
●お申し込み時は下記をお知らせください。ＦＡＸの場合、391-7357まで、本紙を送信してください。 
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Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

●募集要項 
１．どなたでも、またお一人様いくつでもお申し込みいただけます。 
２．電話かFAXか電子メールで、必ず事前にお申し込みください。 
  TEL 0120-57-0843  FAX 045-391-7357  
  MAIL asaeldar@dream.ocn.ne.jp 
３．お申込み締切りは、各企画開催日の前々日の15:00です。 
４．万一、締切りまでにお申し込みが２名以下の場合は中止とし、 
  お申込みされた方全員にご連絡いたします。 
５．定員を超えた場合はキャンセル待ちをお受けしますので、 
  お申込み後ご都合が悪くなった方は、必ずご連絡ください。 

あさひ寺 子 屋  始めます。 
主催： 
ＡＳＡ三ツ境北部 
共催： 
あさひ寺子屋プロジェクト 

朝日新聞の販売店ＡＳＡ三ツ境北部では、この度、
現社屋に隣接する旧社屋２階の空き空間を活かして、
「あさひ寺子屋」を開設することにいたしました。常時
開設ではなく、企画に応じてオープンするスタイルと
なります。かなり老朽化したスペースで恐縮ですが、 

地域のみなさまの身近な学びと交流の場として、積
極的にご参加いただけましたら幸いです。 なお、内
容詳細につきましては、裏面をご参照ください。 
所在地： 〒241-0816 横浜市旭区笹野台4-65-12  

参加企画（FAXでお申し込みの方は、上記カレンダーにはっきりと大きく丸印をつけてください）
お名前〔          〕・電話 〔           〕・あればﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ〔                〕 
◆学生は→小・中・高・大・院生  ◆社会人は→10代・20代・30代・40位・50代・60代・70代以上   

三ツ境駅下車 笹野台商店街を抜け徒歩７分 

笹野台交番の５軒先右側・金が谷道沿い 

小学生算数は9:00～10:30 

中学生数学は10:30～12:00だよ。 

申込み時に、どちらか教えてね。 

内容詳細は
裏面をご覧 

ください。 



語り場シリーズ／憲法編①（無料） 

日本国憲法をどう考える？ 
いま日本国憲法が大きな岐路に立たされ
ていますが、学校で習って以来、多くの人
はその意味や意義を忘れているようです。
この機会に、私たちが、ふだん憲法を考え
たり、見直したりするのはどういう時か、振
り返ってみましょう。憲法に助けられる時も
きっとあるはずです。みんなで率直な意見
交換をしたいですね。（松原博） 

あさひ寺 子 屋 第１期 内容一覧 

●７月30日(水) 10:00～12:00／10名 

●８月９日(土) 16:30～18:30／20名 

区内探訪シリーズ（現地集合・原則無料） 

危機に瀕するアフリカ象 ナイトズーラシア動物教室 

●８月20日(水) 15:00～17:00／10名 

寺子屋シリーズ／動物保護編（無料） 

夕方の動物園を見たことがありますか？ 

ナイトズーラシアを見学して、夏休みの自
由研究にしちゃおう！ ライオンの目は夜
の闇で光るかな？ 象は起きているのか
な？ 自分の目で確かめてみよう。ズーラ
シア15年のベテランガイドが案内します。
ＡＳＡ三ツ境北部の読者は、１家族２名様
まで無料ご招待。３名目からと読者外は
入園料をご負担ください。（木村吉夫） 

「アフリカ象の涙」を見たことがあり
ますか？  そうです。泣いているので
す。いま15分毎に１頭が殺され、昨年
は５万頭が殺されてしまいました。こ
れは象牙製品需要のためなのです。象
の現状について理解を深め、密猟の実
態も知ることで、絶滅を防ぐためには
どうしたらいいか、みんなで話し合っ
てみませんか？（木村吉夫） 

八百屋のお兄ちゃんが、パソコンを使っ
て面白い合成映像を作ります。題して「～
みんなで“かめはめ波“を撃ってみよ
う！」。今回は、あの人気アニメ「ドラゴン
ボール」の主人公孫悟空の必殺技「かめ
はめは」の合成映像を作ります。編集中
の画面も公開するので大人の方でも楽し
める内容です。（関敏幸） 

