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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 第３ステージあだち区民大学塾講座第３ステージあだち区民大学塾講座第３ステージあだち区民大学塾講座第３ステージあだち区民大学塾講座    開催報告    

        「大正ロマンの画家・竹久夢二」 
 10月 19・26日（金）の 2回講座で、講師には竹久夢二美

術館学芸員石川桂子氏を迎え、1日目は研修室 3で 29名参

加により講座が、2日目は竹久夢二美術館においてギャラリ

ートークによる現地学習が行われた。講座では竹久夢二の生

涯を年譜によりに整理された資料に基づきスライドを交えて的

確、かつ簡潔に解りやすい講義が行われ、あらためて恋多

き夢二の人生とその作品に反映されている様子が伺えた。

大正ロマンを象徴する画家竹久夢二が大正期を中心に活躍、

今年がその「大正時代」から 100年を迎えている。現地学

習ではその頃の大正 13～15年にスポットをあてた企画展

が開催されている夢二美術館においてギャラリートークが行われ、「婦人グラフ」

を中心に展開された夢二のモダンなグラフィックアートなどこの時期に作成された作品について紹介さ

れた。あらためてギャラリートークの良さを実感させられた。          （佐久間實）                             

講座名：講座名：講座名：講座名：    

武家の政治と文化武家の政治と文化武家の政治と文化武家の政治と文化    

～文化財から探るその実～文化財から探るその実～文化財から探るその実～文化財から探るその実像～像～像～像～    

講師名：講師名：講師名：講師名：髙梨真行 氏 
 文化庁文化財部美術学芸課 

 文化財調査官（足立区在住）     

開催日時：開催日時：開催日時：開催日時：12月1日（土）・2日（日）・8日（土） 14:00～16:00  

開催場所：開催場所：開催場所：開催場所：足立区生涯学習センター 5階 研修室 1    

現代に残された文化財から平安末期～鎌倉・室町・江戸の各時代に活躍した著名

な武士を題材に、彼らが目指した政治と文化の姿にアプローチします。 

 

講座名：講座名：講座名：講座名：    

貝塚から知る文明の曙貝塚から知る文明の曙貝塚から知る文明の曙貝塚から知る文明の曙    

～～～～縄文のタイムカプセル縄文のタイムカプセル縄文のタイムカプセル縄文のタイムカプセル～～～～    

講師名：講師名：講師名：講師名：増田光明 氏 

歴史研究家 足立史跡巡りの会会長 

綾瀬新撰組研究会会長 

開催日時：開催日時：開催日時：開催日時：12月6日(木)・13日（木）10:00～12:00・20日(木)現地学習  

開催場所：開催場所：開催場所：開催場所：足立区生涯学習センター 5階 研修室1 

日本人の源流である縄文人は豊富な木の実、魚、貝を食べ豊かな生活をし

ていました。縄文人の暮らしを知る「貝塚」は縄文のタイムカプセルです。

大森貝塚を発見・発掘したエドワード・モース博士の生涯と我々の身近な

貝塚から縄文人の文明の曙を探ります。また日本の考古学発祥の地「大森

貝塚」を現地学習します。 

 

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度    第３ステージあだち区民大学塾講座開催案内第３ステージあだち区民大学塾講座開催案内第３ステージあだち区民大学塾講座開催案内第３ステージあだち区民大学塾講座開催案内    
 

ギャラリートーク 

夢二美術館前 
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平成２４年度 生涯学習センター受託講座 開催報告    

