
 

さいたま市シニアユニバーシティ 

校友会連合会 広報部発行 

平成２９年７月 

平成２９年６月釧路川にて 



 

2 

 

 

 

平成２９年度 さくらそう通信  

 

 

 

◇表紙           ・・・・ １ 

 

◇ＩＮＤＥＸ        ・・・・ ２ 

 

◇さいたま市長挨拶     ・・・・ ３ 

 

◇連合会会長挨拶      ・・・・ ４ 

 

◇校友会連合会組織図    ・・・・ ５ 

 

◇連合会・各協議会事業予定 ・・・・ ６～７ 

 

◇あとがき         ・・・・ ８ 

連 合 会 ホ ー ム ペ ー ジ 

https://ssu-kouyukai.jimdo.com/ 

 



                      3 

さいたま市長 ご挨拶 
 

 

  

さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会の皆様には、平

素より市政に格別の御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、去る５月２１日に行われました「さいたま市長選挙」に

つきましては、多くの市民の皆様から御支持を賜り、引き続き、

さいたま市長として市政運営の重責を担っていくことになりま

した。 

これまで市長として取り組んでまいりました８年間の実績と

して、指定都市でもトップレベルの財政の健全性を維持しながら、

人口増加数で３番目になるなど、成長力の高い都市となりました。そして平成２８年度さい

たま市市民意識調査では、さいたま市を住みやすい、これからも住み続けたいと感じている

市民の割合は、過去最高値を記録し、調査を開始した平成１９年度から上昇基調が続いてお

ります。さらに、昨年の日本総合研究所の指定都市幸福度ランキングで、本市は幸福度１位

の評価をいただきました。 

これらの結果は、私だけの力で達成できたものではなく、さいたま市シニアユニバーシテ

ィ校友会連合会の皆様をはじめとした地域の方々や、多くの団体、事業者の皆様の御理解と

御協力の賜物と深く感謝申し上げる次第であります。 

今後は、少子高齢化の急速な進展により、地域力の低下が懸念されます。「地域による助

け合い・支え合い」の重要性を、地域社会全体の問題として共有し、医療・介護・予防・生

活支援・住まいが一体的に提供できる「地域包括ケアシステム」の構築などを通じて、誰も

が住み慣れた地域でいきいきと輝きながらいつまでも元気で自分らしく暮らせるよう、取り

組みを進めてまいります。 

この８年間の成果に自信を持ち、市民一人ひとりがしあわせを実感できる“絆”で結ばれ

たさいたま市、誰もが住んでいることを誇りに思えるさいたま市を目指して、全身全霊を込

めて、市政運営に取り組んで行く所存でございますので、校友会連合会の皆様におかれまし

ても、市政になお一層の御支援、御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

末筆ながら、皆様のますますの御健勝と御発展をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

さいたま市長 清水 勇人 
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この度、連合会会長の当番校として、大宮中央校・原田

会長より引き継ぎ致しました北大宮校 2 期の阿部でござい

ます。私は今から 5 年前にシニアユニバーシティ北大宮校

に入学し新たな友人に巡り合い、大学院卒業後も複数のク

ラブ活動を続け、また他校校友会の方々とも親しくさせて

頂き、セカンドライフを十二分に楽しんでおります。 

連合会活動において不慣れな点が多々ありますが、どう

ぞよろしくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。 

 

さて、過日の定期総会でも申し上げましたが、国内外を取り巻く情勢、状況

は相変らず難問山積しております。我々70 才台前後の「第一線から離れつつあ

る世代」にとりましても他人事として済ます訳には行きますまい‥と、あまり

大上段に構えるのではなく、これからは、若い人たちに対しささやかな恩返し

が出来れば良いな、と秘かに思っております。 

 

この１年間、私は連合会常任理事として広報活動を担当させて頂きました。

丁度 1 年前、この「さくらそう通信」の紙面を仲間の方々と編集し印刷製本ま

で尽力致しましたが、まさか私が連合会会長挨拶文を書こうとは・・・これも

「何事もチャレンジ精神！」と受け止めております。 

趣味で詩吟をやっておりますが、先人たちの漢詩に触れるとき、その作者の

生き方、考え方は大いに参考になります。私の所属する詩吟流派の綱領に次の

ような言葉があります。 

一、 良い事は勇気を出して致しましょう 

一、 悪い事は勇気を出してやめましょう 

一、 （詩を吟じて）生甲斐ある人生を楽しみましょう 

（ ）の中は皆さん個々のお気に入りの言葉を入れてみて下さい。 

非常に簡便な表現ですが、これを私自身の日常生活の姿勢として、校友会の皆

様と楽しくお付き合いをさせて頂きます。 

 

※６月５日（月）市長・市議会議長を表敬訪問 

（原田前会長、阿部会長、宮道総務部長、林企画部長、清水副会長） 

 

写真（左）市長表敬訪問     

写真（右）市長と懇談 

連合会会長   ご挨拶 

会長 阿部徹一郎 



　
 

