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地域で輝かしい活動を積み重ねられている楽学の会。その活動は 

いつも進化している。そこには、楽しく学ぶというスピリットもさ

ることながら、メンバー一人ひとりが自立し、それぞれの個性を活

かし、学びの意欲を持ち続け、好奇心を大切にし、ネットワークを

広げそれを活用し続けるという風土がある。それは、活動を重ねな

がら、メンバーにじんわりと浸透し、実にいい形で会の運営につな

がっていると思う。 

 さて、今年は東京未来大学とのコラボレーションにチャレンジし

新境地を開拓！またさらに魅力的になっていく。今回の取り組みは

大学や学生にとっても地域と結びつくよい機会となった。また、楽学の会のメンバーにとって

も、次世代の育成に関わり新たな発見もあったのでは？自分たちらしさを持ち続けながら、し

なやかに変容していく楽学の会、これから何をしてくださるのかとても楽しみである。       

    （足立区地域文化課 課長 松野美幸） 

 

 

 

 
 

 

日本の長寿社会がもたらす長い高齢期には、居場所づくり、生き

がいづくりはもちろん、介護・要介護リスク、経済リスク、孤立リ

スクなどに対するリスクマネジメントが必要になってきます。 

長寿社会を幸せに生きるために、定年後の「幸せレシピ」づくりに

対するヒントを学びましょう。 

講 師：土堤内 昭雄氏（㈱ニッセイ基礎研究所主任研究員） 

興梠 寛氏（昭和女子大学グローバルビジネス学部教授） 

  日 時：12 月 2 日(火)・11 日(木） 午後 2時～4時 

会 場：生涯学習センター 5 階 研修室 4 
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楽学ニュース 200号を迎えて 広報 特別座談会 

 

司会進行：田中 桂子（理事） 出席者：金子 勝治（広報部長）・神戸 明（HP 担当者） 

小林 徹（メルマガ担当者）・安藤 寿（メディア担当者） 

司会  「楽学ニュース」は 200 号の発行を迎えました。会員の皆様に読んでいただく他、外部の方々に

も広く読んでいただけるようになりました。広報部としての役割を

担っている皆さんの活動も進化して広がって来ています。そこで本

日の座談会では、広報に関わっている皆さんそれぞれの立場で、今

後の活動をどのような展開で考えていらっしゃるのか、話し合って

頂ければと思いますのでよろしくお願いします。初めに、広報部長

の金子さんどのようなお考え方をお持ちでしょうか。 

金子  長年に亘って広報部を今日の体制までに構築されてきた、前

部長の田中国弘さんから引き継いできたものを大切にして行きたいと思います。その中で、皆さ

んからの改善案も伺いながら、新しい展開を図って行きたいと考えています。今、頑張って頂い

ている、広報部のスタッフのノウハウやスキル、情報、経験は様々ですので、個々の部員のペー

スに合わせて、無理のない穏やかな雰囲気で楽しくやって行きたいと思っています。「楽学ニュー

ス」での紙面づくりでは、読んでほしい、見てほしいとの気持ちが強く出ているため、限られた

紙面の中で、盛り沢山の情報が溢れる状況になりがちです。これからは、“目で見る、目で読む紙

面づくり”を目指した明るく解りやすい紙面化へと取り組んで行きます。また文体についても記

事を書いて頂いた方の顔が見えるようにしたいですね。 

司会  メールマガジン担当の小林さんは、元代表理事としてもニュースに関わり、また、広報部長の経

験もおありですが、今後のお考えは如何でしょうか。 

小林  講座などの開催情報を、学びたい区民に、出来るだけ早く、直接に届ける手段として、メールマ

ガジン（楽学メルマと名付けた）を発行することにしました。「楽学メルマ」では、楽学の会の趣

旨である「生きがいや、心の豊かさを探して様々な学びの機会を求める多くの人々に対し、支援

する」ことを目的としています。そして、楽学の会が主催したり、共催する各種の講座 あだち

区民大学塾や 受託講座を案内したり、生涯学習に係るニュースや情報を届けたいと思っていま

す。メールマガジンの読者登録は無料で出来ます。また、読者は費用が一切掛かりません。区民

以外の方にも PR し、読者になって頂きたいと思います。 

司会 神戸さんは、HP に長く関わっていらっしゃいますが、今年度は理事になられて、あらためて、ど

のようなお考えをお持ちですか。 

神戸 HP に 8 年間関わってきた。誰のために、何を伝えるか？ 楽学ニ

ュースも当初は会員のためだったと思うのですが、現在は、外部の

方にも配ることが多くなって、外向けの内容と表現を意識していま

す。特に HP の場合は、公開した時点で対外的な責任が広く発生し

ますから気をつけています。それから、最近はパソコンだけでなく、

タブレットやスマホで HP を見る人が多くなっていて、技術的な対

応が要求されています。これも課題の一つです。 
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「特集号」広報 特別座談会 