   ◆◆「子どもの心と身の信号を見分ける子育て」◆◆ 

 10月 5日に第 1回「食をめぐる子育て」外山紀子氏（津

田塾大学教授）、9日に第 2回「今からでも遅くない！よ

りよい脳育てのためのコツとは」成田奈緒子氏（文教大

学教授）、17日に第 3回「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（東京都市大学教授）を開

催した。受講者は延べ 60 名。講師と受講者が身近に真

剣に子育てに取組む姿が印象的であった。“一口メモ”に寄せられた感想を紹介して結びとしたい。 
①「共食」「孤食」について考えさせられた。 

あまり食について細かく考えることがなかったの

で参考になりました。 

②早寝、早起き、朝ごはんがどんなに大事か良く分 

かりました。今日から実施したいと思います。 

③現在 4歳の娘の子育てをしています。親バカにな

りがちですが、見守りながらのびのび子育てをして

いきたいと思います。 
④自分にも子どもにも、もっとゆとりを持って、よ 

い部分を認めて褒め上手になりたいと思いました。 
                                        （齋藤龍男） 

「あだち NPO フェスティバル 2012」 参加報告    

 平成 24年 9月 30日（日）足立区役所 1階アトリュウムにおいてあだちＮ

ＰＯフェスティバルが開催された。テーマはもっと広げたい地域の“わ”で

40団体が参加し来場者は 560名程であった。 

「楽学の会」からは金子、齋藤、鈴木のボランティア活動推進部をはじめ安

藤、市川（道）、大藤、加藤、田中（桂）岡田の 9名が参加し、広報活動を行

った。午前 11時からのオープニングは「みんなで歌おう」ではじまり「NPO
って何？」のシンポジュームがあり、盛りあがった。また、パネル展示、体験、

販売ブース等が趣向を凝らし展示された。当会の展示ブースには出展団体、一

般来場者を含む 80～100名程の立寄りがあったが、名簿記入者は 11名であっ

た。その中に 7月交流会での荒川カレッジの方がおられた。ほかに学習センタ

ーの平野所長、田中副所長、区民大学塾講師齋藤善久氏にご挨拶を頂いた。記

名した方の中から会の活動に賛同し、入会につながる事を願っている。     （岡田スミ子） 
                 

                
 

 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

成田奈緒子氏 井戸ゆかり氏 外山紀子氏 

受付 講座会場 
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「あだちサークル「あだちサークル「あだちサークル「あだちサークルフェアフェアフェアフェア 2012201220122012」」」」    参加報告参加報告参加報告参加報告    

10 月 13 日(土)・14 日（日） 生涯学習センター（学びピア 21） 

初日は例年になく秋の好天に恵まれ、大変多くの区民の方々が来

場されました。講堂や特設ステージでは、区内で活動中の多くの参

加団体が趣向を凝らして発表されて居られました。わが「楽学の会」

に於いても講堂ギャラリーにて、ポスターの展示や講座のチラシな

どを用意して、ブースへの来訪者へ講座のご案内と活動への参加を

促しました。また、２日目は曇天ではあったものの、昨日に続き荒

川河川敷で開催中のあだち区民まつりの来場者がセンターへも訪

れて、スタンプラリーや自然食品、野菜コーナーには切れ目なく列

が出来るほどの盛況で、「楽学の会」のブースも 100 名を越す来訪 

者が訪れ、その際の講座情報等のご案内結果が楽しみです。 

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

                                    

 

