
行田市民大学　同窓会　クラブ活動状況【総括表】
期 クラブ名 代表者 状況 予定

細村圭右 大澤由子 馬場和雄 子どもたちへの心の教育
吉田　晳 島田明美 渡辺倫子 　南小学校・埼玉小学校・泉小学校の３校で、月２回程度上演

　食育に関する紙芝居の製作・・・・1年１作品目標、現在６作品を保持　
計６名 　①「朝ごはん食べなきゃ」②「食べ物はどこからくるの」③「お米の話」　　

　④「大豆の話」⑤「食べ物のつながり」⑥「食べ物とウンチ」　　
平成２８年度　　３校共実施　　⑥「食べ物とウンチ」製作完成
H２９年度活動予定　３校共実施（上演依頼あり）　第⑦作品の製作検討中

金井義介 田沼大右 沼澤章子 ハイキングクラブは、ハイキングを通じて自然に親しみ、シニア世代の
荒井登志子 三村しず子 山﨑禮子 健やかな人生と地域コミュニティの推進をはかることを目的に活動して
西川健二 嶋村和代 田口晴夫 いる。
田口　昇 朝木京子 町田ふみ子
棚橋一成 嶋田　茂 新井きよゑ
石川政子 越前谷法子 岡田れい子
長田節子 小西　澄 信澤文子
宮川恵子 小野　敏 中澤和子 ３月２７日(月)総会
澤田春雄 木村幸子 今後も楽しく実施していく予定です。

計２６名 平成２９年度の活動予定　　３月の総会で決める。
島澤敬次 今井郁雄 今村武蔵
鈴木　勝 茂木幸蔵

計５名

八須健次 荒井一郎 今井郁雄 今年度も引き続き「巨樹・古木」の調査活動を行う。　　
小林　務 田口友子 萩原　勝利 ○原則毎月第１水曜日に集会を行う。
橋本昭義 平山敏江 ○平成２８年度までの主な活動

計８名 平成２９年度活動予定　　　　　　　・行田市街地の「巨樹・古木」のまとめ

　・行田市の関係機関への報告

寺本大二 新井俊夫 柿沼利枝 現代版「忍名所図会」（行田界隈名所案内のようなもの）の作成
鈴木スイ子 濱中紀子 浜　尚子

計６名
本江幸雄 内田国雄 永島健雄 テーマ　　歴史に触れ、学びそしてグループの親睦を楽しもう！！　
金井義介 金子雄児 河原孝子 これまでの主な散策実績　　　・平成２３年１０月；鉢形城公園付近
松村　勇 平井ユリ枝 柳沢紀子 ・平成２４年度；５月、１０月、１１月　・平成２５年度；５月、１０月　・平成２６年度；５月、１０月

中野正義 奥山紘子 ・平成２７年度；４月騎西散策　　　　　１０月下野市、壬生市散策　　
平成２８年度；４月上野駅周辺、寛永寺など散策　　１０月忍七福神めぐり散策

計１１名
３月；クラブ会合(今期の活動について)　　　４月；春の散策
８月；懇談会　　　　１０月；秋の散策　　　　１２月；懇談会

平成２８年度の活動　　　　　　　　

会員氏名 テーマ・活動内容・計画等

１期

教育　１期
細村圭右
電話番号
556-3463

活動中 有

ハイキング
西川健二
電話番号
556-3416

活動中 有
６月６日（月）尾瀬ヶ原(１６名参加)　　７月１１日（月）美の山(１４名参加)
９月２６日（月）大霧山(雨天中止)　　１１月２１日（月）釜伏山（９名参加）
１月３０日（月）新年会(新川村探索後昼食会)２０名参加　

水辺と森を
楽しくする会

島澤敬次
電話番号
556-1652

活動中 有

川のまるごと再生事業の自然環境調査資料や旧忍川の自然環境を活かすこ
とを考える。　①水辺、河川についての研究を続ける、忍川定点撮影は継続す
る。②他の環境団体等と連携し交流する。　③「市内の屋敷林の空き家・茅葺
家屋」について調査する。　　　今後も環境保全について考えていく。

