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     新年おめでとうございます 

      今年も会員の力を結集し躍進の年にいたしましょう 
 

     足立区地域文化課 菊島英晴 学習事業係長より 
      新年のご挨拶をいただきました。 

 

新年明けましておめでとうございます。私は、昨年４月に地域文化課に配属され、

楽学の会の皆様とのお付き合いをさせていただくようになりました。 

何度か活動の場面にお伺いさせて頂きましたが、皆さんの笑顔がとても印象的

でした。講座の企画や運営に携わっているオンタイムも、講座後の懇親会などの

オフタイムも、とにかく皆さん笑顔なのです。あぁ、まさに“楽しく学ぶ会”な

んだと感じています。 活動に関しましても、新たなる世代交流のきっかけとし

て、昨年は東京未来大学の学生とのコラボ企画へ挑戦して成功させるなど、常に

会員の皆様のアイデアにより進化しています。 
今年は、あだち区民大学塾も12年目を迎え、次へのステップへのスタートの年。

さらなるバージョンアップに期待いたします。我々も、皆様の活動のバックアッ

プをしていきたいと考えておりますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
                        （足立区地域文化課 学習事業係長 菊島英晴） 

 

 

足立区生涯学習センター 平野昌暁所長より 
新年のご挨拶をいただきました。 

 

新年明けましておめでとうございます。旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼

を申し上げます。 
時代の流れによって、生涯学習の役割や注力すべきことは変化しています。 

また、震災など大きな出来事や世相により、新たな役割を持つ必要に迫られるこ

とも近年増えてきたように感じています。 

過去の考え方、発想にとらわれることなく、新しい価値を生み出す事業や施設

運営を目指し、邁進していく所存です。 

貴会におかれましても共に歩み、お力添えをいただきたくお願い申し上げます。 

最後に、貴会のますますのご発展と会員の皆さまのご多幸をお祈り申し上げ、挨

拶とさせていただきます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

（足立区生涯学習センター所長 平野昌暁） 
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新春 特別座談会 

                                             

新春座談会 「楽学の会の課題と展望を語り合う」 

出席者:  早坂津夜子 （代表理事）、 福田哲郎（理事・学習支援部長）、 

田中桂子（理事・ボランティア活動推進部長）、金子勝治（理事・広報部長） 

司会：江川武男（常務理事・事務局長） 

 

司会： 明けましておめでとうございます、本年もどうぞよろしくお願い

します。27年新年を迎え、皆様方には、会に対しての抱負・希望など沢山

あると思います。法人設立12年目を迎える年であり、今後「楽学の会」が

さらなる発展をするために、「課題と展望」について忌憚のないご意見を

お願いします。 

早坂代表からお願いします。 

早坂：当会は、設立当時から行政との協働事業が活動の中心でした。そ

うした公共施設を拠点としたボランティア団体であるからこそ、活動を

担いたいメンバーを活かす仕組みづくりと人選をしていくべきだと考え

ております。 

そこで、26年度の運営に当たっては、今までの活動を継承しつつ、新

たな視点を取り入れながら、これからの「楽学の会」を継続して行きた

いということで、3部門の部長が世代交代をしております。会の要であるリーダーの交代は、当のご本

人、そこを取り巻く会員にとっても、様々な工夫があったと思います。本日は新部長となり数か月を経

ての新たな提案などを語り合えればと考えております。 

司会： 各部長、よろしくお願いします 

福田： 昨年7月より鹿島部長の後任として、学習支援部長として「あだち

区民大学塾」の講座企画・運営を担当して来ました。平成16年度より26年

12月現在152講座を実施、延べ13,906人が受講されています。26年度も企画

している17講座を開催できそうですし、足立区に事業が定着してきている

と感じます。 

田中： 前部長から引き継ぐことは、大きな重荷を意識しながらの出発で

した。最初の取り組みは、会員のコミュニケーションの場としての月例会

を充実させていくこと、同時にそれを担って推進していくボラ活部員の向

上心と企画力も大切と考えました。会員の皆さんが、快くボランティア活

動に携われる基盤づくりの月例会にしていきたいと考えています。“話し

合える・議論できる・学習できる交流の場づくり”を部員と協力しながら

進めていきたいと考えています。  

金子： 「楽学ニュース」は創刊より18年を経て、昨年は紙面のカラー印刷

化と記念すべき200号を発行できました。  

そのことは、部員お一人おひとりの多彩な経験や技能が今日の紙面づく

りに活かされてきた結果だと思います。 

広報部のスタッフのノウハウやスキルもさまざまですので個々の部員の

ペースに合わせて楽しい雰囲気で今後もやっていきたいと思っています。 
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新春 特別座談会 

