頂きました。そして、このた

び、NPO法人設立10周年に当たる節目の時に、代表理事として再推薦を頂きました事

は、大変感慨深いものを感じております。こうした会員の皆様からの思いをしっかり

と受け留め、共にこの重責を全うしてまいりたいと思います。 

私の入会の年は平成13年度ですから、この時から今日までを振り返りますと、「楽

学の会」の事業や組織の運営の在り方も、足立区の生涯学習・社会教育行政の方向も、

大きな変貌を遂げて来ております。しかし、「楽学の会」の活動への理念はこれからも変わる事はありませ

ん。行政側が及ばない分野を見極めながら、私たちだからこそ出来る独自性で区民貢献を継続してまいりた

いと考えております。 

一方で、会の現状を見廻しますと、中枢を支える登録会員の多くは活動歴も長い分、年代も大分高くなっ

てきております。これからは、会員の増強を図ることはもちろんですが、“現在の会の体力に見合う運営の

在り方”を模索しながら、世代交代の為の工夫も緩やかに進めてまいりたいと思います。 

こうした課題を共有しながら、今年度は、新たな活動の原動力を内外に示すための 10 周年記念事業とい

う、会員が一枚岩で協力体制を敷かなければならない大きな目標を掲げております。今、話題の東京スカイ

ツリーの建設は「知恵と技の結集」とのことですが、私たちにも経験に基ずく“知恵”と、活動の実践で培

った“創意工夫”の蓄積があります。この「知恵と創意工夫」をもって、目的達成のために会員の力を結集

し、心豊かな活動を実践してまいりたいと思います。皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。 
 

■代表理事退任の挨拶 

“皆さんのご協力に感謝”会のますます発展を     小林徹 

この度、代表理事を退任いたすことになりました。２年間にわたり皆さんのご協力

をいただきありがとうございました。楽学の会を取り巻く環境はこれからも変化して

いくと思いますが、新しい体制の下、会が更に進展し、活性化していくよう私も頑張

って行きたいと思います。楽学の会の活動は現在「あだち区民大学塾」で、区民に対

して講座の提供が中心になってきています。学び・習いたい区民は沢山いるはずです。

人間は生涯を通して学習が必要です。学習とは「学び・習う」ことを意味する言葉で

あると思います。この事業を通して会がますます発展し、区民の繋がり、絆が広がって行くことに期待しま

す。ありがとうございました。 
 

■新理事、監事抱負 

★江川常務理事★  ＜ご指導・ご鞭撻を＞ 

瀬田前事務局長が退任され、事務局を引き受けることになりましたが、まだまだ未

熟です。迷惑をおかけすると思いますが、皆様のご指導・ご鞭撻のもと、努めていく

つもりです。よろしくお願いします 

★原田理事★  ＜キーワードは河合先生の「苦楽（くるたの）しい」＞ 

 少しくらいつらくても、この会の仲間と一緒ならボランティア活動が続けて行ける。

そんな楽学の会であってほしいと思います。そのためには、コミュニケーションをよ

くして、みんなで情報を共有する事。そして活動を通じて会員一人ひとりが自分の出

来ることや得意なことを発見し成長出来ること。これらの実現に努力したいと思いま

す。ご協力よろしくお願いします。 
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★今野監事★  ＜監事の役目と私＞ 

