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   第５３号（平成３１年(2019 年）３月号）               

 

・やしお市民大学ＯＢ会編集委員会・

  企  画 活  動  

☆法話を聴く会☆ 

 福蔵院は古新田にある真言宗豊山派の寺である。

薬王山最勝寺福蔵院と号する。本尊は薬師如来。 

11月 9日、小雨の降る中、19名の善男善女が集まっ

た。古新田の人が多かった。 

慈雨甘露･･･あいにくの雨ではあるが、これを仏様

のお恵みと捉えれば有りがたい、とのこと。 

 年中行事･･･1月 8日の初薬師と 4月 8日の薬師護

摩、御縁日には病気平癒と身体堅固を願いたい。彼

岸は、功徳を積む絶好のチャンス。しっかり、ご先

祖様にお詣りしたい。最も重要なのが、8月 20日の

施餓鬼会で、広く一切の衆生を供養するのだとい

う。 

 人生八十年を一日に例えると･･･午前が 40年、午

後が 40年。ОB会の仲間は、概ね人生の夕方になる

らしい。日の盛りには存分に働いた。終活やエンデ

ィングノートを考えながらも、ささやかに酒食を楽

しみ、趣味・道楽に貴重な時間を使いたい。 

 一期大要秘密集･･･臨終に際しての心構えを九項目

にわたって教わったが、中でも、「極楽はあらゆる所

にあり、現世も極楽の一つ」という話が心に響い

た。要は、心の持

ち方、生き方で、

この世を極楽浄土

にすることもでき

るし、地獄にして

しまうこともあ

る、と理解した。 

 流れ大師･･･西新

井大師に始まり、小林一茶ゆかりの炎天寺に終わる

新四国八十八所霊場の七十三番札所に当たり、大師

堂がある。八潮のむかしばなし十九話に取り上げら

れている「流れ大師」様だが、普段目にすることは

ない。この度、法話の会の御縁をもって開扉され、

参会の皆々が賽銭をあげ、手を合わせることができ

て良かった。        （1期 坂本藤次） 

 

☆学長懇話会☆ 

「テーマ：八潮の防災」 

11月 17日、楽習館 映像ホールに於いて、大山忍

学長、市民活動推進部、戸澤章人部長ご出席のも

と、学長懇話会が開催された。昨今各地で災害が多

発しており、大山学長のお話を大変興味深く拝聴し

ました。 

あくまでも私個人の感想です

が、大山学長は今回の懇話会で

は、災害全般のお話の中で、気象

変動等による水害対策などに重点

を置いた話をされていたと思いま

す。 

確かに八潮市は市内を流れる中川や綾瀬川をはじ

め、荒川や利根川など大小の多くの河川による災害

のリスクが高い地域です。 

大山学長は、想定される様々な災害例を挙げる中

でわかりやすく話すとともに、行政としての様々な

対策を考えていること、既に実行されている予防策
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について話されました。その中で行政の対策、対応

に限界があるとのことでした。「自分の命は自分で守

る」、確かにその通りだと思います。しかしその後の

質問コーナーでも出されていましたが、避難所の地

域間格差や緊急時のライフラインの確保など、個人

では解決できない問題がまだまだ多くあります。 

「八潮の防災」とても大切なテーマです。そして緊

急な課題がたくさん詰まっています。 

とても有意義な時間でした。できることでしたら

とても大切なテーマですので第二弾、第三弾と開催

されることを願います。   （12期 石川賢吾） 

 

