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６月の月例会は、足立区「地域のちから推進部」菊島英晴地域文化課係長より、「生涯学習への課題

と期待」をテーマに、社会教育行政の課題への対応として、五つの柱について①コミュニティの形成に

向けた学習活動や体制づくり②ライフステージに応じた学習機会の充実③社会生活を円滑に営む上で困

難を有する者への学習機会の充実④学習の質保証・向上と学習成果の評価・活用の推進⑤生涯学習・社

会教育の推進を支える基盤の整備などを話された。また「学びの循環」を充実させるためには、学習の

機会や情報等を知り ―踏み出す ―学ぶ ―つながる ―活かすことの必要性を強調された。そして、学

びを通して生きがいに繋がり「元気に生き生きと過ごせることが大切」であると結ばれた。 

引き続き、足立区生涯学習センター 平野昌暁所長より「学びを通した地域づくりに向けた協働事業」

をテーマに、今までより「進化する」・より深く考え「深化させる」・新しい価値が発信できる「新価を

生む」の３つの「シンカ」をあげられた。さらに生涯学習センターのスローガンに関わる取り組みを協

働事業の例をあげて説明された。また“協働”は、相互補完の関係性が必要でお互いにメリットがあり

立場は対等であること。「すでに“地域のちから”である楽学の会は、講座開催を通じた地域課題解決能

力をさらに活かしていただきたい」と提案された。 
続いて、各部局より報告 

 ・学習支援部：4・5 月の講座終了 6 月の健康講座無 

   料で提供 東京未来大学との連携講座 

        新しい取り組みとして次回に繋げたい 

   7 月 17 日検討会議：午後 4 時から 

 ・ボラ活部： 7 月 17 日 暑気払い（さくら）  

午後 6 時～ 

・広 報 部： 活動を伝えていく、取材する、楽しい 

紙面づくりをしていく 

 ・事 務 局： 法務局の申請終了 プリンターを新し 

くした 

 ・受託チーム: 2 回講座とした  テーマ「定年後の幸せレシピ」 

月例会終了後は懇親会を開催、新体制で迎えた新年度に多くの期待が集まる中、公務後かけつけて頂 

いた松野課長、菊島係長、平野所長の参加をいただき、会員と熱く語られました。 

                                     （ボランティア活動推進部） 
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6 月月例会報告 6 月 12 日 



 

 

[運営スタッフ募集] 

家族でまなぶやさしい『論語』 
 

                 
講師：須藤明実氏 

二松学舎大学卒 全日本家族『論語』の会・漢文学窓『里仁』の会主宰 

  著書「論語の教科書」（明徳出版刊）「漢文学窓『里仁』教科書」ほか 

  日時: 8 月 6 日（水） 午後 2 時～3 時 30 分  会場：足立区生涯学習センター 研修室 1 

   

  学習内容: 一日一話 『論語百選』 

   素読は楽しい・分かるから楽しい・良い言葉は力を・元気を頂ける  

  対象：５歳以上小学生のお子さん。父母・祖父母等の保護者の同伴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「輝き続ける宮沢賢治の魅力」 

 
 6 月 3・17・24 日の 3 日間、講師に宮沢賢治研究家の赤

田秀子氏を迎え実施された。51 名の応募があり､延受講者

は 101 名でした。没後 80 年を経ても、なお輝き続ける賢

治文学の魅力について、赤田先生は今回も熱く語られた。

１回目は「宮沢賢治の生涯と文学的出発」～短歌を中心

に～で、賢治は童話作家、農民のために生きた人という

イメージがあるが、10 代から 20 代頃に詠んだ短歌の作風

は型破りで、バンカラな一面が垣間見られるということ

であった。２回目は童話「土神と狐」の朗読で、土神と

狐と樺の木の三角関係における恋愛感情が描かれており、「春と修羅」の心象が具現化された作品で、人

間の持っている両義性、また狐の孤独性と死による開放についても書かれているということでした。３

回目は賢治の晩年と「銀河鉄道の夜」で、作品の解釈には難しい一面があり、評価は賛否両論あるが、

その影響は今も数知れなくある。受講者からは、賢治の新しい発見があってよかった。内容が奥深く充

実している、心が豊かになり為になった。等の感想が寄せられた。          （市川道子） 
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平成 26 年度あだち区民大学塾第２ステージ開催案内 

