
平成 29 年 2 月 10 日    ところざわ倶楽部「広場」特別版                

平成 29 年度第 10 期（市民大学 23 期修了者、一般含む）の 32 名の新入会員をご紹介いたします。 

それぞれ多様な人生経験を積まれ、個性的な方々です。ところざわ倶楽部も本年 10 周年を迎えました

が、新入会員の皆さんが新しい活力を導入し、大きな力になっていただけるものと期待しています。 

 
 
 
 

 
岡崎 久子 
（所沢の自然と農業） 
出身地:東京都練馬区 
趣味:歌うこと、ガーデニン

グ、ドラマをみること 
市民大学 19 期生です。市民大学

をきっかけに音楽や美術に係わってきました。土

と触れ合うことや自然と係わることに魅力を感じ

「所沢の自然と農業」に入会しました。よろしく

お願いします。 

小嶋 一郎 
（地球環境に学ぶ） 
出身地:福井県あわら市 
趣味：絵画、音楽鑑賞（クラシッ 

ク、フオーク（カントリー）） 
 日本の宇宙開発と共に生きた一人です。それが

きっかけで宇宙に興味を抱き、宇宙開発はもとよ

り宇宙創成、太陽系誕生宇宙物理学にものめり込

み「自称宇宙オタク」と称しています。 
NPO 法人 宇宙アドバイザー協会正会員 

           小平 佳子 
         （楽悠クラブ） 
        出身地:長野県佐久市 
        趣味:ガーデニング、音楽鑑賞、

絵画鑑賞、映画を見ること 
 市民大学 20 期卒業です。2 年次は笠松先生の音

楽を選びました。この度ところざわ倶楽部、楽悠 
クラブに入会させて頂き新しい出会いが始まりワ

クワクしております。よろしくお願い致します。 

        三瓶 芳朗 
       （未加入） 
        出身地:福島県 
        趣味:書道、水彩画、散歩、読書

         23 期の企画委員も終了し、今

回入会いたしました。日程調整もあり、まだ特定 
のサークルには加入していませんが、いずれはと 
考えております。これまでと違った体験が出来れ 
ばと思っています。 

   青山 さわ 
 （活きいきシニア福祉の会） 
出身地:宮城県石巻市 
趣味:活花、短歌、太極拳、水泳

「福祉」って何なのだろう、体

系的に学んでみたいが動機でした。増大する福祉

ニーズと質の向上のための財源も目下、知りたい

一端です。福祉活動に繋がるように学びたいこと

がたくさんあります。 

岩瀬 真弓 
        （ドラマティック・カンパニー）

        出身地:東京都 
        趣味:クラシック音楽、朗読、 
           ゴルフ 
 市民大学を修了して出来た自分自身の輪をもう 
ひと回り大きくして、セカンドライフを心豊かに、

楽しく過ごしたいと入会しました。 

   大木美和子 
（ドラマティック・カンパニー、

懐かしの映画・鑑賞会） 
出身地:東京都 
趣味:ピアノ、旅行、マージャン

 新しいことに一歩を踏み出す

のはいくつになってもドキドキそしてワクワクし

ます。自分の世界が大きく広がっていくのを楽し

みにしています。 

         大舘 徹 
       （所沢の自然と農業、野老澤の歴

史をたのしむ会） 
        出身地:所沢市北野 

        趣味:ハイキング、ゴルフ、写真

 グループ学習での農業生産への関心、歴史探索、

出歩いて未知なものを見聞するなどに興味があり

ます。OB 活動グループに参加して少しでも楽しい

道を歩きたいおもいです。よろしくお願いします。

平成 29 年度 第 10 期 
ところざわ倶楽部 新 入 会 員 紹 介
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 小田原一博 
（地球環境に学ぶ） 

出身地:東京都 
 趣味:ウオーキング 
 所沢在住 29 年、会社往復のみで

横の繋がりはゼロでした。23 期市

民大学で多くの方と繋がりができ、今後はところ

ざわ倶楽部でさらに繋がりと知識を深めたいとお

もいます。 

     川上 紀春 
       （活きいきシニア福祉の会） 
        出身地:栃木県鹿沼市 
        趣味:クラシックギター演奏、ス

ポーツジム通い 
 平成 27 年 5 月に退職しました。市民広報がきっ

かけで市民大学を受講し現在にいたります。希望

だった本当の所沢市民に変身しつつあることを実

感しています。シルバーパワーで頑張ります。 

        河野 繁雄 
       （野老澤の歴史をたのしむ会） 
        出身地:所沢市三ヶ島 
        趣味:ゴルフ 
         ところざわ倶楽部への入会動

