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お見舞いと激励 
                                  会長 松村 靖 

 ９月９日に千葉県を直撃した台風 15号、１０月１２日の 19号、25日の豪雨と立て続けに発生

した災害、皆様のところは如何でしたでしょうか？被災された方も居られると思いますが、心か

らお見舞い申し上げます。心を強く持ち復旧されることを願います。学習会に元気な姿を見せて

いただける事を願います。 頑張りましょう！ 
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学習会新入会員募集を担当して                 事務局次長 山崎純一 

学習会の来年度新入会員募集を担当している事務局の山崎です。新入会員募集活動は昨年の応募で選外

となった今年 3月の卒業生、一昨年からの応募の選外者や再入会員等既に卒業されている方を対象とした

ものと、来年 3月に生涯大学校を卒業される方を対象としたものがあります。前者は昨年応募の選外者等

165名の卒業生ご自宅に会員募集案内を 8月 20日郵送させて頂きました。後者は秋に各学園を訪問し対象

クラスの生徒に向けての会員募集説明会となります。今年の学園訪問は９月 13日から 11月 6日まで 6学

園 11クラスで実施。今年度から園芸科クラスが２年制に見直しされた為 来年 3月卒業の募集対象クラス

は健康・生活学部の 2 年生と地域活動専攻科のみとなり、昨年と比して 7クラス減少（在籍人数 487名減

少）しております。募集定員 200名を確保するべく６月から学園事務方と日程の確認を行い 8月に資料配

付。 9 月より理事 21名全員で各学園クラスを担当し勧誘に上がりました。今年は千葉県に台風が 3 回も

襲来。当会員募集にも台風に絡む印象深いものが有ります。当初 学園訪問の先陣は９月 11日の南房学園

でしたが９月９日未明の台風 15号の被害で 10日の朝,説明会の前日に会員募集説明会中止の知らせ有り, 

その日は学園訪問の担当者への連絡等慌ただしかった事を覚えております。南房学園は地域の台風被害

が大きく 10月になっても又台風ありで説明会の目処が立たず、ようやく 11月 6日に実施する事になりま

した。地域の復旧事情を鑑みると学園側で説明会を快く受け入れて頂きました事、お礼申し上げます。 

南房学園だけでなく他の学園も当会の会員募集には大変協力的でした。改めて会員募集は学園側との連

携が大切と再認識しました。又、8 月に会員募集案内を受け取った方で入会申込書が台風の被害で紛失し

てしまった。至急申込書を送って欲しいと事務所に電話があった方もよく覚えております。その方の申込

み書が事務所に届いたのは 10月 31日(締め切り最終日)でした。学習会に入りたいという熱意が感じられ

入会すれば良いなと感じ入った次第です。これも新入会員募集を担当して得た記憶の一つでした。 

新入会員募集は全体的に計画通り進み 11 月 6 日に 6 学園訪問を終え、来年 3 月卒業予定者は 114 名の

申込み。また既に卒業された方からは 127名の申込みを頂き合わせて 241名の申込みとなり、既に募集定

員 200名を超える応募を頂いております。今回、応募者で元クラス仲間の現会員からの声掛けが切っ掛け

になっている方が何人かおられました。募集定員を超えた要因として既に卒業された方が 127名の応募と

多かった事があげられますが、｢切っ掛けは仲間の声｣が入会を後押しされた事は間違いありません。改め

て会員の皆様のサポートに感謝する次第です。今回 入会募集説明会で東葛学園、東葛学園浅間台教室か

ら南房学園まで足を運びました。初めて訪問する学園の印象。入会申込み者との会話。それはそれで一つ

の得難い体験でした。どの学園にも元気な方がおられる。こういう方に是非学習会の理事をやって頂きた

いと思いながら 実をつける秋の学園訪問でした。 

初めて訪問したある学園の昼休み 入会受付席で申込者とのやりとりのひとコマをひい、ふぅ、みい。 

・われよりも十歳上の応募生 火曜日のぞいて空き日はないと 

・学習会の名に臆したか応募の女(ひと)｢宿題あるの？｣と問いに来て 

・去年落ち今年も落ちると行く所なしと専攻科生 （そう言われても） 
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美術鑑賞クラブの上期報告と予定                   代表 石橋 進 

