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<子 ども教室研究科>

二学期の始まιlです

合言葉け 「た0し き0そ か権鯉 Jで す

自分が東 しむということが一番大事だが′二番目に大事なのはその楽 しみを人に分

けることだ 人に分けるということは,人 からも分けてもらう だから人のネットワ

ロニ学期もたのしい学びになりますように !

く高齢者大・7核>に 関わる前に饗読したく江坂 本>の 中からお気に入りの笛所

今読み返しても なるほどと思えてきます

むろんもう会社時へのヨコならびの集回合戦は終わった。団塊ならぬ 「小塊Jで 充

分.「大志Jよ り 「小志J 個を活かしあえるもの同士が,ゆ るやかに連帯していこう。

人生それぞれ 人さまざま 人と家族の数だけの生き方′生き甲斐がある [オ レは

これにチャレンジするJと いうものを見つけ′そこで満足を味わったらいい。定年後′

これはわれわれの生き方だというライフ スタイルを回塊とそれに続く世ltは見せて

―クは作ったほうがしヽい 自分だけの趣味を自分だけでやって満足していたらネクラ

になってしまう。

互しヽに見せ合ぃ′評価し合う友やグループがいる。共感してくれる人としやべるの

が一番面白い。■いなことに′定年後は′興味の合わない人′共感のない人との付き

合いを捨てられる特権がある.共 感できるというのは′意見を同じくするということ

ではない。個を尊重しながら,無 理に意見の一致をする必要もない。クラブ的な軽い

ノリ′サロン的な知|1刺激を大事にしよう.テ ーマさえ共通していればよい テーマ

は 「世に役立つことJで も 「同じ趣味Jで も何でもよい

多少の希望的観測でもあるが′私はこの回塊の世代が日本に本物の老大文化や介護

サービス′ニュータイプのポランティアなど 文イヒ ビジネス両面で新しいものを作

つていくだろうと期待している

ほしい (江 坂彰)

*

☆4,1から く高齢者大学校>に 関わり く子ども教=研 究科>の アシスタント活動

という新しい分野にテャレンジしています。[これが私の生き方だ !Jと 言えるほど

自信を持って活動しているわけてはありません が 私なりのくライフ スタイル>

は見せているつもりです ★ボランティア活動なのに くだから)予 想以上ににしい

日々が続いています それだけにく自由時間の減少>に 悩み   込いが増えたこと

は確かです それだけにもう一よくlT坂 ■>を 手にして この二学期には 「私のラ



目標はもちろん :

<科 学の授業をたのしむ会>の 活動と

く子ども教宝研究科>ア シスタントの両立です

イフ スタイルJ改 めて造い求めていきたいと思います

■吉回輝元 夏のく出前授業>な ど

0フ 月23日  大東わくわく科学教室 170名

* * *

●台風の接近で気になる天候ですが.

今日からこ学期の始まりです 二学期には スボーッ交流会 (lo月 28日 )や 文

`ヒ

祭 (12月 9日 )な ど大きな行事があります 普段の置義とは違う く高齢手大学

校>の イベントですから クラス委員長 (小,1さん)と lR当委員を中心に早めの準菊

をお願いしたいと思います そして く子ども教i研 究科>の 普さん :ご 協力をどう

ぞよろしくお願いします

また 来週からく講義>が 本格的に始まります くたのしさこそが一番の憲法 !>

を合言葉に ,国 たのしく充実 した内容/lg提供できるように 「カリキュ‐76に そ ,

てし,か ι,こ準●したい ′Jと 思ぃます

■学期も 塚口さんと音口でアシスタント活動をがんばります :皆 さん :ど うぞよ

ろしくお願いします

② 7月 31曰 _●円坂 ll学教_~

200名   ◎ 8月 4曰  オールナイ ト討論会  lo名   o9曰  リーカロイヤ

ル科学教室 20名   o17 18曰  メ1谷たのしい授業フェスティバル  670

名  022日  四條畷公民館T4学教室 30名   o23日  大東子育て科学教皇

30名   ◎ 25日  生野舎利寺科学教豊 40名   ◎ 260 第四回 く大阪た

のしい授業塾>50名    この他にも四條畷市小学校 3校 べ く出前授業>に 出かけ

ました.充 実してぃましたが さすがに疲れましたね !

摯ゴ当卜の導1鮨R「トライアイス J軸 組準の彙鹸rドヵ¬ャ[,く
"障

日
“小 中 高 c亙,  名前(          )

0今 回の慢葉の 「奈しき,|ま,  ② 今回の感 の 「囚書Jは ?

9皇務書『つた   9i正誅:F'た
0 どちらともいぇない      0 とち●●ともいえない
2 奏しくなかoに        2 あまりよく分からなか,た
1 せヽ軌 奎しくなかった    千 ぜれ 分から

' 'ヽ●
た

0 中  高  大人

C今 回の機嚢t・,楽しき,,,

0と ても嚢しかった
● 奎レかoた

0 こち●●ともいえない

2 楽しくなかoだ

1 ぜんこヽ楽灰 なっ。た

G前 (         )

● 3回 の慢葉の 角 勧 は,

6 こてもょくゎか。だ

0よ くわかoた

0 とちらともいえない

2 あまりよく分からなかoた

千 ぜんせヽ分からなかった

:「FtlifEIttifTT"隧
0今 回の授童の慇憩ゃ綸などを 目歯にきいてください

`

三`●
つの■|lτ′■ン==て=(り した

ネ0めてマ′十をた てド■llし●
ル才

い

′する力`ら
01｀ヽ■力がめ,■
ヤ、ぺ‐卜17Fりも楽 し

',れ
 てして

藁 嘔


