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平成2５年度第2、第3ステージ あだち区民大学塾開催案内 
 

◆◆第２ステージ 9 月開催２講座（７月区報掲載）◆◆ 
  

講座名： 

ジェネリック医薬品と 

サプリメントを知る 

講 師：飯塚一秀氏 

内科医・医学博士 

開催日時：9月5日(木)、12日(木)  14:00～16:00 

開催場所：足立区生涯学習センター  研修室１ 

ジェネリック医薬品の特徴やメリットなど使用するうえでの正しい知

識と上手な使い方を学びます。そして、大量に出回るサプリメントも、

自分に合った使い方の選択が大切であることなど、事例も交えて講義い

ただきます。また、現代病でもある生活習慣病が引き起こす様々な病に

ついても、学びながら考える事で、健康維持を助ける講座とします。 

 

  
講座名： 

絵巻『熈代勝覧』の世界 

～江戸繁華街を徹底解明～ 

講 師：安藤義雄氏 
元都民カレッジ・江戸東京科講師 

足立史談会名誉会長 

開催日時：9月18日(水)、25日(水)、10月9日（水）、16日（水） 

11月6日（水）、12日（火）、12月4日（水）、11日（水） 14:00～16:00 

開催場所：足立区生涯学習センター  研修室1 

『熈代勝覧(きだいしょうらん)』の絵巻を見ながら、江戸一の繁華街

の様子を探り、そこに描かれている建築、職業、生活、風俗、行政制度、

町制度等、考えられる全てについて解明を試みる。今川橋から日本橋ま

で江戸一番の繁華街の様相すべてについて、古資料や古川柳を交えなが

らの解説で楽しく学びます。 

 

 

◆◆第 3 ステージ 10 月開催２講座（8 月区報掲載）◆◆ 
 

講座名： 

NHKアナウンサーから学ぶ 

『言葉の力』で  

明日からあなたは必ず変わる 

講 師：岡部晃彦（おかべあきひこ）氏 

昭和 42 年 ＮＨＫ入局(アナウンサー) 

現在(一財)NHK 放送研修センター 

日本語センター 専門委員 

開催日時：10月10日(木)、17日(木) 、24日(木)  14:00～16:00 

開催場所：足立区生涯学習センター  研修室１ 

言葉は人間関係を左右する。人はその一言で腹が立ち、優しい心から

の一言が励ましとなり大きな夢に繋がることもある。 

今回は正しい言葉の力を磨く方法を学び、楽しい人生を歩もう。 
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講座名： 

声に出して読む万葉集Ⅲ 

～相聞歌(そうもんか)～ 

講 師：石井清弘氏 
前・江北図書館長 

開催日時：10月18日(金)、25日(金) 

 10:00～12:00 

開催場所：足立区生涯学習センター  研修室1 

先人が日々の暮らしのなかでの感動を言葉に紡ぎ出して詠んだ万葉集

を、今、同じように声に出して読み合わせ、先人の歌に託した心に思い

を馳せる。今回は庶民から貴族までのいろいろな人々の相聞歌について

学びます。 

 

 
上記講座が開催されます。大学塾講座運営スタッフへの参加をお待ちします。 

会員の皆さん、協力し成功させましょう。 

申込先：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25年度あだち区民大学塾  第２ステージ開催報告 
 