 当クラブは、創部１３年経過、現在の会員は６０名（女性３７名・男性１３名）その内今春１０名

の新規会員を迎え鑑賞活動中であります。 

美術鑑賞を通じて会員相互の協力で親睦を図ることを目的とし、首都圏の美術館、博物館の中から、

話題性のある著名画家の作品を、年間６回、奇数月の第二火曜日を鑑賞の会として行っています。 

本年度は既に、3回実施、5月・箱根 ポーラ美術館３８名参加、 

 7月・竹下夢二展２６名、 9月・渋谷 Bunkamuraミュシャ展、参加３２名で実施いたしました。 

今後の予定は 11月・上野の森美術館（ゴッホ展） 来年 1月・東京江戸博物館（大浮世絵展） 

 3月・国立西洋美術館（ロンドン ナショナルギャラリー展）を予定しております。 

来年度の計画は現在検討中であります。目の保養と鑑賞後の食事会も参加の方々から楽しみであると

好評であります。学習会時 入会受付を行っていますので ご入会ご検討よろしくお願いいたします。 

集合場所は主に千葉駅（９時頃集合 １５時頃 現地解散） 

年会費 は 1,000円                       クラブ員 一同 

 

 

 

 

 

 

  

海外「Bon Voyage」クラブ                           部長 石垣 嘉雄 

 クラブも発足まもなく 5 年になります。年々会員数も増えて、旅行に参加される会員の方も増えてきました。高齢者

の世代では海外旅行ではと躊躇される方もいます。日本にも風光明媚で歴史や文化等学べる地域が多数あります。

それらの地域の旅をされることもよいと思います。クラブでも私が毎年個人で行っている、石垣島・西表島・由布島・

竹富島・沖縄本島等に行きました。令和 2年には 2月上旬頃お花見に宮古島に行く予定です。 

 海外旅行では文化・生活習慣・食生活の違い、日本では観賞が難しい著名な博物館・美術館等を訪ねて教養を

高め、帰国してから日本の良さも感じて貰えればと思います。 

 世界では学校にも通えぬ子供、蔑視される女性が後進国には多数います。我々高齢者には支援する時間があり

ません。旅で何かしらの奉仕ができればと思っています。  

 海外旅行は一度参加していただくと麻薬のようなもので、次も次もと参加いただいています。令和 2年も多数参加

いただける企画をと思っています。 

参加者の記念撮影 
ハワイ・ドール パイナップル農園 
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旅行クラブ 上期の実績、感想、今後の予定              会長 土岐 禎 

 ５月１０日（木）に日帰りで足利フラワーパークと栗田美術館に行ってきました。フラワーパーク

はフジの花が目的でした、フジは早生種から晩生種まで植えてあり、シャクナゲやツツジも含め、い

つでもいろいろな花を観賞できるように、工夫しているのが感じられました。 

栗田美術館はフラワーパークのすぐ北側にあり、個人が収集した陶磁器類が、広大な敷地に点在する

展示館に展示してありました。 

 １０月９日（水）～１０日（木）には五浦温泉へ１泊で行きました。 

途中、国営ひたち海浜公園に寄り、コキア、キバナコスモス等を見て回りました。五浦温泉は源泉が

７６．８℃のかけ流しで、塩分の温泉でした。宿の近くに岡倉天心の五大堂があり、ここの美しい海

岸を見ながらの散策はお勧めです。 

翌日、塩屋埼～小名浜ららみゅーに寄り、帰途につきました。 

 次回は３月２７日（月）に、日帰りで栃木県の「カタクリ公園」に行きます。 

 

パソコンクラブ                       代表 宮間 義行 

 時代の動きはスピード感があり。パソコン。スマホと進歩してきています。 

私たちのクラブはワード。エクセル。ウィンドウズ 10の基本操作を月 1回 

勉強しています。先輩方が立ち上げ約 10年以上になりました。 

会員 24名 平均年齢 70？皆さん真剣に頑張っています。 

 