☆ 盛況！ Yashio Jazz Flash 2018 ☆ 

第 4回目となる「Yashio Jazz Flash 2018」が 11

月 25日(日)、やしお生涯楽習館多目的ホールで開催

された。 

開場は 13:30分であるが、13:00

には待ちきれないお客様が集まり

だし、早めに開場とした。そして

開演 15分前にはほぼ満席状態とな

った。 

本日演奏するジャズバン

ド名は「サーズディ・ジャ

ズクラブ」で八潮地区、草

加地区を中心に演奏活動を

行っている。 

 さて、ステージではメン

バーの音合わせが始まり出

した。14:00司会役の深谷順子さんからメンバー紹介

が始まり、いよいよ 1曲目「アメリカン・パトロー

ル」から「Yashio Jazz Flash 2018」が始まった。

サキソホーン、トランペット、トロンボーン、エレ

キベースの音がお腹に心地よく響いてきて、やはり

生演奏はいいなと思った。曲が進むにつれて、ステ

ージで演奏しているメンバーと聴衆が一体となって

きて会場は熱くなってきた。 

 1st Stageで 10曲を演奏、15分の休憩をはさん

で、2nd Stageで 10曲の演奏をおこなった。最後の

曲は「バット・ビューティフル」で、しっとりとし

た演奏でした。当然アンコールがあり、美空ひばり

の曲をメドレーで演奏してもらい、本当の最後の曲

となった。 

 今回、やしお市民大学ＯＢ会として６期の菅井耕

二氏、4期の小林義和氏、8期の原文雄が裏方で手伝

いをした。9:30に集まり横断幕の設置、音響調整、

スポットライト調整などを 10:30までに終えて、バ

ンドメンバーが少しでも早く本番前の練習が出来る

よう心掛けた。午後からの受付対応で 14期の大熊久

江氏、川上カツ子氏が参加してくれました。 

年々お客様が増えてきており、次回は広い会場で

行えるようにしたい。    （８期：原 文雄） 

 

 協 働 活 動  

☆水辺の楽校バーベキューパーティー開催☆ 

水辺の楽校はどこにあるの？という声を聞きまし

た。認知してもらうのにどうしたらよいか。そうだフ

ラワーパーク水辺の楽校でバーベキューをすれば認

知されるとの思いでパーティーを開催しました。開催

日は 11月 18日(日)11:00集合。天気は薄曇り。 

「手ぶらでバーベキュー」。文字通り器材、食材は業者

が持ってきてセッティングしてくれて、あとは火をつ

けて、肉、野菜を焼いて

食べるだけ。 

ОB 会員 14 名と NPO

法人つながるネットか

ら 1名の計 15名が参加

した。3つのグループに

分かれて焼き始めまし

た。鍋奉行ならぬ「バーベキュー奉行」がどんどん焼

いてくれました。今回少しでも参加費を抑えるために

アルコールは注文しませんでした。でも、参加者から

酎ハイ、ビール、ワイン、日本酒を提供して頂きまし

た。おかげで、飲んで、食べて、歓談して満喫できま

した。川和田会長も途中から参加して、肉、野菜を提

供して頂きました。缶ビール、ワイン、酎ハイがどん

どん空になっていき、締めは焼きそばです。味はやや
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薄味で高齢者に優しい味でした。 

商工観光課の担当者も朝から会場に来て、写真を撮

ったり、ОB会員と談笑したりしていました。 

14時頃業者が器材を引き取りに来て。皆で簡単な跡片

付けをして解散となりました。今回実行してよかった

と思っています。来年は年 2 回の開催を計画します。 

（写真を見て、会場の雰囲気を感じて下さい。） 

（8期 原 文雄） 

 