 

司会： 「楽学の会」の中核である「あだち区民大学塾」事業に関してご意見を頂ければ。 

早坂： 26年度は、新たな連携先として大学との協働事業を成功させたわけですが、こうした連携事業

を継続させるためには、事業経費が大きなネックとなると思います。 

    全てを当会が持つやり方では所詮、無理が生じます。スポンサー、受講料収益の検討など幾つかの課

題があると思います。当会のメンバーは押しなべて「金銭感覚」が穏やかというか、活動できる資金が

あれば満足、そこまで要望することは好まない、という考えの人が多いような気がしています。その辺

の兼ね合いが難しいところですね。 

 

司会： 経理を預かる事務局としても、事業の経費増大は大きな問題です。それと交通費の支給など、 

会員への配慮が必要ではないかと考えています。これも予算との兼ね合いですが。 

27年度は、新たな企画を検討中と聞きましたが、そのあたりは？  

福田： 27年度に向けて検討中ですが、芸術（音楽）でジャズの講座を、経済分野で、日本経済入門講

座を新たに投入、また、伝統文化・工学関連講座を企画中です。 

講座のマンネリ化を防ぎ、時代を反映した新ジャンルを提供出来ると思います。 

 

司会： 新企画の講座は楽しみですね、受講者のニーズもいろいろあると思いますが。 

福田： 受講者からのアンケートを分析して、受講者のニーズ、要望を実現できるように進めています。

講座検討会議では、皆さまからの提案を取り入れながら、会員一丸となった“講座の企画力”を付けて

いきたいと思います。昨年初めて実施した子供、家族との論語講座は好評でしたので継続していきたい

と思います。 

福田： 歴史では、NHK 大河ドラマの講座、室町将軍、織田信長、新撰組の講座の他に、江戸に関する

講座も好評でした。特に安藤義雄氏の「江戸四宿と五街道」は大好評でしたね。御年87歳とのことでし

たが、5回講座を難なくこなして頂きました。嬉しいですね！ 

文学分野では、源氏物語、宮沢賢治、夏目漱石、伝統文化分野で

は、俳句の吟行、2月には初めての「狂言」講座など、幅広いジャ

ンルで提供します。 

健康関連では、区内開業医のご協力で開催した「認知症予防とア

ルツハイマー病」の講座がありますが、50名を超える受講者で好評

でした。こうした区民のニーズを反映した企画を今後も提供してい

きたいと考えています。 

   

司会： 各講座への受講者がリピーターとして定着しているように感じるのですが。 

早坂： 最近はリピータ―、特に受講者好みの講座が定着しつつあるのではないかと思います。そのよ

うな意味合いで、講師の発掘と共に、既存の講師の持つ新たな能力を見出し、当方から提案するくらい

の研鑽が我々には必要だと思います。 

それらが相まって、講師もボランティアも受講者も Win/Win の関係が構築されていく。「あだち区民

大学塾」事業の最も狙いとするところではないでしょうか。 

福田： そうした関連で、今年度の特別講演会は、東京未来大学・学生とのコラボが実現し、会場も大

学を利用させていただきました。講師の堀口茉純さんの大学でのゲスト講義には、250名もの学生が参

加し、事例発表に参加する学生との“千住まち歩き”が実現しました。大勢の学生に足立区を再認識し

てもらう切っ掛けづくりができた連携講座は、大きな功績を残し“企画力の向上と自信”に繋がったと

思います。今、新たな連携先を模索中ですが、東京電機大学とのロボット講座の開催に向けた交渉を考

えています。 
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新春 特別座談会 

 

司会： 新企画に伴う講師さがし、開拓については、如何でしょうか？ 

福田： 新講師の開拓は、会員のネットワーク・講師からの紹介などが有力ですが、27年度は、受講者

による自薦講師での企画も提案されています。 

田中： 受講者のニーズにも応えられるし、区民講師の活用にもつながりますね。 

   講師を探すことは難しいですが、心がけていることは、いろいろな場で名刺交換をさせて頂き企画に合

う講師に繋がればと思っていますが。 

 