● 月謝はお財布にやさしい各コース年間 10000円 （テキスト Gakken500円シリーズ ワード。エ

クセル。ウィンドウズ 10）無料配布 

 講師 2名 

 パソコンは教室に「ウィンドウズ 10 パソコン」を 20 台設置してあります、ＵＳＢのみ持参で

身軽に勉強できます、 

 講義時間Ａ組  基礎コース  10:00～10:55  ワード初歩など 

               11:00～11:55  エクセル入門 スマホ 

 講義時間 B組  実用コース  13:00～13:55  ウィンドウズ 10他 

               14:00～14:55  エクセル中級 スマホなど 

                       の最新情報 

毎月講義の前にカリキュラムの内容を講師より連絡 役員が皆様に送信し予習ができるようにしてい

ます。 

会員及び講師陣がほぼ同年代のためシニアに優しい運営をしています。 

パソコンの学習のほか親睦を図るよう飲み会を企画 先生方我々生徒たちもお互いの交流を楽しんで

います。 

 

 

 

我々とパソコン、スマホを楽しみましょう。 

 

 

 

                     

  （授業の風景） 
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ハイキングクラブの活動状況                副会長 星野 善雄 

 当クラブは、ハイキングを通じて、健康的な体力の維持と会員相互の親睦を図ることを目的に

活動しています。令和元年 5月に設立１３年が経過し、今年度の会員は１０３名となっています。 

クラブの活動内容は会員が自然の風景や歴史的な景観を楽しみながら、健脚を養い、会員相互の

親睦が図れるよう、年４回（バスハイク２回、現地集合ハイク２回）実施しています。 

本年度は、6 月 4 日に第 1 回として「水元公園ハイキング」を実施し、都内最大の水郷公園内で

豊かな森林と菖蒲の咲く水辺風景を楽しみながら散策しました。 

 第 2 回は 10 月 1 日に「富士山と青木ケ原樹海を眺めてハイキング」を実施しました。好天の

中、鳴沢氷穴から紅葉台までの東海自然歩道を歩き、途中ハードな登り道も全員踏破し、富士山

をバックに記念写真を撮りました。 

今後の実施予定は第 3回が 12月 3日に「１１万石の城下町佐倉をハイキング」 

第 4回が来年 2月 4日に「秩父ろう梅を愛でる宝登山へ」のバスハイクを予定しています。 

当クラブは行先の選定にあたって、参加者の安全・安心・快適の面を考慮し事前に役員による

現地下見を行い、楽しく安全なハイキングができるよう企画・運営をしております。 

また、次年度の計画策定にあたり、参加者の意見を反映するためにアンケート調査を実施し会

員の皆様の要望も取り入れながら、健康づくり・仲間づくりを楽しんでいるクラブです。 

年会費 は 1,000円です。皆様のご入会をお待ちしております  
 

校歌斉唱を復活しよう                                会員番号 13030 緒方清 

このところ卒業生学習会に出掛けるのが、これまでになく楽しみになっている。 

理由を考えると、受付の時、並ばされることが無くなったのが大きな原因と気付く。 

幾つもある窓口から自分の該当する箇所を見つけ出し、それぞれの長い列に並び耳の遠くなりかけた 

受付者に、滑舌の衰えかけた口で番号氏名を告げ、視力の衰えかけたもう一人が名簿から探し出すという 

煩瑣な作業が、名簿カードへのワンタッチで即決する。 なんとも爽快である。 

役員の人手と、お互いの時間を大幅に節約できた。 新システム導入の効果は著しい。 

お蔭で、入場着席から開始までの時間と心理的にも余裕が生まれた。 

 

そこで本題に入る。 始業前の校歌斉唱を復活して頂きたい。 

どのような事情で廃止することになったのか詳らかではない。 

昨今は開講式の次第からも校歌斉唱は消えている。 

 

月に1回、全員起立して腹式呼吸を意識し、お互いの声を聴きながら 

校歌を精一杯歌う。 僅か３分間の、若返りに効果絶大なエクササイズと考える。 

会員御一同の絶大な賛同と、役員御一同の賢明なご英断を期待する。              以上 

校外学習 

 本年度の校外学習は 10 月 29 日 道の駅保田小学校・横須賀軍港めぐ

り・三笠記念艦に参加者 147名で催行しました。 

記念艦「三笠」では東郷平八郎連合艦隊司令長官の判断(敵前での大回頭) 

秋山中将の「皇国の興廃・・・」の名言とともに世界三大提督の偉大さを

再認識し、軍港めぐりではヘリコプター搭載護衛艦の一番艦「いずも」に

も会え有意義な時を過ごせました。 

 