市民団体「春日部まちづくり応援団」との交流会開催報告    

開催日：9 月 24 日(月) 於：生涯学習センター 

今回は当会顧問、大久保邦子様よりのお取計いにて実現いたしました。 

「春日部まちづくり応援団」は昨年 10 月に春日部駅西口にオープンした市

民活動センターを市民の目線で使い勝手を良くしようと、約 200 ある市民団

体と市をつなぐパイプ役として今年 3 月末に市民団体の代表者 18 名が集ま

って「中間支援団体」として結成されました。 

会員の年齢も 10 代から 70 代までと幅広く、活動歴や経験も(自治会・教

員・公務員・ジャズマン等)さまざまで個性あふれる方達が活動されて居ら

れます。 

 当日は、春日部より津江知子会長他 5 名、当会より 11 名が出席、大久保

邦子様のご挨拶とそれぞれの会の代表者より団体の紹介、「活動の楽しさや

ボランティアとしてのこれからの展望や意欲を語り合う」をテーマに各団体

の方々から入会動機や活動の苦楽しさの一端、展望・意欲が語られました。

引続き休憩を挟み、お茶とお菓子での質問や情報交換は予定時間を大きく延

長となり熱のこもった意欲あふれる交流会となりました。その後会場を変え

ての歓談は和やかなひと時の流れを写真でご覧いただけます。 

                     （ボランティア活動推進部） 

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「楽学の会」のブース 

近藤区長来訪 

懇親会   

春日部まちづくり応援団 

生涯学習センター 会場 

交流会   
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学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 第九回・・・竹ノ塚地域（その1西口エリア②） 

