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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終了 

竹の塚地域学習センターを会場とし、６月６日に始まった養成セミナーは７月１８日、６回目の講座をもって終了

しました。受講者は延べ１３３名（内６８名は会員）、平均２２名でした。今回は各回とも水曜日の午後７時から９時ま

で開催しました。そのためか、受講者には若い人の参加も見られ、喜ばしいことだったと思います。 

 

受講者の「一口メモ」ではボランティア活動に対する前向きな意見

が多く見られました。以下にその一部を紹介します。 

・ボランティア活動について深い意義があると教えていただきました。 

学習と地域につながること、日本を変えていく、大きな働きになること

に驚きました。 

・私も一応ボランティア活動といわれるものを多少やっていますが、本

格的にボランティアとは何かを考えてみたいと思っていました。今回の講座を受けてみて大変考えさせられるこ

とがありました。最後の講座まで聞いてあらためて考えてみたいと思います。 

・素晴らしいワークショップでした。自分の心が見えた様な気がしました。何か始めてみようかな―と云う気持ちが

わいてきました。 

・楽しく学べる講座でした。継続出来そうな気がした。夢や願いを共有できる活動を継続していきたいと思う。孤

立しない、させない事がボランティアの大切なことである事を知った。 

・社会教育施設のボランティアばかりでなく、どんなところのボランティア

であっても基本的にはその人の人柄が出るので、活動しながら人格形成

にも役立つと思います。 

・今日のお話を聴いて、先生から生涯学習の本質を鋭くお話しされ、 

 頭の中でモヤモヤしていたことが整理できました。有難うございました。 

第４回目は荒昌二郎理事長による「ふるさと学舎」の活動紹介および「楽

学の会」の江川武男、岡田スミ子両理事による会の活動状況の報告が

あり、受講者から励ましの言葉もありました。 

また、最終回には、「今回のボランティア養成セミナーを通して、生涯学習の意義や、魅力を学ぶこ

とが出来ました。是非来年も、続けてほしいと思います」との「一口メモ」を受講者からいただきまし

た。今回のセミナーを通して、受講者の中から「楽学の会」への入会を希望された方もおり非常に嬉しいことです。      

（小林徹） 
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◆◆第２ステージ２講座（７月区報掲載）◆◆ 

講座名：今日の俳句の源流「江戸の俳諧」～知ることって面白い！～ 

            

            講師 安藤義雄 氏 （江戸東京人文科学研究会主宰 足立史談会名誉会長） 
月・日 講座内容 月・日 講座内容 

9/5 連歌から俳句に至る文芸史 10/17 嫌われた一茶の生涯と作品、 

その老いの執念 

9/19 芭蕉のジレンマ  

－江戸からの逃避－ 

11/7 大阪文化を追求した 

リベラリスト西鶴 

10/3 芭蕉の女性問題の浮上と 

芭蕉の文学 

11/21 奥の細道、 

旅立ちの地千住と芭蕉 

                      ＊各月第１、3 水曜日 午後２時～４時 計６回連続講座 生涯学習センター研修室 3 
  
    

講座名：特別講演会 琵琶日本一受賞奏者 櫻井亜木子「平家物語」を語る 

～琵琶と鼓と琴の音が織り成す悠久の世界～ 

講師 櫻井亜木子 氏（鶴田流薩摩琵琶奏者） 

大平光美 氏（琴奏者）  梅屋喜三郎 氏（鼓奏者） 
 

月・日・時間 講演内容 

9/8（土） 
１４：００ 

  ～１６：００ 

①「敦盛」～一の谷の合戦～  

②「那須与一」～屋島の合戦～ 

③「壇之浦」～最終決戦～ 他 

  会場：生涯学習センター４階 講堂 
 

◆◆第３ステージ３講座（８月区報掲載）◆◆ 

講座名：声に出して読む 万葉集Ⅱ 

講師 石井清弘 氏 (前・江北図書館長) 