 部 会 活 動  

＝＝歴史部会＝＝ 

☆尾張・三河の国、由緒探訪☆ 

11月 11日(日)、恒例の一泊旅、定刻 7時、好天の

中総勢 16名で出発。道中の車内は今回の見学先の話

題で賑やか。小牧到着は既に昼時。名古屋名物の海

鮮丼膳を戴き，美味い・安い・大盛りの三拍子。 

①、犬山城／愛知北端で尾張と美濃の国境にあり、

日本三名

城の一つ

で国宝指

定。天守

は急階段

でスカー

ト姿は禁

物(？）。 

②、熱田

神宮／愛

知南部の

熱田台地

にあり、式内社、尾張国三宮、三種の神器を祀る。

かつて門前町が賑わっていたことから、河村たかし

名古屋市長も門前横丁の整備を公約していた。 

③、内海温泉／知多半島先端に位置し、伊勢湾を一

望、朝日夕日が絶景。「唐人お吉生誕の地」で記念石

像あり。湯に浸かり、ご馳走とカラオケで癒され、

日頃の疲れが解消。 

④、常滑焼／日本六古窯の一つ、平安時代末期から

の歴史があり、生産品は時代と共に日常雑器・生活

雑器・建築資材と変化した。 

⑤、有松鳴海絞／有松地域を中心に受け継がれる

“絞り染め”で国指定の伝統工芸品。江戸時代以降

の国内絞染生産の大半を占めた。江戸時代の街道土

産として作られた手拭い

や浴衣から名産品とな

り、北斎や広重の浮世絵

にも描かれた。生地に糸

で絞り上げる職人芸の実

演は見事。 

⑥、八丁味噌／大豆の全てを麹にした豆麹を長期熟

成させ作られる「豆味噌」で、岡崎市八帖町の伝統

的製法で作られたもの（現在 2社のみ）。大きな木桶

に仕込まれた味噌に蓋がされ、3トンもの石を手積み

し、寝かせられる桶が保管された味噌蔵は壮大で圧

巻。試食では独特の香ばしさ。二日目の昼食は三河

名物。天婦羅、寿司、八丁味噌のきしめん、うなぎ

の乗ったお稲荷さん。 

隣のうなぎ屋から漂う香りと共に美味を堪能。 

午後 8時半過ぎ、全員無事八潮に到着、全行程 886

ｋｍ無事完走。 

安全運転ドライバーに感謝。 （8期 高橋金作） 

 

☆下野の国／足利・栃木蔵街の探訪☆ 

 2月 17日(日)、参加者 24名、最初の探訪は 1705

年創建の足利

織姫神社。織

姫山の中腹に

建つ足利織物

の守り神で、

近年は縁結び

のご利益があ

るとされてい

る。平等院鳳

凰堂をモデル

にした社殿は

朱塗りの映え

る美しい建物で、境内からの眺望も素晴らしかっ

た。 

 次の探訪は足利

学校。室町時代か

ら戦国時代にかけ

ての関東における

最高学府であり、

最盛時 3,000人が

学んだとされる。

茅葺きの建物、

鶴・亀を模したといわれる庭園等が整然と配置さ

れ、静寂な雰囲気の中で当時を忍ぶことができた。 

 続いて隣接する鑁阿寺（ばんなじ）。1196年源頼朝
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の従弟で義兄弟でもある足利義兼により創建された

真言宗の古刹。四方を堀に囲まれた 12,300坪の敷地

に国宝の本堂始め各種文化財の立ち並ぶ様は、源氏

本流の氏寺としての偉容だった。足利学校と鑁阿寺

は 80歳を超えた元気な女性のボランティアガイドさ

んに案内して頂き、我々も元気を頂いた。 

 昼食のそば定食御前を美味しく戴き、栃木市の探

訪に向かう。栃木市は江戸時代には巴波川（うずま

がわ）を利用した江戸との舟運と、朝廷から日光東

照宮へ派遣された使者（例幣使）の宿場町として栄

えた商都。黒塀、白壁土蔵等が立ち並ぶ街並みであ

ったが、水戸天狗党の騒乱で多くが焼失し、今は

所々に残っている状況である。 

 昔は急流だったが今は穏やかな巴波川の遊覧船に

乗り、

街並み

を眺め

ると共

に沢山

いる鴨

と鯉と

戯れ

た。 

江戸

時代後期の豪商 塚田家歴史記念館では、家宝、古代

銘木、個人所有の山車等を見て当時の豪商の羽振り

の良さを感じた。最後にとちぎ山車会館で高さ 7ｍの

山車を見て今回の探訪は終了した。 

 多少風が冷たい場所もありましたが、晴天に恵ま

れ楽しい歴史探訪でした。 （10期 玉木 稔） 

☆今後の活動計画及び活動計画会☆ 

4/7(日)上野・武蔵国／一宮の探訪（富岡/貫前神

社、大宮/氷川神社） 

6/2(日)大田原探訪(那須神社/大雄寺/芭蕉の館/黒

羽城址/雲厳寺)  

＊会員外の方を含めて、お誘いあわせの上、多数

の方の参加をお待ちしております。 

2019年活動計画会 

日時：5月11日(土) 14:00～16:00 

場所：やしお生涯楽習館 ２階 映像ホール 

＊決定後OB通信54号(7月発行予定)に掲載予定 

 