機は、特になく市民大学を卒業したら 3 グループ

ある OB 会のどれかには所属しようと考えていま

した。25 期企画委員を担当していますが、入会し

たサークルと企画委員の活動日が木曜日なのでサ

ークル活動は企画委員修了まで休止します。 

 菅谷 健二 
（懐かしの映画・鑑賞会） 
 出身地:東京都 
趣味:街道歩き、映画鑑賞、古文

書、詩吟 
 市民大学を卒業し、新しい仲

間と刺激を求め若い頃から親しんでいた映画の会

があるのを知り入会させて頂くことにしました。

よろしくお願いします。 

        竹内 和幸 
       （活きいきシニア福祉の会） 
        出身地:長野県 
        趣味:ハイキング、野菜作り、 
             カラオケ 
 現在「トコろん元気百歳体操」のサポーターの

講座を受講中 

手塚百合子 
（活きいきシニア福祉の会）

 出身地:栃木県 
 趣味:旅行、運動（ゴルフ、

バレーボール、グラン

ドゴルフ） 
 生涯学習、生涯スポーツをモットーに過ごして

います。 

        中村 昌彦 
       （所沢の自然と農業） 
        出身地:愛知県一宮市 
        趣味:日曜菜園、陶芸、絵手紙、

ボーリング 
 市民大学にて知人も増え卒業後も交遊できる機

会があればと、ところざわ倶楽部に入会しました。

今までより、行動範囲が広くなるのが楽しみです。

 

           藤吉 律子 

       （活きいきシニア福祉の会） 

        出身地:東京都 

        趣味:活字を読むこと、数独を解

           く、キチンと囲碁を覚えたい

 認知症がボケと言われた頃から関心を持ち、北

海道千歳では家族会に参加していた。市民大学 2 

年次のＧＷで福祉を学んで自分ばかりでなく高齢

者同士の助け合いの輪に入る必要性を感じた。 

        丸山 節 
       （脳活サークル） 
        出身地:東京都杉並区 
        趣味:ウオーキング、寺社巡り、

           彫刻 
 年齢を重ねるに従い世間が狭くなるのを、市民

大学での世代を超えた交流で、新しい経験をさせ

ていただいた。倶楽部でもより広い多才な皆様と

の交流を得て心身のリフレッシュをしたい。 

          松野美津子 
       （懐かしの映画・鑑賞会） 
        出身地:埼玉県本庄市 
        趣味:健康体操、写経、 

ウォーキング 
市民大学在学中、色々の方々との交流もあり、

充実した日々を送ってまいりました。在学中、

懐かしの映画鑑賞会に入っている方の話を思い

出し、入会。出会いを大切にしていきたい。 



平成 29 年 2 月 10 日      ところざわ倶楽部広場特別版                

 
           森 敏雄 
      （所沢の自然と農業、アジア研究会）

        出身地:静岡県富士市 
        趣味:家庭菜園、ゴルフ、ハイキ

          ング 
家庭菜園の充実を図るため「自然と農業」に、

海外ツアーで得られないアジア各国の情報に接す

るために「アジア研究会」に入会。 

        森崎 紘子 
       （アジア研究会、懐かしの映画・

        鑑賞会） 
   出身地:東京都 
   趣味:ガーデニング（バラ）、 

海外旅行（シルクロード）、生け花、ボランティア

「人生ってうれしいもの」と思えるように、好奇

心をもって、楽しく日々を過ごしたい。ところざ

わ倶楽部の皆さんとの出会いを期待しています。

柳澤 絹子 
（民話の会、ドラマティック・

カンパニー、活きいきシニア福

祉の会） 
趣味:音楽関連、散策 

 市民大学へは新たな自分探しと居場所を求めキ

ッカケ作りを期待し入学、企画委員とは？それ等

の想いに逆行するのではと不安抱くが此迄とは違

った貴重な体験のチャンスと捉え楽しみに翔る。

         岡崎 裕 
       （所沢の自然と農業） 
        出身地:東京都杉並区 

 趣味:山登り、写真、家庭菜園 
       所沢は自然も多く残っていて、ゆ

ったりした気分で過ごせる場所なので、地域の人

とともに、汗をながしたり、楽しんだりしていけ

ばと思います。宜しくお願いいたします。 
 

米倉 誠一 
       （活きいきシニア福祉の会） 
        出身地:福岡県 
        趣味:歩く、ジョギング 
         40 年弱の不自由な生活を経て、

やっと手に入れた自由な生活を満喫していたの

に、市民大学入学前後から完全に自由な日は「金

曜日」だけという不自由な生活に戻ってしまった。

何かがおかしい！ 

        和貝 一子 
       （活きいきシニア福祉の会） 
        出身地:埼玉県所沢市 
        趣味:ライブ鑑賞、絵画鑑賞、絵

を描くこと 
  誰でもがなるシニア、仕事を辞めて自分のや

りたい事をしてのんびり過ごすのも大切！でも

その中に仲間がいたらどうだろうと考える、笑顔

が幸せ作る、そんな場所を作り、楽しく生きたい。

島田 憲一 
       （アジア研究会） 
        出身地:群馬県 
        趣味:写真、サイクリング 
         仕事でアジアの人達と知り合