月・日 講座内容 

10/16 「東歌」そして「徒然草」にも見る東国の豊かさ 

10/23 
真間
ま ま
の手児奈
て こ な

、菟
う
原処女
ないおとめ

、桜子そして「源氏物語」に見る東国悲話 

10/30 「滑稽歌」そして正岡子規の「万葉集」巻十六称揚 

             全３回 毎週火曜日 午後２時～４時 生涯学習センター５階 研修室３ 
 

講座名：大正ロマンの画家・竹久夢二 ～恋の遍歴と芸術～ 

講師 石川桂子 氏 (竹久夢二美術館学芸員) 
回 月・日 講座内容 

1 10/19 
知られざる竹久夢二～その芸術と恋多き人生を追って～ 

2 10/26 現地学習・ギャラリートーク、竹久夢二美術館  

夢二と大正時代～グラフィックアートにみる夢二モダン～ 

（大正１３年～１５年を中心に） 

全２回 いずれも金曜日 １回目 午後 2 時～4 時生涯学習センター５階 研修室４ 

                ２回目 現地学習午前 10 時 50 分現地集合・竹久夢二美術館  

平成２４年度 第２、３ステージあだち区民大学塾講座開催案内 
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講座名：江戸文化歴史検定一級講師と学ぶ うんちく！大江戸入門講座～名所篇～ 

            講師 大沢正明 氏 （江戸文化歴史検定試験一級 京都・観光文化検定試験一級） 

講師 堀口茉純 氏 (江戸文化歴史検定試験一級 女優・講演ステージでも活躍中) 
月・日 講座内容 

10/27 江戸庶民の楽しみ、盛り場と名所 ～春夏秋冬それぞれの楽しみ～ 
11/3 将軍ゆかりのスポットと日本橋界隈 

～浮世絵や資料、図会でタイムスリップ～ 
11/10 現地学習・大江戸日本橋界隈を歩く 

毎週土曜日 ２時～４時（ただし最終回は 1 時 30 分現地集合）研修室４ 

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２ステージ開催報告 
 

閑谷学校『あいうえお論語』を読む 
 

 今回は、日本で一番古い庶民の学校と言われている閑

谷学校「あいうえお論語」を中心に、学びました。7月

4,11,18日金曜日午後 2時～4時研修室 1。１回目は講

師の力強い「素読」にリードされ、「あいうえお論語」

全章の素読を通して、言葉の響きと解釈で「論語」を深

く理解しました。2回目は、「誠実に生き抜いた学び人・

孔子」で孔子の生涯や孫の子思（しし）など、孔子の死

後の行動表で孔子の意思をいかに受け継いだか。3回目 

は「論語を通して、学ぶことの大切さを知りました。アンケートからは「先生が熱心。そして、楽しい

講座」「2回目の受講です。声を出して読むという機会がないので、素敵な体験」「閑谷高校出身です」な

ど、の感想が寄せられました。学びの楽しさが、こころに響く講座でした。次の機会も考えたいと思い

ます。なお、11日は荒川コミュニテイカレッジ 8名の参加がありました。       （今野君江）    
 

平成 24 年度 受託講座 開催案内 

生涯学習センターからの受託事業として、講座「子供の心と身の信号を見分ける子育て」をテーマに

小学生を持つ母親・父親を中心とする関心を持つ一般区民を対象に開催いたします。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。会場：足立区生涯学習センター 

回 日 時 テーマ 講 師 

第１回 １０月５日（金） 

午前１０時～１２時 

食をめぐる子育て 外山紀子 氏 

津田塾大学学芸部国際関係学科教授 

第２回 １０月９日（火） 

午後２時～４時 

今からでも遅くない！より良

い脳育てのためのコツとは 

成田奈緒子 氏 

文教大学教育学部教授・小児科専門医 

第３回 １０月１７日（水）

午前１０時～１２時 

子どもの心の育ちを支える親

子のかかわり 

井戸ゆかり 氏 

東京都市大学人間科学部児童学科教授 
 
 

◆月刊社会教育 ２０１２年７月号に当会顧問・薗田先生と賛助会員・木元さんの記事が掲載 
事例・行動する社会教育委員 ─まちづくりへの挑戦（町田市社会教育委員の会議議長 薗田碩哉氏） 

社会教育団体紹介・日本キャリア開発協会キャリアカウンセラー 

・コンサルタントは今後社会においてどういう活躍を見せるのか（取材 きもとえいこ） 
(記事内容はワークルーム保管の 7月号をご覧ください) 
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◆ＳＰＣクラブとの交流会 