＝＝うたまち部会活動報告＝＝ 

今年度は 4月～7月の 4ヶ月は毎月 2回のレッスン

を行いました。美声を出せるようになることを目標

にして、レッスンの始めには「発声の体操」を十分

に行いました。歌は力強さが出る演歌の中から「お

岩木山」「ふるさとは今もかわらず」を歌っていま

す。8月は暑気払いを行いました。９月～10月は八

潮市民文化祭出演を目指して、「365日の紙飛行機」

「村まつり」「もみじ」「旅愁」「川に抱かれて」の 5

曲を選んで練

習を重ねまし

た。 

11月３日の

市民文化祭発

表ではこの 5

曲を歌いまし

た。 

今は新年度

に向けて活動を続けています。 

（6期 部長 木村 進） 

 

＝＝料理部会活動報告＝＝ 

☆2019.2.10の活動☆ 

今回は①鶏肉と野菜のクリームシュチュー②桜ご

はん③大根の味噌汁④サラダ➄ベ

ーコンのカキ巻き⑥デザート(コ

ーヒーゼリー)を作りました。 

①鶏肉と野菜のクリームシュチュ

ーと②桜ごはんはレシピを紹介し

ますので作ってみて下さい。 

 

（レシピ） 

１．鶏肉と野菜のクリームシュチ

ュー 

（材料）：鶏もも肉 1枚、ブロッコリー 200ｇ、玉

ねぎ １個(小)、しめじ 1/2パック 

酒 大さじ 2、みそ 大さじ 1、 

牛乳 カップ 1、塩、コショウ 少々、プールマ

ニエ、バター，小麦粉各小さじ 2 

（作り方）：①鶏肉は、酒をしみ込ませ（軽くかけ

る）皮を取って一口大に切る。②ブロッコリーは

洗って、食べやすさに切り、塩を入れゆがく。③

玉ねぎは 1㎝角に切り、しめじは根元を切り落と

し、ほぐす。④プールマニエをつくる、バターと

小麦粉を混ぜる。➄フライパンにサラダ油小さじ

１杯を入れて鶏肉を入れ両面焦げ目がつく程度焼

く。取り出して、人参、玉ネギを入れて炒め、し

んなりしたらしめじを入れる。塩、コショウを振

りかける。 

⑥みそをカップ 1/3の水で溶かし、フライパンに

入れ、牛乳を注ぐ。肉、ブロッコリーを入れ 3分 

程度煮る。塩、コショウで味を調える。 

２.桜ごはん 

（材料）：桜の塩づけ 15ｇ、昆布 5×10㎝、 

米 2合、酒 大さじ 1 

（作り方）①米は 30分前に洗ってザルに上げ、桜の



5 

 

花びらは、たっぶりの水の 10分付け塩抜きをす

る 

②よくかき混ぜて桜の花びらを取り出してお

く。つけていた水の上澄みを１カップ取る。③

窯に米、②の上澄みの水、酒、昆布を入れ規定

の水になるように水を加える。20分後にスイッ

チを入れる。炊き上がったら桜の花を入れ、か

き混ぜる。（お握りでも美味しい） 

 

＝＝ウクレレ部会＝＝ 

12月 21日(金)八潮市身体障害者福祉センター「や

すらぎ」へ慰問に行きました。演奏慰問は年 2回行

い、今年は 6年目。「クリスマス演奏慰問」としては

3回目になります。 

会場は社会福祉協議会の社会適応訓練室で行いま

した。演奏が始まると、広～い部屋いっぱいにウク

レレを演奏する真似をして喜ぶ姿や、全身動けない

女の子の笑顔が見られます。ほかのお友達も全身で

喜ぶ笑顔がたまらなく、可愛い。子供たちの楽しげ

な思いが熱く伝わってきて、わたくしたちの明日へ

のエネルギーとなります。 

演奏が終わると、「また、クリスマスにきてね～～

～」と言われて、思わず、「いいとも～～」と答えて

いるメンバーです。 

子供たちの期待に応えてクリスマス慰問は実行し

ていきたいと考えています。 

（部長 7期 川和田政子） 

 