司会： 会としては多くの受講生に応募して頂きたいと考えますが、広告・宣伝の方法、開催日、開催

時間について、また若年層に参加しやすい企画については如何でしょうか？ 

早坂： 開催日の決め方は、どうしても講師の都合、希望する部屋が予約可能かによるところが多いと

思います。また、代わりの講師が複数待機している訳ではないので、当会の考えだけではどうにもなら

ない部分もあり、 

調整役であるコーディネーターの手腕も問われます。 

福田： 土曜・日曜に開催の歴史講座では女性の応募者が多い傾向がありますね。 

これからの課題として、若年層向けの講座や平日の夜間講座の企画も考えています。 

司会： 楽学ニュース・ホームページ・メルマガ等について、 

広報部としての考えは？                      

金子： 何といいましても、皆様に楽しく見ていただける紙面づくりをと考

えて編集しています。また、ニュース性を高めるために、取材による記事や

今月の出来事は、印刷日に間に合えば極力掲載する方針で原稿をお願いして

います。それが、記事を執筆してくださる会員や読者の皆様の声を反映でき

ると思っています。 

楽学ニュースは現在、外部向けの内容と表現を意識していますが、特に

HP の場合は、公開した時点で対外的な責任（著作権等）も生じますから、

心労を感じることもあります。部員は“苦楽しい”の精神で頑張っています。

それを感じさせないようにね（笑）。 

田中： そうですよね、責任と楽しさは関わらないと感じ取ることが出来ませんね。 

金子： 最近はパソコンだけでなく、タブレットやスマホの普及で HP を見る人が増えて来ているので、

そういった読者層に応えるための対応も必要ですね。HP は、内容の改善を年度内目標に作業を進めてい

ます。 

メルマガも講座開催案内や講師情報、会の活動や生涯学習関連、会員募集など、多岐に亘る情報発信を

工夫しながら、登録者の拡大を目指しています。区民以外の方にも読者になってもらう方策に知恵を絞

りたいですね。 

福田： それから、講座受講者向けに、講座予告案内の4コマチラシを区報掲載前に配布する方法を強

化してはどうでしょうね。 

 

司会： 受託事業に対する理解不足が会員にあるようですが。 

早坂： 基本的に「あだち区民大学塾」とは異なる工程で進めなければならない事業なので、PT で対応

しています。区民大学塾のように、選定する講師の了解を得た上で企画書を作成できない難しさがあり

ます。現実的には、会の事業収益の多くを占めるポジションで、テーマ、講師選定・交渉、センターと

の事業契約、実施報告書と各役割を担う責任も重くなりますが、肝心なのは契約に漕ぎ着けるかなんで

す。また、年度内に実現できなければ会の運営経費にも影響します。そのような意味で PT のメンバー

は、各部局かの代表者が担当しています。企画の題材は広く会員に募っていますし、事業の運営スタッ

フについても制限しておりませんので、疑問があればいつでも声をかけて下さい。 
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新春 特別座談会 

 

田中： まったく係わってこなかった人と、企画を提案し継続してきた経験者では大分差が出ているよ

うに思います。参加してみたい人を引き込んでいく事も検討課題ではないでしょうか。 

 