 会員のスキルアップのため、傾聴ボランティアの団体「足立ＳＰＣクラブ」

との交流会が６月２７日（水）１４時から研修室３で開催された。 

  ＳＰＣからは菊池代表以下８名、当会から１５人が参加した。両代表の

挨拶、当会の参加者の自己紹介に続いてＳＰＣからの参加者、一人ひとり

が傾聴ボランティアとなった動機、現在の活動、日頃心掛けていること等

説明がありました。説明に対し当会会員からの質問があったり感想が述べ

られ進行した。この交流のテーマである「接遇のヒミツ」に触れる話題もとり

あげられ、当会会員にとっては大いに学ぶことができた交流会となった。 

１６時に終了。場所を変えて懇親会が行われ、和やかな交流を終了した。 

                           （ボランティア活動推進部） 

  

◆生涯学習情報ネットワークイン多摩 平成２４年度定時総会に参加して 

 当会顧問の瀬沼先生からのお誘いにより、平成 24年 7月 8日に開催された題記定時総会にオブザーバーとし

て早坂代表理事とともに参加した。現在の会員は、八王子生涯学習コーディネーター会他の７団体で、今年で３

年目の若い組織である。今回は，オブザーバーとして、当会の

他に２団体が参加した。 

 活動目的は、知恵とＩＴ技術の活用により生涯学習情報のネット

ワーク化を推進し、市民の生涯学習活動の向上をはかることにあ

り、あわせて市民と行政および市民団体間のコラボレーションの

活性化と情報交流の効率化を目指している。ユニークなのは、

主として E-Mail を使ってお互いの情報交換を図っていることで

ある。 

 それぞれに独自の活動を行っており、市民の学習相談を行っ

ている会もある。当会の今後の活動を広げるのに参考になるところが多いと感じた。運営委員会に諮った上で、

楽学の会も参加することにしたいと思った。                                  （喜多村政夫） 

 

◆「荒川コミュニティカレッジ生」が活動体験（7/2・11・17 日） 

このたび、荒川区教育委員会事務局・社会教育課より依頼の活動体験を当会で実施しました。お隣同士であり

ながら、こうした交流は初めてとあり、荒川区担当の岩間菜央さんとは幾度も連絡を交わし下準備の確認をし合い

ました。 

体験は、「あだち区民大学塾」講座検討会議や

企画会議への参加、講座の運営スタッフの役割と

講座の見学、当会事業の概要説明への質疑応答

などです。3 日間に亘るプログラムへの参加者は

延べ 15 名でした。荒川区長・西川太一郎氏が学

長を務められるカレッジ生に相応しく、地域活動へ

の理解も深く、当会にとっても緊張感と活動を返り

見る好機となりました。そして「会員同士の信頼関

係が築かれている」「意見交換を行う雰囲気ができている」との荒川区からのコメントを拝読しながら、活動体験を

したのは「楽学の会」だったのでは、と。カレッジ生の履修後の地域活動構想は既に整っており、身近に仲間の輪

が拡がるかと思うと何だか気持まで弾んでくる。                                 （早坂津夜子）
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みんなの

