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森田 愛子（もりた あいこ） 

         （民話の会） 

        出身地：埼玉県和光市 

        趣 味：所沢の歴史を調べる事   

所沢の語り部 

 

民話の会の活動を見学して、楽しそうなので入会

しました。小学校や児童館で子供たちの前で発表す

る活動は緊張しますが民話を通して文化や歴史を伝

えるのが楽しみです。 

 

 

木下 みえこ（きのした みえこ) 

（楽悠クラブ、地球環境に学ぶ、

食を通して所沢を知る会）               

出身地：長野県 

趣  味：コーラス、旅行、料理 

 

2018年の 11月からお世話になっています。 

 サークルでの、“人や地域のために役立つ事を、 

楽しみながら活動されている”おおらか先輩方と

の時間は、充実しています。 

 

 

吉田 文枝（よしだ ふみえ） 

（所沢の自然と農業） 

出身地：石川県 

趣 味：里山歩き、バドミントン、

手仕事 

 

23期修了後、25期企画委員を終

えて入会。先輩方との出会いは、自分の世界が広が

ります。みなさんといっしょに緑豊かな所沢を次世

代につないでいきたいと思います。 

有田 明美（ありた あけみ） 

（野老澤歴史を楽しむ会） 

出身地: 東京都杉並区 

 趣 味: ウオーキング、 

美術鑑賞、     

    

歴史、自然、環境、ボランティアに関わる事に

興味があります。準会員で、色々なサークルの行

事に顔を出すと思いますが、よろしくお願いしま

す。 

 

 

一之瀬 浩久（いちのせ ひろひさ） 

(所沢の自然と農業）  

出身地: 長野県 

趣 味: スポーツ、園芸 

 

適当に都会と田舎が混ざっている

所沢の自然の中で畑仕事を楽しみたい 

        井上 時義(いのうえ ときよし) 

        （活きいきシニア福祉の会） 

        出身地: 福岡県八女市 

        趣 味: ゴルフ、ウオーキング、 

               

                市民大学で多くの仲間と出会

う事が出来ました。所沢倶楽部ではさらに多くの

仲間と出会える事を楽しみにしています。 

 

 

 

 

                

第 12期（市民大学 25期修了者、一般含む）の 21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。 
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小野 慎二（おの しんじ） 

（野老澤の歴史を楽しむ会） 

出身地： 長野県 

趣 味： 山菜採り キノコ狩り、ドラ

イブ、ハイキング、旅行、写真撮影 

 

所沢に縄文遺跡がたくさんある事を

知り、さらに見聞したい事から野老澤の歴史を楽しむ会に

入会させていただきました。 

河島 清（かわしま きよし） 

（所沢の自然と農業） 

出身地：埼玉県 

趣 味：散歩 

 

退職後は農家の手伝いを 10 年あ

まりしていました。市民大学 25 期では日本の農業グ

ループでした。自然相手が性に合っているようです。 

 

 

 

 

北島 善吉（きたじま ぜんきち） 

（アジア研究会） 

 出身地：佐賀県 

 趣  味：ゴルフ、家庭菜園、旅行 

  

急速に変貌しているアジアの情勢に

は興味がありました。市民大学の展示会

で案内されていたアジア研究会の展示を見ていたら、興味

があるテーマだけ参加でも結構ですという声かけで入会

しました。 

 

小山 鍈治郎（こやま えいじろう） 

（野老澤の歴史をたのしむ会、 

アジア研究会、地球環境に学ぶサー

クル） 

出身地：神奈川県川崎市 

趣 味：バドミントン（老人レベル） 

 

 市民大学を終了しましが、これからも生涯学習を継

続したいと思っています。 

 

 

佐川 寿一（さがわ としかず） 

（懐かしの映画・鑑賞会） 

出身地：茨城県常陸太田市 

趣 味：カラオケ、野球 

  

動 機：市民大学の先輩の勧め 

 