※ 副会長（6名）

北大宮校

東浦和校

北浦和校

大宮中央校

※常任理事（18名）

山田尚子（北大） 高野国弘（東浦) 池田善四郎（北浦） 押野光宏(大宮) 原田信政（大中） 西川　守（北大）

　 熊谷　博（東浦) 成瀬昭一（北浦） 高瀬誠二（大宮） 藤本信夫（岩槻） 関谷　謙（岩槻） 山田俊作（大中）

室井孝雄（北大） 山本吉明（東浦） 高木伯耿（北浦） 尾池　正（大宮） 篠崎弘征（岩槻） 小林英一（大中）

※ 理事及び監事 ：全６校各期会長39名及び監事２名が就任（名前省略）

※ 各協議会　年度別　期数及び在籍会員数

       

(29年度は6月6日時点の見込み数字)

期数 会員数
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岩槻校

    協議会

平成27年

 北大宮校

954

775

期数 会員数 期数 会員数

345

468

197

9

15

11

9

11

6

743

725

974

368

468

165136

8

14

11

8

11

5

618

924

697

433

429

660

3237 57 3390 61 3452 合　計

7

13

10

9

10

53

北浦和校

東浦和校

 大宮校

大宮中央校

岩槻校

斎田　卓仁　

橋本　正義　

（敬称略）

平成28年度 平成29年度　　年度

理事会

 常任理事会

宮道　恵司

清水　克美

瀧澤　道夫

林　幹夫

　 （開催：６回/年）

(開催：１回/年）

大宮校

さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会 
会長：阿部徹一郎  (北大宮校) 

平成２9年度 校友会連合会組織図      

総会 
（開催：１回/年） 

総務部 
部長：宮道恵司 

企画部 
部長：林 幹夫 

広報部 
部長：瀧澤道夫 

代議員 
 

（各校期１～２名選出） 

北浦和校 

協議会 

東浦和校 

協議会 

大宮校 

協議会 

大宮中央校 

協議会 

岩槻校 

協議会 
北大宮校 

協議会 

4期・6期 

8期～16期 

1期～5期 

7期～12期 
6期～10期 

12期～14期16
1期～6期 

1期～7期 

9期～16期 

6期・8期～11

期13期～16期 

各校協議会理事会・各期校友会理事会 

総務部 企画部 広報部 

会長：林 幹夫 会長：瀧澤道夫 会長：清水克美 会長：阿部徹一郎 会長：橋本正義 会長：斎田卓仁 

ホームページ委員会 

（開催：３回/年） 

5



□ 校友会連合会
校友会連合会行事予定

開催日 行事予定 会場 備考

7月11日 「さくらそう通信」発行 広報部

9月9～12日 「ねんりんピック秋田」参加 秋田県 副団長として連合会会長随行

10月1･2日 「赤い羽根」共同募金活動 浦和・大宮・岩槻地区 各校協議会参加予定

11月13 20 21日 歌舞伎観劇 国立劇場

2月16～19日 文化祭第26回作品展 埼玉会館第１・２展示室 企画部、北大宮校

2月18日 文化祭第25回芸能発表会 埼玉会館小ホール 企画部、各協議会

3月頃 第６回「さいたマーチ」参加 大宮区 さいたま新都心集合

3月頃 「さくらそう」発行 広報部

□各校協議会
大宮中央校校友会協議会行事予定

開催日 行事予定 会場 備考

5月23日 ウォーキング大会 西浦和駅～与野公園 ６期＆１３期主管

5月30日 「大英自然史博物館展」見学 国立科学博物館 ８期＆９期主管

8月1・3日 演劇鑑賞「ローマの休日」 世田谷パブリックシアター １２期主管

10月1日 「赤い羽根」共同募金活動 大宮駅西口 １０期主管

10月3日 グラウンドゴルフ大会 北区番場公園 １２期＆１３期主管

10月25日 親睦ゴルフ大会 鹿沼CC ９期主管

11月24日 文化講演会「落語と講話を楽しむ」 さいたま市民会館大宮 ７期＆１４期主管

12月予定 シルバー作品展支援 プラザノース １３期＆１４期主管

北大宮校校友会協議会行事予定

開催日 行事予定 会場 備考

７月15･22日 「血液サラサラ　リンパ体操」 北区役所１階多目的室 協議会・全期

9月19日頃 バスツアー 忍野八海、富士山五合目等 協議会・全期

12月2日
大宮フィルハーモニーコンサート
企画・観賞

プラザノース大ホール 協議会・全期

東浦和校校友会協議会行事予定

開催日 行事予定 会場 備考

5月17日 歴史講座「西郷隆盛の生涯」 浦和コミュニティセンター 協・１２期主管

6月16日 マンドリン演奏会 市民会館うらわ 協・６期主管

7月16日 「第41回浦和おどり」参加 旧中山道 企画部

9月未定 埼玉県警・演奏会 未定 ９期主管

10月1日 「赤い羽根」共同募金活動 東浦和駅前 １２～１５期主管

10月5日 ジャズコンサート 浦和コミセン多目的ホール １２期主管

1月未定 サキソフォン演奏会 未定 協・４期主管

3月未定 第１３回見沼田んぼキレイきれ大作戦 見沼たんぼ 企画部

平成29年度校友会連合会及び各協議会行事予定
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北浦和校校友会協議会行事予定