夏休み、お子さん中心の『論語』を楽しむ集いです。家族一緒に」声

をそろえて『論語』の素読をします。 

上記の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。 

スタッフ募集申込先：事務局 電話・FAX 03-5813-3759（平日午後 1 時～5 時）

E-Mail：t3436s@yahoo.co.jp    （ボランティア活動推進部 齋藤龍男） 

平成 26 年度あだち区民大学塾第１ステージ開催報告 



 
「今日から出来る認知症予防とアルツハイマー病」       

 

講師に足立区医師会学術担当理事・阿部メディカルクリニック院長阿部聡氏をお

願いして 6 月 5・19 日に 2 回講座を実施した。 

 今、全国の認知症患者は 308 万人と云われ、最近のテレビなどに大きな問題とし

て連日の如く報道されて一般の関心が高まっている折、90 名の受講申し込みがあっ

た。抽選により 80 名に受講券を発送したところ受講者は延べ 122 名だった。 

①あなたが認知症にならないために 

②あなたの周りの人が認知症になったら 

との二つの命題についてその診断と対処法が判り易く説明された。 

 アルツハイマー病は現在の医学では治癒させることは難しいが、診断を的確に行

い進行を抑える処置は可能、という専門医としての本音を聞いて受講者は不安を抱

いたかも知れない。二回目の質問時に、認知症の人に対する接し方に関して、言葉

のつなぎ目を「～だが」、「しかし～」という否定はなくて、「～と」、「そして～」のように並列的な話し

方が望ましい。何よりもスキンシップが効果的という話しには受講者に理解と納得が得られたではない

かと思われた。 

アンケートは 57名から頂いた。一部抜粋すると  
○勉強になった。余談の話もためになった。 
○近い所に認知症初期の方が居られます。 
○接し方に就いて良い勉強になりました。 
○認知症とアルツハイマー病の概要が少しずつ具体的に分かってきた等、好評だった。 
                                                  （鹿島健一） 

 
 

 
NHK 主催展覧会「バルテュス展」関連文化講演会～ 20 世紀最後の巨匠の軌跡～ 

 
5月 24日（土）生涯学習センター講堂で開催された。講師は日本女子大学人間社会
学部教授の河本真理氏。受講者は 166 名で、運営ボランティアとして当会から 8 名
が参加した。 
 バルテュスの作品 100 点以上展示されている
中から数十点を取り上げ、絵画の見どころを紹介

された。愛猫を失った幼い時、自らを猫の姿に重

ねて描き、多くの素描から成る作品の中にも猫が

よく登場する。ピカソから高い評価を受けた彼は、

扇情的な少女をモチーフに取り上げたことに周

囲から批判を受けたが、自らの画風をくずすこと

はなかった。また、独自の具象絵画をも作り上げ

た。西洋と東洋を合わせ持った画風も特徴の 1つである。 
 今、バルテュス没後わずか 13年であること、日本画を取り入れたこと、晩年を支えた節子夫人が日本人で
あられることから、作品の 1つひとつをとても身近に感じることができた。        （佐野祝子） 
 
 

「男たちのボランティア」の今後に関するあり方検討会第 1回（5/23）報告 
 

(1) これまでの形態の「男たちのボランティア」は、2015（第 10 回）で終了する。 

(2) 代替案:①ボランティアセンターで、定期的に団塊世代の男性向けの相談日を設け、各団体も交替で

協力“男ボラ相談日”②イベントではなく、年数回の「男たちのボランティア講座」を開催し、講師・

体験先として各団体は協力③地域活動のススメや団体の紹介などを掲載する「男ボラハンドブック」

を作成する④地域活動をしている人達を中心とした「男たちのサロン」を立ち上げる 

(3) 各団体で検討した結果を持ち寄り代替案とともに第２回検討会（6/27）で検討する。 
(4) あり方検討会は、第３回で終了する（予定）           （ボランティア活動推進部） 
 

