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大西 優（おおにしまさる） 

（所沢シニア世代地域デビュー 

支援の会） 

出身地: 兵庫県姫路市 

趣  味: 園芸 日本画鑑賞  

 

団塊の世代、第 22 期所沢市民大学を通じて初めて

所沢での交流の場ができました。 

入会を機に更に広がってゆくことを期待すると共

に楽しみにしています。 

 

勇崎 明子（ゆうざきあきこ) 

（活きいきシニア福祉の会）               

出身地：大阪府 

趣  味：刺繍、コーラス、絵手

紙 

 

ところざわ倶楽部の会員の生き生きとした生

き方を見て入会しました。 

        小野塚 勝俊（おのづかまさとし） 

       （傍聴席） 

        出身地：東京都 

        趣 味: 水泳 

 

 「生涯学習の理念のもと、豊かな市民社会の実現

をめざし、地域に貢献する」という「ところざわ倶

楽部」の目的こそ、所沢・日本の未来を創る大変重

要なポイントだと強く賛同しています！！ 

 

 

 

鯨岡 真理（くじらおかまり） 

（所沢の自然と農業） 

出身地: 茨城県 

 趣 味: 旅行、パッチワーク     

＆キルト、のんびりすること 

  

所沢に越してきたとき、富士山と雑木林の美

しさに感動しました。先日、その林の中で落ち葉

掃きをすることが出来、楽しい時を過ごしまし

た。自給自足の生活に憧れています。 

 

稲村 貢（いなむらみつぎ） 

(野老澤歴史を楽しむ会）  

 出身地: 富山県 

趣 味: 囲碁、早朝散歩 

 

心身の健康を維持して、少しでも  

長く若さを保って生涯学習を心がけていきたい

と考え、入会させていただきました。 

お世話になります。どうぞよろしくお願い

いたします。 

        大江 宏 (おおえひろし) 

       （アジア研究会、地球環境に学ぶ） 

        出身地: 新潟県阿賀町 

        趣 味: 里山歩き、旅、 

                      マジック練習 

 

人や地域と楽しく関わることが、オツムと足

腰をできるだけ長持ちさせ、シニアライフを前向

きに歩むために大切と考えます。ご縁があった本

倶楽部はその期待に応えてくれると感じていま

す。 

 

                

 

第 11期（市民大学 24 期修了者、一般含む）の 25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 11 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。 

 

所沢市民大学修了者の会 広報紙 

2018 年 新入会員紹介号 

発行責任者  佐藤 重松 



 [2]                  ところざわ倶楽部「広場」                

 

安藤 哲（あんどうてつ） 
(楽悠クラブ） 
出身地： 
趣 味：  

 
 

粟屋 貴夫（あわやたかお） 
        （現在検討中） 
        出身地：山口県防府市 
        趣 味：  
         
市民大学では「街歩き」「美術館巡り」に所属。 

 今年 後期高齢者の仲間入りをしますが知力、体力

共にいつまでも健康でいたいものです 
 

鵜野沢 実豊（うのさわ みとよ） 
(楽悠クラブ、脳活サークル） 

 出身地：東京都中野区 
 趣  味：食べ歩き、旅行 

  

 

2年次に脳科学を専攻しましたが、脳活サークルで更に

勉強してみたいと思っています 

大熊 和子（おおくまかずこ） 
（所沢の自然と農業、） 
出身地：京都府宮津市 

趣 味：詩吟 

 

 昔食べた青臭いトマト、土の匂いのす

る野菜のアジが忘れられない。安全で美味しい野菜が

欲しくて農家で、草取りなどの手伝いをしたことがあ

ります。これからも農業とはかかわっていたいと思い

ます。 
 

 

 
 大野 孝（おおのたかし） 
（野老澤の歴史をたのしむ会） 
出身地： 埼玉県飯能市 

 趣味： ウオーキング、 
樹木ウオッチング 

  
地元の歴史に関心があり入会届出しましたが、まだ活動に

参加しておりません。体の動ける内にサードライフを存分

に楽しみたいと思います。 
 
 

尾関 洋次（おぜきようじ） 

(アジア研究会） 

出身地：愛知県犬山市 

趣  味：テニス・麻雀・ギター 

ゴルフ・スポーツジム通い 

 

 2年間の市民大学を卒業して少しゆるめのレポート

無しの聞くだけのサークルに入りたいと思っていま

す。何事も楽しくないと続きません。 

 
 
 

 小田島 禮子（おだじまれいこ）  
（現在検討中）） 
 出身地: 東京都北区 
 趣  味: 音楽・絵画鑑賞 

          
倶楽部紹介にて入りたい倶楽部（傍聴席）があったため、

これからは少し地方自治について関心を持とうと思って

いましたので勉強のつもりです 

鹿嶋  伸郎（かしまのぶお) 

