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3月 8日実施した「黒田官兵衛」の講座を以って 25年度大学塾事業は終了しました。目標としていた

15 講座をクリアー出来てホッとしているところです。初めての試みとして連続 6回・8回講座も織り込

んだので実質的には 18講座分になり、受講者数は延 1659名になります。 

当初から比較的スケジュールが上手く組めたこと、コーディネーターを初めスタッフの努力もあり、

後半は余裕を持って運営出来たのではないかと思います。関係者のご協力を感謝すると同時に、来年度

の講座企画・運営についても引続き宜しくお願い致します。                       （鹿島健一） 

 

講座名 講師名 開催日 延受講者 

①戦国時代にみるスキャンダルの意外な真相 跡部蛮氏 4/5・13・20（土） 86名 

②映画の持つ魅力そして「黒沢明の世界」 松尾民夫氏 4/12・19・26（金） 90名 

③脳に活力を与える「両目で見る万華鏡の世界」 島崎勝信氏 5/17・24（金) 76名 

④大淵澄夫スケッチ講座「千住の街並みを描く」 大淵澄夫氏 6/6・13・20(木） 71名 

⑤古文書講座「中世古文書を読み解く」  高梨真行氏 
6/9・23・7/7・21 

8/4・25(水） 
199名 

⑥終活考「人生を価値あるものにするために」 石崎公子氏 6/11・18・25(火） 62名 

⑦楽しむ「論語」味わう「論語物語」 須藤明美氏 7/10・17・24(水） 136名 

⑧ジェネリック医薬品とサプリメントを知る 飯塚一秀氏 9/5・12(木) 89名 

⑨絵巻『熈代勝覧』の世界 安藤義雄氏 
9/18・25・10/9・16・ 

11/6・30・12/4・11 
256名 

⑩『言葉の力』で明日からあなたは必ず変わる 岡部晃彦氏 10/10・17・24（木） 89名 

⑪声に出して詠む万葉集Ⅲ～相聞歌～ 石井清弘氏 10/18・25（金） 56名 

⑫「浮世絵で知る江戸の魅力」  
大沢正明氏 

堀口茉純氏 
11/2・9・16（土） 93名 

⑬ワインの楽しみ方セミナー 羽鳥敏彦氏 11/13・20（水） 124名 

⑭やさしい「薬膳」 田中桂子氏 12/5・12（木） 39名 

⑮軍師「黒田官兵衛」の虚像と実像 跡部蛮氏 2/22・3/1・8（木） 193名 
                                                                               
                                 （述べ受講者総数 1659 名） 
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「ジェネリック医薬品とサプリ」講座 「浮世絵で知る江戸の魅力」講座 「ワインの楽しみ方セミナー」 

平成 25年度あだち区民大学塾 15講座成功裡に終了！！ 
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「楽しい俳句 ～吟行 西新井大師で詠む～」 
                        

講師：俳人青山丈氏 足立区俳句連盟会長 

日時：5月 7・14・21日 各水曜日 午後 2時～4時 

会場：足立区生涯学習センター 研修室 4 

講座内容 

第 1回目 暮らしの中の俳句と吟行～俳句の 

定型・季語・切れ字～ 

 第２回目 現地学習：吟行～西新井大師～ 

  第 3回目 吟行で詠んだ作品の添削・好評                                                       

                             

「歴史の中の新選組 ～残された謎を解き明かす～」 
 

 幕末を生きた新選組の結成から 150 周年を迎えました。すで

に語り尽くされたかに見える新選組ですが、新発掘の資料で幹

部たちの隠された真実に迫ります。 

 本講座ではその時代背景を語りながら京都での活躍、関東で

の終焉まで解説します。 
 

                                             
 

講師：あさくらゆう氏 歴史研究家・「歴史企画研究」主宰 

日時：5月 10・17・24日 各土曜日 午後 2時～4時 

会場：足立区生涯学習センター 研修室 4 

講座内容 

第 1回目 浪士組から壬生浪士の時代～芹澤鴨の目指した「壬生浪士」～ 

第 2回目 新選組全盛の時代～京都での変転、内部抗争～ 

第 3回目 新選組終焉の時代～甲州鎮撫から流山、箱館～ 
 

 