「楽学の会」の歩みは、「自ら、光り輝く」という理念の下で、活動を展開してきてい

る。「監事」は監事監査規程に基づいて、運営に参画することとなっている。そして「目

的」「種類」等、項目はいろいろあるが、この理念の下で「会」の運営が維持するだけで

はなく、ますます発展していくことに、力を注ぎたいと考えている。 
 

★ 新会員メッセージ ★ 

加藤憲之氏 

今、生涯学習ボランティア養成セミナーを受講中です。生涯学習の視点から学びを支援す

るという趣旨に賛同し、自分自身の成長のためにも、皆様と一緒にボランティア活動をして

いきたいと思っております。 

関口博子氏 

楽学ニュースを拝読して、何時か入会させていただこうと思いな

がら、昨年末まで仕事をしておりましたので遅れてしまいました。 

 4月より何度か月例会に出席させていただき、諸先輩方のご活躍ぶりに敬服いたしました。

まずは、生涯学習ボランティア養成セミナーを受講して意義、活動の第一歩より学び、皆様

の仲間入りさせていただけたら、と思いますのでよろしくお願い致します。 

中林君子氏 

今春、区役所のホールで『男達のボランティア』に参加し、楽学の会のメンバーと再会し

たのがきっかけです。そこで何をしたいのか、何が出来るのかは、分からないままの入会申

請でした。現在も、介護保険関係の仕事をフルタイムでやっていますが、リタイヤがそこに

きて、人生の終章が、楽しく充実したものにしたいというボランティア精神とは程遠いもの

でも仲間に入れていただけたらと思っています。よろしくお願い致します。 
 

平成２３年度「あだち区民大学塾講座実施報告書」を 

地域のちから推進部へ持参 

平成23年度「あだち区民大学塾講座実施報告書」を足立区地

域のちから推進部地域文化課へ持参した。 

6 月 7 日午後、報告書を早坂代表理事、小林、江川 3名で持参

し、総会への出席のお礼を述べるとともに、鈴木課長に手渡し

た。課長より「23 年度 17 講座の実施、ご苦労様でした。引続い

て 24 年度も実施するようお願いします。」との言葉があった。 

なお、担当係長が、河野係長より小林係長に変わるとの連絡

を受けた。           （事務局 江川） 

 



 



大学塾事務局表示看板について 

ワークルームの入口扉に室内使用状況が

判る案内図が掲示されました。 
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平成２４年度あだち区民大学塾  第２ステージ 

◆◆講座開催案内◆◆ 

講座名： 

地球の仲間の星と宇宙の話 

～宇宙のことを調べてみよう～ 

講師：小林徹 氏  

  元・（財)無人宇宙実験システム
    研究開発機構研究員

  ：小島一浩 氏   

  天文愛好家  

開催日時：8月4日（土）  13:30～15:30 

開催場所：東和地域学習センター 3階 学習室 1 
 
１．太陽とその家族を調べよう ～太陽、月、惑星のはなし～ 

２．私たちのまわりの宇宙の技術を調べよう 

～ロケット、人工衛星、宇宙船のはなし～ 

講座名： 

やさしい｢薬膳｣ 
講師：田中桂子 氏 

食育アドバイザー 

｢薬膳を楽しむ会｣代表 

開催日時：8月7日・14日 各（火） 10:00～12:00 ,13:30（実習） 

開催場所：梅田地域学習センター 第２学習室 ２階料理室（実習） 

食物には、それぞれが持っている薬効性と、独自の性質があります。 

先人たちの大きな知恵で、病気予防と健康維持のために、食材がもつ真

のチカラを学びます。 

 

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。 
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） 

平成２４年度あだち区民大学塾  第１ステージ開催報告 
 

今、なお、輝き続ける「宮澤賢治」の世界 
６月５日・１２日・１９日（各火曜日）の３日間、研１で延べ１０８名の受講生の参

加で実施されました。１回目から赤田秀子先生の「賢治」への熱い思いに圧倒された方

が少なからずおられたと思います。そして先生は「雨ニモマケズ・・・」に代表される

「他者への共感」「人のために生きたいという思い」それだけでは収まり切れない「賢

治」の世界へと私たちをいざなって行かれました。２回目は仙台放送局のアナウンサー

による朗読「セロ弾きのゴーシュ」の CDを聞き「賢治」の作品は、ことば以前に音楽

があり頭ではなく心で感じられる魅力があると語られました。３回目は「賢治」の最後

のメッセージは何か？というテーマで「賢治」は最晩年の作品「雨ニ

モマケズ・・・」をリズムのある書き言葉である「文語詩」で書き、

「詠み人知らずの歌」として幅広く読まれ、口ずさまれることを願っ

たのではないかと話されました。そして「世界がぜんたい幸福になら

ないうちは個人の幸福はあり得ない」という「賢治の祈りと願い」に

共鳴・共振した人々により「雨ニモマケズ」は、東日本大震災後に世

界各地で朗読されたのでした。受講生からはわかり易く、心に響きま

したという感想がよせられた。           （市川道子） 
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「近藤直子と楽しく学ぶ」～こころに響く歌声～ 