広 場 

平成 24 年 6 月月例会報告・生涯学習センター事業方針と「楽学の会」との協働について 

今月は、生涯学習センター所長 平野昌暁氏より “生涯学習セン

ターの事業方針と「楽学の会」との協働について”、お話を戴きました。

過去には、①生きがいづくり（機会提供） ②学びのサイクルづくり

（地域への還元） ③アウトリーチ（出張講座）などの区施策（方針）で

あったが、昨年度の生涯学習課から地域のちから推進部への変更

に伴い、24年度は更に「絆づくり」ということを前面に出してきている。

従って生涯学習センターとしても、より一層「生涯学習における絆づ

くり」を念頭においた事業をすすめていくことを重点としている。 

生涯学習センター（に限らず地域学習センター）における目的縁(知縁)の形成は・講座の受講生同士の交流・

サークル活動・ボランティア等の社会貢献活動などを想定している。具体的な実施事業としては、 

「講座」：座学のみで構成されるのではなくグループ単位で、ある目標に向かって活動するイベント型事業の実施

⇒家族、友達同士、ボランティアと参加者(ボランティア同士)の交流を目的とするサロン型事業の拡充⇒フラッと

来て気軽に参加できる、参加者同士の友達づくりが可能なサロンに力を入れる。 

「サークル化」：講座からサークル化をすることで、講座開催時間だけの繋がりではなく、恒常的に関係を築いても

らえる。 

「ボランティアの地域活動」：生涯学習センターで育成しているボランティアを可能な限り地域にも出ていってもらう

ようにしていく⇒センターのお手伝いではなく地域へ展開していく。目的としてはボランティアグループとして独立

し、自主管理(自立)のもとに活動⇒コーディネート力の向上をめざす。 

まとめると、「生涯学習を通した絆づくりから地域づくりへ」を目標として①参加しやすい事業を実施して②参加

者同士やボランティアと交流を持たせ③目的縁をもった絆を形成し④更に地域に還元していく、ことが今年度の

方針である。との、内容で説明を頂きました。そして、ディスカッションでは「楽学の会」との協働についても地域へ

の展開など、更に詳しく応答がなされました。 

引き続き各部局よりの報告や連絡を受けて無事終了致しました。              （ボランティア活動推進部） 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

◆上野の森の散策◆ 

美術館・博物館・歴史館など折に触れて訪れ、そこに身をおくことで、美しさ 

や人々の息遣い・時代背景など感じることができます。私の楽しみの一つです。 

「上野の森」は私にとっては身近な存在といえます。今年の 6 月は東京国立博 

物館特別展「ボストン美術館・日本美術の至宝」まさに、まぼろしの国宝、ニッポ 

ンに帰るでした。うるわしのみほとけ・等伯、光琳、そして蕭白圧倒的な存在感で 

迫ってきました。そして「国立科学博物館」のインカ帝国展マチュピチュ「発見」 

100 年では、インカ文明に合わせて、現代の機器を駆使した３Ｄスカイビューシア

ターで、誰も見たことのない空中都市を見ることができました。そして、7 月 7 日には東京都美術館

のグランドオープンを飾 った「マウリッツハイス美術館展 オランダ・フランドル絵画の至宝」を鑑賞

しました。待望のフェルメール「真珠の耳飾りの少女」がやってきました。「フェルメール・ブルー」と

いわれる独特のブルーのターバンを頭に結んだ少女「光の画家 」といわれる画家の面目躍如で

す。「百聞は一見にしかず」上野の森は芸術の宝庫です。9 月 17 日まで開催です。 

          （今野君江） 
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真珠の耳飾りの少女 



                          

西新井駅西口 

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 第七回・・・西新井地域（その2 西口エリア） 
１．西新井駅西口周辺 

大手企業日清紡工場移転後、跡地約15haを「安全で快適」「新たな活力」「潤

いのあるまち」を目標に区行政、ＵＲ、周辺区民等により協議がなされ、新たな

街が作られた。街区毎に健康増進施設、保育所、商業施設、高層住宅、警察、

病院、公園（広域避難所としても使用）街区を通る広い道路、街路樹の植樹など

快適で充実した生活が営まれる全く新しい一角が出来上がった。175号の写真

にある昭和39年の、駅周辺は栗原町（今の栗原1-4島根4西新井1-2西新井栄

町1-3六月1,3）と呼ばれていた。この39年は所帯数約3,200人口約12,000人（一

所帯当たり約3.8）現在は所帯数約17,600人口約36,000(一所帯当たり約2.0)と

変化を見る。また駅の特徴はバス路線の多さにある。東西へのアクセスはバスに頼り、コミニュティバス運行開始後、

路線は都営、私営を含めて19路線（西口13路線、東口６路線）あり北千住駅の14路線を上回る。 

2．ザオー工業株式会社（足立ブランド認定企業 家電部品等製造） 
足立ブランド訪問の第二回目は関原二

丁目のザオー工業さんである。業種は金型

製作・プレス加工・応用製品開発などで、

典型的な町工場である。しかし生産の空洞

化が顕著なこの業界で、元気に活動されて

いるには理由があった。多品種少量生産で

中国を初めとする東南アジアの大量生産

方式と差別化している。また生産設備も一 
部を除けば歴戦の勇士といった感じだが、熟練の作業者との組み合わせで高品質・低コストを維持している

。一方、環境省のエコアクション21認定企業として環境への配慮をし、足立ブランドに関連してインター
ンシップ制度を取り入れて、地元学生に生産の現場体験を提供している。また若き社長さんは、異業種交流