＝＝太極拳部会＝＝ 

☆太極拳と私☆ 

太極拳部会は 今年で発足6年目を迎えました。 

昨年 4 月より「やしお健康太極拳の会」とし、一般の参加

者も受け入れる会となりました。 

そして私も、入会後早3年過ぎました（休みの多い生徒で

すが・・・）。 

若かりし頃 テレビで観た太極拳の優雅な演舞に憧れて

いました。OB会でやっと太極拳に出会うことができ入部しま

した。しかし観るとやるとは大変な違いでした。動きはとても

ゆっくりで これで運動？と当初は感じていました。手先足

先の真似ばかりでしたが日がたつほどに 呼吸のこと、軸の

作り方、体のひねり方等、基本的なことが理解できるように 

なり、ようやく皆さんについていける程になりました（？）。 

太極拳は足腰を強化し転倒防止、脳の活性化（24式を覚

えるなど）、免疫力の向上、心を落ち着かせるなど、高齢者

にはもちろん「若人にも大いに効果がある」のではと思うよう

になりました。 

発足当初

からの会員

は「中伝」に

資格アップし

て頑張って

おります。私

も皆さんに

ついて習い

ながらこれか

らも続けていきたいと思っています。何せ、仲間が好きです。

「先生をはじめ皆さん楽しく親切、休んでいても教室に行き

たくなる」そんな太極拳の会です。   仲間に謝謝         

（6期 原田エイ子） 

 

＝＝健康ウォーキング部会＝＝ 

☆28回八潮市内「いちょうを訪ねる」☆ 

11/16(金)、木々の葉が紅、黄色に見ごろを迎えま

した。ひんやりした空気の中で楽しむ紅葉は、私達

の心身を癒してくれます。 

八潮市の木「いちょう」を忘れていないでしょう

か？一色に染まった紅葉を訪ねての市内ウォーキン

グとイタリアンのランチは歩数だけじゃない今日の

お楽しみです。 

（コース）駅前公園→市役

所通り(いちょう並木)→中

央公園→観音寺(樹齢 400年

の大いちょう)→諏訪神社→

大原公園→西袋児童公園→

保健センター→大曾根八幡

神社→食事「イタリアン/フ

ェリーチェ」→スポーツセ

ンター通り(いちょう並木)

→大原公

園→駅前

公園   

（解散・

約 7Km） 

フェリ

ーチェの

ハウスワ

インとイ

タリアンランチはなかなかのものでした。 
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☆29回 八王子、日野「高幡不動」☆ 

12/7(金)、江戸時代、甲州街道の宿場町として発

展した日野は、鬼の副長、土方歳三の生誕地です。 

新撰組ファンにはたまらない。また、恵まれた自

然「川、丘、湧

水」があり、健

康ウォーキング

には最適な街で

す。草加駅集合

で、中央線「日

野駅」に向か

う。 

（コース）日

野駅→普門寺→万願寺中央公園→安養寺→土方歳三

資料館→石田寺→向島用水路「食事/そば処 開運」

→高幡不動尊→高幡不動駅⇒草加駅 

 

☆30回 川崎大師「三つ目の大師」☆ 

1/15(火)、お大師様として親しまれ、江戸庶民の

間で定着していた川崎大師。川崎宿の繁栄は大師の

存在でした。川崎大師は現在も参拝者で大変な賑わ

いを見せる全国屈指の寺院で知られている。 

今回は三大師 3番目、川崎大師へ初詣に参りまし

た。 

（コース）京浜急行電鉄 大師駅→若宮八幡宮(金山

神社)→池言坊→川中島神明神社→石観音→大師公園

(濱秀園・中国式庭園)→川崎大師→「食事処」→明

長寺→馬頭観音→大師駅⇒八潮駅(解散) 

 

