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村瀬 隆(むらせ たかし) 

(傍聴席) 

出身地：岐阜県岐阜市 

趣  味：詩吟、歴史(主に江戸時        

代)、音楽(主にクラシック) 

会社を早期退職後、特許関係の仕

事をしばらく続けていて、市民大学に入学する機会

がありませんでした。その後、40数年住み続けてき

たこの地・所沢にふと関心を持つようになり、“市政

を見守る「傍聴席」”の傍聴人として参加させて頂い

た次第です。 

 

寺脇 まゆみ(てらわき まゆみ) 

(民話の会) 

出身地： 

趣  味： 

奈良 和子(なら かずこ) 

（葵の会） 

出身地：東京都 品川区 

趣  味：山歩き、映画、金継ぎ、 

ダーニング 

 

 一人ではなかなか取り付けない日本の古典に触れ

ることができるのが楽しみです。 

 

 

 

 

 

佐藤 三夫(さとう みつお） 

(所沢の自然と農業) 

出身地：新潟県長岡市 

趣  味：ウォーキング、 

史跡めぐり 

自然、環境、福祉、ボランティ

アなどに関心を持って行動したいと思っていま

す。1997－3月（三富新田開拓 300年）より上富・

伊東園（伊東蔵衛氏）の落ち葉掃きに参加してい

ます。本年は 1 月 25 日でした。すばらしい「所

沢の自然と農業」など仲間たちと。 

 

細川 佑(ほそかわ たすく) 

(懐かしの映画・鑑賞会) 

出身地：宮城県 

趣  味：国内・海外旅行、ゴルフ 

 

喜寿を過ぎ、これからは更なる健

康長寿を目指して多くの仲間と親交を深めていきた

いと思います。 

  

 

 

菊池 一栄(きくち かずひで) 

（傍聴席、楽悠クラブ） 

出身地：東京都新宿区 

趣  味：ギター演奏(ジャズ、ロ

ック、フォークソング他)、ゴル

フ、水泳等 

 サークル活動が幅広くあり、マイペースで活動

できる事に安心感とやり甲斐が持てたため。 

 

                

第 13期（市民大学 15期～26期修了者、一般含む）の 26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 12 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 
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国谷 征治 (くにや せいじ) 

(野老澤の歴史をたのしむ会) 

出身地：所沢市上安松 

趣 味：ゴルフ、ウォ－キング、 

歴史探索 

 

 26 期の企画委員が任期終了したのを

契機に入会しました。 

 ところざわ倶楽部では、人生経験豊かな人たちとの新た

な仲間入りができ、楽しく過ごせればと思っています。 

 

 

佐野 喜代子 (さの きよこ) 

(野老澤の歴史をたのしむ会) 

出身地：  

趣 味：各駅停車での鉄道旅 

絵を描くこと 

 

 

これからは時間に縛られないで、ゆっくりと自分

らしく過ごしたいです。 

 

 

茂出木 正和 (もでき まさかず) 

(野老澤の歴史をたのしむ会) 

出身地：東京都北区 

趣 味：歴史、音楽、美術、 

ウォーキング 

 

市民大学24期(地域の自然、大堀先生)

及び 26 期企画委員(音楽、笠松先生)で学ぶ。元気はつら

つな先輩方を見習い、大いに楽しみたいと思い入会しまし

た。どうぞよろしくお願いします。 
 

阿部 精二 (あべ せいじ) 

(所沢の自然と農業) 

出身地：福岡県福岡市 

趣 味：囲碁、登山、散歩 

 

柳瀬文化祭で知った市民大学フ

ァームに 3年前に入会、その縁で市民大学に 26期生

として昨年修了し、ところざわ倶楽部に入会しまし

た。自由な雰囲気が気に入っています。よろしくお願

いいたします。 

上田 隆子(うえだ たかこ) 

(無所属) 

出身地：東京都北区 

趣 味：音楽・自然環境・自然散策 

 

市民大学26期生卒業後、いろいろあ

るところざわ倶楽部のサークル活動に

目移りしている内に体力の減退を感じ、啓蟄ではないです

が、そろそろ活動を始めようと思っています。 

所沢在住5年の新参者ですが、宜しくお願いします。 

小口 寛子 (おぐち ひろこ) 

(アジア研究会) 

出身地：福島県 

趣 味：ウォーキング、カラオケ 

        ドライブ 

 

   アジアの国の現状を勉強したい   

と思っています。 

 

 

 

 

杉水流 厚子 (すぎずる あつこ) 