会を通して地域貢献と自社技術の活性化にも目配りもされている。最新鋭の機械がなくても経営が成り立つ

ことの見本であり、もの造りへの愛情が感じられる生産現場だった。お忙しい時期、我々の訪問に心良く応

じていただいたことに感謝。 
3. 冬木弁天堂・田中稲荷神社 群馬県安中出身の深川の材木商冬木屋が明暦大火（1657年）で財を成し
別邸を立てた。この地を選んだのは妻が本木出身のため。敷地は約 7,200坪あった。田中稲荷神社は冬木屋
が別邸内に勧請し江戸時代深川木場の材木商が集まり盛大な初午祭が行われ江戸の人々の参拝で賑わった 
（本木北町 9,14）（冬木屋敷跡は目下全面建て直し工事の本木小学校となっている） 
4. 中曽根神社 平成 7年神社近接地から城の堀跡が発掘
され、武蔵千葉氏の居城跡と確認された。中曽根とは江戸

時代以降の本木村の子字が「渕江、渕江郷」であるので「渕

江城」と呼ばれていた。（本木 2-5） 
5. 西新井町役場跡 1923(大正 12)年関東大震災後、都心
から郊外への人口移動が始った。西新井村の人口も 5,000
人から 1928(昭和 3)年には 20,000 人に増加。行政機関と
して町役場を設立。（本木東町 18） 

6. 大師前駅          
開設：旧駅昭和 6年 12月 20日 

現在の駅：昭和 43年 12月 1日 
（今は無人駅） 
住所：西新井 1-3-1 

一日乗降客：約 14,500人/日   

 

 

冬木屋敷跡 中曽根城跡 

西新井大師本堂 

   ザオー工業（株） 

昭和 43年 大師前駅 
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ワイヤーカット機で精密加工 

 

西新井町役場跡 



                          

7. 西新井大師参道商店街 

 当会江川武男さんの実家である老舗の「武蔵屋」を訪問。六

代目江川彰一さん先代店主の奥様、江川さんの 3 人で心よく

迎えてくれた。現地に江川屋創立は江戸時代弘化二年

（1845）年、2012年の現在なんと167年の歴史を持つ。江川屋

創立以前に既に米穀を商っていたというから、祖先の方々は

幕末，維新の動乱も明治の新時代も経験されていた。話題は

大師の周辺の移り変り、近年まで田圃、畑、池もあり農家では

野菜栽培、丼池では泳ぎもでき、富士山も見えたという。大師

の火事も、環七の開通による大師前駅の移転など話題は尽き

ない。大師線（東武西板線）が駅から 60Ｍも線路が出来ていた 

という、文献には見当たらないお話などを戴いた。大師の変遷と道路行政、

宅地化への変貌の波を受けながら絶ゆまぬ努力での商店経営に感銘を

受け親切な応対に感謝し当店を辞した。 

8. 宝華園跡（碑）（西新井 6－15、跡地は西新井六丁目アパート） 

足立区交通手段としては都電より先にバス運行、後に庭園のある料理

屋、貸し植木屋などを営んだ。 

9. 新井学校跡 1872（明治 5）年学制発布後、同年公立学校が文部省に

より認可、明治 7 年西新井村に公立学校設置が認可。同年 12 月に如法寺（廃寺）を借りての開校。 

                                 （安藤寿、神戸明、今野君江、佐久間實、田中国弘、田中桂子） 

運営委員会だより 

 平成 24 年７月度運営委員会は ７月２日（月）に開

催された。議事録を基に報告する。 

１． 早坂代表理事の報告及び提案 

1） 荒川コミュニティカレッジ活動体験の受入 7/2・

11・17 実施。 

2） 生涯学習ボラ養成セミナー前半終了受講者は

理解度が深くボラに対する意識が高い。 

会の活動に賛同は別だが、後半の事例発表 

では仲間を増やせるよう会員の協力を願う。 

 3) 運営会議は協議をする場と考えている。各部局 

の報告は何が課題になっているかを報告して 

夫々の活動が把握できる体制づくりに協力をお 

願いする。 

２．情報交換 

  １）生涯学習ネットワークイン多摩の定時総会への

参加依頼。（出席者の費用を負担する） 

  ２）高齢社会フォーラム・イン東京、7/11(浜 

   松町）チラシ回覧、参加希望者は事務局へ。 

  3 ）元気長寿のための生き方講座(有料)チラシ回

覧。参加希望者は事務局へ。 

３．10 周年記念事業について(小林実行委員長) 

 第 2 回全体会議実施報告および計画案の説明 

 ♦あだち区民大学塾特別講演会 25 年 3/17 

 ♦ＮＰＯ法人楽学の会設立１０周年記念祝賀会 

 ♦記念誌の編集 発行 25 年 5 月(予定) 