抱 負：いつまでも地域の皆さんと関わりをもって生きて

行きたいと思っています。 

鈴木 正明（すずき まさあき） 

(アジア研究会、 

懐かしの映画・鑑賞会） 

出身地：東京都 

趣  味：読書、旅行、将棋 

 

  

若い頃から海外志向強く、就職（メーカー）後はマレ

ーシア、フィリッピン、イラン、シンガポールに駐在経

験あり、今は中国、韓国に関心が深いが、アジア全般を

皆さんと語り合いたいです。 

 

田口 靖（たぐち やすし）  

（野老澤の歴史をたのしむ会） 

出身地：埼玉 

趣  味：囲碁、渓流釣、音楽 

          

市民大学で『所澤の歴史』を専攻し、

歴史の面白さを再認識しました。以前

から土器の発掘などに興味があり、現在は中世の歴史に面

白さを感じています。埼玉には遺跡や遺構も多いので楽し

みです。 

武田 重明（たけだ しげあき) 

（アジア研究会） 

出身地：愛知県 

趣 味：ウォーキング、ゴルフ、

水彩画、美術館巡り 

 

多才な人との出会いを大切

に、豊かな話題を楽しみ、ゆるやかな時を倶楽部と

共に、すごして生きたい。 
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寺脇 隆（てらわき たかし） 

（ドラマティック・カンパニー、野老   

澤の歴史をたのしむ会、食を通して   

所沢を知る会） 

出身地：島根県 

趣 味：読書、旅行 

市民大学を受講して、地元の仲間ができました。今後

とも宜しくお願いします。頭と身体のトレーニングを継

続して、できるだけ元気に過ごしたいと思います。 

豊島 由久 (とよしま よしひさ) 

(検討中） 

出身地：福井県福井市 

趣  味：  

 

これまでの寝床だけの所沢か

ら、25 期市民大学の縁が輪を広げ地元密着の生活

に変身しました。現在、加入サークルを模索してお

り、新たな楽しみを倶楽部で見つけ出せればと思

います。 

 

 浪間 扶美子（なみま ふみこ） 

（所沢の自然と農業） 

出身地：千葉県 

趣  味：登山、ヨガ 

 市民大学 25期で、日本の農業を 

学び、自分の手で作った安全な野菜を

食べたい、作り方を学びたいと考え入会させて頂きまし

た。そして、少しでも所沢の緑の保全に役立てば幸いと

思います。 

 

原田 一成（はらだ かずなり） 

(地球環境に学ぶ、 

活きいきシニア福祉の会） 

出身地：岡山県 

趣  味：写真撮影 

25期卒業生です。今自分に一

番関係する「福祉」、そして現在と未来に関わる「地

球環境」を学び如何に多くの問題があるかを広め

たい気持ちで入会しました。 

 

福本 健一（ふくもと けんいち） 

(アジア研究会、 

野老澤の歴史をたのしむ会） 

出身地：奈良県五條市 

趣  味：史跡めぐり、ウォーキング、 

読書 

モットーは「和して同ぜず」です。 

市民大学で刺激された知的好奇心を持ち続ける場として

入会しました。宜しくお願いします。 

 

松尾 基昭(まつお もとあき) 

（アジア研究会） 

出身地：富山（誕生地 東京） 

趣 味：ゴルフ、囲碁 

 

 主に海外勤務はアングロサク

ソンを中心とする西洋社会との

接点が多かったためアジアの情報少なく、アジア

の肌で感じた実態を、アジア研究会を通じて教え

てもらえればと思った次第です。 

 

吉野 正矩(よしの まさのり) 

（楽悠クラブ） 

出身地：東京都豊島区 

趣  味：器楽演奏、ゴルフ 

  

25期音楽 Gで、講師笠松先生のご指

導で、雅楽風の曲を、発表会で演奏出来た事は、グループ

全員の誇りです。これから楽悠クラブでお世話になり、

クラシック音楽を堪能致したいとワクワクです 

 

 

   

 

 

※  本年の新入会員は、市民大学 23期

修了生 2名、25期修了生 18名、一般

の方 1名の計 21名です。 
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