生涯学習センター講座  運営ボランティア参加報告 
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（上）舎人公園駅と公園Ｂエリア入口 
（下）公園事務所にて取材風景 

 
   に昭和 54年 9月 17日に開場。その後、周辺の花き地方卸売市場 5市場を統 

 
 

1.舎人公園駅：舎人公園 1－10・一日当
り乗客数：約 1,800人 降客数：約 1,800
人 
2.舎人駅：舎人 1－16－15・一日当り乗
客数：約 2,900 人 降客数：約 2,800
人 
（東京都交通局ホームページ参照 

2012年度実績数） 
 

3.都立舎人公園 

我々はまず舎人ライナーの舎人公園駅を出発点に、目の前に緑

豊かに広がる都立公園はどのような特色があるのか、公園事務所

を訪ねた。大木センター長と木村さんから詳細な写真と資料を元

に公園が昭和 56 年に開園し「スポーツと自然を満喫できる都内

屈指の水と緑豊かな都民のオアシスとしての総合公園であるこ

と」を丁寧に説明頂いた。事務所の奥方向の「レーガン桜と記念

碑」も確認して我々は実際に自然が一杯の多彩な広場のＢエリア

を探索した。お勧めは舎人ライナーの車庫の上部に盛り土した

「朝日の広場」からの眺望である。標高は約 17.5ｍあり足立区

では一番高い所で天気の良い日は富士山、サンシャイン 60、都

庁、東京スカイツリーも見える。また今回の取材での一番の発

見は舎人公園が昔は防空陸地であったものを都が防災緑地とし

て買い上げ総合公園化したことである。これでこの地に立派な

都立公園がある理由と特色がわかった。年間入場者はライナー

開業前 70 万人→後 150 万人との事。ライナー効果は大きい。 

皆さんも「区民のオアシス」としても是非出かけてみては如何ですか。 

4.舎人車両基地：古千谷 2-10 

舎人車両検修所の鈴木所長から丁寧なご説明を戴いた。 

日頃あたりまえに舎人ライナーを利用しているが、その陰で 24 時

間、安全運転のために最新の設備と車両の検査作業が行われている

技術者のご苦労を伺い、改めて頭が下がる思いだった。 

舎人車両基地は、都立舎人公園の北側に位置し、上部は公園として

整備されており、一層構造となっている。公園整備計画との整合性

を図り、公園と景観の調和や周辺環境を配慮した基地となっている。 

車両基地は、車両を留置し車両や施設を管理する機能である。車両の点検、検査、修理の他、信号、通

信設備、電気施設、案内軌条などの管理も行う。目視による点検の他、自動化出来る部分はすべてコン

ピュータ制御された最新のシステムである。 

 

5.北足立市場：入谷６－３－１ 

いろいろ手続きもあったが、取材にあたっては、中央卸売市場北足立市場施設担当係長 渡邉悟氏が

丁寧な応対にあたってくださった。お忙しい中市場の様子・せりの様子・市場の現況など詳しく説明し

ていただいた。 

 
 
 

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 

第１９回：舎人公園・舎人駅地域 

舎人公園駅 舎人駅 
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沿革をたどれば江戸時代三大市場と呼ばれた千住・神田・駒込など幕

府のご用市場のうち千住が足立市場となり足立市場の過密を緩和し、青

果物流通の円滑化を図るため、足立青果部を移設し、舎人公園に隣接し

た首都高速川口線沿いに昭和 54年 9月 17日に開場。その後、周辺の花
き地方卸売市場 5市場を統合して、東京都中央卸売市場、初の花き部と
して昭和 63年４月 25日に開場。その後、数々の設備充実を図って現在
の形になった。特徴は、近郊農家が栽培する新鮮で美味しい野菜・最近

では珍しい「山東菜」など扱っている。花き部では唯一の「手せり」が採用されている。 
最近は、青果も花きも量販店の進出などで、相対売りも増えている。また、最近は青果部の活動とし