 

司会 そうですね。多数の方々に読まれているということですね。 

安藤さんは、メディアの多くの機関と関わって頂いておりますが、会全体のメディア担当として

のお考えは如何ですか。 

安藤 メディアの種類は沢山あります。紙ベースとして、色々な広報誌

や、ミニコミ誌などです。その他に、電波ベース、手作りベース、

ネットベースもあります。これらを、あだち区民大学塾講座、講

演会の受講者募集のために利用させて頂いています。土台となる

活動をしっかり守って、活動領域を増やして、会の活性化と知名

度を上げたいと思います。４コマのチラシ（4 つの講座のチラシ

を一枚にまとめたもの）は中身が解りやすく、広報するのにチラ

シとして良いと思う。チラシの置き場がたいせつです。PC はあくまでも情報伝達のツールの一

つであり、対面や電話交渉は生きた言葉が伝わるし、また対話中に声のイントネショーンを変え

たり外の情報をその場で収集できる利点はあります。 

金子 現在は大学塾事業の講座情報のみが掲載されているようですが、今後、当会の事業の取材も、メ

ディアで取り上げて頂けるような働きかけは出来るのでしょうか。具体的には、講座検討会議の

取材や月例会の活動取材をお願い出来れば良いのですが。 

安藤 メディアの方も、情報は欲しいと思うが、社会的出来事や話題性のあるものが優先される。 

今回ある全国紙の地方版に区民大学塾の一講座が掲載されたが、先方からの電話によるものであ

り、大学塾講座を足立区のホームページから拾いあげるのに相当なルートを辿った経緯があった

ようです。チャンスを逃がさず、今後会の活動状況も折りをみて取材をお願いしてくれるように

手紙を投函している。自分は第三者との交渉ごとには必ず当会のホームページを見て欲しいと言

っています。 

司会 皆さんに、それぞれの立場で今後の提案をお話し頂きましたが、関わりの中で、ご自身でないと

解らない御苦労もおありかと思います。見えない所でのご苦労や、心がけていることなどは如何

でしょうか。 小林さんは如何ですか。 

小林 これからも、毎月 1日発信を目標にして行きます。場合によっては、ニュース次第で月の中旬に

も発信したいと思います。また、講座を担当した講師のニュース的な情報も発信していきたいで

す。メルマガ送信時、宛先を個人名にならないか検討していきたいと考えています。そして、登

録者を拡大したいですね。26年度の事業計画として 210名を目指していましたが、9月末で 211

名になりました。これからも PRを拡大していければ良いですね。 

司会 早い時期で目標達成、これからの期待もできそうですね。    

神戸 楽学ニュースの最終印刷版が出来上がるのが、毎月 26～29日で、HPの更新作業はそれを見て始

めます。原稿が上がってこないときもあり、毎月 1 日朝に公開する

ために 月末 30日 31日の夜までキビシイ作業になります。最近は

25日までに楽学ニュースの最新版が出るように計画しています。 

HPは資料庫の役目もあります。印刷媒体は一覧性は良いのですが、

保存場所の問題があります。それに対して HPは見え方に制限はあ

りますが、保存場所は最小限です。それぞれの長短がありますね。 

 

 
 -3- 



「特集号」広報 特別座談会 

 