 

軍師「黒田官兵衛」の虚像と実像 
 

 表記講座は 2／22・3／1・8毎土曜日 3回講座として講師にお馴染みの跡
部蛮氏をお迎えして実施した。今年のＮＨＫ大河ドラマ放映と重なって人気

があったのか応募者 86名を数え延受講者は 193名だった。 

 官兵衛は信長・秀吉・家康 3代に仕え希代の軍師といわれているが、歴史

の一級資料に照らし合わせるとその活躍を裏付けるものは少ない。 

 跡部氏はドラマなどに登場する官兵衛と史実との相違を浮き彫りにし、そ

の生き様を丁寧に説明して多くの受講者の共感を得たようだ。 

 アンケートに寄せられた意見にも好意的な感

想が多々見られた。 

    以下その抜粋。 

○ 官兵衛というと知略に長けた悪賢いイメージがあるが今回の講座で一本

筋の通った武将であると感じた。 

○ 通説・要検討項目と分けて説明されよく理解できた。 

○ 史実に基づいているので興味深かった。検討項目が明快だ。 

                           （鹿島健一） 

 

-7- -2- 

平成 26年度あだち区民大学塾第 1ステージ開催案内 

幾
日
か 

咲
い
て
今
年
も 

良
い
牡
丹 

 
 
 
 
 
 

丈 

近藤勇 

平成 25年度あだち区民大学塾第 4ステージ開催報告 



山下広幸氏 

 

「震災を知るー地域、生活、そして体験報告」 

3・11の東日本大震災から 3年。新聞に｢風化｣の文

字が載る中、生涯学習センター研修室にて、3 月

13日、足立区防災計画担当課長山下氏、19日、関

東学院大学教授若松氏、26 日、福島県浪江町にて

原発被災された篠原氏を、受講者 49名が参加した。

第 1 回目は、グループで避難所運営ゲーム HUG を

行った。短時間ではあったが、自助・共助・公助ど

れも大切だが自助の大切さを実感した。第 2回目は映像と写真で想像

力を掻き立てられた。特に、先生の専門から足立区の液状化現象の起

こり易い場所を明示した。区と住民が一体となって方策を考えて欲し

いと真剣に思った。第 3回目は、フクシマ原発事故である。いまだに

避難していることを思うと言葉で言い尽くせぬ悔しさが被災者にあ

ると思った。 

受講者に、震災を自分の身に置き換えるインパクトのある講座であ 

った。（安田善英） 

 

 

 

日 時 平成 26年 3月 6日（木）13：30～15：30 場所 袖ヶ浦市根形公民館 

参加者 袖ヶ浦市教育委員会生涯学習課、社会教育推進員、アドバイザーバンク登録者 35 名 

 

楽学の会：講演：早坂代表理事、グループワークアドバイザー：田中（桂）、福田 
 

袖ヶ浦市では生涯学習を充実させるべく今回生涯学習ボランテイアコーデイネータの養成講座を開催

した。この講座は地域に根ざした生涯学習を進めることを目的にアドバイザーバンク登録者（知識、特

技を持つ市民が登録し各種講座、サークル活動で講師を務める）と社会教育推進員（公民館、図書館の

講座で職員と協力して講座の企画・立案を行う）が参加しての講座で早坂代表理事が講演した。「楽学の

会が創り出す学習支援とは」と題しボランテイアコーデイネータの役割、活動領域と当会での実践活動

を紹介した。次にグループワークを行いアドバイザーバンク登録者を活用した講座の企画・立案をグル

ープに分かれ検討し発表を行った。講座企画書は当会の企画書を提供し講座企画のアドバイズを行った。

今までは交流の機会も少なく連携がとれていなかったが今回の講座で一緒に講座を検討し講座企画書に

纏めることでコミュニケーションが図られ、具体的に講座企画書が 9 件発表された。 

この講座での成果として生涯学習講座が早期実現されるよう期待したい。     （福田哲郎） 

 