みどりの森を
楽しむ会

八須健次
電話番号
048-783-
3678

活動中 有

歴史と観光

・平成２８年３月３０日（木）越生町、都幾川村「巨樹・古木」めぐりをドライブを兼ね行う。　　

寺本大二
電話番号
554-3469

活動中 有

平成２８年９月２９日（木）行田市民大学にて「忍城史跡碑めぐり」を講義   ７期生２学年受講

歴史文化クラブ
本江幸雄
電話番号
553-3090

活動中 有

平成２９年度活動予定

３０年前に埼玉地区の子供たちによって作られた「私たちの調べた埼玉の歴史」(埼玉
地区青少年育成会刊)の復刻増補版を作成して、さらに３０年後の子供たちに残す。



永島宏章 金原二郎 串田隆義 現在、個人個人の活動となっており、クラブとしては休眠中です。
高桑順男 伊東憲昭 紺野勝明 　６期生の加入もあり、６期生の研究テーマの１つである
冨山由喜 藤田　烈 市来　泉 「空き家をものつくり大学の学生にシェアハウス」として活用し行田市を
海野親史 小野田　猛 小暮　守 活性化する事や商店街の空き店舗対策（ギャラリー、映画館、
山銅幸男 藤野安廣 生沢弘幸 ぶらっと喫茶店）などに取り組んでいきたいと考えています。
鶴巻正男 中島健一 長谷川孝一 　今後早急に会議を行いテーマや活動計画を検討し、メンバーの
宮嵜叔久 計１９名
木村靖文 小松幸次 島田明美
吉岡豊子 小学生、一般を対象にした『行田検定』問題の作成及び採点

計４名
関川忠彦 市原浩篤 永島健雄 1　定例研究会　　毎月第４木曜日　打ち合わせ、情報交換、史料研究
川嶋久幸 木村冨志子 計８名 2　史料調査と研究
斉藤正美 【ホームページ】 　　　・森尾津一著　「忍郷士の歴史」　の稿本を現代語訳
高橋義臣 行田郷土史研究会2012 ３　歴史探訪とその報告(HPにUP）
室田昌男 ４　各種講演会・展示会への参加・聴講・見学

５　他グループとの協業　語り部Gの「忍の行田の昔話」を電子データ化
　　済み。その活用企画中 ６　懇談会・懇親会

茂木幸蔵 石坂孝夫 小澤和雄 環境に関することについての活動全般
鈴木　勝 高橋伊佐男

今後は、１期水辺と森を楽しくする会に合流し活動する。
計５名

小林　 務 石坂　孝夫 市来　泉 美化活動、環境関連企画への参加、他(市内外)の環境関連団体との交流。

伊藤　美雪 今井　郁雄 今村　武蔵
柿沼　幸夫 茂木　幸蔵 冨山　由喜 平成２８年度活動内容

西川　健二 萩原　勝利 橋本　昭義 ５月２７日（金)　第１回　忍川美化クリーンアップ作戦　開催　(市報５月号に掲載)

八須　健次 原 　睦男 平山　敏江 ７月２９日(金)　第２回　忍川美化クリーンアップ作戦　開催　(市報７月号に掲載)

本間　義広 松村　幸夫 渡辺国雄 １０月２８日(金)　第３回　忍川美化クリーンアップ作戦　開催　（市報１０月号に掲載）

渡辺倫子 １２月２２日(木)　第４回　忍川美化クリーンアップ作戦　開催　（市報１２月号に掲載）

平成２９年２月４日(土)　川の再生地域交流会（さいたま市民会館うらわ）に参加

計１９名

第５回　忍川美化クリーンアップ作戦　開催予定　（市報３月号に掲載）

渡辺国雄 伊藤洋子 斉藤隆夫 高齢者の諸問題について考える
園部貞雄 富田節代 沼澤章子 　 定例会  ２か月毎（偶数月）の第４火曜日に開催
三村しず子 山﨑禮子 渡部政幸 　　高齢者の新聞記事の検討、出前講座、懇親会等の実施。
鈴木美枝子 堀口清子 柿﨑　弘 　※市民大学同窓会福祉クラブとして何ができるか
嶋村和代 島村雅子 関口和子 　※活動の成果を地域づくり、町づくりに活かす方策
渡部要子 朝木京子 井桁邦子 平成２８年度の活動
藤井ミチ子 　４月２６日(火)　定例会　今年度の活動、高齢者ののみ込み改善等について

計１９名 　６月２８日(火)　定例会　地域包括センター「ふぁみいゆ」による出前講座

　８月２３日(火)　定例会　暑気払い、カラオケ

　１２月２０日(火)　定例会　行田市社会福祉協議会による出前講座

　平成２９年２月２８日(火)　定例会　新年会

3期

忍川環境を
見守る会

小林　務
電話番号
556-5918

活動中 有

福祉クラブ
渡辺国雄
電話番号
554-3751

活動中 有

２期

産業経済 ２/３/５
/６期

永島宏章
電話番号
564-2002

活動

予定
有

行田郷土史
研究会2012

関川忠彦
電話番号
555-0453

活動中 有
 
http://gyouda2012.cocolog-
nifty.com

再編成を行います。

教育　２期
木村靖文
電話番号
553-1864

活動中

平成２９年３月３１日(金)午前１０時～１１時集合場所　大長寺忍川側あずまや(栄橋付近)　

