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クラブ紹介 
 継続会員の皆様、そして新会員の皆様 四月より新年度の学習会が始まります。 

学習会２０講座で見識を広め、さらにクラブ活動でご活躍の諸兄姉がおられます。 

学習会以外でも同好の志と仲間作り、健康作りに活躍されています。新年度の始めにあたり、各

クラブで会員募集を行っていますので、各クラブ紹介を掲載します。是非クラブ活動に参加され

健康な毎日をお過ごしください。 
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継続会員の募集を行っています。　　鑑賞会は会則に依り、原則として年度/奇数月６回、（第２火曜日）。

鑑賞場所は、首都圏の美術館、博物館の話題性の有無などを考慮して決定します。

日程は千葉駅９時ころ出発、鑑賞後昼食、１５時ころ現地で解散します。年度会費は￥１、０００.

交通費は各自負担、障害保険は未加入です。　

昨年度鑑賞実施記録と今後の鑑賞予定は下記表の通りでありますが　美術館鑑賞を通じて、会員相互の

親睦と協力と共に、絵画鑑賞眼を深めていきたいと考えています。

参加される方々から、目の保養と鑑賞後の食事会も楽しみとの声もあり、学習会会員皆様の入会ご検討を

よろしくお願いいたします。

（連絡先　石橋進 0436-36-5054　携帯090-6790-5993　e-M s_isibasi@qk9.so-net.ne.jp　)

　昨年度　令和0１（2019）年度の実施記録

館　　名 実施日

ポーラ美術館　 Ｒ元/05/14

竹久夢二展 Ｒ元/0７/０９

Ｂｕｎｋａmura Ｒ元/0９/１０

上野の森美術館 Ｒ元/１１/０５

江戸東京博物館 Ｒ⒉/01/14

国立西洋美術館 日程調整中

　今後、令和０２（20２０）年度・鑑賞会実施（予定）

館　　名 実施日

東京都美術館 日程調整中

ＳＯＭＰＯ美術館  R2/ 0７/２１

ア－チイゾン美術館 　々　０９/０８

国立新美術館 　々　１１/１０

山種美術館 Ｒ０３/０１/１２

横浜美術館 　々　０２/２４

カラバッジョ展　強烈な明暗のコントラスト　バロック美術

川合玉堂企画展　美しき日本の情景

トライアロ－グ　横浜・愛知・富山（美）　西洋美術１２０点

美　術　鑑　賞　ク　ラ　ブ                                                     代表　　　石橋　進　

文京区、常設館　夢二美術館、弥生美術館

蘭　フインセント・ファン・ゴッホ展

英国　ロンドン・ナショナルギャラリ－所蔵６０点　本邦初公開

　　クラブ創部１３年経過、現在の会員数は６０名　（　男性１３名・女性３７名　）。　学習会時　新会員及び　

印象派、記憶への旅　ひろしま美術館共同企画　（バス旅）

　　　　　　　　　企　画　　・　　催　事　展   

大浮世絵展　　歌麿、写楽、北斎、広重、国芳　　相撲

　　　　　　　　企　画　　・　　催　事　展

ボストン美術館コレクション、日本美術名品里帰り

みんなのミユシャ展　　線の魔術師

5/28　開館記念Ⅱ　秘蔵の東郷青児展　５９点

クロ－ドモネ展　オルセ－、オランジュリ－（美）特別区画
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パソコンクラブ紹介                  パソコンクラブ 副会長 石川 澄子 

クラブの特徴 

 平均年齢 70 台半ばの会員が学んでいます。 

●基礎コース 初心者の人、過去にパソコンを経験した人がワード、エクセルの基本

を講師の指導のもと会員同士助け合いあいながら進めています。 

●実用コース パソコンに慣れた人にパソコンの便利技、インターネット、 最近急激

に進化しているスマホ情報などを学んでいます。 

両コースとも毎月講義の前にカリキュラムの内容を講師より連絡、役員が会員に送

信し予習ができるようにしています。 

講師も同年代、高齢者に優しい運営をしています。 

具体的な内容  

 ●場所 千葉市生涯学習センターパソコン教室 月 1 回 原則水曜日 

パソコンは教室にウィンドウズ 10 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、（定員 20 名） 