(懐かしの映画・鑑賞会） 

出身地：東京都 
趣 味：読書、水彩画、 

美術鑑賞、能鑑賞、 

映画鑑賞、ハイキング 
市民大学を終了し、次は何をしようかと考えていま

した。映画は学生時代に親しんでいたので入会しまし

た。楽しく充実したセカンドライフ送ることが目標で

す。 
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  岡田 渥子（おかだあつこ） 
(葵の会） 
出身地：大阪市 
趣 味：童話創作、古典芸能鑑賞 

    
 

「広場」1 月号に投稿済み 
 
 
 

田口  宗利 (たぐちむねとし) 
(葵の会） 
出身地：愛媛県松山市 
趣  味:海釣り、観劇、 

寺社巡り 
24 期二年次に「日本の芸

能」を選択しました。葵の会のサークル活動計

画を見て、二年次の延長と考えた。特に能狂言

の他に古典を、機会が有れば樋口一葉、幸田露

伴等も学びたいです。 

 
 田沼  幹子（たぬま みきこ） 

(葵の会、懐かしの映画・鑑賞会） 

出身地：福島県 

趣  味：音楽鑑賞、旅行 

  

殆どの古典は冒頭の部分くらいしか知

らないので、内容も知りたいと思い入会をお願いしま

した。映画は「草の乱」上映が予定されており、この

映画にひかれ入会しました。 

よろしくお願いいたします。 

 

千葉 悟（ちばさとる） 

(所沢の自然と農業） 

出身地：北海道 

趣  味：ウオーキング、山登 

天気図 

26 期の企画員をしていますので日程が合う範

囲で出来ることをやっていきたいと思います 

中島  民惠（なかじま たみえ） 
(所沢の自然と農業） 
 出身地：山形県山形市 
趣  味：ノルディックウォーキング、 

    エアロビックダンス、シャンソン 

24 期で日本の農業を学ぶまでは、私たちの生命を

育む農業の大切さをきちんと把握していませんでし

た。「地産地消」を学び、なぜ今、地産地消なのか？ 

他の国の地産地消は？どのような位置づけなのかを、

さらに学べたらと思います。 

 

       名須川 貞夫(なすかわさだお) 

      （アジア研究会） 

      出身地：岩手県北上市 

      趣 味：俳句、ウオーキング 

 

 中国・韓国などアジア地域の動きに関心があ

りますので、「アジア研究会」に入会させて頂き

ました。市民大学卒業後も皆さんとつながりを

持ち続けられればと思っています。 

 

 

          松宮  守（まつみやまもる） 
        （地域デビュー支援の会） 
        出身地：兵庫県神戸市 
        趣 味：将棋、史跡めぐり、 

カラオケ 
24期地方自治Ｇでは、少子高齢化が急速に進む中

『魅力ある所沢に』をグループワーク発表会で提言。 

これから地域にどんな貢献が出来るか、趣味も生か

した貢献を学びたいと思います。 

     松沢  慎也（まつざわしんや）    

（アジア研究会）    

出身地：東京都三鷹市 

        趣  味：ゴルフ 

 2008年から2012年までシンガポ

ール、北京に二年ずつ住んでいましたが、アジ

ア研究会で皆様のお力を借りて、状況の

Update、より深く幅広い理解が出来ればと思っ

ています。 
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「広場」特別版  問い合わせ 玉上 佳彦（090-2497-1076） 
                         

桃井 俊江 (ももいとしえ) 
（葵の会、懐かしの映画・鑑賞会） 

   出身地：長野県上田市 
趣  味：バードウオッチング かるた 

 
残りの日々を楽しく自分の好きなことだけをやって・・・ 

なんて、我儘でしょうか？私には、夢も情熱も信念もなく、

あるのは健康だけです。 

       森下 保太郎（もりしたやすたろう） 
      （活きいきシニア福祉の会） 
       出身地：群馬県 

趣  味：野菜作り・旅行・史跡巡り 
        
市民大学を無事に修了しました。 

超高齢社会の時代に、元気よく齢を重ねて行きたい

と思い、入会しました。新会員歓迎！お茶会でも楽し

い一日を有難うございました。 

 

青山 法子 (あおやまのりこ) 
（葵の会） 
  出身地：東京都 
  趣 味：読書、旅行、 

コントラクトブリッジ 

    
 

「広場」1月号に投稿済み 
 

  
※ 本年の新入会員は、市民大学 18期及び

22期修了者各 1名、24期修了者 17名、

一般の方 6名、総計 25名です。 

 
 

 
 会場の 

雪景色！ 

2018 年新春の集い 

会場 客席 

懇親会 会場 

寄席 二席 
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