楽しむ『論語』 味わう『論語物語』 

7 月 10・17・24 日（各水曜日）研修室 1 にてお馴染みの須

藤明実氏をお招きして論語シリーズ第5弾の3回講座を開催し

たところ延べ 136 名が受講した。 

今回は定番になっている「論語」の素読で心身を活性化させ、

語句本来の意味を探求することに加えて一般には「次郎物語」

の著者として著名な下村湖人の「論語物語」から 

①觚（こ）、觚（こ）ならず  

②司馬牛の悩み  

③伯牛疾（はくぎゅうやまい）あり、を採りあげて講師自ら

朗読し、論語の言葉との関連性を解説。 

２千年の時を超える壮大な浪漫の中に「人、いかに生くべき

か」を問い、湖人が小説家としてよりはむしろ哲学者として「論

語」の研究に大きな足跡を残したことを紹介、その功績を強調

してより深い読みの一助になると力説した。 

受講者も講師の熱意に負けず劣らず熱心に聞き入りより深

い論語の読みと新たな発見を実感できた様子だった。 

因みに３７名から頂いたアンケートを抜粋すると 

・初めての論語です。身構えて来たのですが、先生の分かり 

 やすいお話に肩がやわらかくなりました。 

・人を敬う心など普段の言動にも孔子を思いながら人に接す 

 るようになりました。 

・学びて時に之を習う、亦説ばしからずや。「論語物語」に肉 

付けされたお話で論語に親しみを感じた。など総じて講師 

の熱心さと論語を学ぶ喜びを称える意見が多かった。           

 (鹿島健一) 
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生涯学習センター講座 運営ボランティア参加報告 
 

NHK 主催展覧会関連文化講演会 特別展「和様の書」 
 
７月７日（日）午後2時より、生涯学習センター講堂にて開催された。

講師は東京国立博物館調査研究課課長の田良

島哲（たらしまさとし）氏。受講者は122名、

ボランティアとして、当会より6名が参加した。 

本講座は、7月1 3日（土）から9月8日（日）

まで東京国立博物館平成館で開催される特別

展「和様の書（わようのしょ）」の魅力につい

ての紹介であった。「和様の書」とは、中国か

らもたらされた書法を日本の文化の中で独自に発展させた、日本風の書のこと

である。平安時代中期以降に社会制度や文化の和風化が進み日本独自の仮名が

生まれ、仮名と漢字が調和した「和様の書」が展開してきた。講師によれば、「書」そのものは読めなく

てよい。「絵」として鑑賞するもの、とのことである。台紙も様々で、金、銀などを使用し、紙と書が一

体となった美術品である。講師の解説に、受講者は満足の様子であった。 

                                         （小林徹） 

放送大学連携講座「恒星の一生」 
７月14日（日）午後2時より、生涯学習センター講堂にて開催された。

講師は放送大学教授の吉岡一男氏。受講者は

147名、ボランティアとして、当会より6名が

参加した。 放送大学東京足立学習センターの

冨永所長の挨拶に引き続き講座を開催した。 

太陽は恒星である（地球は惑星）。恒星には

一生がある。恒星の中でどのような現象が起

こっているか、恒星の進化経路、最後はどう

なるのか、観測やシミュレーションを通して現在までの研究成果等について講

義された。惑星のルーツ、生命のルーツ、私たち人類のルーツとして恒星進化

の意義がある。我々の恒星である太陽にも寿命がある。あと５０億年先とのことである。 

                            （小林徹）    

NHK 主催展覧会関連文化講演会「ルーヴル美術館展」 
 ７月20日（土）午後2時より、生涯学習センター講堂にて開催された。講師は美

術ジャーナリストの齋藤陽一氏。受講者は171名、ボラン

ティアとして、当会より７名が参加した。 

本講座は、7月20日（土）から9月23日（月祝）まで東

京都美術館で「ルーヴル美術館展」の紹介で「時空を超

えた地中海への旅～ルーヴル美術館展の見どころ」につ

いて講演をいただきました。 

 ルーヴル美術館には約35万点のコレクションがあり、

古代から近代に至るまで各時代の代表的美術品が揃っており人類の歴史をたどる

ことができる。今回の展示は「地中海」をテーマに古代から19世紀までの4000年に及ぶ「時間と空間の

旅」に誘うもので200数10点が出展。特に今展示会のポイントは「アルテミス（通称；ギャビーのディア

ナ）」で西暦14～37年ローマ時代の模刻で、原作は前4世紀のギリシャ。狩りの女神・月の女神で清楚な

容貌と肩に手をやる自然なたたずまいが美しい彫像です。 

（福田哲郎） 
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学びのエリア再発見～「駅シリーズ」第13回・・・青井地域（その1） 

