茂木幸蔵（二期生）
道場信昌（四期生）
米田英作（四期生）
中村葉子（四期生）
松井享子（四期生）
寺田泰男（五期生）
田村 勲（五期生）
小堤敏正（五期生）
塚田東司（七期生）
福島輝子（七期生）
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このたび広
報誌第四号を発行する運び
となりました。皆様のご協
力に感謝いたします。今後
も読み易く親しみやすい紙
面作りに心がけてまいりま
す。なお、活動中や身の回
りの小さなニュース、大き
なニュース、ご意見等お寄
せください。お待ちしてお
ります。
広報交流委員会 松井

近日中に行田市
民大学同窓会ホー
ムページを新規に
開設予定です。同
窓会の組織、年間
行事、クラブ活動
紹介などの他に同
窓会員が自由に記
事を投稿できるブ
ログのページも設
けます。会員個人
の体験、趣味、旅
行、各種情報など
多方面の話題を会
員間で共有するこ
とが目的です。
広報交流委員会ＨＰ担当

本最初の戦いという梁田戦
争が、足利地方における明
人と人のつながりが何より大切
人と人のつながりが何より大切
治維新の幕開けとなった梁
田宿の先にある足利市寺岡
七歳の時、長崎で 民大学で市内と市外を散策
の道しるべと佐野天明宿を
原爆に会い被災現場 しながら歴史と由来を仲間
訪れました。最後に佐野厄
や被ばくされた人た と楽しく学んでいます。行
除け大師前の厄除けラーメ ちに出会いその姿が今でも 田市は災害のない静かな住
ンを食べてから帰ってきま 思い浮かびます。終戦直後、 みよい街だと感謝の気持ち
した。予定外の八木節の実 病気で父が永眠。それから ですが、想定外の事態が何
演も見学でき充実した散策 熊本に移住したが毎年のよ 時起きるかわかりません。
会でした。ご興味のある方 うに自然が猛威を振るう台 今は後期高齢者の一人とし
は一緒に活動しませんか。
風・水害・竜 てメリハリのある毎日を過
寺田 泰男（五期 歴史）
巻と現場に遭 ごし、無駄なエネルギーを
遇した人でな 避けストレスもポジティブ
いとわからな にとらえて人生の終わりを
い恐ろしい現 迎えられたらと思っていま
実があり、こ す。 （五期生 Ｍ子）
うした体験が
人と人とのつ
ながりが何よ
りも大切だと
思いました。子育てを終え
たら趣味の一つである料理
で仕事ができたらと若いこ
ろ調理師の免許を取り幸い
三人の子供たちも東京で生
活していますので平成四年
に行田市で弟が経営する料
亭で働くことができま し
た。日本一足袋で栄えたの
が行田町村と学生時代教わ
ったことを思い出し、地域
のことが分からないまま市

化ウォーキングイ
ベントに協力参加
しました。
「忍川環境を見守る会」 トの開催
ボランティア活動は継続
は平成二十三年十月一日発
清掃活動場所は、一級河 することです、皆様の参加
足し平成二十四年一月、
川忍川栄橋（百二十五 をお待ちしております。
小林 務（三期 環境）
当会・埼玉県・行田市の
号国道）～旭橋（長野
三者協定により埼玉県川
二丁目）約六百メート
の国応援団美化活動団体
ル、両岸の美化活動年
に登録されました。会員
五回実施（実施日を市
は一期から七期まで十五
報に掲載し市民皆様の
名が登録しています。
参加を募る）
活動の目的は、環境美
環境関連団体への参
化・自然環境観察・環境
加、協力・交流は、埼
保全保護等の啓発活動
玉県川の再生交流会や
活動内容は、美化清掃
水のふるさと応援団な
活動・環境調査票による
どの事業に参加、協力・
観察評価
（年五回・二回）
・
交流しています。
環境関連団体への参加、協
環境関係イベントの開催
力・交流・環境関係イベン は、平成二十七年度忍川美