有

私たちの環境
クラブ

茂木幸蔵
電話番号
556-8999

活動中 有



米田英作 関根洋子 中島寛亮 県内外の史跡を気軽に散策する。
中村利子 中村葉子 長谷川浩司 平成２８年度の活動
広瀬政雄 福田俊治 松井享子 　５月２６日（木）　栃木市　・・・・・蔵の街散策と巴波川船行

計　９名

栗田守康 坂巻義之 河登昌五郎 「同志会」活動計画基本方針
小堀文子 田口雅淑 道場信昌 １元気で楽しく何でも話し合え、生き生きと活動するサークルを目指す。
中川俊雄 ２テーマ選定は自由とし、無理せず負担が少ないものとする。

３活動日は基本的に第２・第４金曜日とし、各自年間４日を担当する。
計７名 ４市報・博物館友の会予定・その他行田市内外の催し物追加可能とする。

５全員参加で会を盛り上げることを基本とする。
平成２８年度の活動実績

６月　１０日（金）行田・吉見３０㎞のサイクリング　２４日（金）PC勉強会

平成２９年度の活動計画

　勉強会　　　　８回（パソコン教室、その他）

　同窓会関連行事　　４回（もの大学園祭参加及びパネル作成等）
伊東洋一 伊藤成美 井上久美子 ◎行田市内だけでなく、埼玉県・近県を含めた歴史散歩
井上啓子 井上雅子 岩田秀雄 ◎毎月第４水曜日を活動日にする（歴史散歩、打ち合わせ）
岩渕二郎 小沢ひろ子 小田島美和子 ◎２８年度の活動実績

計９名

 ３月　１２日郷土博物館講座　１６日同窓生交流会　２４日ゴルフ・ルーデンス 　

　１１月　皇居　　１２月　クリスマス会　　１月　行田七福神巡りと新年会
　２月　寄席（鈴本演芸場）鑑賞　　３月　元荒川の橋と句碑予定

　懇親会　　　８回（花見、新年会、忘年会、ゴルフ等）　
　史跡巡り　　　７回（群馬県埋蔵センター、秩父夜祭等）

　講演会聴講　１６回（郷土史講座、さきたま博物館講座、行田財界講演会等）

４期

活動中 有
　１１月１０日（木）　川口市　・・・・・史跡散策と日本の産業史を体感
　１２月２日(金)～３日(土)　秩父市　・・・秩父夜祭の宵宮巡りとバチさばきの体感
　平成２９年３月２３日(木)　太田市　・・・新田荘歴史資料館、東照宮、長楽寺の散策予定

平成２９年度の活動予定
　平成２９年８月～９月　　　　散策場所未定
　平成２９年１０月～１１月　　　　散策場所未定

歴史遊友散歩
伊東洋一
電話番号
556-1788

活動中 有
　４月　打ち合わせ　　５月　深川　　６月　深谷・本庄
　７月　嵐山・吉見・野本将軍塚　　　　８月　暑気払い　
　９月　同窓会バスツアー（栃木市）に参加　　１０月　川越

同志会
栗田守康
電話番号
554-3509

活動中 有

 ２月　９日市民大学授業参加　２３日市民大学研究発表会参加　２４日橋の勉強会

◎２９年度の予定は４月に相談して決める

４月　１日（金）自転車にて花見（桜）・カラオケ　２２日（金）自転車にて市内寺巡り　　

５月　１３日PC勉強会　１８日同窓会総会　２１日青山茂晴講演会　２７日ゴルフ・妻沼

８月　４日講座受講　１２日納涼祭　１７日同窓会会議　２６日トンネル工法勉強会

９月　１日講座受講　９日認知症勉強会　２３日もの大展示物作成　２８日同窓会旅行

１０月　１４日ゴルフ・妻沼　２８日ビデオ鑑賞・行田の昔話　２９、３０日もの大学園祭

１１月　１０日講座受講　１３日健康講演会　２５日BBQジビエ料理　２９日同窓会講演会

１２月　２日健康講座　９日春日部・野田見学会　２２日市民大学音楽会　２３日忘年会

 １月　１２日講演会　１３日新年会　２７日勉強会・新幹線考察　

史跡散策会
米田英作
電話番号
554-3349

７月　８日（金）勉強会・新幹線の考察　２２日（金）吉見・東松山史跡巡り



寺田泰男 田村　勲 野原恵美子 一里塚と道しるべ 　【中山道、日光裏街道、日光脇往還（千人同心道）】
寺山善重 町田ふみ子 横手祥子 　＊忍藩（忍宿）に関する事項　
亀井迪江 小曾戸良一 田口有里子 月に１度くらいの集会、見学勉強会の実施