1111 埋蔵文化調査室埋蔵文化調査室埋蔵文化調査室埋蔵文化調査室（区管理） 西竹の塚 2-12-8 

 竹ノ塚駅西口徒歩７分「竹の塚社会施設」一階の一

角に、遺跡から遺物がガラスケースの中に展示されて

いる。その中に石造供養塔婆「板碑」がある。「板碑」

は中世仏教で使われた供養塔であり、鎌倉時代～室町

時代前期に集中している。 

この「板碑」は秩父産の緑泥片岩という石材加工で、

何時、どの様な“意図”を持って作られたかなどの 

文字が書かれている。「板碑」は地域・時代などによ

り形態や石材に多様性があり地域間交流を知る考古資料となる。また、「青磁」

の破片をつなぎ、修復されたものがあった。「青磁」は、青色の釉薬の中に少量

の鉄分が入った液をかけ、1200度以上の高温で焼かれたもので発見地点は区内

数箇所の遺跡に点在する。「青磁」は 14 世紀頃から中国で生産され始めたとい

われている。同時に常滑地方で焼かれた土器も伊興遺跡から発掘されている。こ

のことは、交易活動があったと想像される。調査室の展示物の遺物は足立区の歴史を知る上で、手がか

りになるものと思われる。 

2222 伊興遺跡公園伊興遺跡公園伊興遺跡公園伊興遺跡公園 東伊興 4-9-1 
駅西口から尾竹橋通りを 15分伊興町白旗の交差点を 5分ほど行くと遺跡

公園がある。ここは伊興遺跡の跡を遺跡公園としている。伊興遺跡は都内屈

指の祭祀遺跡として知られている。また、大昔の伊興付近は毛長川流域の湿

地帯で水辺に村があった。そして、土地が伊興から若宮八幡神社に南下して、

低地帯となった。その後の発掘調査で縄文時代（約 4000年前）の終わり頃

の土器などあり、多く出土したのは古墳時代（約 1500年前）のもので、水

辺に神に祈る時に使われたと思われる飾りや土器があった。公園の中には展

示館があり古墳時代の祭りの様子や奈良時代の用具などを見ることができ

る。そして、古墳時代以降の様子の１つとして公園地区で発見された平安時代の井戸などもある。また、

方形周溝墓と竪穴式住居が再現されている。丁寧にみていくと足立の歴史の一端が分かり、大昔の人々

の生活を想像しルーツを探る楽しさも知ることができる。 
※伊興遺跡公園のパンフレット文も引用。また、地域のちから推進部地域文化課文化財係遺跡発掘調査

員の方から丁寧に説明を伺ったことで、この地区が竹の塚のあけぼのとして古くから発展した場所とし

て感じることができた。 

3.3.3.3.    白旗塚白旗塚白旗塚白旗塚史跡史跡史跡史跡公園公園公園公園（源氏伝説の地・都指定文化財） 
 東伊興 3-10-14 

公園の白旗塚古墳は昭和 50年 2月 6日都指定

文化財となっている。また、源氏伝説の地とし

て、源義家が奥州征伐に向かう途中地場の豪族

の攻撃を受けたが、苦戦の末勝利して白幡を立

てたのが「白旗塚」の由来といわれている。公

園の中には池が巡らされている。また、万葉歌

碑に因んだ植物があり、落ち着いた景観である。 

4.4.4.4.    保木間堀親水水路保木間堀親水水路保木間堀親水水路保木間堀親水水路    
伊興寺町から伊興遺跡公園に行く間にきれい

な水が流れる「堀」があった。約 250 年ほど前

は、毎年起こる利根川・荒川の洪水に悩まされ

ていた。そこで、江戸幕府は治水をしたが、そ

のために見沼の水が少なくなり保木間まで水が

届かなくなった。そこで幕府は利根川から見 
沼代用水路を作った。その 6堀の一つが保木間 

堀でこの辺りの田んぼに水を引く大切な用水路であった。農業用水としてはこの見沼代用水と葛西用水、

愛知の明治用水が日本三大農業用水とも言われ、穀倉地帯の足立の名残を見る流れでもあった。 
                             
 

遺跡発掘調査員から説明 

伊興遺跡 

白旗塚公園 白旗塚跡 

発掘された展示物 

保木間堀親水水路 足立区遺跡地図 

白旗塚公園 
白旗塚跡 
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 第九回・・・竹ノ塚地域（その２東口エリア①） 

駅シリーズ取材中に世界最高の電波

塔東京スカイツリー（2008/7/14 着工

2012/2/29完成）同年 5/22展望台開業と

なり、東武伊勢崎線は浅草駅から東武動

物公園駅までを東武スカイツリーライ

ンと 3/17 から変更、竹ノ塚駅はこのラ

インの最終取材駅となった。 

1. 穀倉地帯から住宅地に大きく変貌

したこの地域はさらに鉄道軌道の改良、道路拡張により将来大きな変化が予想される。まず住の視点

から見ると区の特徴である、昭和 30 年代後半から 40 年代前半にかけての人口増を来たした公団住宅

は区全体で 15,845戸。内竹の塚地区は 3,129戸と約 20％近く、中間所得層人口の密集が推測される。 

2.  駅線路を

跨いで東西に

交差する赤山

街道に架かる

通称「開かずの

大踏み切り」は

その不便と危

険さが予てか

ら問題となっ

ていたが近年不幸な事故も起こり平成 23 

年駅付近連続立体交差化の計画が立てられ

た。工事期間は向う 10 年間、これに付随して駅前ロータリの拡張、補助 261 号線の西側への開通な

ど、東西のアクセスは格段と良くなる。 

3. 駅前大通（駅街路一号）は両側 2 車線道路で

歩道もあり欅並木として国道４号線まで続き、公

営バス、車など往来は激しいが街路としての風情

もある。 

4. 駅前通りから日光街道に向かい途中第三団地

の横を南に向かうと彫刻の道彫刻の道彫刻の道彫刻の道がある。山ももの街

路樹があり、夜間ライトアップされる道。設置さ 

 
 
れた彫刻は７基、夫々に銘がついている。区の基 

金による街作り公社が平成 3～4 年にかけて作っ

た区道。 

5. 増田橋跡、竹塚堀と千住堀が赤山街道を挟み

千住堀は南へ旧日光街道と竹塚堀を結ぶため架

けられた橋、川口市赤山にあった伊奈氏陣屋に通

う赤山街道の基点であり旧道を千住に向かい小菅御殿に繫がるので千住道とも言われる。往時この場所

は日光街道の休憩地として賑わい水掛茶屋「亀屋」が何軒かあり、子孫の

門亀の持ち家が橋跡近くに現存している。 

6. 流山道、東西に通じる狭い古道で氷川神社と

宝積院が並んでいる。氷川神社は足尾鉱毒事件

で災害を受けた農民が日光街道を上って東京へ

強訴しようとした時、渕江村村長坂田正助の炊

き出しなどのもてなしと田中正造が農民を説得

して故郷へ帰した説得（保木間の誓い）の場所 
            でもある。宝積院は戦国時代の千葉氏の陣屋跡、 

この古道は成田山や西新井大師に繫がる信仰の道とも言われる。 
7. 氷川神社前の古道を挟んで斜向かいに渕江村役場跡の石碑がひっそりと建っている。 
                                                    （安藤、神戸、今野、田中（桂）、佐久間） 