1.青井駅 〔常磐新線・つくばＥＸ〕正式名：首都圏新都市鉄道・・・つくばＥＸ沿線の地方公共団体

と民間企業出資の第三セクター鉄道。開通：2005（平成 17）年・秋葉原、つくば間。青井駅：青井 3－

24－1 ℡ 3848－4522。一日当り乗降客：約 10,000 人。 

 青井という地名の由来、現在の青井 1-6 丁目は旧綾瀬村、花畑村、

梅島村３ケ村の交錯した地域。新田として元禄の頃の第二次開発地で

ある。荒地を開発した人々が自分の耕地とされ「精出耕地」と名づけ

が地名変更により精の「米編」を取り｛青｝として耕からスキヘンを

とって｛井｝として青井と命名。つくばＥＸ開通までは五反野駅を利

用していたが本線開通により利便が増すと共に新たな街造りがなされ

た。（安藤義雄氏あだち百景 112 号掲載文より一部を抜粋） 

 青井駅の乗降は地下であるが、駅開設時の法規などにより地上駅前広

場は新たに整備されている。地下に公共駐輪場 1,500 台収容の設備もあ

る。駅側の道路拡張も以前に完了されている。（都道・補助 140 号、南

花畑 4 丁目～江戸川区臨海１丁目まで 18.6ｋｍ） 住民数から見ると青

井 1－6 町目は駅開設 10 年前約 16,600 人、現在約 17,500 人である。（入

転出人数は不祥）電柱のない広い道路、変動の少ない住民で構成された

清潔な街並を感じさせる。 

2.平井玩具製作所（セルロイド人形） 
つくば EX からは少し遠いが、足立

区辰沼に日本で唯一（そして世界で

も唯一人）セルロイド人形を作って

いる職人さんがいる。その平井玩具

製作所を訪問した。平井英一さんは

50 年前の金型を使って全てハンド

メイドでセルロイド人形の「ミー

コ」を作り続けている。 

  1997年に玩具コレクターの北原照久さんから1920年代のオールドミッキーの復刻を依頼され、ご存命

だったお父上の力を借りて金型から作り上げたのが写真-1である。これが契機となってミーコをご自身

で Internet販売をされている。購買層は人形好きの女性が多いとのこと。  セルロイドは、エボナイト

と同じく天然由来の工業素材である。しかし1970年代以降、安価な石油化学のプラスチックに押されて

懐かしの素材として一部に使われるだけになった。元々セルロイド素材の用途は、人形の外に寺社で売

る縁起もの招き猫や干支の動物・お面、筆箱や万年筆などの文具・卓球の球・ギターのピック・メガネ

のフレームなどがあり、また写真と映画のフィルムもセルロイド製だったなど、メジャーな素材であっ

た。なおアニメーション製作に使われる「セル画」は、当初セルロイドのシートを使用していたため、

現在も省略された名前で残っている。 

お話を伺った後、事務所の脇にある作業所で人形を作る工程を見せていただいた。 

青井駅前通り 

つくば EX 青井駅 

訪問者 平井社長からお話を伺っている 

写真-1 写真-2 写真-3 写真-4 
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 ① セルロイド板を二つ折りにして金型に挟む。写真-2 (板の厚さは昔より厚い)。 ② 金型を熱し