司会： 会員、特に新入会員が、活動に参加し易くする環境作りについて、ご意見をお聞かせ下さい。 

早坂： 新入会員をどうやって取り込んでいくかは、募集方法もさることながら「会の事業が魅力的、

参加してみたい」という①動機づけ、さらに②アクションに繋げること、また、入会する側の③受け入

れ体制と定着できる環境づくりが重要だと思います。  

    特に入会する人と共通認識を持って頂く為の基本となる「ボランティア養成セミナー」が廃止となり、

入会するに当たっての直接の動機付けの部分が大きく後退して久しいのですが、ここを補う工夫が課題

になると思います。 

入会後の研修が大切ですが、現状は事業に追われ、活動の現場で体験しながら学んでいただくしかな

い状況だと思います。そうなると、どれだけの活動の場を踏むかで、技術的にも随分差が出ると思いま

す。 

ボランティア活動は、在籍年数ではなく本人次第の部分も大きいし、そこを支えるリーダーシップの

力量も問われますね。 

福田： 26年度は新入会員が多数加入されました。学習支援部にも新会員が3名加入されましたが、講

座企画・運営にも参加され、すでにリーダーとして講座運営に加わっておられます。 

今やるべきことは、休眠会員へのコミュニケーションの場と活動の機会づくり、センターボラの時代

に比べ時を経ているし、大分運営体制が変化してきているので講座運営への積極的な声掛けも必要にな

っていると思う。 

田中： フォローは、時折繰り返えして提供することもコミュニケーションに繋がるかもしれませんね。 

福田： 入会者の拡大は、多くの機会をとらえて「楽学の会」のチラシ・パンフを作成し、配布しなが

ら PR をしていく。足立区の協働パートナーサイトへ発信回数を増大し、最新情報をアップしたり、活

動報告をアップしてはどうか、シニアは見ていると思います。 

田中： 月例会に参加して「良かった」と思われるようにして行きたいですね。活動の部分は大変でも

何処かに「良かった」と感じて頂ける場があれば、コミュニケーションが取れたことに繋がって、自分

から出番をつくって行けるものと思っています。参加しやすい環境づくりの一つとして、月例会の始め

に「30秒スピーチ」を取り入れたいと考えているところです。皆さんの声を発信できる場として。 

金子： 新たな年を向かえて、さらに皆様の活き活きとした

活動の様子をお伝え出来るよう、広報のスタッフ一同、精一

杯、努力と工夫を重ねて紙面づくりに取り組んでまいります。

ご協力の程よろしくお願い致します。 

早坂： 最後になりましたが、当会を長年ご支援下さってお

られる賛助会員の皆様や顧問の先生方、生涯学習センターや

足立区役所の職員の皆様に、会員を代表してお礼を申し上げ

ます。 

 

司会： 長時間にわたり、本当に有難うございました。 

       「課題と展望」という議題でしたが、皆様方の、会への想いがよくわかる座談会となりました。 

新年を迎えるにあたり、「楽学の会」が益々発展するよう、祈願します。 
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   新年を迎えて「会員の言葉」（順不同） 

広報とは華やかさの陰にある仕事                  広報部長 金子勝治 

新年あけましておめでとうございます。 

広報部の年明け、未年の活動指針は「広報とは華やかさの陰にある仕事」とわきまえて、会員お一人

ひとりが日々活き活きと活動されて居られる笑顔が見える「紙面づくり」に、邁進して参ります。 

「七十にして心に欲するところに従えども、矩(のり)を踰(こ)えず」 

孔子が７０歳で修養や経験を積んで、到達した心の状態や心境を述べたものです。 

「70代にしても、生涯学問を修めて人格者足り得るよう」、促すための論語・・・・     

小生、今年も多くの方達よりのご教示を賜わり、日々精進して参りたいと願っています。 

 

年の初めに思うこと                       学習支援部 今野君江 

 1年の計は元旦にありといいますが、2015年は穏やかな日差しのなかで迎えることができました。今年

も希望に満ちた明るい年でありたいと願う。そして、「1に健康2に健康と健康第一」で過ごすこと。生

活の中で健康につながるものを取り入れる。そして、「ニコニコ笑顔で活動に参加」すること。また、

「楽学の会」がますます発展し生涯学習を目指して、区民の方に多くの魅力ある講座や情報を提供でき

ればと思う。それには、自らも研鑽をつみ学びを確かなものにすること。多くの人々との出会いを楽し

みたい。本年もよろしくお願いします。                    

 

新年の抱負                      ボランティア活動推進部 岡田スミ子 

皆様明けましておめでとうございます。 

今年は未年、羊からは衣・食・住とに関わる様々なものが作られています。また群れをなして行動す

ることから地域の繋がりを感じさせます。学び合う仲間同士がお互いを尊重し、群れをなして新分野に

チャレンジできたらと思います。この一年、健康に留意しチャレンジ精神で行きたいと思います。皆様

よろしくお願いします。 

 

新年の抱負                      ボランティア活動推進部長 田中桂子 

1年があっという間に過ぎて、健康で新年を迎えられました。 

公私共に課題はありますが、オンとオフを上手に切り替え健康維持に繋げ活動できる年になるよう願

っています。私的には小さな夢を楽しみに変えて。ボランティア活動推進部としては、繋がりの中でよ

り良いコミュニケーションが 

活かせた活動になればと思っています。 

 