☆31回 北千住とその周辺☆ 

2/26(火)9時、北

千住駅西口駅前

デッキ(丸井 2 階

入口前)に過去最

多の32名が集合、

そこから旧日光

街道沿いを歩く

ことに。細い路地

が多いことからウォーキングマナー五か条の１つ、「広が

るな～参加者だけの道じゃない」を頭に入れ、今も残る

宿場町風情・寺院仏

閣を求めて歩きまし

た。 

源長寺は、江戸時

代早くから寺子屋を

始め、学問だけでは

なく礼儀作法を重ん

じる教育をした。 

名倉医院は、1770年頃から骨接ぎをはじめる。その名

声は全国に知れ渡り日本中から患者が治療に訪れるとと

もに大勢の弟子が集まったという。 

名倉家代々の家憲では、「人々の娯楽のために身を粉に

して働いてくれる人たち」相撲取り・役者・鳶の衆・芸

者・幇間からは、治療費を取らないこととした。これは

業祖「名倉直賢」の想いがあったとのこと。 

同医院は今も整形外科医院としてこの地で治療をして

いる他、「名倉」を冠した接骨院が全国に広がっている。 

昔の八潮では、接骨院のことを「名倉」と呼んでいた

ことを思い出した。 

昼食は、中華のエビチリを美味しく頂き・・・ご馳走

様でした。 

現在、北千住は高層ビルが建ち並び、駅前では人々の

喧騒を感じるが、裏路地に入ると、昭和が色濃く残った

街であり、人情味さえも窺えた。 

もう一度歩きたい街…千住。 

今日は思ったより寒い一日で足も重く帰宅の途につい

たが、充実した 1 日であった。頑張った私の歩数計は、

1万9,614歩を示していた。 

（コース）北千住駅→横山家、吉田家→長円寺→氷

川神社→名倉医院→虹の広場(学びピア 21)→安養院

→千住本氷川神社→大橋眼科→勝専寺→金臓院→東

京芸術大→不動院、慈眼寺→千住神社→「食事処」

→源長寺→芭蕉像→氷川神社→北千住駅(解散)  

（10期 田邉信代） 

 

☆健康ウォーキング部会 4月までの活動計画☆ 

今年 4月までの計画は次の通りです。新年度の計

画は部会総会後の次号に掲載いたします。お試しを

含めて気軽に参加して下さい。お待ちしておりま

す。 

32回 法政大学とその周辺      ：3/29(金) 

33回 越谷「久伊豆神社の藤」    ：4/26(金) 

（部長 5期 岡 薫） 
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 同期生の話題  

☆７期生活動報告☆ 

「８７(はな)の会だより」 

８７の会は、やしお市民大学７期生の集まりであり、

今年3月で、出会いから学生生活２年間、OB会で8年

間が経過します。 

1月23日新年会を開催し、10人のメンバーが参加、

川和田ОB 会会長、NPO法人活動のメンバー、市民大

学運営活動メンバー、それぞれの現況報告の後、いつも

ながら同期仲間の楽しい食事会を持ちました。唐詩選に

年年歳歳花相似たり、歳歳年年人同じからず、という句

があります。８７会のメンバーも、現実問題として高齢

化に対処していかねばなりません。8年前の卒業時21

名いたメンバーも、残念ながら4名の方が黄泉の国に

旅だた

れまし

た。ま

た、病

気など

の事情

で退会

された

方もお

り、現在14名になりました。 

やしお市民大学の存在が、メンバーそれぞれの人生に

定着しており、その恩恵は計り知れません。 

これからも、同期として、健康で、楽しく明るい会運

営を続けられることを祈念し、新年会をお開きにしまし

た。 

（87の会、主な活動予定） 

5月18日 87の会、総会 

7月 コンサート（サントリーホール） 

8月 暑気払い 

12月 能楽鑑賞（国立能楽堂） 

（7期代表 野口勇一） 

 

☆９期生（遊久会）の活動報告☆ 

９期生は 3.11 大震災の年に入学し災害被災地への支援

を考える人も多くいる中で、学びの教室へと集った仲間

達です。 

卒業後は年

２回の食事

会 を 開 催

し、毎回13

～15 人が

参加して笑

いのウズの

中で近況報

告。 

参加できない仲間も地域、社会で活躍しています。輝く

シニア時代を健康・長寿で一人一人が納得の人生を歩ん

でいきたいと思います。    （9期 小川由利子） 

 