グループワークで講座企画 根形公民館前にて井口生涯課長と 

平成 25年度受託講座開催報告 

袖ヶ浦市教育委員会「生涯学習ボランティアコーディネーター養成講座」参加報告 

講演：早坂代表理事

の 

篠原美陽子氏 

若松加寿江氏 

講演：早坂代表理事 
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■ 江北地域（その２）  1.足立ブランド・安心堂 （江北 3-21-6・電話 3856-0505） 

安心堂は、パッド印刷で足立ブランドに認

定されている。パッド印刷は、デコボコがあ

る部品に印刷する技術で、街にパッド印刷を

請け負う印刷屋さんは多いが、会社を訪問し

て丸山会長のお話を聞き現場を拝見してビ

ックリした。自ら『パッド印刷の伝道師』と 

名乗っているように、パッド印刷の普及に尽

力されている。印刷工程と器具の簡略化を図った手動式パッド印刷機「なん

でもくん」を開発して素人でもパッド印刷を可能にしたのだ。また自社工場

で印刷をするだけでなく、依頼主の現場に行って印刷をする「出張印刷」な

ど、ビジネスモデルの開発にも注力されている。今回、我々の訪問に対して

専用の版（福石楽学の会の文字入り）を起していただいた上、実際に印刷作

業もさせていただいた。気配りに感謝。会長さんは現在あだち異業種交流会

「未来クラブ」会長で、「あだち大好き人間」、「もの作り大好き人間」を自認されている。元気をいただ

いた訪問だった。 

2.ユニット型特別養護老人ホーム・ハピネス・あだち（江北 3-14-1・電話 5839-3630） 

 ハピネスあだちは江北駅から 8 分。５階建の左右に広がりを持った建

物である。玄関を入ると左手にカフェテリアがあり、珈琲・紅茶等を飲む

ことができる。私たちを温かく出迎えてくださったのは、小川利久施設長

と橋本飛鳥マネージャーである。そして、このハピネスあだちはかつて主

に戦地に赴いた父親の帰国を待つ母子住宅の跡地利用であることを伺っ

た。ここにはそんな戦後の歴史があった。その後再開発に際して特養公募

19法人の中からハピネスあだちが、1位に選ばれ建設される運びとなった

という。今までの施設の概念に捉われないものにする。その志を基に、生

活の場としてのホームを追求した。結果は、集う・住まう・創るのゾーン

となった。今、私たちの目の前にあるのは明るく開放的であり、なお、プ

ライバシーはしっかり守られているというホームである。１階は地域交流

のコミュニティ・在宅ケアサービス拠点。地域の方々がボランテイア活動

の場として集うことができる。この日も地域の方々の絵画教室があり作品

はホームを飾る。２階～4階は生活の場で、ユニットケア型・特別養護老

人ホームゾーンである。個室 10 室を 1 単位として各フロア 50 人、3 階分で定員 150 人。ショートステ

イ 20 人・デイサービス（一般型）35 人（認知症対応型）12 人を受け入れている。個室は、どの部屋も

明るく、入居の方々の表情も明るい。室内は各人の好みに合わせてレイアウトされている。各階にある

浴室は手すりや椅子など備え付けられていて、安全な入浴が確保されている。

また、地域包括支援センター（江北）も併設されている。５階は研修ダイニ

ングや多目的ホールがあり創造の場として活動ができる。屋上はウッドデッ

キで回ることができる。誰もがいずれ否応なく高齢者となる。そのような中

で施設長の重度の認知症対策・記憶障害のケアーなど情熱あるお話を伺うこ

とができた。身近な問題として考えさせられた。同時に笑顔で迎えてくださ

った職員の方々のご努力には頭が下がる思いがした。このような施設が足立 

熱弁を振う丸山会長 

 
会社の前で記念撮影 

凸凹の石でも印刷できる 
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うごきやすい室内 

ウッドデッキで一回りできる屋上 

ハピネスあだちの外観 
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（佐久間撮影） 

 

オープンガーデン 

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 

第１７回：江北（その２）地域 

 

 



 