私の環境元年                    受託事業チームリーダー 安田善英 

現在、足立区の環境講座を受講しています。講座を終了すると足立区での環境エキスパートの資格が得ら

れます。足立区内で環境に関する行動をしたいと思っています。できうれば足立区で環境の講座を開催でき

ればと思っています。 

    

新年の抱負                                                                     事務局  関口博子 

いつまでも楽しく学ぶ事を目的に「楽学の会」に仲間入りして、３年が過ぎてしまいました。昨年も

「やさしい「薬膳」」、「浮世絵で知る江戸の魅力」、「自分流で読む「源氏物語」」等さまざまな講座で 

楽しく学ばせていただきました。いつまでも新しい事を学ぶという事は楽しいものです。今年もスタ

ッフとして参加させていただくと共に、楽しく学ばせていただきたく思います。 
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新年を迎えて「会員の言葉」（続き） 

さらなる飛躍の年へ                          広報部 小林徹 

2015年、未年が穏やかで飛躍の一年であることを祈ります。 

「未」（ひつじ）は『漢書』律暦志によると「昧」で、植物が鬱蒼と茂って暗く覆うこととされ、果実

が熟して滋味が生じた状態を表しているとのことです。楽学の会も発足以来19年になります。会も新し

いメンバーが増え、新しい感覚で熟していくことに期待します。 

 

新しい発見を求めて                                    ボランティア活動推進部 佐野祝子 

「一年の計は元旦にあり」子供の頃、母から教わった古い言葉がひょいと頭の中からとびだした。ず

い分ご無沙汰していた諺である。そうだ、もうひとつ「一日の計は朝にあり」があった。こちらの方が

はっきりしている。年を重ねていくうちに一日がとても大切に思うようになった。 

 昨年はグループ活動の中で迷惑をかけながら数々の新しい発見をし、教えられた。同年代の人達の生

き生きとした姿からいつも勇気をもらっている。今の自分の健康に感謝しながらこの一年もちょっぴり

背伸びして、また何か新しいものを見つけたいと思う。 

各方面から年賀状をいただきました（敬称略） 

★顧問の先生方：伊藤俊夫、興梠寛、大久保邦子、崎山みゆき、の各氏 

★賛助会員：油井久仁子、木元栄子、平木トミ子、緑川智子、の各氏 

★生涯学習関連：近藤真司、佐伯晴子（東京ＳＰ会）、三井元子、米林國雄、 

 北島一弘、NPO法人あらかわ学会、（有）アリア・松本すみ子、の各氏 

★あだち区民大学塾講師：あさくらゆう、青山丈、荒昌二郎、岡部晃彦、 

 石渡博明、櫟原文夫、跡部蛮、外山義也、堀口菜純、の各氏 

 

 

                                                  

 

人口減社会の未来と 
みんなの暮らし方 

今、日本の総人口が減り続けています。少産多死、社会保障費の増加、公共施設の削減や約

など、人口減少によって多くの自治体が消滅してしまうという議論も出ています。都市部で 

暮らす私たちの身近に起こる生活面の課題や事例から、これからの暮らし方を考えます。      

3月8日（日）午後2時～4時            3月 15日（日）午後2時～4時 

「人口減少に対応できる社会とは」       「人口減少と地域」 
講師：加藤 久和 氏            講師：小峰 隆夫 氏 

明治大学政治経済学部教授        法政大学大学院政策創造研究科教授 
日本創成会議人口減少問題検討分科会委員         日本経済研究センター理事・研究顧問 

 

平成26年度 受託講座 開催案内（再掲載・受付中） 

会場：足立区生涯学習センター〈学びピア21内〉5階 研修室１   

対象：16歳以上の方  定員：50名（申込先着順） ＴＥＬ：03‐5813‐3730 

受講料：無 料  申 込:生涯学習センターに電話または直接窓口へ  

タ ネ // / /
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目白大学 社会学部地域社会学科 公開シンポジュウム（1/24）参加報告 

 