今後も双方補充し合いながら共存すると思います。ただ、デジタルデータも肥大化の問題を抱え

ています。誰も見ないような過去のデータや使用していない「ごみデータ」が溜まっていて整理

しなければならないのですが、毎月の更新作業に追われて大掃除は出来ていません。ニュースを

会員が見て、私も投稿したいという声があると嬉しいですね。 

金子 HP では、ある程度のスキルを必要としているので、会員の高齢化での作業効率の低下が、今切

実な問題となっています。 

まず、年度内を目標に、肥大化するデータの管理を最優先課題として、作業内容の軽減と改善を

図って行きたいと思っています。 

また、スキルを持った新会員の入会を期待したいですね。 

司会 大変な作業ですね、広報誌は目に触れるものです。ニュース紙面を読んでいただくまでのご苦労

は、担当されている方に話をお聞きしなくては解って頂けない部分ですね。 

安藤さんは如何ですか。 

安藤 受講者に学習情報を解りやすく伝えるために、文書とチラシを持参して足立区内の新聞社に掲載

を依頼していますが、先方の編集や枠組みなどもあり、掲載していただく苦労はあります。毎回

のように訪問をしたり手紙にチラシを添付して依頼しています。時には情報交換も行っています。

広報は、パソコンが出来ないと無理というところもあるので、アナログ人間としては人と人との

信頼関係で動いています。信頼を築くのは時間が掛かりますが壊すのは簡単です、これは何事に

も言えます。会員としての矜持を保つ事が第一です。 

神戸 ワードが出来る、HTML ができる若い世代が入会して欲しいというのが広報部の願いです。 

金子 簡素化してやれると良いのですが。 

スキルを持った新会員の入部を期待しています。 

小林 誰かに会って楽学の会の話をするとき、名刺がわりにチラシやニュースを見て頂いています。 

安藤 必ず会のニュースを見て下さいと伝えて交渉しています。チラシを持参して交渉すると間違えの

無い交渉が出来ると思う。 

司会 安藤さんの地道な行動力と惜しげない努力が伺えますね。 

   金子さんは如何ですか。 

金子 活動をされている会員の皆さんから、様々な情報を記事にして提供して頂くのですが、どうして

も報告文書的になりやすく、読んでいる人には、書いて頂いた方の顔が見えにくく、雰囲気や心

も伝わりにくいように思われます。今後は、です、ます調や文字量にもこだわりを捨てて、書い

て頂いた方の心も伝わるものにしていきたいですね。 

でも、講座報告書などは同じ書式のほうが良いと思いますね。 

また、会員の活き活きと活動されている様子も、現地取材して

いきたいと思っています。 

司会 会員が活き活き活動出来ることが何より大切ですね。 

金子 より良い紙面づくりのために、これからも気づいたことや皆様

の声を大切にして、一つずつ改善を重ねて、興味を持って楽し

んで見て頂けるものにしていきたいと思います。 

先ほども申し上げたように、広報では、ある程度のスキルを必要としているので、会員の高齢化

が今後の問題となってきます。スキルを持った会員の協力を期待したいですね。 
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司会 皆さんに今後のニュースの方向性や心がけていること、活動の見えない部分でのご苦労などをお