●８月24日(日) 10:00～12:00／15名 

寺子屋シリーズ／パソコン編（無料） 

八百屋のお兄ちゃんの 

面白パソコン教室 

天声人語活用塾② 

●８月21日(木) 16:30～18:00／10名 

寺子屋シリーズ／国語編（1000円） 

基本的に８月２日の活用塾と同じですが、
別な日の天声人語を使いますので、ご都
合の付く方は、両方ご参加ください。タイト
ル付けを通じ、日常生活にも役立つ「要約
力」など磨きます。９月以降は平日夕方の
毎週定例化を計画していますので、継続
参加もご検討ください。現役の塾国語教
師でもあるため、小中高生のための国語
塾の役割も考えています。（徳留佳之） 

天声人語活用塾① 

●８月２日(土) 14:00～15:30／10名 

寺子屋シリーズ／国語編（1000円） 

ファンも多い朝日新聞のコラム「天声人
語」。これを教材として活用し、「書き写し」
より簡単で、誰もが気軽に学べる機会を
つくります。天声人語を読める方・読みた
い方・読んでいる方なら、年齢を問わずど
なたでも大歓迎。学生の国語力アップに
はもちろん、「語彙・読解力検定」対策の
一環や、大人の教養・楽しみの場ともなる
ことを目指します。（徳留佳之） 

「新聞読み較べ」で 

自分なりに考えよう！ 

●８月22日(金) 15:00～17:00／10名 

語り場シリーズ／新聞編（無料） 

大きな転換期にある今、多くの人々は、テ
レビ報道が作ろうとしている方向に流され
つつあります。実はテレビで報道されてい
るものが世論とは限りません。新聞をしっ
かり読み比べることで、いま起きつつある
問題の本質を理解できるように、学習交流
したいと考えています。（錦織順子） 

原発のいまとこれから 

●８月29日(金) 15:00～17:00／10名 

語り場シリーズ／原発編（無料） 

福島の原発事故から３年以上が経過しま
したが、放射能の放出は、いまだ続いて
います。そして、被災者が避難する過程
で入院患者など少なくとも60名の方が命
を落とし、また甲状腺がんになった人も89
人にのぼっています。この現実を直視し
福島の事故を風化させないためにも、情
報交換をしていきたいと思っています。
（錦織順子） 

どうする？お墓とお葬式！ 

●８月10日(日) 14:00～16:00／10名 

寺子屋シリーズ／終活編（500円） 

いまやシニアには欠かせない、人生の終
わりのための準備活動「終活」。この機会
に、お墓やお葬式をどうするか、じっくり
考えてみませんか？ すでに決めている
方・決まっている方にも役立ちます。「お
墓に入りたくない人 入れない人のため
に」の著者が、さまざまな最新事例を詳し
く紹介しながら、幅広い視点から、選択の
ヒントを提供します。（徳留佳之） 

「ひだまり日記」その後 

●８月３日(日) 14:00～16:00／15名 

語り場シリーズ／介護（無料） 

さわイン創刊１年後の1999年から８年余
100回に渡って連載していた「ひだまり日
記」。その著者で介護福祉士の中田一花
さんは、現在も特定非営利活動法人ひだ
まりで活躍中です。今回このプロジェクト
に賛同下さり、６年ぶりに語り合う「集い」
が実現しました。福祉・介護・ボランティア・
障害・ペットのことなど参加者の希望テー
マで話し合いたいと思います。（安達和夫） 

夏休み宿題お助け相談室 

●８月27日(水) 9:00～12:00／20名 

寺子屋シリーズ／算数・数学編（無料） 

元中学の数学教師が夏休みの宿題のお
手伝いをいたします。わからない算数・数
学の宿題や問題をご持参ください。「答
え」を教えてもらうというよりも、自分の努
力すべき課題が何なのかを、考えるきっ
かけにしてもらえればと思います。 
9:00～10:30＝小学生の算数（10名）、 
10:30～12:00＝中学生の数学（10名）
（松原博） 

◆お願いです。参加者の方は、 

「マイスリッパ・マイ水筒・筆記用具」
を必ずご持参ください。また、 

車でのご来場は、ご遠慮ください。 

主催：ASA三ツ境北部 共催：あさひ寺子屋プロジェクト 

※寺子屋シリーズは学習寄り 

  語り場シリーズは交流寄り 

  のイメージですが、 

  あくまでも便宜的なものです。 