て、小学校での「出前食育授業」・市場での「親子で楽しむ食育教室」花き部の活動として、花育「花を

愛でる会」と称し保育園・幼稚園など花と直接触れ合う機会を持つなど

多彩な活動を展開している。現在市場の敷地面積（建物面積）：61,076
平方メートル（77,823 平方メートル） 取り扱い髙 青果：647t 花き
63万本（平成 24年の 1日分）である。市場の玉ねぎ・季節の果物：180
ｔ玉ねぎの入った箱や胡蝶蘭、鉢物などが置かれた現場を歩き夜中の搬

入・朝の活況ぶりなど想像しながら食の重要など改めて考えることがで

きた訪問であった。案内してくれた渡邉氏に感謝しながら次の取材地へ

向かった。 
（せりの見学も予約すれば、少人数であれば可能とのことである） 
 
6. 舎人という名の由来 

 前々から気になっていた舎人という地名の由来。何処のだれでも「トネ

リ」と読めるだろうか。この謎を解くため舎人地域学習センター（舎人 1
－3－26）石原宏章所長にお話を伺いたくアポイントして快諾を得た。舎
人名のことだが、舎人センター・図書館で各種文献を読み込みミニコミ誌

“つくし”に 6回掲載された、足立史談会薊（あざみ）照夫監修の地名の 
由来辞典を、コンパクトにされたものを頂き所長のお話を受けた。先ず舎

人地域は古千谷、入谷、舎人の３町を指す。舎人名の由来については七つ 
  の由来があるが何れも確定できないという。 

①地形由来説 ②アイヌ語説 ③平安時代の牧管理者説 ④古代出雲豪族移住説 ⑤聖徳太子命名説  

⑥舎人親王由来説 ⑦舎人氏由来説である。今後正確な資料が発掘されこの由来に決定的な回答が出て

くるやも知れない。舎人センターの学習の取り組みと発信、これも生涯学習のあるべき姿の一つと思う。 
 

7.源證寺（入谷 2-15- 25浄土宗単立寺院・五台山太子院源證寺）創建天文元年（1532） 
 先の聖徳太子命名説にもある太子堂が建立されてい

る源證寺を訪ねてみた。江戸中期の古建築で聖徳太子の

末裔と伝えられる開山上人所持の聖徳太子像を祭り近

隣の信仰を集め正月・5月・9月の 22日に太子講が開催
され太子堂が開門される。特に正月の人出は多いと庭を

改修中の住職が言われた。賽銭箱に徳川家紋の三つ葉葵

が刻されている。   
        （安藤、今野、佐久間、田中（国）） 
 
 
 
 

 北足立市場の卸売市場 

源證寺 

      北足立市場 

舎人地域学習センター 
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荒川コミュニティカレッジ活動体験報告 

荒川区より活動体験の申入れがありました。今年で４回目で、参加者

は福原氏１名。6/5、講座「認知症予防」の初日、１時から会場設営、

受付、資料配布等運営ボラの活動体験が始まった。その後講座見学を 30

分。ワークルームにて事業説明があった。福原氏は 2 度目の参加でもあ

り、この体験を荒川区での運営ボラの活動に 

生かしたい、とのことだった。      （事務局 江川武男） 

 

新会員自己紹介    佐藤 圭さん 
新会員の佐藤圭と申します。今年から社会人の 22 歳です。 
突然ですが、私という人間は「新しいもの」が大好きです。 
「新しい知識」「新しい交流」「新しい取り組み」。全てが大好きであり、楽学の会には

それらが満ち満ちています。だからこそ、大好きなもので満ちている楽学の会に入会を

決意いたしました。よろしくお願いします！ 

 

 

「あだちサークルフェア 2014」実行委員会 5月 24 日 第 1 回全体会議報告 
 

当会理事・田中桂子が副委員長に就任いたしました 
 

「あだちサークルフェア」は生涯学習センターで活躍されているサー

クル団体間の交流と、日頃の成果を発表する場の提供、サークル団体が

参加するメリット、PR を充実させ、団体活動の活性化に繋げる目的で行

われます。今年度も、展示、体験、舞台部門で概ね 30 団体が応募。当

日は団体紹介、規約の確認、実行委員会役員選出が行われました。 

                  （ボランティア活動推進部） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[本の紹介] 
「地域をひらく生涯学習」－社会参加から創造へ－ 