４．受託事業（チームリーダー小林） 

 テーマ子どもの心と身の信号を見分ける子育て 

 託児付を予定、3 回講座  

講師 外山紀子氏・10/5(金)10 時～12 時  

講師 成田奈緒子氏・10/9(火)14 時～16 時  

講師 井戸ゆかり氏・10/17（水）10 時～12 時  

５．講座実施報告書の配布(江川事務局長) 

  顧問・賛助会員・後援会員へ配布済。会員へは 

7 月ニュースとともに送付。 

６．暑気払いの案内 (江川事務局長) 

   足立区および学習センターへ持参の予定 

７．その他：メルマガ会員 200 名目標。乞う友人知人 

紹介。新ＵＲＬhttp://gakugaku.main.jp/ 

特に 2、3 ケ月間頻繁にアクセスしてほしい。  

                           （事務局） 

 

 

 

1930年代の西新井大師付近（足立史談）（〇印武蔵屋） 

宝華園碑  新井学校跡 
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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：住まいのかたち「日本住宅建築の歴史」 

①日時：9/16、23 毎日曜日午後 2 時～3 時 30 分 

②場所：足立区生涯学習センター 5 階 研修室 1 

③受講料：1600 円(一般)1120円（70歳以上の方、

障害者手帳をお持ちの方） 

④内容：藤原道長が暮らした寝殿造り、徳川家康 

など武士が暮らした書院造、草庵風茶室の影響 

を受けた桂離宮に代表される数奇屋風書院造、 

近代の町並みを構成した土蔵造り、地域ごとに 

特色ある民家など日本人の生活形態に深く関係 

する住宅建築の歴史を学びます。 

⑤講師：玉井哲雄（国立歴史民俗博物館 教授） 

◎講座名：獨協大学連携講座 

「生活に役立つやさしい民法入門」 

①日時：9/29,10/20 各（土）午後 2 時～3 時 30 分 

②場所：足立区生涯学習センター5 階 研修室 3 

③受講料：無料 

④内容：身近な法律である民法を手軽にやさしく

学び社会生活でのトラブルを未然に防ぎます。 

第 1 回：インターネット通販のトラブル～購入し

た商品に問題があったらどうする？ 

第 2 回：クレジットカードの不正利用～勝手にカ

ードが使われたら？ 

⑤講師：常岡史子（獨協大学法学部教授） 

申し込：生涯学習センターへ電話または直接窓口へ 

電話 03-5813-3730（足立区生涯学習センター） 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

○運営委員会 

8月 2日(木) 午後3時～5時 研修室3 

9月 3日(月) 午後3時～5時 研修室3 

○月例会  

8月はお休みです。 

9月26日(火)  午後6時～8時 研修室4 

○学習支援部 

8月はお休みです。 

9月11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 

8月はお休みです。 

9月11日(火)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

8月はお休みです。 

9月 6日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

9月24日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

9月26日(水)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局  

8月 7日(火) 午後2時半～5時 ワークルーム 

9月11日(火) 午後2時半～4時半ワークルーム 

9月27日(木) 午後2時半 （ニュース発送） 

○大学塾講座検討会議  

8月はお休みです。 

9月16日(水) 午後3時～5時（会場未定） 

○大学塾企画会議 

8月 2日(木) 午後1時半～3時 研修室3 

9月 3日(月) 午後1時半～3時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

8月、9月共、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 
 

 

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 

・新しいHPアドレスhttp://gakugaku.main.jp/への切
り替えをお願いしています。皆さまもご協力を是非。 
・メルマガは8月1日の配信予定です。現在の登録者

は119名です。配信できない人が10数名います。 

９月 月例会のご案内 

日時：9月 26日（水） 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：「あだち区民大学塾第 1ステージ講座 

の振返りについて」４講座「生活習慣病」 
「大淵澄夫」「宮沢賢治」「近藤直子」 

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）

          
編集後記 

 本号は８月号休刊月でもあり内容は盛りだく

さん。９月の区民大学塾特別講演を始め１０月

は芸術の秋に相応しく、バラエティに富んだ大

型講座が３講座開催されます。会員皆様の力の

輪があっての講座です。是非成功させましょう。

夏本番で気候も不順です。健康管理には充分気

をつけて会の活動にレジャーに励みましょう。 
（安藤寿） 
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