にあるということに心強さを感じた訪問であったが、待機者 600 人という。地域密着型のきめの細かい

運営をされている皆様に改めて熱い感謝を申しあげ心を残しながら辞した。 

3.オープンガーデン サンアート・なかざわ（江北 5-14-21 電話 3896-1977） 

中澤彰，田鶴子氏ご夫妻の邸宅を訪問、庭はエディブル・ガーデンとし

て草花，実のなる木々が約200種類とも言われる区内はもとより都内でも唯

一チャリティのオープンガーデン（イギリスの団体ＮＧＳジャパン・チャ

ールズ皇太子が総裁の日本支部）として開放される貴重なお宅を訪問した。

ご主人は歌手で自宅でのホームコンサートを開催し、奥様は多くの文化セ

ンターで「ハーブとアロマ・よくばり講座、美・健・食・住」の講師とし

て活動、          昨年5月は東日本子供応援のチャリテイとしてオープン、今年も5月17日に

開             催予定。以下今回初参加の岩元葉子会員の感想を記す。 

江北にあるハーブガーデンに伺った。木戸を開けると目の前に広がるハ

ーブガーデン。庭一杯に植えられたハーブ達は冬枯れあるも明らかに春を

感じさせる柔らかい葉が芽吹いていた。（見頃は5月）。 

 中澤御夫妻の歓迎ムードの中でガーデンを一巡りし、ハーブのお味見。

わぁー甘い～、いい匂いぃ～と大騒ぎ、でもハーブに多少の親近感を持っ

ている私は少し冷静。いよいよ、お家に招き入れてもらった所、そこはド

ライにされたハーブ達が匂いを競うようにひしめき合っていて、体中の気

が一瞬にして入れかわってしまったかの様であった。エッセンシャルオイル

のそれとは違う生葉の放つ柔らかく自然な匂いが部屋中に漂っていた。さら

に、おもてなしの極限に誘い込まれた私達は、手作りお菓子とハーブティを

いただきながら、ご主人の弾き語りにすっかり魅了されてしまった。「有楽

町で会いましょう～」で、その時代には若かった（失礼）私達はその頃のそ

れぞれの思い出の中に引き込まれて、夢のようなひと時を過ごす事が出来た。

ありがとうございました。江北の地にこんないいとこ見つけた。 

 （安藤、岩元、加藤、神戸、今野、佐久間、田中（国）） 
 

 

 

3月 21日（金）午後 4時より 5時 30分の予定で、生涯学習センター主催による標記懇談会が研修室 4

において開催された。内容は「生涯学習センターの今期、および新期にむけた報告」が平野所長よりあ

り、その後「地域づくりについての考えや生涯学習センターの運営について」と題しフリーディスカッ

ションが 3班に分かれ行われた。参加者は当会より金子、小林。そのほかセンターのボランティア活動

者、サークルフェアの代表、図書館関係者、千住 3、5丁目の町内会代表者、オブザーバーとして墨田区

から 2名。ディスカッションの詳細は省略するが、活発な意見が交換された。 

終了後、「７Fレストランさくら」でなごやかに懇親会が開催され終了。        （小林徹） 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

学びピア地域づくり懇談会 

 

 

 

 

中澤御夫妻を囲んで 

オープンガーデン  

サンアート・なかざわ提供 
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      （佐久間撮影） 



若松加寿江氏 

 

 

「薬膳酒を知る」 
 今月は学習支援部との協働企画による健康で快適な生活を過ごす手助けに「薬膳

酒を知る」をテーマに会員でもある田中桂子食育アドバイザーを講師に月例会を実

施した。 

 薬膳酒とは食用となる草花や木々の実を酒で漬け込み成分を抽出したものであ

り、古く中国から伝わった。日本でも江戸時代には作られていた。養命酒、陶陶酒

など滋養強壮剤として昔から飲用されてきており家庭でも体質や体調に合った素

材で作る話を聞きながら講師が持参してくれた薬膳酒を試飲し作り方を学んだ。そ

の後 19 名参加の皆さんから一言ずつ感想を述べた。奥さんに教え作ってもらいた

い。元気が出てきた気がする。美味しかった等の話があり有意義な会であった。 

                             （岡田スミ子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 6・7日にかけて、国立教育政策研究所社会教育実践研