ながら二枚の板の間から空気を入れると金型に沿って板が膨らむ。 ③ 冷ましながら金型から外す。(暑

いし重いので大変な作業です)。 ④ 繋がった板から人形の部品を外し、小刀でバリを取る。写真-3。 

⑤ 次いで目などを描き、手足の部品を組み合わせて人形にする。最後に着物を着せて完成。写真-4。 

どの工程も手間の掛かる仕事です。お一人で伝統の技を守っているという気概を感じた。 

 長時間の取材に応じていただき有難うございました。 
 

3.青和ばら公園 
 つくばエクスプレス青井駅から２分、都営住宅を抜けた西側にある区立の公園。見頃の 6 月中旬を過

ぎて少々お疲れ気味のバラも暑さの中頑張って私達を迎えてくれた

ようで嬉しかった。園内には蔓を這わせ日陰をつくるアーチ状やドー

ム状のバーゴラなどが設けられて立体的な景観も楽しめる。そして即

位 60 周年を迎えた英国女王の名を冠した「クイーンエリザベス」や

敬宮愛子内親王殿下のご誕生を祝して名づけられた淡いピンク色の

「プリンセスアイコ」などの様々な種類のバラがある。100 種類 920

株ものトゲあるバラの手入れはご苦労も多いことでしょうが、毎年、

春と秋には色とりどりの美しいバラが咲き誇る公園として親しまれている。 

青和ばら公園を見学後「バラの街青井をつくる会」の久保田博代表に電話で管理のご苦労をお聞きす

ると、会の皆様が熱心に手入れなどをして下さるので「苦労はしておりません」とのお話でした。バラ

の専門的なことや管理に困ったときは NPO「みどりと花の会」の会員の中に造園業者がいてお聞きしな

がら指導を受け、青井を「バラの街にしたい」と大切に育ててバラの花を増やしていく活動を行ってい

るそうである。赤いバラの花言葉のように情熱・愛情でバラを・街を育てているのですね。さらにバラ

は四季咲き、情熱も愛情もフォーシーズン大切に手入れをされていることが伺えた。 

4.青井兵和通り商店街 
 つくばＥＸ青井駅より

北へ 100ｍ青井 3 丁目を

東西にのびる商店街であ

る。駅ナカ情報によると

徒歩圏内に青和ばら公園

などと並んで、青井兵和

通り商店街の「朝市」は有名であると紹介されている。 

テレビ等でも取り上げられた。1978（昭和 58）年 4 月から始まった朝市は毎月第四日曜日の午前７時か

ら 9 時まで開催され多くの人で賑わう。通り沿いに商品や店の人による手つくりの品々が並ぶ。そして、

第二土曜日は「まんぞく市」が近郊から新鮮な野菜なども提供され、午後 4 時から７時まで開催される。

私たちが訪れた日は第二土曜日で「まんぞく市」が開かれていた。お店の人が普段も安いけれど市の日

はもっとサービスだよという。確かに、品物が良くて安い。市の日の賑わいが納得できる。また、コミ

ュニティバス「はるかぜ 1・9 号」が青井駅を経由し交通が便利になったが地域住民以外からの集客は大

変なようである。しかし、この青井兵和通り商店振興組合は地元の町会などと「ばらの町青井」を目指

しての活動などまちづくりにも参加している。今後、駅が近いと言う利点と伝統的な明るく親切な接客、

豊富な品揃えを生かして、更に発展することを期待している。ちなみに「兵和通りの誕生の由来」とは！

かって五兵衛新田、嘉兵衛新田など、この地域の和やかな発展を願ってこの「兵」の字をとって「兵和

通り」と名づけられたという。この道路を区に寄贈し、1960（昭和 35）年 7 月 22 日区道の告示を受け

た。「兵和通り」誕生をきっかけに、他所にも次々と道路が整備されていった。 

（ブックレット足立風土記より引用）  

（安藤、石田、岡田、加藤、神戸、今野、田中（桂）、佐久間） 

青和ばら公園 

青井兵和通り商店街の市の日は賑わう 
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 ７月 月例会・暑気払い報告  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月刊「社会教育」7 月号に当会顧問、大久保邦子氏と瀬沼克彰氏の執筆記事が

掲載されています。ワークルームに保管されていますので是非ご覧ください。 

顧問情報 

REPORT（研究レポート） 

ミュージアム・ボランテイアの私的考察 

★国公立大学博物館の可能性★ 

北海道大学総合博物館には理想の 

ボランティア活動が！ 

文化ボランテイアコーディネーター 

大久保邦子 

ARTICLE 

岐路に立つ大学公開講座 

桜美林大学名誉教授 瀬沼克彰 

（次頁に瀬沼先生の「生涯学習『次』

の実践」の本をご紹介します。） 

平成 25年暑気払いが、7月 23日（火）

夕方 5時より「学びピア 21」のレストラン

「さくら」で開催された。 

ご来賓は伊藤ヤオキン商事社長、足立区

地域文化課から松野課長と河野係長、当会

顧問の大久保様と﨑山様、そして平野生涯

学習センター所長、計 6名のご出席を得た。 

 まず、早坂代表理事の挨拶で、１０周年

記念事業では、会員同士、力を出し合って

成功裡に終ったことにねぎらいの言葉と関

係各位にお礼の言葉を述べた。 

続いて、伊藤社長をはじめ、ご来賓の方

から当会の活動を高く評価していただき、

更なる発展を願い、足立区から外に向けて

この活動を発信してほしいと話された。 

 この後、歓談に入り、カラオケを楽しむ

など、なごやかな雰囲気でこの会を閉じた。 

今日は、晴れ後曇り、夕方から雷を伴う

雨のようであったが、雨にもあまり気付か

ず、暑気払いにぴったりのひとときであっ

た。帰る頃は傘いらず・・・出席者 26名。 

            （佐野祝子）

江
川
事
務
局
長
の
中

締
め
の
音
頭
で
終
了 

当会歌上手！のカラオケで大いに盛り上がる 

松野課長 

早坂代表理事 伊藤社長 司会：佐野 

河野係長 平野センター所長 

﨑山顧問 大久保顧問の音頭で乾杯！ 
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[本の紹介] 