東武鉄道 竹ノ塚駅東口  昭和 30 年代の竹ノ塚駅東口 

竹ノ塚駅付近の踏切 

増田橋交差点 

淵江村役場跡 

増田橋跡 北へ旧日道中､西へ旧赤山街道 

足立区画街路第 14号線（西口駅前広場および道路）事業 

氷川神社 

彫刻の道 
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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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆◆◆◆無花果無花果無花果無花果◆◆◆◆    
 

 私と無花果との出会いは、福島県のいわき市で、幼い頃、木に登り舌が荒れるほ 

ど食べた記憶がよみがえります。東京で無花果の木を見かけることは少なくなりま 

したが、我が家のマンションの１階の庭先には、かなり大きく育った木があり、毎 

年 8月下旬から 9月にかけて、かなり多くの実を付けます。水分が多い種類のため、 

果物としての味がいまいちなので、砂糖、蜂蜜、レモン等の力を借りて、電子レンジでジャムに仕上

げます。今年はもう終わってしまいましたが、ここ５年ほど毎年楽しみに続けています。 

アラビアが原産の無花果は、多くの種類がありますが、日本で栽培されてい

るのは、アメリカや中国からきた種類だそうです。無花果はカリウムを比較的

多く含んでいるので、高血圧や動脈硬化、脳梗塞の予防に役立つといわれてい

ます。ペクチンなどの食物繊維も多く、便秘予防にもなります。またお酒を飲

む前に食すると二日酔いの予防にも良いそうですので、是非お試し下さい。と

もあれ、たくさん出来あがったジャムを「身体にいいのよ」と健康を願い、友

人・知人に差し上げ、自己満足しています。 

                                      （市川道子） 

◆◆◆◆講師とつながる地域のネットワーク講師とつながる地域のネットワーク講師とつながる地域のネットワーク講師とつながる地域のネットワーク◆◆◆◆    
 

 歴史が好きで地域の仲間とともに活動し、今や九州生まれの自分が、足立に一番親しみを感じる

ようになっている。 

その思いを深めているのが「歴史」をキーワードにした大学塾での講座の実施だ。これまで、足立

の地域の歴史と文化、四方を囲んだ足立の河川、芭蕉、昌益等の千住宿ゆかりの文人墨客、郷土芸

能、更には舞台を大江戸に広げた鬼平ワールド、江戸の俳諧、うんちく大江戸とそのテーマは更に

広がり深まって行く。 

 

 

面白いのは仲間との講座実施までのプロセスであり、講師との交流、更

には講師の持つなんとも云えぬマニアックなネットワークとのつながり

である。これは大きい。人とのコミュニケーションを通じて喜びを感じ、

故郷を感じる。現場を歩き、足で歴史を実感する。これに受講生の「良

かった！」という満足の言葉で更に喜びが深まる。そして益々足立人と

なる。                                                （田中国弘） 

                                       