聞きしましたが、それぞれの担当者のご苦労は、広報の皆さんで共有されているのでしょうか。 

神戸 4 頁だったニュースの紙面が、6～8 頁が普通になっています。特集があると 10～12 頁にもなっ

てしまいます。紙面の品質が落ちない様にするために、割り付け・校正などの編集作業はとても

大変です。現在ニュースの編集作業は、「MSワード」を使っています。このソフトはかなり癖が

あって作業者が苦労しています。一字の修正で、紙面構成が“がらり”と崩れてしまうことなど

よくあります。本来は編集には専用ソフトを使うべきですが、費用と習熟までの時間を考えると

実現が難しくなっています。HPも同じで、これだけの分量を素人用の「HPビルダー」でやって

いるので外部の方からビックリされることが度々です。これも専用のソフトに切り替えることが

出来ずに苦労して使っています。専用ソフトはソフト本体だけでなく、トレーニングを受ける費

用が伴ってきますから検討中です。 

ワード作業は限界になってきている。中身の大変さを知って頂けると有り難いですね。 

司会 溜まったデータ、資料などの対策も一緒に考えないといけないのですね。また、部員の高齢化に

伴う様々な問題などお話の中から伺えましたが、広報の抱える問題解決の対策なども考える必要

がありますね。 

神戸 解決は可能だが、現状は、出来ない条件の方が多い。ボランティアなので、どの部分で費用の負

担をお願い出来るかは悩むところです。 

安藤 ホームページは開始当初から個人のインフラとスキルに任せている。当然経費も掛かっている。 

今後はホームページ運営予算を組み入れることも必要だし、将来的には会としてインフラを持つ方向

を提案したい。 

神戸 紙面で使う写真やイラストの著作権の問題もあります。現在は「営利目的ではないから」と問題

を軽く考えていますが、もっと勉強する必要があると思います。 

司会 そうですね、外部にも発信しているので、安易に使用してしまうと大変な事になります。逆の立

場で考えると理解しやすいですね。 

様々な課題が皆さんから発信して頂けたのではと思います。 

最後に金子さん、広報部長の立場から今日の「広報座談会」如何でしたか。 

金子 ありがとう御座います。本日は皆さんのお話をお聞きして、私も知らなかった一面が見えて来た

様な気がします。座談会を開いたことで、これからの方向性が明らかになってきた様に思います。 

   広報とは「華やかさの陰にある仕事」と言われていますが、「紙面づくり」の達成感や満足感も得られ

ます。皆様のレベルに合った無理のない広報との関わり方で、充実した活動を共有していきたい

と思います。本日は有難うございました。 

司会 そうですね、リーダーとして皆さんの意見を吸い上げ、

より良い方向にどう実現させて行くのか、皆さんの思

いを快く引っ張って行くのが、広報部長 金子さんの 

お役目なのですね。会員の活き活きとした活動の顔が

見える紙面づくりの使命は、誰のために、何を、どう

伝えて行くか、広報部のみなさん、ニュースは楽学の

会の顔です。開いたときに楽しめる紙面を期待してい

ます。 

本日は貴重なお時間を有難うございました。 
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「特集号」  楽学ニュース２００号に寄せて 

 

☆ 賛助会員 木元栄子 様   （ライター・キャリアカウンセラー ） 

この度は楽学ニュース２００号達成、おめでとうございます 
 今まで私が一番印象に残っている記事は、「スタッフ緑川様の逝去のニュース」です。亡くなる少し前

に講座のお打合せでお目にかかっていたため、あまりにも突然のことで言葉も出ませんでした。いつも

穏やかで年下の私に対し、常に敬意をもって接して下さいました。そのお人柄は今でも忘れられません。 

 また私が書いた記事が「社会教育」に出たり、年賀状をお送りしたことも必ず掲載下さいます。この

ように「人を大切にする」団体だからこそ、長く続いてきたのではないでしょうか。 

 なお今後改善していただきたいことは、やや雑多に見える時があるので、もっと文字を少なくするか、

紙面を増やし、「何が最も読まれたい記事なのか」、「ニュース全体のテーマは何か」、がわかるとよいの

ではないでしょうか。おそらくもっと読みやすくなると思います。 

 ますますのご活躍を心より祈っております。 

 

☆ 賛助会員 徳田健一 様   次の 10 年に向けて更にご活躍されますよう応援 

2001 年 11 月、足立区生涯学習センター主催の「ボランテア養成講座」に受講。 

「楽学の会」から勧誘を受けて加入しました。当時は、緩やかなボランテア団体で、時間のある元気な

方々の活躍の場だったようでした。「にこにこ元気に、こんにちは」の売りでやっていたような気がし

ます。2003 年にＮＰＯ法人化に向けたプロジェクトが発足して、私は再就職した仕事と掛け持ちだった

ので多忙でした。両立困難と考えて、その年度末に会を離れました。 

それから 10 年は早いもの。立派な活動をされ続け、200 号・誠におめでとうございます。    

「楽学ニュース」もずいぶんカラフルになりましたし、組織だった動きが分かりやすくなりました。 

これからは、学生さんたちも取り込んで、ＯＢたちの「非効率的な効率の良さ」を知らせて行ってほし

いと思っています。そして、次の 10 年に向けて更にご活躍されますよう遠くから応援させて頂きます。

ご健闘をお祈りいたします。 

 