「生涯学習『次』の実践」 
－社会参加・人材育成 
・地域貢献活動の展開－  
瀬沼 克彰 著 

〈著者紹介〉桜美林大学名誉

教授、内閣府エイジレスライ

フ実践者等選考委員長、（財）

日本生涯学習総合研究所理

事、NPO 法人「楽学の会」
顧問など。人間科学博士（早稲田大学）。 
2013 年 5 月発行 発行：㈱日本地域社会研究所 
電話 03-5397-1231 定価 2200（税別） 
 著者は本書の“はじめに”で、追究したい学び

の先の実践について、幾つかの問題意識を述べて

いる。全体が５章から構成されているが、その一

部を紹介したい。 
第１章「高齢者の社会参加の動向」では、内閣

府の『高齢社会白書』平成 23 年版などのポイン
トや提言の内容を紹介している。 
 例えば、「地域における高齢者の出番と居場所」

では、高齢者は社会的孤立に陥り易いが、「それ

を超えて地域の支え手」をつくるという各地の事

例を紹介している。また、「高齢者の社会参加活

動と健康」では、活動には考え方として、１つは、

健康だから社会参加活動が可能であり、健康を失

えば活動できなくなる。２つは、社会参加活動を

しているから健康が維持推進できる、という考え

方を紹介し、社会参加を健康につなげる方策を述

べている。興味を呼ぶ箇所である。 
第２章「各地にみる生涯学習の新しい取り組

み」では、平成 16 年 5 月に結成された八王子生
涯学習コーディネーター会など５つの団体の現

況を記している。 
第３章「先進的な生涯学習イベント」では、NPO
法人全国生涯学習ネットワークなど 5団体のイベ
ントなどを紹介している。 

 本書は、まさに今こそ一読してみたくなる生涯

学習の本だ。           （市川茂敏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営委員会だより 

平成 25年 7月運営委員会は 7月 1日(月)に開
催。議事録を基に報告する。 
1. 早坂代表の報告及び提案 
・荒川コミュニティカレッジ受講生の活動体験協 
力の御礼。 
・足立区事業「皆援隊」活動体験依頼あり。 
以上のように外部の方々が活動に参加されるこ 
とは、会員自身の現在の活動を振り返り、今後を 
見直す機会に通ずることで、会員の研修に匹敵す 
る機会だと捉えている。 
・この度の当会記念誌送付先の皆様より沢山のお 
礼や励ましのお手紙を頂戴した。広報部には