 
瀬沼 克彰 著 

著者は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）。 
201４年 2月発行 発行：㈱日本地域社会研究所 電話 03-5397-1231 定価 2300 円（税別） 
 表紙の帯書きに、「生涯学習機会の充実と終わりなき創造。みんなで学び高めあって、事業を起こし、地

域を明るく元気にしよう。退職者・シニアも生きがいをもってより幸せに暮らすための方法を紹介！」と

記述されている。        

 全体が５章で構成されているが、生きがいや活動を考える一助になる箇所を紹介したい。 

第１章では、第２の人生の余暇充実として、韓国ＭＢＣの報道番組インタビューで答えた、日本の引退

後の人びとの余暇の過ごし方を紹介している。また、内閣府のエイジレス・ライフ章と社会参加章の制度

及び受章者・授賞団体の紹介がされている。 

第２章では、社会参加活動の意識の変化、個人や団体の社会参加の実践、特に団体の実践ではリーダー

の育成が社会参加を推進する、としている。 

第５章では、これまで 10 年、20 年と活発に活動してきた学習団体や市民大学が、ここえきて解散、活

動中止が出てきているが、その解散要因などと継続させる方策について述べている。その要因は主に３つ

で、１つは、会員の減少。会員がやめるのは魅力的なプログラムが提供できないなど。２つは会員、役員

の高齢化。この二つの要因が決定的に組織の弱体化をもたらし、これまでの活動が続けられなくなる。だ

から若い新しい会員を会に迎えて、会の仕事の担い手になって貰う。新しい人に魅力を持って貰って楽し

くて、生きがいになる機会をどれだけ創出できるか。これがあれば若い新人は入会してくる。衰退を止め

るには後続の新人を入れる以外に組織は生き残れない、と述べている。 

 本書は、今こそ一読し、参考として活用したくなる生涯学習の本である。      （市川茂敏）
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運営委員会だより（平成 26 年 6 月 2 日（月）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.代表挨拶：報告および提案  
 新年度に入り、197 号「楽学ニュース」の充
実した活動内容をご覧いただきまして「楽学
の会」26 年度の指針としたいと思います。 
今月より総会で承認を頂きました、新たな
各部局担当理事で運営をお願いいたします。 
各部会は新部長が担当し、新旧理事・部員合
同で開催の旨お願いいたします。 
今期は、3 部の部長が入れ替わっております
ので、早坂も出席させていただきます。また、
概ね各部の事業担当内容は決めております
が、スムーズな運営のためのご意見・提案で
部局長会議を 6 月中に開催し、7 月の運営会議
に提示いたします。 
※各部の担当範囲などを旧の部長より提出、
参考とする。 
暑さに向けて、健康に気を付けながら協力
体制でよろしくお願いいたします。 
◎月刊「社会教育」8 月号執筆依頼の件 
近藤編集局長より原稿依頼あり。 

 
2．議題 
（1）情報交換 
・荒川コミュニティカレッジ活動体験依頼状
（地域文化スポーツ部・生涯学習課より） 

  6 月 5 日（木）午後 1 時より講座運営ボ活動
体験、講座見学、事業説明等 
 荒川区担当者：地域学習支援係・伊藤祐樹
氏 
参加者：福原健次氏（健康・福祉学科２年
生）（江川、鹿島で対応）。 
 
・「区政を語り合う会」の報告 
東京未来大学とのコラボへの評価あり。イ
ンターネットでの講座申込み受付について
→学習センターとの話し合いが必要。 
 
・5/25「生涯学習情報ネット多摩」定時総会
への参加（原田、佐久間） 

・「男ボラ」の今後のあり方について 
   26 年、10 回をもって終了となるにあた
り、代替え案の検討をすることになった。
楽学の会」としての案を齋藤氏にまとめて
提示してもらう。 