7 
 

９月 月例会報告  「第１ステージ 講座の振り返り」等 

    9999 月の月例会は、26 日（水）午後 6 時から研修室 4
で開催。出席者は 18 名であった。最初に、早坂代表か

ら挨拶と報告があり、楽学の会が内閣府の「社会参加章」

を受章し、書状と記念の盾が当会に手渡された旨報告が

あった。 
 次に、第１ステージの各講座を振返り、コーディネー

ターから発表があった。「生活習慣病Ⅱ（大藤久子）」「大

淵澄夫スケッチ講座（小林徹）」「宮沢賢治の世界（今野

君江）」「近藤直子と楽しく学ぶ（安藤寿）」。発表終了後

フリーディスカッシ

ョンが行われ、「カル

チャーセンターの講

座」と「大学塾の講座」の何がどう違うのかについて活発な意見交換が行わ

れた。また、「近藤直子と楽しく学ぶ」では、講座終了後ワークルームでお

茶を飲みながら歓談会を開催したとの報告があった。 

 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） 
                        

運営委員会だより    

 平成 24年 10月の運営委員会は 10月 1日に開

催された。議事録を基に報告する。 

議 事 
1．早坂代表理事の報告及び提案 

1）内閣府「エイジレス・ライフ社会参加章」

の受章に際し、皆さんのご協力ありがとうご

ざいます。特に取材資料として写真や特別講

演会 DVD の手配・提供につき内閣府より委

託された事業者より礼状が届きました。 
2）足立区区民参画推進課より「あだち皆援隊 

養成講座」の一日体験依頼について 11 月 3

日～30 日の期間内に講座開催日に合わせ 1
～2名の受け入れを了承した。        

2．情報交換 
   1）「あだち NPO フェスティバル 2012」9/30

開催。ブース訪問者で住所・氏名・Tel を登

録頂いた 11 名に、会への参加案内を送る。

（ボラ活部・事務局で実施） 
  2）「あだちサークルフェア 2012」10/13,14   

開催について 当日のブース来訪者への対

応運営ボラを募集する。 

3. 10周年記念事業について  
     9/12(水)実施した第 3 回全体会議の協議に

基づき各 1～4部で検討した内容を 10月月例

会で報告する。 

4. 受託事業について 

  第 2回受託事業、全 3回の実施が決定。 
テーマ「エネルギーの未来と私たちの生活」 

  第 1回 2/ 9（土） 小田原 修氏  
    ｢日本のエネルギー事情｣ 

第 2回 2/16（土） 小田原 修氏  
    注目される｢再生可能エネルギー｣と未来 

第 3回 2/23（土） 横山 功氏  

     ｢役に立つ、ユニーク省エネとは」 
     開催時間 18：30～20：30   

5．大学塾講座受付（特に会計方法）について配

布資料に基づき事務局より説明。 

・領収書の控(半券)は作成せず代りに｢済｣ 
   を押印した名簿を保管する。 

・受講生 80名以下･以上で受領書の記載内容 
 を変える。 

・受講券（ハガキ）は 1回目に回収し、2回目

以降の入場チェックは名簿で行う。 

6. その他 

1）大学塾の現地講座･現地学習における交通費、

入館料の取り扱いについては、議論の結果

下記とする。交通費：担当者（講座検討会

議･講座企画会議で決められている者）に北

千住からの往復料金を 1回だけ支給する 
入館料：負担しない。 

2）現地講座･現地学習における行事保険の取 
扱いについては、議論の結果下記とする。 

   現地集合、現地解散で且つ建物の中で行う

講座については行事保険に加入しない。た

だし調理器具、工作用具など危険を伴う道

具を使用する場合はその限りではない。  

   ※ここで言う行事保険とは、社会福祉法人

東京都社会福祉協議会(引受保険会社三井住

友海上火災保険)の行事保険を言う。 

 3）会員ページに各員が参加できる HP の改良 

   に取り組みたい。ただし、講習が必要なた 

め詳細が決まった後案内する。 

    

（事務局）         

 各部局の部会等開催予定は「楽学インフォーメ各部局の部会等開催予定は「楽学インフォーメ各部局の部会等開催予定は「楽学インフォーメ各部局の部会等開催予定は「楽学インフォーメ

ーション」を参照ーション」を参照ーション」を参照ーション」を参照。。。。    
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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：『グリムの昔話と日本昔話の比較～

ホレばあさんと地蔵浄土』 
① 開催日： 12 月 22 日（土） 14 時～16 時 

② 場 所： 生涯学習センター 研修室 4 

③ 受講料： 700 円 

④ 内 容： 世界の伝承文学／昔話にふれる＜世

界の昔話の真実＞のシリーズ。ドイツの有名

な昔話「ホレばあさん」と日本の昔話「地蔵

浄土」、遠く離れた国々に伝わる昔話の奇妙な

共通点を紹介します。併せて、クリスマスに

まつわる興味深い昔話も取り上げます。 

⑤ 講 師： 間宮史子（白百合女子大学准教授） 

    