ページ数を増やすことで、こうした支援に応

えるべく協力を得た。 
2. 議事 
（１）情報交換 
 ・足立区・区民参画推進事業「皆援隊」活動体

験依頼、9/18講座体験、9/19月例会参加、10/18
午前講座体験、午後月例会参加（各１名程度

の予定） 
 ・「社会教育」7月号 回覧 
 ・多摩の生涯学習情報ネットの担当者は、喜多

村、佐久間、阿部の３氏とする。 
（２）10 周年記念事業について 

 ・10 周年記念誌は関係者に配布済。残り現在 144

部。（所管は事務局） 
（３）月例会開催日時について 
 ・7/23 暑気払い「さくら」にて午後５時～。 

案内状は、区役所・センター・共同企業体の

三者に送付する。 

（４）ＮＰＯの報告について 

 ・25 年の東京都への報告完了。 

・登記上の変更はなし。 

・都税事務所に事業報告書を提出する。 

（５）25 年度受託講座について 

   ・「仮称リスクマネジメント」11 月開催予定、 

他の講座と午後・夜と重なるので、運営ボラ

の参加をお願いする。 

   ・「震災関係の講座」の実施を予定、講座内容等

はプロジェクトチームで検討中。 

（６）各部局からの報告及び提案 

 ・講座終了後、書類等の整理は、講座担当者が 

責任をもって実施する。（学習支援部） 

 ・HP は喜多村の代わりに神戸が実施。  

 ・メルマガは喜多村の代わりに小林が実施。 

  楽学ニュースは 8 月お休み。（広報部） 

 ・パソコンを会に納入済。（事務局） 

（７）その他 

  24 年度大学塾講座実施報告書を関係者配布済。 

残った報告書の管理はボラ部とする。 

                    以上 

あだち区民大学塾講

師、木村寛治氏より

楽学ニュース、10 周

年記念誌に対するお

礼のはがきを頂きま

した。 

（19 年度大学塾「感

性と教養について考

えよう」講師） 
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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：歴史と実例から学ぶ「漆の美と技」 

①日 時：9月 21日、28日 いずれも土曜日 
 全 2回 午後 2時～3時 30分 

②場 所：生涯学習センター 5階 研修室 1 
③受講料： 一般：1800円、 

70歳以上・障がい者：1260円（要証明書提示） 
④定 員：16歳以上、40人 
⑤内 容：暖かくて深い黒、漆。王朝貴族や武

家の身の回りを飾り、庶民もハレの日を演出

した漆工芸。最近はあまり触れることの少な

くなった漆工芸品の歴史を振り返り、また、

蒔絵や螺鈿のサンプルに触れて、漆の魅力を

再認識してみませんか。 
⑥講 師：原唯（ポーラ美術館広報部学芸員） 

嶋野友美（根津美術館非常勤研究員） 
 
◎講座名：時間栄養学と体内リズム 

①日 時：9月 14日 土曜日 全 1回  
午後 2時～4時 

②場 所：生涯学習センター 5階 研修室 4 
③受講料： 一般：700円、 

70歳以上・障がい者：490円（要証明書提示） 
④定 員：16歳以上、35人 
⑤内 容：食生活を時間という切り口でとらえ、

＜何を食べるか＞から＜いつ、どう食べるか

＞へと発想を変える時間栄養学。体のリズム

を刻む「体内時計」の仕組みを理解しながら、

健康を一緒に考えてみませんか。 
⑥講 師：関本純子/女子栄養大学生涯学習講師  
申し込みは、生涯学習センターへ 

 電話（03－5813－3730）または直接窓口 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

○運営委員会 

8月 5日(月) 午後3時～5時 研修室4 

9月 2日(月) 午後3時～5時 研修室4 

○月例会  

8月はお休みです。 

9月19日(木)  午後3時半～5時半 研修室2 

○学習支援部 

8月はお休みです。 

9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 

8月 6日(火)  午後2時～4時  ワークルーム 

9月10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(金)  午後2時～4時 ワークルーム 

9月26日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

9月30日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

○事務局  

8月20日(火) 午後2時半～5時 ワークルーム 

9月 3日(火) 午後2時半～4時半  ﾜｰｸﾙｰﾑ 

9月10日(火) 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19日(木) 午後2時～午後3時半 研修室2 

○大学塾企画会議 

8月 5日(月) 午後1時半～3時 研修室4 

9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 
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 
 

 編集後記 

例年より早く7月6日に梅雨明け宣言があり、
その後の猛暑に一時はどうなるかと思いました 
が、このところ暑さも平年並みというか、いく

らか過ごしやすくなりました。 
 来月ニュースはお休みとなるため、盛り沢山

の記事となっております。講座は8月もあります
が、9月からは興味ある講座が目白押しです。 
皆で協力して成功させましょう。（加藤憲之） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

ホームページ・メルマガからのお知らせ 

・HP は 8 月も更新します(9/1 更新予定)。大学塾

8/25区報掲載講座は 8月更新時に掲載します。

・メルマガは 8月も発行します。画面デザインを

 リニューアルします。ご期待ください。 

９月 月例会のご案内 
開催日時：9/19(木)午後 3 時半～5 時半 

場  所：生涯学習センター５階 研修室２ 

テーマ ：第１ステージの振返りと 

外山義也氏講習会 

「ボランティアのための文章の常識」   

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）