☆ 賛助会員 平木トミ子 様   パワフルで、素敵な記事を発信して下さい 

突然に賛助会員として１９９号迄の「楽学のニュースの紙面で工夫の余地や記事があったら提案し

て」と依頼を受けました。私は賛助会員とは名ばかりで、ただ会費を納めるだけ、何の協力もしていな

いのです。「私は傾聴で人の心に寄り添う事は何時も行っているけれど文章はちょっと、」と思いながら、

ＰＣに配信され、また月１回配送されるニュースを改めて確認してみました。 

「紙面に望む」事は、全く見当りませんでした。 

なぜなら最近のニュースは、写真やイラストが入り、カラー刷りで華やかで見易く、分かり易く、内容

も充実していると感じたからです。また読んでいて、嬉しくなる記事が多く担当の方々のご努力である

事が紙面から伝わって来ます。 

「特に印象に残る」と問われると、矢張り『設立 10 年のあゆみ』の記念誌でしょうか。パネルデスカッ

ション、なごやかな祝賀会、はじける参加者の笑顔等、広報担当の方々の力作ぞろいの記事にはプロも 

脱帽ではと感じました。 

このような楽学の会の皆様には、同じボランティアに拘る私として、その行動力に敬意を表します。

どうぞこの先も今迄以上にパワフルで、素敵な記事を発信して下さい。 
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「特集号」 楽学ニュース２００号に寄せて 

 
☆ 賛助会員 緑川智子 様     案内を楽しみに待っています 
「楽学ニュース」２００号 発行を迎えられまして、本当にお目出度う御座居ます。 
私が賛助会員として、入会して３年半、毎月届く、楽学ニュースの封を開けるのが楽しみです。 
その中で、一番心に残っているのは、１７８号のニュースで、“快挙”内閣府より「平成２４年度エイジ

レスライフ“社会参加章”受章」の見出しです。楽学の会の活動が全国に認められた結果と記されてい

て、とても嬉しく読ませていただきました。直ちに主人の遺影に報告しました。事あるごとに私に会の

話を聞かせてくれた主人でした。また、大学塾の興味深い講座の報告等が、記載されていると、見入っ

てしまいます。これからも講座を受講したいと思っていますので、案内を楽しみに待っています。 
 
☆ 会員 木島叔子 様       楽学ニュースにエールを！ 
楽学ニュースは昨年度からの二色刷りが、このところフルカラーで届いています。念願だっただけに

この上ない喜びです。外観もさることながら、活動が網羅されている内容では関わっている会員さんた

ちの一人ひとりの顔が見えるようで、特に新会員さんの情報はうれしく思います。 

 最近「活字が信頼を失った日」などと報じられている朝日新聞の一連の騒動がありましたが、テレビ

は別として他の情報ツールを持たない私には、活字は三度の食事のごとく必要不可欠な栄養源であり、

活字への信頼度は揺るぎません。楽学ニュースでは「駅シリーズ」を楽しみましたが、会活動加えてオ

ピニオン欄やミニ文化情報欄コーナーで紙面のコーヒータイムがあったら楽しそうですね。 

ワクワクしながら２００号にエールを送ります。 

 

☆ 会員 酒井政雄 様     毎号手元に届くのが楽しみです                 

NPO 10周年記念事業を境に、会の活動から遠ざかってしまい、この 1年では昨年末の忘年会と「楽

学ニュース」駅シリーズの取材１回目に参加したのみでした。 

最近の会の動きは、毎月の楽学ニュースで良く知ることが出来ます。東京未来大学とのコラボは会に

とって新たな動きとして興味深く読みました。 

連続の「駅シリーズ」は毎号手元に届くのが楽しみな充実した内容です。 

地元自治会役員も 7年目を迎え毎年やることは変わっていないが、動きが年々緩慢になっています。 

何とかこの緩慢さを排除して来年は「楽学の会」の活動にもう少し参加出来たらと思っています。 

 

☆ 会員・講座講師 中島勝正 様   スタッフの皆様のおかげです 
200号おめでとうございます。私が区民大学講座で担当したのは過去６講座あります。 

９年前に初めて区民大学講座で講師として担当したのは「司馬遼太郎の魅力」（平成１７年）であります。

「街道をゆく」（平成１８年）、「松本清張を読む」（平成１９年）「藤沢周平の世界」（平成２１年）「池波

正太郎を探る」（平成２３年）「白洲正子と次郎」（平成２４年）平成２６年度は「夏目漱石の世界」です。 

「白洲正子と次郎」から座学学習２日間、現地視察１日間で講座を務めています。 

思えば大衆作家の代表である司馬遼太郎や松本清張を、また、藤沢周平や池波正太郎などの時代小説を

取り上げ、近年では白洲正子と夏目漱石を紹介しました。 

あだち区民大学塾で文学を正面から取り上げ続けてこられたのはひとえに安藤寿さま初め、スタッフの

皆様のおかげです。ありがとうございました。 
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三味線堀：足立区、東京 23区の最北端地。埼玉県との都

