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運含会会長挨拶

連含会の大きなイベントである、文化祭とさぃたマーチが無事終了しました。
この二人事業は準備段階から開催当日まで、多<の会員の努力によって成り立っ
ています。改めてお礼申し上げます。当然のことながら、文化祭の出演者及び出
展者はその日のために努力を重ねてきた過程自体が尊い事ですじ太いに敬意を
表したいと思います。各協議会の集合体としての連含会そして常任理事会の組織
上多<の会員にとって連含会は身近に感じられない宿命のようなものがあります
だからこそ文化祭及びさいたマーチの存在価lL3があるのだと理解したいと思い
ます。文化祭では日頃眼にしない他校の演技や舞台衣装の工夫、或いは倉」造lll

豊かな作品に接して大いに束」激を受けることができます。さりながら、まだまだ
連含会は発展途上にあります。約3,300C会員の知を結集し工夫を凝らして連含
会の事業内容を少ししでも充実させたいと思います。

【いきいきセヵンドステージ】の開催

昨年 11月 9日、従来にはなぃ「ぃきぃきセヵンドステージ」が浦/Elコ ミュニティセンターで開催されました。
さいたま市と共催で、シルバー人材センター及びシルバーバンクの活動 PRと会員登録を呼びか|ナてシニアの社
会参加促進を目的とした初めての試みです。

吉武まつ子さんの「元気の出るコンサート」、君原健二氏の講演「我がマラソン人生」、そして京極加津恵さんグ
ループの「歌謡民謡バラエティシ∃―」のイベントを 3部構成とし、加えて 1部ごとに入場者を入れ替え制にして
多<の入場者を確保すべ<校友会連含会が計画・運営しました。一方シルバーバンク及びシルバー人材センター
においては、実演・体験コーナーを設け来場者の関心を呼んでいました。

各校友会の参加者は598人、参力□率は66%でした。市の担当者の話によれば、寒い日でしたのでまずまずの参
加者であったとの事でした。10cの実行委員の矢□恵と熱意、校友会の皆さんのご協力そして行政のご支援に心
からお礼申し上げます。

さしヽたま市シルノミー人材センターの案内 人材センター傾聴ボランティア

連含会会長 原田信政

シルノミーノヾンク 踊りで元気ボランティア
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平成28年度文化祭を終えて

連合会企画部長 ス保恭―

恒例の連合会文化祭が、今年も2月 17日 から2η日までさいたま市文化センター

で開催されました。

作品展は」7日から展示室において266点を展示、延べ823者の来場者を迎え

好評裏に2η日終了いたしました。芸能発表会は、昨年同様大ホールにおいて

η9日さいたま市長清水勇人様、市議会議長桶本人輔様、NPO教育支援協会

事務局長五藤美昭様をご来賓として迎え、盛大に開催されました。早朝から

大勢の皆様のご来場をいただき賑やかな開会式であったと思います。これに

より、演目開始直後の早い順の出演者も大勢の観客を前に張り切って演技する

ことが出来たのではないでしょうか。ご来場いただいた1,254名の皆様には楽しい一時を過ごしていただけ

たものと思います。又ホール前ロビーでは、3乍年同様埼玉福祉事業協会をはじめ、あ|ナぼの作業所グリーン

フインガースの皆様が作つたバン、洋菓子類の販売支援を行いましたが、皆様のご協力のお陰で、一部野菜、

花本類を残して殆ど売り切れました。

ご出演の皆様、ご来場いただき応援して<れた皆様、裏万として準備に携わっていただいた実行委員会の

皆様等、ご協力いただいた全ての方表に,きより御礼申し上げます。

『さいたマーチ』今年も元気で10キロ歩けた !

3月 25日 (土 )に開催された さいたマーチに連合会としては

10キロコースを歩<ことにし、校友会会員 408者 で参力0しました

当日は高沼遊歩道で9時 30分に受付し、時間前から大勢の

方が集まり、ゼッヶン等を受け取つて各協議会の旗を先頭に、

陽光の中をそれぞれ出発して行きました。 氷川参道から大宮  |
公園を経て大宮第 3公園で各校友会毎に集まり昼食、後に『しらこ

ばと音楽団』の伴奏で懐かしい歌を全員で含唱しながら、各協議会

との交流と親睦を図ることが出来ました。完歩された方、途中仲間と

交流を深めに行かれた方、それぞれに事故も無<¬ 日を楽しめた

事と思います お疲れ様でした。

さいたま市長の出発式

昼食後の演奏会イベント

2

実行担当

大宮校 下岡不□憲
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イベント企画
東浦和校 清水克美

_´顧 癬 鬱罐ぼ覇欝日目麟ロロ,

轟移 鰤 マ

ゼツケンを記入して 連含会の旗をなびかせ !

春の日差しを浴びて、元気に… みんなで楽し<含唱
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簡浦鵜安イなセンウー
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鶴 核雄隕嬢瞼会に含会壼f脇祭

日 17日 (金)～21日 (火)  ,

芸能発表会

2月 19日 (日 )

趣向なこらした出し物で、

楽しく、にぎやかに ・̈

作品晨
2月 17日 (金 )～21日 (火 )

絵画、手工芸、写真、書、ctc.