●月謝はお財布にやさしい年間各コース 9000 円   

●講義時間  基礎コース 10:00～11:55 実用コース 13:00～14:55           

パソコンの学習のほか親睦を図るよう飲み会を年 2 回ほど企画 先生を交えて

交流を楽しんでいます。 我々とパソコン楽しみましょう 

連絡先 宮間義行代表 ☎fax 043-254-5197 携帯 080-6517-5978 

 e-M kd200097-8365@tbr.t-com.ne.jp 

  

ハイキングクラブ紹介                会長 境屋 邦夫 

私たちのクラブは、ハイキングにより心身ともに、ますます元気になること

を目的として、当初 62名の会員でスタートしました。 

令和 2年 5月に設立 14年を迎えます。昨年度は 105名の方が会員の登録をされ

ました。クラプ活動の内容は、歩くことを楽しみに、集まった仲間との親睦を

図るためバスによるハイキングを年 2 回、現地集合が年 2 回と年間 4 回実施し

ています。その行先は、会員の方の安心、安全、より楽しさを考慮して、役員

において、事前に現地への下見し、コースを確認してから参加者を募って実施

しています。素晴らしい自然の中を歩いて、健康づくり、仲間づくりを一緒に

楽しみませんか。 

令和 2 年度活動計画は、バスによるハイキングとして 6 月頃に城ケ島周遊コ

ース、11 月頃に昇仙峡。現地集合によるハイキングとして 9 月頃に江の島と湘

南、2月に等々力渓谷師コースを計画しています。 

尚、入会年会費は 1,000 円です。傷害保険代を含んでいます。バスハイクは

別途参加費が掛ります。ハイキングクラブへの入会を心よりお待ちしています。 

また、同時に役員も募集しています。 

（連絡先 境屋邦夫 携帯 080-5422-7157  e-M k.sakaiya-0423@au.com) 
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旅行クラブ紹介                                   会長 土岐 禎 