県境の舎人４丁目で毛長川より北側に位置する幅２ｍにも

満たない堀に等間隔に木の桁が渡してあり水の流れは殆ど

ない。三味線堀、粋な言葉ではありませんか。この言葉の

意味するところに興味が湧き区の公設機関に聞たりネット

検索したが判明せず、ただ都内や地方にもこの名の堀があ

ることは解った。最後に舎人地域学習センター所長に問い

合わせした結果回答を頂いた。内容は「舎人の語り伝え全

17 話」大熊久三郎氏の文章でその一部を要約する。「東京

と埼玉の都県境、即ち舎人四丁目と川口市榛松・草加市遊

馬との間を流れている堀が三味線堀と呼ばれている。現在、

西は見沼代用水から尾久橋通りまでほぼ一直線だが昭和三

十四，五年（舎人町で耕地整理が始まった時期）以前は曲がった堀だった

ようだ。その様な事から町の人々に伝わっている由来は、三味線の形をし

た様なので三味線堀と名がついたと言われている。隣接の榛松の人々に伝

わっている話では新郷から分岐の谷塚堀から細い流れが集まって出来たの

で三味線堀の名がついたと言われ、さらに遊馬に屋号が「花魁さん」とい

う家があり仕事を止める時に未練を断ち切りたく三味線を捨てた事から名

がついたという話も伝わっている。どの話もそれらしく思えるが、耕地整

理前までは真菰が一面に生い茂っていた 

沼地のようだった。概ね以上だがこの堀はマップを見ると尾久橋通り

を超えた東の毛長川に繫がっており、さらに舎人地区では見沼代用水

から区内には流れている様に書いてある。この検証に後日出かけた。

尾久橋から東の堀は既にコンクリートで覆われていて、毛長川への合

流点の跡と思える水門らしきものがあった。次に見沼代用水から三味

線堀への流れの跡を埼玉県側からみても見当たらない。何とも消化不 

 良を起こすマップである。本件はこれに留め置き後日また再発見でき 

る事を期待する。 

舎人氷川神社：舎人 5‐21－34 取材月が 10 月「神無月」日本中の神様が出雲大社に集り神様は居な

いが区内でも由緒深い神社の一つ。境内も本殿も弁天池も如何にも歴史を

感じさせる雰囲気に満ちている。神社の区教育委員会の案内板と平成 21

年 2月第 2回舎人の大むかし講座の資料を参考に極簡単に書く。創建は正

治二（1200）年大宮氷川神社を勧請祭祀。現社殿は天保七年（1836）年

の総欅作りである。社殿一面に施された昇龍、降龍、唐獅子、牡丹など彫

刻など数へ切れないほどの見事さである。社殿は区登録有形文化財（建物）

になっている。明治 12年（1879）年神社明細には舎人町、遊馬村、入谷

村の氏神とある。（境内入り口にある弁天池の由来は省略） 

次号は「赤山街道を下って行く」  

                          （安藤 神戸 今野 佐久間、田中（国）） 

学びのエリア再発見～「駅シリーズ」 

第２０回：見沼代親水公園地域（その 2） 

三味線堀（右側埼玉県） 

毛長川への合流点（見沼代用水） 
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あだちサークルフェア 2014参加報告 
  

10 月 11 日（土）・12 日（日） 

足立区生涯学習センター、他（学び

ピア 21）において、あだちサークルフ

ェア 2014が開催されました。舞台部門

（27 団体）、展示部門（9 団体）、体験

部門（4団体）、写真展示（2団体）他、

足立区内のセンターで活動されている

登録団体や、ボランティア団体が１年

間を通して、活動してきた生涯学習活

動の成果を、展示、発表され、「地域の

魅力」を感じて頂けたのではないかと

思います。ご来場者は、ふれあいラン

ドでは荒川の生き物やポニーなどの小

動物を、青空ステージではパフォーマンスを、体験コーナーでは様々な体験を楽しんで会場を巡ってい

ました。「楽学の会」の展示ブースにも、多くの方が関心を持って立ち寄って下さいました。地域のちか

ら推進部長 井元浩平氏も展示ブースにお越しいただけました。 

1 日目 9,507 人、2 日目 14,280 人、合計 23,787 人という多くのご来場者がありました。また、皆様

のご協力により 1円玉アートでは 8110枚の 1円玉が集まったそうです。  

                                （ボランティア活動推進部）  
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『信長公記』から読み解く織田信長の実像 
 ～桶狭間の合戦から本能寺の変まで～ 