◎講座名：ワンコインコンサート『蘇るモダ 

ンフォークの世界』 
① 開催日： 12 月１日（土）14 時～15時 30 分 

②� 場 所：生涯学習センター  講堂 

③ 受講料： 500 円 

④ 内 容： なつかしいモダンフォーク音楽の

世界。60 年代後半、高校生の頃にフォーク

に熱中していた４人が、30 年後に再結成した

バンド、ハート・ストリーム。「虹とともに

消えた恋」「パフ」「風に吹かれて」をはじめ、

愛するピーター・ポール＆マリーの音楽を見

事に再現して聞かせます。さあ、一緒に口ず

さみませんか。 

⑤ 出演者： ハート・ストリーム（４人組）    

    

申し込みは生涯学習センターに申し込みは生涯学習センターに申し込みは生涯学習センターに申し込みは生涯学習センターに    

        電話（電話（電話（電話（03030303----5813581358135813----3730373037303730）または直接窓口へ）または直接窓口へ）または直接窓口へ）または直接窓口へ 

 

 

☆☆☆☆    11111111 月月月月    月例会のご案内月例会のご案内月例会のご案内月例会のご案内    ☆☆☆☆    
日時：11 月 29 日（木） 午後 6 時～8 時 

場所：生涯学習センター 5 階 研修室 4 

講演者：「足立よみうり新聞」 

編集長 中川美知子氏 

テーマ：講話とディスカッション 

「取材を通して人に伝えてきたこと、 

       話し方のテクニック・ひけつ」 

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） 

 

 
 
 
○運営委員会 

11月 1日(木) 午後3時〜5時  研修室4 

○月例会  

11月29日(木)  午後6時〜8時 研修室4 

○学習支援部 

11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 

11月    8日(木)  午後2時〜4時 ワークルーム 

○広報部 

11月 5日(月) 午後2時〜4時 ワークルーム 

11月26日(月)  午後2時〜4時 ワークルーム 

11月29日(木)  午後2時〜4時 ワークルーム 

○事務局 

11月 6日(火)午後2時半〜4時半ワークルーム 

11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  

11月13日(火)  午後3時〜5時  研修室5 

○大学塾講座企画会議 

11月 1日(木)  午後1時半〜3時  研修室4 

○ホームページ,メルマガ企画会議 

11月は月末の更新作業とします。 

★お問い合わせ＆ご意見等★お問い合わせ＆ご意見等★お問い合わせ＆ご意見等★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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
    
    
    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

冬の足音が聞こえて来ます。冬の味覚も楽しみ

ですが、暖かい下着などの冬支度もお忘れなく！ 
楽学の会では来春の『ＮＰＯ法人設立１０周年

記念式典』の準備が粛々と進んでいます。式典が

区民・会員・関係者の皆さんにとって楽しく有意

義なものになるように全員のアイディアと労力

を結集しようではありませんか。 （喜多村政夫）    

楽学インフォメーション楽学インフォメーション楽学インフォメーション楽学インフォメーション    
★会合のお知らせ★★会合のお知らせ★★会合のお知らせ★★会合のお知らせ★    

メルマガ・メルマガ・メルマガ・メルマガ・ホームページからのお知らせホームページからのお知らせホームページからのお知らせホームページからのお知らせ    

・サーバー変更で、URL も変わりましたが、検索

エンジン最適化(SEO)という技術を使って、Yahoo

や Google の検索で予想外に早く１位に復帰でき

ました。大当りです。(神戸明) 

・Jimdo(ジンドゥー)というシステムを使って『HP

を会員の手で作ろう！』という参加型の新企画を

進めています。 ワードを使える方なら誰でも出来

るよう近々、講習会を行いますので、ご期待くだ

さい。HPのアップは11月1日に行います。（喜多村） 

・メルマガは11月1日の配信予定です。 

 