   （例）男たちのボランティア養成講座の
開催等。 

 
（2）新会員入会について 
 ・佐藤圭氏 入会（葛飾区鎌倉在住） 
  5/18 の明大との交流会に出席（社会人一年

生のため土日のみの参加） 
 
（3）月例会開催について 
 ・6/12（木）足立区地域文化課及び生涯学習
センターより講演。 

  テーマ「これからの学習支援活動に期待す
る事」 

 
（4）平成 26 年通常総会について 
 ・5/15（木） 総会終了、登記手続き及び都
庁申請を今月中に終了する予定。 

 
（5）あだち区民大学塾 (省略） 
 
（6）26 年度受託講座について   
 ・センターに提案中の 2 講座のうち、センタ
ーから回答のあった講座については早急に
対応を検討し回答する。（「就活講座」、「定
年後の居場所」の 2 講座を提案中）。（「2025
年問題」の提案あり） 

 
（7）各部局からの報告 (省略) 
（8）その他 
・10～20 代の若者の社会貢献への興味、関心
のたかまりを実感。 

  
 次回の運営委員会は 7 月 1 日（火） 

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 

 

         記 

◎日 時 平成 26 年 7 月 17 日（木）  

午後 6 時～8 時 30 分 

◎場 所 生涯学習センター ７階 「さくら」 

◎会 費 3,000 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 15 日（火）まで（申込後、欠席する方は事前に連絡して下さい。） 

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。
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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。 

（ボランティア活動推進部） 

 

◎講座名：ＮＨＫ「ボストン美術館 華麗なるジ

ャポニスム展」講演会 

 

日 時 8 月 10 日（日）午後 2 時～3 時 30 分 

講演者  遠藤 望氏（世田谷美術館） 

会 場  生涯学習センター ４階 講堂 

定 員  198 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 0 時 30 分（講堂）・13 時 30 分 

 

運営ボランティア募集： 

申込先：メール 齋藤（ボランティア活動推進部） 

           t3436s@yahoo.co.jp 

FAX 03-5813-3759（事務局） 

 

生涯学習センター講座情報 
 

◎講座名：おしゃべり処を運営する傾聴ボランテ

ィア入門講座 

 

日 時：8 月 7 日(木)・8 日（金） 

午後 1 時 30 分～4 時 30 分 

場 所：生涯学習センター 5 階 研修室 1 

受講料：無料 

定 員：16 歳以上、30 人 

内 容：「おしゃべり処」では地域の皆さんに自

由にお話しいただける憩いの場を毎月

開催しており、傾聴ボランティアは会場

でのお話し相手などを行っております。

お話を聞くことで安らぎを提供するボ

ランティア活動にあなたも参加してみ

ませんか。 

講 師：武藤圭子氏（傾聴ネットワーク代表）、 

 

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 

7 月 1 日(火) 午後 3 時～5 時 研修室 4 

○月例会  

7 月 17 日(木) 午後 6 時～さくら 暑気払い 

○学習支援部 

7 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  

7 月 10 日(木) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

○広報部 

7 月 4 日(金) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

7 月 25 日（金) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

7 月 30 日(水) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

              ニュース印刷 

○事務局 

7 月 2 日(水)午後 2 時半～4 時半ニュース発送 

7 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  

7 月 17 日(木) 午後 4 時～5 時半 研修室 4 

○大学塾講座企画会議 

7 月 1 日(火) 午後 1 時半～3 時  研修室 4 

 

★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 神戸 明  電話：03-3606-0058 
   E-Mail：a-kambe@adachi.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★ 

 
編集後記 

 
今年も早や６月。一年も半ばを過ぎ会の活動

も益々活発化している。駅シリーズの取材も順

調に進み、残りも一駅となった。皆さまの取材

参加をお待ちします。      （安藤寿）

 
 

・当会のウェブサイトのトップ頁には毎月季節の

ある行事や花のイラストが載っています。  

これらはネット上にあるイラストを拝借して

います。ただ高品質のものを探すには画像検

索に時間が掛かるのが悩みです。７月の主題

は七夕・朝顔・蓮の花・ラヴェンダーなどで今

年は朝顔を選びました。 

メルマガ・ホームページからのお知らせ 
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