究センターに於いて開催され、参加させて頂きました。この

ような機会をいただき感謝しております。セミナーでは以下

の 2点が特に印象に残りました。 

まず、初日は千葉大学名誉教授の明石要一先生の「土曜日

の教育活動の推進について」という講演です。子供にとって

の地域の住民との関係を「斜めの関係」（親子の関係、教師と

生徒の関係を縦の関係と捉えて比較しているようです）という言葉を用いその必要性を論じていました。

子供の成長にとっては多様な関係が必要と思いますので、その点につきましては納得しました。 

次に、２日目は「土曜日の教育活動の推進について」というテーマのグループディスカッションでし

た。全国から集まった方々との議論において、他の団体のさまざまな活動を聞くと共に、「楽学の会」で

の活動を伝えたところ、レベルの高い活動をしているとの評価を受け、誇らしく思いました。 

以上の２点以外にも、文部科学省の方からの行政支援や NPO代表の方等の土曜日の教育事例の発表も

あり、いずれも興味深かったです。セミナーで学んだことを、今後の運営に活かしていきたいと考えて

おります。                                     （ 関口博子 ）  

3月月例会報告 

上野国社研「地域教育力を高めるボランティアセミナー」参加報告 
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運営委員会だより 
 

平成 26年 3月運営委員会は 3月 3日（月）に開

催。議事録を基に報告する。 

1. 早坂代表理事の報告及び提案 

25年度も最後の月に入った。年度末になって新

入会員数名の報告をいただいた。ここ数年、会の

高齢化は避けられないと考えてきたが、頑張って

活動していれば、見えないところで評価してくだ

さる方がおられることを実感した。長く活動を続

けるには、年齢よりも精神的な気力・活力が大事

なのではないかと思う。 

26年度は理事改選でもあるので、ご協力のほど

お願いする。 

2. 議題 

（1）情報交換 

・「区長と区政を語る会」3/13 18時～  

・国立教育政策研究所社会教育センターより 

「地域教育力を高めるボランティアセミナー」 

3/6・7 上野 →参加者 金子、今野、関口 

・生涯学習センター「学びピア地域づくり懇談 

会」3/21 16時～研修室 4 18時～懇親会 

・生涯学習センター「生涯学習と新たな公共づ 

 くり」3/17 13時 30分～16時 講演 文科 

省初等中等教育局 参事官 出口寿久氏 

・ＮＰＯ法人「足立フォーラム 21」より第 11 

 回春の足立と前橋市宮城の文化交流の案内 

（2）新会員入会について 

・田口弘毅（こうき）氏入会（杉山真澄氏・古 

 川映彦氏・萩原氏 フォロー中） 

（3）月例会開催について 

・3/18 「薬膳酒について」講師 田中桂子 

・5/15 月例会は 26年度通常総会として開催 

（4）26年通常総会の準備について 

・各部局およびＰＴは、25年度事業報告・26 

 年度事業計画案を 3/25までに事務局長へ提出 

・監査会 4/23（水） 

・決算理事会 5/1 

（5）あだち区民大学塾 

・大学塾「黒田官兵衛」応募者：86名 受講者： 

71名 25年度は終了 

・26年度講座は「大淵澄夫スケッチ講座」 

 4/3・10・17 

・「室町将軍の隆盛と波乱の実像」  

4/6・13・20 

（６）25年度受託講座について 

 ・「震災を知る－地域、生活、そして体験報 

  告－」事前打合せ会 3/6 ２時から 

 （現在応募者 36名） 

・26年度受託講座について 

 案「いきいきシニアライフ」検討中 

（７）各部局からの報告および提案 

①学習支援部 

・危機管理マニュアル作成中 

・狂言講座事前打合せ 3/10（田中、宮崎 

参加予定） 

②ボランティア活動推進部 

・4/16 都市農業公園での花見・懇親会（3/5      

の部会で結論を出す） 

③広報部 

・楽学ニュース 194号発行、195号は 3/31発行 

 の予定 

・ＨＰ・メルマガ 3/1更新 

・ＨＰの閲覧は「お気に入り」からではなく、 

 「Yahoo」などの検索画面から入る 

④事務局 

 ・決算・総会に向けて日程が立て込んできてい 

るので、協力を要請 

（8）その他 

 ・楽学ニュース「駅シリーズ」はあと３回で終 

了予定、次回「道シリーズ」を予定 

  （ボラ活部より提案があった月例会などで新 

シリーズの紹介、会員からの情報提供、参加 

呼びかけも検討してはとの提案あり） 

・「男ボラ」ブース立寄り者３名にニュース発 

送予定（和久井、荻原、須賀の各氏） 

                （以上） 

 