 ６月８日、１５日、２２日に開講された近藤直子講師の講座は今回３回目と

なり、１０７名の申込みで９９名出席、９２．５％の出席率であった。各回

は９０名、８５名、７８名。ボランティアは１７名。会場が講堂ということ

で、椅子席のみ会場を横に使って配置し、講師と受講者の距離を近づける工

夫をし、電子ピアノを使用、心ゆくまで音声を響かせることができたことが

この講座を成功に導く大きな要因になった。 

 講義はエクササイズの時間を十分にとり、図解により身体の構造と呼吸と

発声のしくみを学び、坐骨と足の踏む力を基点にお腹から声を出す意味を体

感し、響きをつくる歌い方はリラックスからと、３回とも前半をウォーミン

グアップに費やした。「ふるさと」「ドレミの歌」「エーデルワイス」を各回後

半にメロディ(高音)とハーモニー(低音)に分か

れて練習し、好きこそものの上手な受講者に好

評を博した。最後に３曲を合唱し、「忘れがたき

ふるさと・・・」は会場をふるわせ余韻を残し

た。  

 講師が主宰するコーラスの会員がたくさん受

講してくれ、「発声をこれほど基本から学んだのは初めて」とのこと、講師の「楽学の会の区民大学塾の講

座ですからね」の一言がうれしい。                          （木島叔子） 
 
講座終了後、懇談茶会実施！ 

終了後ワークルームでお茶を飲みながら約一時間ほどの歓談会。皆様

疲れも見せず感想を交えての話題沸騰。 

近藤先生が練習の時にも教えてくれない呼吸法が今回初めて聞けたな

ど裏話もあった。この茶会を了承してくれた方々に感謝。当会の人の絆

も中々なものであることも確信をした。         （安藤寿） 
 

会員研修 「パソコン講習会」 

6月 14日･21日の 2日間、会員講師 神戸明氏によるパソコン講習会が開かれました。“快適で安全なＰ

Ｃ利用生活のために”と題してＰＣ利用の危険性から、ウイルスへの対処、インターネットではブログ、ツ

イッター等への書込上の注意点、ワンクリック詐欺、ＰＣは外部より覗かれている等。また具体的にはデー

ターが読めない、ファイルが見つけられない、データーバックアップの注意点、パスワードの管理、ファイ

ルの名前の付け方、メール上のネチケット等々、ＰＣの利用者が日常に留意すべき点が資料を基に判り易く

解説頂きました。(参加者 8名)                            （事務局） 
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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 
 

 

 

「最近のちょっと心があったかくなったこと」 
染野絢子 

様々な場面でつかわれる「見守り」という言葉。私の今までのイメージは読んで字のごとく「見

て守る」でした。 

この言葉に出会ったのは、高校時代。うっすらと 

仏教の教えを取り入れた学校であったため、それで 

も仏教の観点から「見守り」という言葉を学びその 

後、福祉関係の学校や、職場を通じで自分なりに形 

となっていました。 

 しかし、わずか５歳になる娘に、何十年かけて積 

み重ねた理解を一瞬で上書されることになりました。 

娘もたまたま、家の近くのお寺の運営する幼稚園だ 

ったのですが、 

 ある日、「わたし、みまもってあげる」とハグ 

（抱きつく）するのです。娘の理解する見守りは 

「身守り」なのです。 

 ５歳なので、漢字はまだ分からない年齢。当然 

「みまもる」という言葉は、耳で聞いたことと、感 

じたものの行動であって、文字から学んだ目で見て 

守るよりも温かいのです。人の温かさこそ見守りの原点でした。 

 

 
 
 

 

散歩道で 
原田進 

 母鳥を先頭に子鴨たちが一列になって水辺をめざす写真をよ 

く見る。小学 1年生のように新しい世界に飛び出す子鴨たちに、 

ついガンバレと言いたくなる。 

 私の散歩コースに、荒川の水を引き込んで池にして、サギや 

ヨシキリの野鳥やカエル、それにメダカなどの小魚が集まるよ 

うにした区域がある。 

 この時期はいろんな生き物が楽しめるのだが、最近ここで鴨 

のつがいをよく見かける。カルガモは留鳥だがこの鴨は冬のあ 

いだこのあたりに沢山いた鴨で、仲間はすでに北の国へ旅立っ 

てしまった。 

 と言うことは、つれあいのどちらかが体調が悪くて長い旅路 

に耐えられなさそうな時に、帰らずにこの国で夏を過ごす鴨がいて、残り鴨と言われているとどこ

かで聞いたことがある。朝晩気にかかるつがいである。 

 

