
2018 年 9 月 6 日        ところざわ倶楽部「広場」                [１] 
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市民大学修了後も         

   人生まだまだこれから‼  

「ところざわ倶楽部」は市民大学OB 3団体の中で最

も若い団体です。現在16のサークル262名の会員が活

発に活動しています。 

市民大学で学んだテーマを継続する場として、市 

民大学で出会った仲間と共に「生涯学習」を心の糧とし

て、“好奇心旺盛にして” “楽しく人と交わり”“一日

でも長く元気に過ごしたい”と願っています。 

 会員の多彩な顔ぶれと「人生まだまだこれから」の心

意気で、“老練な青春”を共に、耕していきましょう‼ 
 

ところざわ倶楽部の目的と活動 

目的：所沢市民大学を修了した人達が、サークル活動等

の学びを通し、豊かな市民社会を実現するため  
に、コミュニティーの輪を広げながら地域に貢

献することを目的とする 
 
活動：  (1）ところざわ倶楽部主催の講演会や文化 

祭等の開催 
（2）サークル毎の目的に沿った活動 

   （3）サークル間で企画し、共同で活動 
（4）サークルが企画して倶楽部と協力して、会

員全体に参加を呼びかけ開催する事業 
 
会費：倶楽部年会費2000円 

会報のメール配信 1／月 
講演会、講座、文化祭等開催 

（会報や事業チラシの郵送を希望される方は 
別途送料800円／年） 

「ところざわ倶楽部」は心身ともに健康に、仲間

と学び、集いの場になることを確信しています。 
 
皆様のご入会を心からお待ちしております！ 

 
 
 

 

所沢市民大学修了者の会 広報紙 

2018 年 9 月特別号  

発行責任者  佐藤 重松 

  第 25期 市民大学受講生の皆さんへ！ 

ところざわ倶楽部会長  佐藤 重松 

▲討議する  ところざわ倶楽部理事会。   
毎月倶楽部運営について討議しています。 

 
 

▲発表  第6回ところざわ倶楽部文化祭。 

懐かしの映画・鑑賞会による「同級会音頭」 

▲集い楽しむ  良き仲間と語らい、楽しむ。 
所沢シニア世代地域デビュー支援の会 市民文化フェア参加  
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 ところざわ倶楽部は、市民大学 14 期以降の修了者が設立した組織で、現在 16 のサークル

があります。各サークルの概要とサークルの作り方を紹介いたします。 

（敬称略）                   ※詳細は別紙「サークル一覧表」をご覧ください。 

№ 種 サークル名 結成母体・特別会員 活動内容 

1 

音
楽
文
化
芸
能 

葵の会 16 期・古典文学 古典文学・古典芸能を学ぶ 

2 楽悠クラブ 14 期・音楽・藤田 明 オペラ鑑賞・会員間の親睦 

3 ドラマティック・カンパニー 15 期・文学と音楽・笠松泰洋 シェイクスピア戯曲の朗読 

4 懐かしの映画・鑑賞会 19 期・元気なまちづくり 懐かしき映画の鑑賞・懇談 

5 民話の会 19 期・有志 民話の学習・お話し会開催 

6 自
然
環
境
歴
史 

地域の自然を考える会 14 期・地域の自然・大堀聰 トトロの森の管理・保全活動 

7 地球環境に学ぶ 14 期・地球環境 環境問題の学習・啓発 

8 所沢の自然と農業 15 期・環境倫理など 里山保全の啓発・野菜作り 

9 野老澤の歴史をたのしむ会 16 期・所沢市史 所沢近隣の歴史学習・人物研究 

10 

地
域
の
課
題
研
究 

 

アジア研究会 14 期・日本と世界 アジアの国々を学習・懇話会 

11 活きいきシニア福祉の会 21 期・高齢者福祉 高齢者福祉の学習・健康増進 

12 食を通して所沢を知る会 18 期・20 期・有志 地産地消の推進活動・料理教室 

13 所沢シニア地域デビュー支援の会 18 期・20 期・有志 セカンドライフの支援活動・学習 

14 脳活サークル 18 期・20 期・脳の科学 認知症予防の学習・活動 

15 北欧の会 15 期・日本経済 北欧の社会システムの学習 

16 傍聴席 14 期・日本の将来 市議会の傍聴・市政の意見交換 

 