 

 

 

 

3/11 (火)足立

区生涯学習センタ

ーで、講座や施設

運営に関心のある

方々を対象に、職

員と一緒に講座の

企画や運営に携わっていただくための、ボラン

ティア養成セミナーが開催された。 

今回は当施設内で活動するＮＰＯ法人「楽学

の会」が事業運営している「あだち区民大学塾」

での講座開催のノウハウなどを実践事例として

当会の会員が講師と

して紹介した。 

（金子勝治） 
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生涯学習センター「企画運営ボランティア
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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主催展覧会「バルテュス展」関連文化講演会  

日 時  5月 24日（土曜日） 

午後 2時～3時 30分 

講演者  河本 真理氏 

（広島大学大学院 准教授） 

会 場  生涯学習センター ４階 講堂 

定 員  190名 

募集人員  7 名程度（会場・講演者接待・受

付・司会・記録等） 

集合･開場  午後 12時 30分（講堂）・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） 

事務局内白板申込書記入 

 

＜生涯学習センター講座情報＞ 
◎講座名：気軽に！はじめての三味線体験  

日  時：5月 23日(金)  午後 2時～3時 30分 

場  所：生涯学習センター 5 階  ビデオスタ

ジオ 

受講料：無料 

定 員：16歳以上、6人 

内  容：三味線未経験者向けの講座です。三味

線に触れていただき簡単な曲の練習

を行います。三味線は用意しますので、

お気軽にご参加ください。 

講 師： 杵屋 勘恵美（長唄協会会員） 

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 

4月 1 日(火) 午後 3時〜5時  研修室 4 

○月例会  

4月 16日(水)  午後 4時～6時 

足立区都市農業公園 

○学習支援部 

4月 11 日(金)  午後 2時〜4時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部  

4月 9 日(水)  午後 2時〜4時 ワークルーム 

○広報部 

4月 9日(水) 午後 2時〜4時 ワークルーム 

4月 24日(木)  午後 2時〜4時 ワークルーム 

4月 28日(月)  午後 2時〜4時 ワークルーム 

○事務局 

4月 2日(水)午後 2時半～4時半ニュース発送  

4月 8日(火)午後 2時半～4時半ワークルーム 

○大学塾講座検討会議  

4月 16日(水)  午後 1時半〜2時半 研修室 4 

○大学塾講座企画会議 

4月 1 日(火)  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 

4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 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習センター 情報 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 

 

編集後記 
  

そろそろ桜の便りが聞ける季節となりまし

た。今月は、各種のイベントへの参加が多く、

多彩な内容となりました。会員の活動の場がさ

らに拡がっていくことに期待します。   

「学びのエリア再発見」はこれからも新しい展

望から足立区を観ていきます。 

ご期待ください。      （小林徹） 

 

 

 

 
・HPの訪問者数は3/26日現在33430人で今年度3

月末目標32800人を超えました。今後も大学塾

等でのPR宜しくお願いします。 

・メルマガの読者は3月に180名を超え、当初の予

定をクリアしました。引き続き、拡大に向け、

勧誘よろしくお願いします。 

 

・ 

・ 

・ 

「足立区の桜探訪と懇親会」参加者募集 

      

4月月例会は、会員の懇親・情報交換を目

的として、次の通り開催します。 

皆さん、積極的に参加しましょう！ 

◎ 日時：平成 26年 4月 16日（水） 

     午後 4時～6時 

◎ 場所：足立区都市農業公園(ガイド付き） 

◎ 会費：2千円（当日申し受けます） 

◎ 申込：電話・ＦＡＸ 03-5813-3759（事 

     務局）、事務局掲示板書込み       

メール t3436s@yahoo.co.jp（ボラ 

ンティア活動推進部・齋藤）          

◎ 締切：4月 14日（月） 

     （ボランティア活動推進部） 
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