いアジア地域への興味があった。文化や政治等、

様々な事を知りたく入会致しました。宜しくお願

い致します。 

内川 賢治 
       （懐かしの映画・鑑賞会） 
        出身地:埼玉県深谷市 
        趣味:水泳、囲碁、パソコン、 
          ウオーキング 
 市民大学修了後何かサークルでもと思っていま

したら、代表の二上様から、「懐かしの映画鑑賞サ

ークル」にお誘いがありました。アットホームな

雰囲気の会でしたので入会させて頂きました。 

吉兼 健悟 
        （懐かしの映画・鑑賞会） 
        出身地:徳島県 
        趣味:ゴルフ、映画鑑賞、読書 
        地域デビューで第 23 期所沢市

民大学に学び、2 年次で狭山丘陵を散策し、所沢の

自然のすばらしさを教えてもらいました。 
「ところざわ倶楽部」で新しい出会いを楽しみに

しています。 

佐藤 修 
出身地:福島県 
趣味:美術鑑賞、ゴルフ、 

里山ウオーキング 
 市民大学 23 期、2 年次は美術を

選びました。サークルはまだきめ

ていませんが自分に合ったものを早く決め、仲間

との交流を通じて、充実ある日々を過ごしたいと

おもいます。 
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久次米 泰 

       （民話の会） 
        出身地:徳島県 
        趣味:歩くこと 
          よろしく！お願いします。

この気持ちで活動をスタートさせていただきま

す。 

         玉井有太郎 
       （葵の会）  
        出身地:愛媛県今治市 
        趣味:歴史 
         当地に移転して 4 年目です。 
所沢の地理、歴史、風土等々が知りたくて、又、 
良き出会いを楽しみにして、入会しました。 

湊 眞砂恵 
 （脳活サークル） 
  出身地:横須賀市  趣味:ウオーキング 
「広場」の親しみやすい記事とホームページの幅

広い情報から、今までとは違う角度で「良く学び、

よく遊び」のたのしみ方を見つけていきたいと思

います。 

細矢 武 
（脳活サークル） 

 
 
※本年の新入会員は、市民大学 23 期修了者 30 名、

一般の方 2 名、総計 32 名です。 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 27 日新入会員との懇親会開催！   

中島 峯生（広報部）

１月２７日新入会員歓迎 

の第１部「新春の集い」 

と第２部「懇親会」が、 

彩翔亭で多くの方が参 

加して開催されました。 

「懇親会」は１部終了後、参加者皆で準備し、

和菓子と抹茶とをいただきながら、佐藤事業部

長の難解な駄洒落を入れての司会で進められ

ました。会長の 10 周年を迎えたところざわ倶

楽部の状況を含めた挨拶、新入会員の参加サー

クルと今後の様々な抱負を含めての自己紹介

がされこれからの活躍が大いに期待されます。

総務・事業・広報三部門による業務の紹介、サ

ークルの参加者によるサークル自慢と入会の

勧誘を兼ねた挨拶がされ、ところざわ倶楽部を

深く認識、確認されたと思います。お茶を飲み

ながらの懇親会で打ち解けた時間を過しまし

た。予定時間を大幅に過ぎ石堂総務部長の音頭

による一本締めでお開きになりました。新旧参

加者全員で会場を片付け、 

新旧会員の交流が楽 

しい雰囲気で出来まし 

た。満足して、冬の穏 

やかな夕日の中帰路に 

つきました。 

「活きいきシニア福祉の会」入会の動機  

川上 紀春

「活きいきシニア福祉の会」への入会のきっかけ

となった第一の理由は、市民大学 2 年次のグルー

プワークで「福祉論（少子高齢化時代の福祉）」

を選択したことです。 

平成 27 年 5 月に退職しましたが、勤務地が都

内だったため 20 数年所沢市に暮らしながら、所

沢市がどんなところかほとんど知りませんでし

た。 

2 年次のフループワークを通じて、団塊の世代が

後期高齢者となる 2025 年問題や所沢市の高齢者

福祉行政の現状を学習するなかで、もう少し「高

齢者福祉」について勉強してみたいとの思いが強

くなりました。 

また、栃木県の実家の母が一昨年 9 月に 98 歳

で亡くなりましたが、介護施設の方々に大変お世

話になりました。それもきっかけとなり、地域で

のボランティア活動にも興味を持つこととなり

ました。 

今後、行政による公助が益々厳 

しくなっていくことは確実であ 

り、介護保険や所沢市の福祉制 

度について学びつつ、楽しく、自然体でボランテ

ィア活動に参加できることを目標にしています。

「広場」特別版 
問い合わせ 海老澤愛之助（04-2922-0259） 

新入会員からメッセージ！ 