1月24日（土）目白大学で開催された「第7回地域フォ

ーラム」に参加した。題目は「震災復興に向けた地域の

力・文化の力」で、大船渡津波伝承館館長の齊藤賢治氏

による「映像からみる大船渡の津波被害と伝承館の役

割」と仙台市長の奥山恵美子氏による「仙台市における

復興事業と文化の力」の2件の報告があり、引き続き、学

生および来場者と報告者二人との意見交換があった。 

齊藤氏は撮り続けた津波映像をつかって命の大切さを

語り継いでいこうと動いている人である。自ら撮られた

映像は大船渡の津波による被害の悲惨さを伝えている。 

 

奥山仙台市長は、仙台市も大きな被害を受けたが、震

災2週間後には仙台フィルハーモニー管弦楽団と市民有志

が音楽の力による復興センター・東北を立ち上げ人々の

心を音楽で励ます活動をして大きな成果を上げている状

況を報告された。 

フォーラムでは学生の積極的な質問もあり有意義な意

見交換であった。 

東日本大震災から今年は4年目を迎える。次第にメディ

アの報告も少なくなる現在、これからの復興と支援の必

要性を痛感したシンポジウムであった。 

参加者：早坂津夜子、小林 徹 （記） 
 

男たちのボランティア2015開催案内（2/7） 

～扶けあう地域づくりで生涯現役～ 
平成27年2月7日（土） 12:30～16:00（受付開始12:00） 

場所：足立区役所 庁舎ホール（2階） 

第1部 基調講演＆パネルディスカッション 

「支えあうまちを目指して」足立区地域のちから推進部長 井本 浩平氏 

第2部 ボランティア・NPO 団体の活動紹介 

多数の皆様の参加をお待ちしています！ 

 

八王子生涯学習コーディネーター会  10周年記念誌 紹介 

八王子生涯学習コーディネーター会から10周年記念誌「悠々楽習」が届きました。

本会は八王子市の行政や他の市民団体と協働・連携し、市民の生涯学習を支援する活

動を行っています。 

 本冊子はワークルームに保管されています。是非ご覧ください。 

 

★ご連絡：ご連絡：楽学ニュース203号の「みんなの広場」会員 宮崎伸廣さんの活動紹介の宮崎伸廣さん

の名前は信廣さんでした。訂正しお詫びいたします。 
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       新年会報告（1月14日開催） 

平成27年の新年会が1月14日（水）生涯学習センター7階の「レ

ストランさくら」で実施された。 
まず早坂代表理事より「今回台東区教育委員会から当会に学習活

動の視察依頼があり、2月に実施する予定である。当会が事業と

して幅広く認知されるようになったことは喜ばしいことで、今年

も充実した力強い活動を目指しましょう」との挨拶で始まった。

次に生涯学習センター平野

所長からのご挨拶で「指定

管理者として7年目を迎え、

当会の行動力ある活動に今後とも出来る限りの協力をしていきた

い」との嬉しいお言葉を頂きました。続いて鳥塚副所長の乾杯の

ご発声で歓談に入った。和やかな話し声と笑い声が聞こえる中恒

例のカラオケが始まり、一層盛り上がった。 
アッと思う間に所定の時間となり、最後に全員で「ボケない小

唄」を合唱し、江川常務理事の中締めで閉会となった。 

（ボランティア活動推進部） 

 

運営委員会だより （1月5日） 

1．代表挨拶：報告および提案  

  新年おめでとうございます。皆さま良いお年を迎えられたことと思います。 

最近、「楽学の会」法人設立と大差ない時期に設立した団体から「10周年記念誌」が届くことが多

くなりました。記念誌を拝見しておりますと、それぞれが目指してきた活動の足跡が刻まれており

ますが、手法は違っても目指すところは一様に「活動に参加している人の生きがいや、やりがいが

結果として社会貢献に繋がっていて、それが自身の学びの蓄積となり、喜びになっている」という、

正に「学びの楽しさを循環させる機能」を創りだしていることを感じます。 

楽学の会も常に、活動の在り方や運営についての見直しや新ジャンルの開拓に努めてきておりま

すが、その時々に見合った体制づくり、意識の共有を維持していくには、リーダーの役割と責任は

益々大きなものとなって行くと思っております。 

本年も運営委員の皆様と共に英知を結集し、活動の円滑化に努めてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