 

『信長公記』は織田信長の側近が記したもので信長の実像を知るのには最適の資料です。 

そこには何が書かれているのか、そして信長にまつわる多くのエピソードの真偽を探ります。

本講座では『信長公記』を読み解きながら歴史の真実に迫ります。 

講 師 跡部 蛮（あとべ ばん）氏 歴史研究家 / 博士（文学）   

日 時 11 月 29 日・12 月 6・13 日 各 土曜日 午後 2 時～4 時 

会  場 足立区生涯学習センター 5 階 研修室 3.4 

 

１０月月例会報告  平成 26 年 10 月 15 日（水） 

 

１５日(水)会員の神戸さんを講師に迎え、｢クラシックを楽

しむ｣のお話を聞いた。神戸さんのお話はゆっくりで聞きやす

く、曲を編集した CD も心を落ち着かせ私は昼寝状態になった。

お話の内容は、クラシックを聞く時はテレビを消すようにと

か、安いチケットの買い方、CD の購入方法、など多岐にわた

っていた。話す内容で

初めて聞く内容があ

りながら、昭和の一時

期を思い出させる感

慨があった。今回が初めての会員による雑学のお話であるが、数

多い会員の中にも多趣味を持っている人がいることは大勢いる

ことは容易に想像できる。是非、講師としてボラ部に話して欲し

い。来年の｢クラシック｣を楽しみにしています。 

（ボランティア活動推進部） 

 

今回、クラシック音楽の「お気楽入門編」を

お話ししました。皆さまの反応が上々でしたの

で、機会をみて 協奏曲編、交響曲編、室内楽

編など、続編も企画したいと思っています。 

                    （神戸 明） 

今回聴いたＣＤ 

 

 

月 日 講義内容 
第１回 「桶狭間の合戦」 

第２回 「天下布武への道」を検証する 

第３回 「本能寺の変」の真実 

平成 26 年度 第 3ステージ あだち区民大学塾開催案内 
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運営委員会だより （１０月１日） 
 

1．代表挨拶：報告および提案  

  この度の 200 号「楽学ニュース」の発行にご協力をいただきました皆様、お疲れ様でした。 

最近の活動の成果が、この 200 号に集約されたかのような充実した紙面づくりになっていると思 

います。 会員一人一人の活動の結晶が込められたこの度の会報誌は、これからの活動への原動 

力につながって行くと思っております。201 号の特集号へのご協力もよろしくお願いいたします。 

  当会で依頼したことのある他県の講座講師より「楽学ニュースを見ていると、いつも大繁盛の 

会であるように思います、他の NPO 団体にニュースを持参して紹介しました」というメールを頂 

戴しました。一つの事業が終わっても、また次が控えているとうことで、この活動には終わりは 

無いということ、そして、日々考えながら複数で行動できる、こうした日常をおくる限り「孤 

立」することは少ないと考えております。 

これからの当会にとっての役割、公共施設を拠点に活動する団体だからこその大きな課題は、 

こうした活動を地域の人たちに知っていただくこと、多くの人が活動の担い手となって生活を 

楽しんで頂けるようにすることを、皆さんとイメージしながら歩みたいと思います。 

 

2．議 題 

（１）情報交換 

  ・NPO フェスティバル 2014 9/21（日） 終了 ブース訪問名簿記載者１５名 

   200 号ニュース発送および入会の呼びかけをおこなう予定 

・あだちサークルフェア 2014  10/11、12  開催予定 於生涯学習センター  

・国立教育政策研究所公開シンポジウム「土曜日の教育活動とボランティア」案内（12/19） 

  ・NPO 法人さやま生涯学習をすすめる市民の会より会報「まなびの仲間たち」 

  ・府中市生涯学習ボランティアより「悠学の会」10 年の歩み記念誌 

（２）月例会開催について 

  ・10 月月例会 10/15（水）「クラシック音楽を楽しむ」神戸氏 

（３）26 年度 8 月現在の予算について 

  ・8 月末現在の収支計算書に基づき報告、来月の中間報告にて詳細を説明する予定 

（４）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

  ・特別講演会 東京未来大学 9/21 終了 受講者 96 名・学生 23 名・関係者 6 名、合計 125 名 

  ・講座「夏目漱石」10/18、25、11/1 開 

（５）各部局・PT からの報告および提案（省略） 

（６）その他（省略） 

 