(活きいきシニア福祉の会) 

出身地：埼玉県 

趣 味：筋活、太極拳、再稽古目標 

 

 

 アンチエイジング、ナチュラルエイジ

ング学んでいきたいです。 

 着物リフォームに苦戦中です。 

 

 

 

芝間 伸剛 (しばま のぶたけ) 

(楽悠クラブ、地球環境に学ぶ、 

傍聴席） 

出身地：長野県 

趣 味：ゴルフ、温泉旅行、 

㏠10,000歩ウォーキング 

現在所沢市民大学 第 28期企画委員を担当してお

り、まだ入会申し込みをしたすべてのサークルに出席

できておりませんが、所沢都民から所沢市民への衣替

えをすべく、幅広く皆様と交流させていただきたいと

思っております。 
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清水 とも子(しみず ともこ) 

(野老澤の歴史をたのしむ会) 

出身地：東京都 

趣 味：旅行・フルート 

 

市民大学 26 期です。「所沢地域史」

を専攻し、歴史を学ぶ楽しさを実感しました。さらに皆

様と楽しく学んでいきたいと思います。 

 

 

 

高橋 紳泰(たかはし のぶよし) 

(民話の会、 

活きいきシニア福祉の会） 

出身地： 

趣 味： 

 

西山 正子(にしやま まさこ) 

(懐かしの映画・鑑賞会) 

出身地： 

趣 味： 

 

 

 

 

 

 

 

中村 恵子(なかむら けいこ) 

(傍聴席) 

出身地： 

趣 味： 

 

第２６期市民大学で２年次に地

方自治を選択し所沢を学び、もう少し知りたいとの

思いで「傍聴席」に入会しました。これから楽しみで

す 

 

中村 靜子 (なかむら しずこ) 

(葵の会、アジア研究会、楽悠クラブ、      

野老澤の歴史をたのしむ会) 

出身地：東京都世田谷区 

趣 味：オペラ鑑賞、声楽、ワイン、 

料理、旅行 

 

26期 2年次は「地域史」グループに入れて頂き、充実

した時間が過ごせました。「ところざわ俱楽部」には、新

たな感動や出会いを求めて入会しました。 

 

三上 恵美子(みかみ えみこ) 

(葵の会、 

野老澤の歴史をたのしむ会) 

出身地： 

趣 味： 

 

 

森井 茂吉(もりい しげきち) 

(葵の会、アジア研究会、楽悠クラブ 

脳活サークル、傍聴席) 

出身地：新潟県燕市 

趣 味：ドライブ、登山、スキー 

読書、映画鑑賞 

 

 多様な方々と話せる場所が欲しかった。会合に参加し、

皆さんの多趣味経験豊富な方々に会えて、今後の楽しみ

が増えました。 

 

内田 好子(うちだ よしこ) 

(地球環境に学ぶ) 

出身地：山梨県 

趣 味：油絵、読書、 

天文学愛好 

 

宇宙の中で生きている我々は、人間の独断でこ

れ以上環境を悪化させないため、個人でどうすれ

ばよいか、世界全体ではどうするのか、連携を取

りつつ、学んでゆきたいので、入会しました。 
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武居 勝美(たけい かつみ) 

(野老澤の歴史をたのしむ会) 

出身地：長野県木曽福島 

趣 味：歴史探訪、特に木曽義仲のこと

スポーツ観戦、最近特にラクビー、ルー

ルは良く理解できず？ 

 

知人に誘われて、所沢の歴史関係が知りたく、年甲斐

もなく勉強して見たくなり、会に参加させていただきま

した。皆さん素晴らしく勉強家ばかりでついていくのが

たいへんですが、頑張りましてついていきたいと思いま

す。 

 

田中 博久(たなか ひろひさ) 

(野老澤の歴史をたのしむ会) 

出身地：岐阜県 

趣 味：登山、ウォーキング、吟、 

面打つ（能面、狂言面）等 

 

 

神社、仏閣、祭礼、行事、民俗芸能、風俗習慣等の探

究。 

 

黛 雅昭（まゆずみ まさあき） 

(野老澤の歴史をたのしむ会) 

出身地： 

趣 味： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石田 綾子(いしだ あやこ) 

(懐かしの映画・鑑賞会) 

出身地：所沢市 

趣 味：ウォーキング、テニス、 

    ガーデニング） 

 

サークルの方の勧め。 

 出会いを大切に、生き生きと、毎日が過ごせるように

と思っていいます。 
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