25 期受講生の皆さん、ところざわ倶楽部サークルに加入しよう！新サークルを作ろう！ 

ところざわ倶楽部サークル・サークルの作り方 

サ ー ク ル の 作 り 方 

<サークルの作り方> 

1、2 年次の講座をそのまま延長して作る。 

 さらなる学びの継続、懇親を深めていく。 

2、同期の仲間で、2 年次とは異なった別のテーマ

で作る。 

（例 民話の会、懐かしの映画・鑑賞会） 

<サークルを作る条件> 

1、 ところざわ倶楽部の会員 

2、 6 名以上で構成 

<サークルの特典> 

1、 補助金 年に 1 回支給 

2、 ところざわ倶楽部の事業の提案・参加ができる。 

<運用> 

1、 各サークルのルールで運用 

2、 他のサークルにいくつ入っても良い。 

3、 倶楽部の情報は、サークルから会員へ伝達

される（郵送希望者は担当部から伝達）。 

4、 サークルに加入していない人は、理事会総

務部所属で、総務部より連絡 

5、 補助金（主に会場費）（年に１回支給） 

10 名以下：3,000 円 

20 名以下：4,000 円 

30 名以下：5,000 円 

31 名以上：7,000 円 
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写真で見るサークル活動 
 
 
 
 
 
 

 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        
「所沢シニア世代地域デビュー支援の会」チアダンス  会場の皆様と一緒に楽しみました 

     
 

  
 
 
 
 

 

ところざわ倶楽部は 262 名の会員の皆さんが地域の中で、音楽、文化、娯楽、自然環境、歴史、地

域の課題研究、ボランティア等、楽しみながら活動しています。その一端をご紹介しましょう！ 

 

仏像彫刻 丸山 節氏 

 
絵画 内尾 幸子氏  展示会場風景 

第 6 回文化祭（舞台・展示品 一部紹介） 

「民話の会」所沢市立南小学校で 
3 年生と所沢の民話を楽しみました 
 

「新春の集い」落語・渡辺昌一郎（会員）    「アジア研究会」懇親会 

（敬称略） 

「新春の集い」 会員による箏演奏 

 
「懐かしの映画・鑑賞会」 端午の節句の宴で懇親 

「ドラマティック・カンパニー」朗読劇 
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開催日 行事 内容 参加人員 場所 

1 月 29 日

（月） 

新入会員歓迎 

新春の集い 

1部：箏 中西君恵・本橋清子・水戸幸枝 

2 部：落語 2 題 水々亭めだか・きさら

ぎ亭きらら 

72名 

（ 新 人

14名） 

航空公園内 

日本庭園茶室

「彩翔亭」 

4 月 6 日

（金） 

時局講演会 テーマ：政治とジャーナリズム 

“権力とメディアがどの様な関係にあ

るのが健全なのか”が喫緊の課題 

講師：門奈 直樹（立教大学名誉教授） 

175名 新所沢公民館

ホール 

6 月 6 日 

（水） 

ところざわ倶楽部文

化祭 

舞台部門：12時 30 分～16時 

プログラム：民話の語り、野老澤の歴史、アク

ティブシニアチアダンス、フードバックの紹

介、演奏、朗読劇、踊りと太鼓の同級会音頭 

展示部門：10時 ～ 17時 

150名 中央公民館ホ

ール及びホワ

イエ 

6 月～７月

４回 

公開文芸講座 テーマ：故郷とどう向き合うのか 

遠野物語・賢治・太宰・若竹（おらおらで） 

講師：及川 道之(秋草学園短期大学教授) 

95名 生涯学習推進

センター 

ホームページのお知らせ 
ところざわ倶楽部には、広報ツールとして、毎月発行の広報紙「広場」とホームページの二つの媒

体があります。2016年 1月にリニューアルされた HPは、最新の情報を会員にお届けするために、

原則として毎週月曜日に更新しています。HP には、ところざわ倶楽部のイベントなどの情報のほか

に、各サークルの活動報告や会員個人の趣味など、幅広い情報発信の機能を有しています。HP の全

てのページは、どなたでも閲覧でき、掲示板も設置している双方向のツールです。是非ご覧いただ

き、掲示板もご利用下さい。 http://www.tokorozawaclub.com   〔ところざわ倶楽部 2〕で検索 

 

 

 

ところざわ倶楽部総会のお知らせ 

日時：平成 30年 11 月 20日（火）13：00～15：30 

場所：ミューズ管理棟５Ｆ第 2展示室 

今年 6月には、第 6回「文化祭」を開催しました。 

総会までに 25 期の皆さんはサークルへの加入、新

サークルの設立をご検討ください。 

※サークル設立、入会は総会後でも可能です。 

     
 

平成 30 年度ところざわ倶楽部開催の主要行事（事業部） 

ところざわ倶楽部総会とサークル加入・設立のお誘い 

昨年度総会 

昨年度総会 

http://www.tokorozawaclub.com/
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