「社会教育」１０月号 当会顧問・薗田碩哉氏の記事紹介 

    「社会教育で地域を面白くする」 ～遊びとアートの視点から～ 

     薗田碩哉氏（町田市社会教育委員）と東北芸術工科大学の芸術学部松田道雄教授 

との対談記事が２回にわたって掲載されます。是非ご覧ください。 

｢社会教育｣は大学塾事務局のロッカーに保管してあります。 

 

内 容 

・余暇もレクレーションも根付かない日本（10 月号） 

薗田先生は長くレクレーション運動に関わってこられました。 

日本のレクレーション運動、状況等について解説されています。 
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◎ 講座名：『信長公記』から読み解く 

               織田信長の実像 

日 時：11/29・12/6・12/13（土）午後 2時～4時  

場  所：生涯学習センター 5 階 研修室 3・4 

   

 

 

◎ 講座名：定年後の暮らしの 

               幸せレシピ 

日 時：12/2（火）・12/11（木）午後 2 時～4 時  

場  所：生涯学習センター 5 階 研修室 4 

講座運営スタッフへの参加をお待ちします。 

申し込みは、あだち区民大学塾事務局 へ 

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） 

 
ボランティア 情報 

ボランティア 情報 
◎ 講座名：初心者も楽しめる 

          Ｘmas 寄せ植え講座 

日 時：11/24（月・祝）午後 1時 30 分～3 時  

場  所：生涯学習センター 5 階 研修室１ 

受講料：700 円（一般） 

490 円（70 歳以上の方、障がい者手帳

をお持ちの方) 

教材費：1,500 円  定 員：30 人 

内 容：コニファー（針葉樹）を使って、初めて

の方も簡単に楽しめる寄せ植えを作り 
ます。リボンなどの小物を変えるだけで、

Xmasからお正月までの長い間、あなた
の暮らしを彩ります。 

講 師： 栗本 恵美子氏（ガーデナー） 

◎ 講座名：高齢者のためのスマートフォン 

          の使い方教室 

日 時： 12/12（金）午後 2 時～4 時  

場  所：生涯学習センター 5 階 研修室 3 

受講料：無 料  定 員：24 人 

内 容：スマートフォンの使い方を知れば、あな

たの世界が広がります。 その基本的な使い方を

学びます。・スマートフォンの基本操作 

・電話のかけ方、インターネットの使い方など。 

講 師： KDDI（AU）派遣講師 

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 

11 月 4 日(火) 午後 3 時～5 時 研修室 4 

◎ 月例会  

11 月 19 日(水) 午後 3 時半～5 時半 研修室 3    

◎ 学習支援部 

11 月 12 日(水) 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 5 日(水) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

◎ 広報部 

11 月  6 日(木) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

11 月 14 日(金) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

11 月 26 日(水) 午後 2 時～4 時 ワークルーム 

◎ 事務局 

11月 5日(木)午後 2時半～4 時半ニュース発送 

11 月 11 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  

11 月 19 日(水) 午後 2 時～3 時半 研修室 3 

◎ 大学塾講座企画会議 

11 月 4 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 
 
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あだち区民大学塾 講座 

運営ボランティア募集中 

楽学インフォメーション 

★会合のお知らせ★ 

 
編集後記 

201 号も 200 号発刊の特集号として編集しまし

た。寄稿いただいた皆さま、ありがとうござい

ました。 

楽学ニュースはこれからも充実した内容で長く

続けるよう努力します。皆さまのご協力とご支

援をよろしくお願い致します。 

（小林徹）

 

      11 月 月例会のご案内 

日時：11 月 19 日（水）午後 3 時半～5 時半 

場所：生涯学習センター 5 階 研修室 3 

テーマ： 26 年度「上半期の振り返り 

・来年度に向けて」 

会員の皆様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） 

生涯学習センター 講座情報 

平成 26 年度 受託講座 

運営ボランティア募集中 
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