平成２７年９月２日　みらい図書館にて史料調査　参加７名
活動　９名

１０月２１日　中山道一里塚・秩父道みちしるべ～備前渠鉄橋　参加６名
中山孝文 野原泰弘 平成２８年１月２０日　日光脇往還（千人同心道）　大長寺　参加５名

一時休止２名 ２月３日　アンケート調査打ち合わせ（もの大）　　参加６名
２月２４日　徒歩散策　日光脇往還（千人同心道）　大芦村　参加７名
７月６日　中山道・桶川宿散策　江戸より６番目の宿場　参加８名
９月７日　中山道・深谷宿散策　江戸より１０番目の宿場　参加８名

１０月５日　例幣使街道・中山道・中山道　倉賀野宿散策　参加８名
中山道と日光例幣使街道が交差する江戸より１２番目の宿場

２月１日　騎西城址から保寧寺を経て田舎教師の建福寺へ　参加８名

宮井健爾 伊藤講治 川崎　勝
栗原玲子 小暮春夫 小堤敏正
後藤芳子 清水秀起 田口　修
保倉理一 春田豊子 茂木幸蔵

平成２８年度活動実績 ４月　新年度活動計画策定・１２日
計１２名 ５月　同窓会総会１８日　新川村散策２６日　　６月　浮野の里散策１０日　

８月　忍川生物調査・吾妻橋付近２５日
９月　忍川美化活動・暑気払い１６日　同窓会バスツアー参加２８日

１１月　東京都水道歴史博物館１６日　北本自然観察公園２５日

平成２９年度活動予定

６月　東京都浮間が池・釣り堀池の浄化１５日or１６日
栗原三郎 山銅幸男 福永義忠 ・仲間の輪を大切に、ワイワイとにぎやかにおしゃべりして時には
小林郁江 仲松成美 関根日出 　町なかをのんびり歩きながら、写真撮影を楽しむ！
太田セ津子 寺本進子 活動予定

計８名 ・仲間と調整し、今後の活動等を検討する。
伊藤孝明 阿久津昌二 伊佐聖一 ・関東、甲信地方の古城・城下町・宿場町を散策する。
五十幡 隆 一條靖喜 岡田安秀 平成２９年度の活動予定
岡田れい子 奥山紘子 菊池光子
棚橋一成 計１０名
清田耕三 加藤　泉 小西　澄
桜井邦夫 笹木夏江 佐瀬和行
佐野正昭 関根良一

計８名 平成２９年３月　造幣局さいたま博物館を訪問し、貨幣の歴史を学ぶ予定。

・本会のメンバーは、行田市森づくり環境再生実行委員会のメンバーとしても活動している。

１０月７日　中山道一里塚・鴻巣小松より　日光裏街道・川俣関所より　参加７名

平成２９年１月１１日　千人同心道・忍宿散策　八王子千人町より１１番目の宿場　参加７名

３月１日　千人同心道　吹上間の宿より横田酒造を経て川俣宿散策　参加８名
・忍川、さきたま貯水池（旧忍川）の自然環境の調査研究及び課題を探ります。
・「市民が水に親しみを持ち、自然環境を大切にできる」という観点を活動のベースとする。

・親睦を図るため、ハイキングや施設見学、懇親会等を実施する。

１０月　育樹祭７日　埼玉県立自然博物館２６日　もの大学園祭参加２９～３０日

３月　２９年度活動打合せ３日　忍川美化運動・吾妻橋付近１５日　同窓生交流会１６日

４月　リサイクル工場・三富今昔村２６日　　５月市民大学同窓会総会出席２４日

・ミニ旅行（視察研修を兼ね）
・ボーリング大会
・ぶらりと散歩しながら歴史と文化に触れ、仲間との親睦を深める。

平成２９年１月　新年会１８日　　２月　川の再生交流会参加（さいたま市民会館）４日

平成２８年度活動実績　　　　５月１８日　同窓会総会後ミーティング
６月１７日　川越市内散策・６名参加　１０月７日深谷「論語の道めぐり」・５名参加
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