☆１0期生の活動報告☆ 

10 期生の多くで構成する十期会では 11 月 22 日～

23日に紅葉狩りを兼ねて草津温泉旅行に行きました。

いざ一泊となると皆さんご都合があって、参加できな

いメンバーが出て、結果的に 7名となりましたが、思

い出に残る楽しい時間を過ごすことができました。 

朝、八潮駅に集合して新宿へ移動し、10:00新宿か

ら草津の「ホテルヴィレッジ」への直行バスに乗り込

み出発です。草津温泉についてからはフォレストゴル

フ、温泉夕食、カラオケ、トランプ、又温泉と、楽し

い時間を過ごしました。 

気が付けば時が過ぎ、0時を回

っていました。それにしても久し

ぶりにおこなった「ババヌキ」で

は笑い転げました。 

翌日は温

泉街、湯畑

を散策しつ

つ昼食、お

土産購入な

どに時間を

とり、午後3

時に帰途に

つ き ま し

た。 

渋滞のため、だいぶ帰宅が遅くなりましたが、事故

もなく楽しい懇親紅葉狩りができました。 

次年度の紅葉狩りは奥多摩方面を検討しています。 

（10期 豊田 隆） 

 

☆やしお市民大学大学院 12期生☆ 

研究課題と発表 

12期生は 6名です。一番年上の上村さんは市民大

学 11期生で今年度再度チャレンジ「新庁舎に多世代

の交流の場の施設」子どもと高齢者の交流の場が必

要と提案しました。納得の発言でした。 

「気功と健康について」がテーマの蓮本さんは大

学 12期生。子どもの頃、体が弱く気功によって健康

になったと気功を勉強し教えるようになり、気功の

良さを知ってもらいたいと大学院に入りました。 

「日本語が下手なので」と気にしていましたが、

とても上手で説明も分かりやすかったです。 

大学の様子を絵に描いて知らせたいと日本画を習

い初めて、大学では絵本の挿し絵を描いてくれた大 

学 14期生の平松さん、大学院でイラストに挑戦、セ
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ンスが良くモデルが誰か解るほどです。素敵な 1年

間になりました。 

大学 14期生の長岡、高橋，金澤の 3人は町会の

「ふれあいサロン」を知り、町会の実態や内容を知

りたいと研究をする事になりました。社協 44支部

中、24支部と、約半分の町会しか実施していませ

ん。企画者、町会の理解などの問題点があります

が、地域の居場所づくりとして広まっていくことを

願います。 

6人それぞれ楽しく研究することができました。 

（大学院 12期 大学 14期 金澤文子） 

 

 その他の話題  

☆やしお市民大学自主研究・大学院研究発表会開催☆ 

平成31年2月2日(土)に大学院研究発表会、2月16

日(土)に市民大学自主研究発表会が開催されました。 

 

 

行事予定  

☆平成３１年度総会☆ 

平成 31年度やしお市民大学ОB会総会、懇親会が

次の通り開催されます。多くの会員の皆様のご出席

をいただきたくご案内します。 

日時：平成 31年 4月 27日(土)10：45～ 

場所：八潮メセナ２階集会室 

 

 

 

 

 

☆企画活動☆ 

・ОＢ会春季グラウンドゴルフ 

ОB会春季グラウンドゴルフ開催要領決まる 

開催日：5月 29日(水)～30日(木) 

（チラシ同封） 

・古典に親しむ会 

日時：5月 17日 10:00～ 

場所：楽習館 映像ホール （チラシ同封） 

 

☆やしお市民大学☆ 

・やしお市民大学、同大学院入学式 

5月 11日(土) 於八潮メセナ 

 

 連 絡 事 項   

市民大学OB 通信のＱＲコードを設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊次号の発行は 7月を予定しています＊ 

記事締め切りは 6月末（豊田着）でお願い致しま

す。 

また、企画事業はじめＯＢ会の記事は会長又は

副会長経由、部会報告は部長経由、その他は適宜

記事の提供をお願い致します。 

 

☆編集後記☆ 

従来からの記事の他に、各卒業期会員の活動を

積極的に、偏りなく掲載していきたいと考えてお

ります。会員皆様の紙面です。積極的な投稿を期

待しております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

やしお市民大学ＯＢ会ＯＢ通信編集委員会 

  編集委員 川和田政子 OB会会長（7期） 

       原 文雄  OB会副会長（8期） 

       玉木 稔   OB会副会長（10期） 

山岸哲雄 （11期） 

（責任者 豊田 隆（10期） 

 (連絡先/記事送付先：豊田 隆）) 

（PCメール）tkstoyoda@aol.com 

〒340-0833  八潮市西袋 874-6 

(携帯電話)📱 080-3533-8352 

(携帯メール）tkstoyoda8352@gmail.com 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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