プロもビッタリな作品が沢山¨。

核項会露ぢ療尋壁
==

大宮中央 ¬4期の皆さん コーラス東浦不□司3。 44期の皆さん

なヽ会理盆会芸籠発表会

フオークダンス東浦不]42期の皆さん 歌とフラダンス岩槻2期の皆さん

盤な基違

`編

大学かぞえ歌 Jヒ浦不]40期 の皆さん

ひげダンス大宮中央司3期の皆さん

書道・吟 Jヒ 浦和 1¬ 期

3

詩0303詠北大宮 1,2期の皆さん
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ンス 大宮中央9期の皆さんがと踊り 東浦和 ¬1期の皆さん 民舞 岩槻 7期の皆さん
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力作の並んだ作品展会場風景 ¬

演舞 大宮 ¬1期の皆さん フラダンス 東瀞 □10期の皆さん

岩lll¬ 0期の皆さん
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さいたま市長の清水氏見学

舞台の切り替えに大忙しの

舞台担当の力達
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手話ダンス 大宮5期の皆さん

1日 中来場者のl~文 ]で頑張つた

受lll担当の方達
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魯綾協議会活動情報 餞

私たちの一年間

岩槻校校友会協議会では、連合会の行事に参力□することをはじめ、岩槻協議会の行事として学習講演会、

グラウンドゴルフ大会、文化祭、研修バス旅行、会報の発行とともに赤い羽根共同募金活動、岩槻区の実施す

る鷹狩行夕」、ウォーキング講習会などへの参Dllなど多彩な行事を実施しました。

学習講演会では各界の有識者による講演や会員の請演など多彩な内容の学習会でした。また、文化祭の作

品展示会と芸能発表会は各期の会員が日ごろの成果を発表しあう岩槻校校友会協議会の最大のイベントで

す。

全国を巡り豊富な矢□識で
聴衆を魅了する干葉講師 毎年」司月3日に実施される岩槻市の行事

文化祭 (作品展 &演芸発表会)

電量孟31董雷暑儡
][示

会を11日

13口 |こは市民会館し`わ
稜

よ班演壕発表念
|

誰闊 戸 臓

学習講演会 鷹 狩行列

グラウンドゴルフ大会

ヽ
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ベテランも初心者も不]気藷々と…・

平成 29年度行事予定
連含会の歌舞伎鑑賞会や連合会の文化祭への参加、また、3月には毎年恒仮」の研修バス旅行が実施されるとともに、

連含会のさいたマーチに参力0し一年を通して校友会の活動を楽しんでいます。



シエアユニバーシテイ校友会連含会

28年度活動報告 (行事実施8件のうち沢の3件を紹介)

大宮中1央校

[文化活動 ]

「真田丸 ～表裏 Lヒ興者から日本一の兵へ～」

(1) 日時 ηl月 4日 (金)14時開演 (全 2時間)

(2) 場所 市民会館おおみや 小ホール

(3) 講師 共立女子大 歴史学者 堀 新教授

(4) 参カロ者 133名
NHK大河ドラマ「真田丸」と相まつて楽しい講演会であつた。 講

演内容は、スライド24枚を主体に行われ、当時の秀吉とその時代背

景、真田一族の姿を史実に基づいて講演を頂いた。真田の赤備り

が、幸村が尊敬していた武田信玄の譲受けという史実も面白かつた。公演時間が長ければ、もっと面白い史実

を講演して頂けたのにと多少残念な思いもありました。各期の参加協力 (家族、友人を伴にする)に感謝いたし

ます。

[学習会活動 ]

「富士重工業 (株)群馬製作所矢島工場見学」

(4) 日時 7月了日(本)7:50 大宮西□集合

(2) 行先 富士重工業 (株 )群馬製作所矢島工場、足利

フラワーノヽ一ク

(3) 参加者 422者
(4) 行程 大宮 (出発)→足利フラワーノヽ一ク(見学、

昼食)→富士重工業 (株)見学→道の駅

めぬま→大宮 (解散)

梅雨の晴れ間の一日でした。足利フラワーバークでは、庭園内をバラ、グラジオラス、睡蓮等を観賞しながら1時

間程度散策、昼食の特別ランチセツトはみなさん大満足でした。富士重工業 (株 )では、車の材料から完成するまで

の工程を見学しました。なかでも、ロボットが一斉にボディをつなぎ含わせてい<光景は大変見ごたえがありまし

た。各期参加者の皆さんの協力ありがとうございました。

[健康増進活動 ]

「ウォーキング大会 (元荒川～伊奈バラ園)」

(4)日時 6月 2日 (本)9:30 蓮田駅から徒歩

ηOうの宮前橋下河川敷公園集含

(2)参加者 80g
強風さえな |すれば絶好のウォーキング日不□でした。

元荒川河川敷を上流へ向かい、途中休憩した清瀧酒造では、「特別な

水」を買い求め―路「伊奈バラ園」へ。見沼用水路縁から綾瀬川に入る

と強風にさらされ悪戦苦闘の末暫<ゴール。楽しいお弁当タイムです。

早速「特別な水」で食欲増進させ、バラを見るのを忘れるほど、楽しい

会話に花が咲きました。

平成29年度前半期行事予定 (29年度全期の行事予定は7月発行の「さ<らそう通信」に掲載)

5月 23日 ウォーキング (西浦不0～中浦不0～南与野～与野公園) 6・ 13期 案内は、

別途行事

ごとに
5月 28日 ごみゼロキヤンベーン 13期・奇数期各 2人位

5月 30日 大英自然史博物館展 (国立科学博物館)見学 809期

8月 403日 ミユージカル「□一マの体日」鑑賞(世田谷ノヽブ|リ ックシアター) 12期