現在の会員数は５２名で、内訳は男性２１名、女性３１名です。日帰りを２回、一泊二日を

１回実施しています。バスはサロンバスを利用し、ＪＲ千葉駅東口（ＮＴＴ千葉支社前）の発着

です。前年度は５月に、あしかがフラワーパーク・栗田美術館に、１０月には五浦温泉泊で、

ひたち海浜公園・五浦六角堂・塩屋崎・岡倉天心美術館に、今年３月には佐野かたくりの

里・館林製粉ミュージアム・牛久大仏に行ってきました。 

今年度の旅行予定（案）は下記のとおりです。 

２年０７月１３日（月） 箱根芦ノ湖海賊船・ロープウエイ・大涌谷 

２年１２月０２日（水）～０３日（木） 瀬波温泉泊・イヨボヤ会館・燕三条・  

            魚沼市永林寺 

３年０３月３１日（水） 高崎白衣大観音・少林山達磨寺・榛名神社・榛名湖 

多数の入会をお待ちしております。 

なお、入会申込みの要領は下記のとおりです。  

１．募 集 人 員  １００名（継続会員及び新規会員） 

２．会   費  年会費 １，０００円／人（継続会員、新規会員とも） 

３．参 加 費 用  旅行日の３か月前からの募集用紙に記載します。 

４．募集受付日  学習会の日にホワイエに 

           「旅行クラブ受付窓口」を設置していますのでおいで下さい。 

５．連 絡 先  土岐 禎  いすみ市岬町三門１，２７１ 

    ℡0470-87-3301   携帯 090-7170-3972    e-M toki@poppy.ocn.ne.jp 

 海外 Bon voyage クラブ                        部 長 石 垣 嘉 雄 

海外旅行に行きたいが仲間がいない？と思われる方は多くいると思います。そんな方達の声を反映して設立した

クラブです。学習会の仲間と一緒なら安心して海外旅行を楽しむことができます。同世代であり同窓生の仲間との

旅だから気兼ねなく楽しめます。 

昨年度は 5 月に「ハワイ」12 月に「タイ王国」でした。参加された会員の声は「楽しかった、

よかった、次回はどこ？」の声でクラブ役員一同は、毎回の出発前の不安が一掃されました。

今年度は 5 月ベトナム社会主義共和国、カンボジア王国、12 月中国江南地方を予定しています

が、現状のコロナ・ウイルスの影響もあり実施できるかの不安があります。 

 早期に終息して安心して旅ができるようになってほしいです。 

4 月学習会に入会された皆様も一緒に海外旅行を楽しみませんか、皆様の入会を心からお

待ちしています。 

入会金 500 円 年会費 1000 円 です。 

 学習会時にホワイエにデスクを出していますので是非お立ち寄りください。 

連絡先 石垣嘉雄 ☎0470-62-6162 携帯 090-8875-9038  e-M nasukogenjp@gmail.com 
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タイ王国旅行の思い出           「海外 Bon Voyage」クラブ 平山 茂子 

今年度第 2 回目はタイ王国旅行を 2019 年 12 月 1 日～5 日、参加者 23 名で実施

しました。 

特に 2 日目～4 日目の 3 日間は早朝から夜までシニアとは思えないハードスケジュ

ールをこなし、誰一人具合が悪くならず無事帰国出来ました。初参加のメンバーも皆

直ぐに打ち解け和気あいあいの旅行でした。 

今回はバンコクを中心にアユタヤ・カンチャナブリも観光して、タイの仏教寺院の荘

厳さに感動したり、象乗り、泰麺鉄道に乗車、オプションとしてタイ舞踊・ニューハーフ

ショー、タイマッサージを体験しました。またタイは水道水を飲んではいけない、トイレ

でペーパーを流せないなど日本との違いを知りました。 

旅行中はとにかく驚くほど頭と体をフル活動して得るものが沢山あり、また海外旅行

に出かけたくなりました。 

午後８時夜の空にオリオン座あのひとつ星消えゆくと 本当（ほんと？） 

                         事務局 次長 山崎純一  

もう一つの大学生活              研修部副部長 小寺正孝 

「生涯大学」卒業後に入った、「もう一つの大学」の話です。「君たちのためにチップを敷

いておいたよ」と言われた林の中で、「ハンモックを吊る」授業が始まります。2 本の木を

選んで、ハンモックの端のひもを巻き付けるだけ。高い梢の先に青い空が小さく見え、鳥

の鳴き声とチップのかすかなにおい、林を通り過ぎる風のさわやかさを背中に感じてしば

し瞑想・・・。午後は「海のしぶきを浴びる」授業で、遠浅の海を裸足でジャブジャブ。

ミネラルをたっぷり含んだ潮風が、心地よく頬をなぶる。「森林セラピー・ウォーキング入

門」がその授業の正式名称。泊りがけででかける授業もありました。「南総里見八犬伝の舞

台・平群」を巡った一日が終わり、夕食が済むと、小学生でもできる「（土星の環が見える）

天体望遠鏡づくり」の授業、そのあとそれを使って秋の星空観察授業。（先生は東大の高梨

准教授。）ほかにも「養老渓谷にカエルを探しに行く」「谷津干潟で野鳥観察」「さつまいも

とピーナツを植え、収穫して食べる」「しめ縄作りに挑戦」・・・2 年前に卒業しましたが、

学校の持つ古民家「ろくすけ」を基地に援農活動をしたり、災害復旧ボランティアに駆け

付けたり、まだまだ大学との関係は続いています。月に 3～4 回、こんなことを教えてくれ

る大学がありました。「もう一つの大学・シニア自然大」、あなたもいかがですか？  

（望遠鏡の高梨先生は、我々をロケットに乗せて宇宙の星々の間を旅させてくれる「天文

学コミュニケーション入門」の授業もしてくださいました。今年 11 月の学習会で、会員の

皆様にもぜひ宇宙の旅をしていただきたいとお呼びしておりますので、お楽しみに。） 

追記 緊急事態宣言を受け学習会中止となり「むつみ」も郵送となりました。 

宣言前の内容である事をご承知おきください。 編集責任者 広報部長 立澤佑良  