編集
編集
後記
後記

十三年前、ものつくり大 る人材育成が必要である。 重ね、準備委員会の中で内
学社会人学生であった故関 他の街にはない、市民自ら 山俊夫氏を理事長にその年
正寿氏から、ものつく
企画運営する市民大学 暮れの仮開校は百二十 余
私たちのグループは五期 館は閉館してましたが、某
り大学橋梁設計の増渕
を創りたいという思い 名、翌四月の一期生は百三 卒業生の歴史三グループを 高校の男女生徒三十名程が
教授を紹介され「武蔵
に至った。その理念を 名希望者が集まり入学は抽 統合して九名で活動してい 来館しており、私達も特別
導水路改修工事計画に
胸に、増渕教授と行田 選となった。
ます。「一里塚と道しる
に許可を得て八木節の
あたり市民の要望が反
ロータリークラブ会長
開校当初は手探り状態で べ」をテーマに厳暑・厳
実演を見学させてもら
映できる。是非、親水
の山本憲作氏と共に、 あったが、大学の会場無償 寒の時期以外は月に一回
いました。演技は熟年
公園の設置や用水の有
工藤市長に市民大学創 提供や、ひとつくり支援課 のペースで中山道、日光
の方々ばかりでしたが
効活用を推進しましょ
設の相談に行き賛同を の協力を得て、徐々に体制 裏街道、日光脇往還（千
素晴らしい声量で、笛
う。」と提案され、そ
が整っていった。 人同心道）を中心に散策
や太鼓、鐘、鼓のお囃
の考えに共感した 私
現在九期生の皆さ 会を実施しています。ま
子で高校生達も演技に
は、友人達と
んが基本理念を基 た時々は、花見、暑気払
加わり大はしゃぎで八
「水城まちづ
に、学んだ事を日 いなど懇親会で親睦を深
木節を踊って盛り上が
くり研究会」
々の暮らしや地域 めています。
っていました。
を立ち上げま
社会に生かすこと
六月初には、「日光例
その後、福居駅前に
した。
が出来ると日々学 幣使街道 太田から足利
ある「国登録有形文化
行田の歴史
得た。
んでいます。
八木宿を経て佐野天明宿
財」トチセン（旧足利
や地形などを
設立にあたり、初期
こんな素晴らしい市民大 へ」をテーマにした散策
織物）を見学。赤レン
学ぶ中で、こ
の運営委員選考は四百 学の創設に携わる事が出来 会を行いました。最初に、
ガ倉庫をぐるりと一周
の街をより魅
字詰め原稿用紙に市民 たこと事は、関係者の方々 太田の追分道しるべ、八木 したところ剥がれたレンガ
力ある街にし
大学創設にあたっての の尽力の賜物であり、感謝 節発祥の地・八木宿を訪れ が何とも言えないレトロな
たい。その為
思いを書き、教育委員 と共に更に発展、継続して ました。この日の八木節会 雰囲気でした。また、東日
に、まちづく
会へ提出した。一年以 いくことを期待してやみま
りのリーダーとな 上、深夜まで何度も会議を せん。

同窓会の先輩にインタビュー
同窓会の先輩にインタビュー

平成十九年五月 ものと、
与えるものがある」 た。委員長としては調整が
十七日（木曜日） この言葉は、行田市民大学 大変でしたが、委員会終了
午前六時行田
の基本理念、市民一人 後の反省会でまたまた語り
ＲＣ事務局、
ひとりが「志をもって 合いました。私が委員長に
行田市民大学
自ら学ぶこと」に生か なりましたが、今村さんか
立ち上げにつ
されました。教育委員 山本さんに受けていただき
いて山本会長
会の小牧さんと上野さ たかったのが本音です。準
より提案され
んの献身的な働きなく 備委員会で意見が合わず退
た。これがス
任された委員さん
タートで し
が出ましたのは残
た。
念でした。基本理
永島さんが
念と基本目標を決
水城街づくり
める時間を本当に
研究会を増渕教授と勉
使いましたが、基
強会をされており、も
本を決めて進めた
のつくり大学とのパイ
して市民による市民大 ことはその後、大いに役立
プもありました。教育
学は出来なかったでし ちました。また、素晴らし
委員会の積極的な協力
ょう。
いものになりました。
には今も感謝しており
公募で集まった二十
行田市民大学は多くの方
ます。
名の準備委員会委員の の情熱と誠意が塊となって
津田教育長の「生き
皆様には毎週午後七時 設立され、現在も引き継が
ることは学ぶこと」そ
から九時まで熱心な議 れていることに改めて感謝
して「学習には自ら求める 論を重ねていただきま し します。
俊夫氏

内山

足利市寺岡の道しるべ

H26.1.13 川の再生交流会参加者

健雄氏

永島

健雄氏

永島

行田市民大学初代交流委員長

俊夫氏

内山

行田市民大学初代理事長・同窓会前顧問

クラブ歴史が好きです
忍川環境を見守る会

市民大学の創設は、
関係者の尽力の賜物

教育委員会の積極的な協力に感謝

平成２９年８月
行田市民大学同窓会広報誌
２