みんなの

広 場 
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運営委員会だより 
 

 平成 24 年６月度運営委員会は ６月１日（金）

に開催された。議事録を基に報告する。 

議 事 

 開催に先立ち、小林氏より代表退任の挨拶およ

びお礼の言葉があった。 

１．早坂代表理事の挨拶 

第 176 号｢楽学ニュース｣に詳細掲載 

２．情報交換 

  １）荒川コミュニティカレッジとの打合せ 

   ７/２,11、17 の 3 日間実施する。 

  ２）足立 SPC クラブとの交流会 

6/27 14 時～16 時 予定参加者 11 名。 

  3 )センター連絡会の報告 5/15 実施 

生涯学習ボランティア養成セミナーの受講

生募集を再度行う。受託事業について 5/19 打

合せ ＨＰリンク先について別途打合せ。 

３．23 年度通常総会の報告 

5/28 総会が無事に終了。ご協力に感謝。6

月中に都庁・法務局への手続きを行う。 

４．シュレッダー・カメラバッテリーを購入 

シュレッダーはロッカー内に保管できない

ので大学塾事務局の部屋に置くことの了解を

得ること。 

５．24 年度生涯学習ボランティア養成セミナー最

終確認 於竹ノ塚地域学習センター、 

各日 19 時より実施、役割に従い協力をお願

いする。 

６．ＨＰについて 

 ・アクセス制限の設定および会員ページのあり

方について議論をしたが結論が出ず、さらに

検討して決めることになった。 

７．その他 

・新ＵＲLは http://gakugaku.main.jp/となっ

た。ＨＰへのアクセス回数を増やすこと。特に

2～3 ケ月間は頻繁にアクセスしてほしい。 

・通常総会での発言「会員を増やすための取組」

「学生へのアプローチ」について 

※6 月各部局会議で意見交換し,6 月月例会で報

告する。 

  ※ 次回運営委員会 7 月 2 日（月）15 時  

            8 月 2 日（木）15 時 

                （事務局） 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

アサヒビール守谷工場見学会 

参加者募集!! 

◎日  時 平成２４年８月９日（木）

午後３時～４時３０分 

◎集合場所 つくばエキスプレス 

 守谷駅 中央東口バス２番乗場 

    送迎バス 午後２時３０分発 

１、 工場見学 

２、 天望台ホール（１７階） 

       ビール、ソフトドリンク 

◎交通費 

 北千住駅より 1,400円（往復） 

 青井駅より  1,300円（往復） 

 六町駅より  1,200円（往復） 

◎時 刻  

北千住駅発（快速） 

13:41発～守谷 14:02着 

 北千住駅発（普通） 

13:45発～守谷 14:14着 

 青井駅発 （普通） 

13:48発～守谷 14:14着 

 六町駅発 （普通） 

13:50発～守谷 14:14着 

◎申 込 区民大学事務局又は岡田

（03-3606-0594） ８月７日（火）まで

節電の夏“アワを楽しみ”良い汗を流し会

員同志の絆を深めましょう！！ 
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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） 
 
▼ＮＨＫ主催「大英博物館古代エジプト展」 

関連文化講演会▼ 

◎日  時  ８月１９日（日曜日） 

       午後２時～３時３０分 

◎会  場  生涯学習センター ４階 講堂 

◎講演者   村治 笙子氏 

（古代エジプト壁画研究家、 

古代オリエント博物館自由学校講師） 

◎対象・定員 １６歳以上・１９０名 

◎ボランティア募集人員  ７名程度 

（会場・講演者接待・受付・司会・記録等） 

◎集合時間  午後１時（講堂） 

◎開  場  午後１時３０分 

運営ボランティア募集 

◎申込先     

メール：齋藤（ボラ活部）t3436s@yahoo.co.jp 

ＦＡＸ： 03-5813-3759（事務局） 

 

 
 

○運営委員会 

7月 2日(月) 午後3時～5時    研修室4 

○月例会・暑気払い  

   7月26日(木)  午後6時～7Fレストランさくら 

○学習支援部 

7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 

7月10日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

   7月 4日(水) 午後2時～4時 ワークルーム 

7月23日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

7月26日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局 

7月10日(火)午後2時半～4時半ワークルーム 

7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  

7月17日(火)    午後3時～5時  研修室4 

○大学塾講座企画会議 

  7月 2日(月)  午後1時半～3時  研修室4 

○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 

今月は２４年度から新しい体制のもと、新代表

初め新理事・監事のメッセージをお届けします。

また新会員のメッセージも掲載し久しぶりの 8頁

構成となりました。そして色々なスキルを持った

人たちが関わるニュースづくりを目指して行きた

いと思います。是非ＨＰ、メルマガも含め広報活

動に参加してみませんか。歓迎！！（田中国弘） 

メルマガ・ホームページからのお知らせ 

・メルマガは7月1日の配信予定です。読者200名

獲得に向け友人・知人をご紹介ください。 

・ＨＰは7月１日に更新します。トップ頁の音楽

は前回から停止しています。 

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２４年７月２６日（水） 

 午後６時～ 

◎場 所 生涯学習センター  

７階 レストラン「さくら」 

◎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２４日（月）まで（申込後、欠

席する方は事前に連絡して下さい。） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 