2．議題 

（1）情報交換 

  ・八王子生涯学習コーディネーター会 10周年記念誌 回覧 

 ・12/19 国立教育政策研究所公開シンポジウムの報告、 資料回覧 

（2）月例会開催について 

  ・1月月例会 1/14（水）新年会  地域文化課・センター出席者の確認 

（3）あだち区民大学塾（検討会議・企画会議・地域協働講座） 

  ・「江戸四宿」 終了、 「信長公記」 終了 

・「薬膳」1/21、28 

（4）受託事業について 

  ・「定年後の暮らしの幸せレシピ」 終了 →至急請求書提出 

  ・「どうなる？人口減社会の未来とみんなの暮らし方」 3/8、15 開催 

（5）各部局・PTからの報告および提案（省略） （6）その他（省略 
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ボランティア 情報 

ボランティア 情報 
◎ 講座名：日本の魅力発見  

箸から見る和食文化 
日 時：平成27年3月4日(水)  

午前10時～11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：50人 

対 象：16歳以上の方 

内 容：魅力的な日本文化の一つ、無形文化財

にも指定されている和食。そこになくて

はならない「箸」の歴史や文化、「箸」に

込められた日本人の精神など「箸」の視

点から和食を見直し、日本の文化の素晴

らしさや魅力を再発見しましょう。普段

お使いのお箸をお持ち下さい。 

講 師：小倉 朋子氏（日本箸文化協会理事、 

亜細亜大学講師、） 

 

◎ 講座名：足立区郷土博物館連携  
浮世絵の系譜・歌川派を中心に 

日 時：平成27年3月21日（土）  

午前10時～正午  

場 所：生涯学習センター 5階 研修室1 

受講料：無料   

定 員：50人 

対 象：16歳以上の方 

内 容：足立区立郷土博物館で2月10日（火）～
4月6日（月）に開催される浮世絵展「歌
川派と歌舞伎－勇壮なる役者絵の世界－」

の関連講演会です。江戸時代、鳥居派によ

って描かれ始めた役者絵は勝川派などを経

て歌川豊国など歌川派の絵師にその中心が

引き継がれ、多様な展開を遂げていきまし

た。本講座では浮世絵の歴史、浮世絵作者

の系譜を通して、華やかな役者絵の世界を

ご紹介していきます。 
講 師：小林 優氏（足立区郷土博物館専門

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 

2月 3日(火) 午後3時～5時 研修室3 

◎ 月例会  

2月20日(金) 午後3時半～ 研修室4 
◎ 学習支援部 

2月10日(火) 午後2時～ ワークルーム 

◎ ボランティア活動推進部  

2月 10日(火) 午後2時～4時 ワークルーム 

◎ 広報部 

2月 10日(火) 午後2時～4時 PC 会議 
2月23日(月) 午後2時～4時 ワークルーム 

2月26日(木) 午後2時～4時 ワークルーム 

◎ 事務局 

2月 4日(水)午後2時半～4時半ワークルーム  
2月10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  

2月20日(金) 午後2時～3時半 研修室4 
◎ 大学塾講座企画会議 

2月 3日(火) 午後1時半～3時  研修室3 
 

�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 :090-3105-8140 
   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

 
 
 
 
 

楽学インフォメーション 

★会合のお知らせ★ 

 

2015年、新しい年が始まりました。 

ことわざの“一年の計は･･･にあり”は、物事の

計画は早めに立てるのがよいとの戒め、今年

度も新たな講座企画が目白押し、積極的に事

業の運営に参加いたしましょう。 
皆様の活動を楽しくお伝えして参ります。 

（広報部）

 
 

 

最近 ｢あなたの PCはウイルスに罹ってい

る｣ とか「この PCは動作が遅く停止する危険

がある」などの文字が出て対策サイトへ誘導

する詐欺が流行っています。アクセスすると

逆にウイルスを感染させたり、効果のない対

策ソフトを買わせるので無視してください。

注意や警告は脅迫に至る！ （ＨＰ・神戸）

生涯学習センター 講座情報 

ホームページ・メルマガのご案内 

編集後記 
 

２月月例会のご案内 

日時：2月20日（金） 午後３時半～５時半 

場所：生涯学習センター ５階 研修室４ 

テーマ：「ファインダーから見た世界」 
講師： 杉山 眞澄氏（楽学の会・会員）    

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）
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