開催日 行事予定 会場 備考

7月4日 マンドリンコンサート 浦和ｺﾐｾﾝ多目的ホール ８期主管

7月16日 「第41回浦和おどり」参加 旧中山道 企画理事

9月20日 ふれあいコンサート 浦和コミセン多目的ホール ６期主管

10月9日 ジョリーラジャーズ公演 浦和コミセン多目的ホール １１期主管

11月予定 荒川クリーン作戦 秋ヶ瀬公園河川敷 各期参加

11月27日 北協演芸会 サウスピア多目的ホール 各期代表でプロジェクトチーム

12月8日 ボウリング大会 浦和スプリングレーンズ １３期主管

1月予定 ブラスバンドコンサート 未定 ９期主管

大宮校校友会協議会行事予定

開催日 行事予定 会場 備考

7月6日 バス旅行 袋田の滝・メロン狩り 13期、14期

9月14日 研修会 プラザノース 13期、14期

9月28日 ゴルフ大会 検討中 13期、14期

10月1日 「赤い羽根」共同募金活動 大宮駅西口 15期

10月19日 演芸発表会 プラザノース 13期、4期～16期

11月9日 グラウンド・ゴルフ大会 三橋総合公園 13期～15期

11月30日 ウォーキング大会 検討中 13期、14期

11月下旬 シルバー作品展手伝い プラザノース 14期～16期

12月14日 ボウリング大会 浦和スプリングレーンズ 13期、14期

岩槻校校友会協議会行事予定

開催日 行事予定 会場 備考

7月初旬 協議会会報の発行① 広報部

7月13日
講演/『熱血レフェリー・ボクシング
人生を語る』

本丸公民館視聴覚ホール 企画部

9月15日 講演/「時事放談」 本丸公民館視聴覚ホール 企画部

9月28日 グラウンドゴルフ大会 企画部

10月1日 「赤い羽根」共同募金活動 岩槻駅、東岩槻駅 総務部

11月3日 「鷹狩り行列」参加 総務部

11月9日 講演/北海道一周の旅　Ⅱ 本丸公民館視聴覚ホール 企画部

11月8～12日 文化祭：作品展示の部 本丸公民館展示ホール 企画部・7期主管

11月12日 文化祭：演芸発表の部 市民会館いわつき 企画部・7期主管

3月2日 研修旅行（内容検討中） 企画部・11期主管

３月予定 ウォーキング講習会 総務部

3月予定 協議会会報の発行② 広報部

さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会組織と各校校友会について 
 

さいたま市シニアユニバーシティは、現在、大宮、岩槻、大宮中央、北大宮、東浦和、北浦和の６校があります。

毎年、大学卒業生が翌年度大学院に進み、年度期毎に校友会（学友会からの変更）を結成しております。いわばＯ

Ｂ会です。各校毎に校友会が1つにまとまった組織が協議会です。 

上記６協議会の上部組織としてさいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会（以下連合会）があります。連合会

への加盟は、校友会単位となっております。 

連合会は独自の行事を主催する一方、各協議会の主な行事に対し助成金を出しその活動を支援しております。 
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さいたま市シニアユニバーシティ各校学友会の皆様へ 

 

平成２９年度校友会連合会の広報紙「さくらそう通信」を今年もお届けいたします。 

来年度は２年目、通例として学友会から新たに校友会を立ち上げ、大学院卒業後のＯＢとして 

の活躍の場作りに向けて各校協議会への入会準備を進めていくことになろうかと思います。 

「さくらそう通信」には「校友会連合会の組織図」や「連合会並びに各校協議会」の年間のお

もな行事予定を掲載しています。学友会から築いてきた校友との交流が大学院から卒業後へと

一歩一歩広がり新しい出会いの場がこれからも沢山待っている、そんなことを想像していただ

ければ幸いです。 

各校の皆様の校友会としての入会を心から歓迎いたします。 

 

 

さいたま市シニアユニバーシティのＨＰのご紹介 

 

さいたま市シニアユニバーシティではそれぞれの組織でＨＰを立ち上げて新しいコミュニケー

ションづくりを進めております。 

☆校友会連合会のＨＰ（連合会ＨＰ委員会） 

☆各校（大宮・岩槻・大宮中央・北大宮・東浦和・北浦和）協議会ＨＰ（協議会ＨＰ委員会） 

☆各協議会の各期のＨＰ（各期のＨＰ委員） 

それぞれの単位でＨＰ委員を中心に個性あるＨＰ作りを推進しています。 

代表となる連合会ＨＰのアドレスは「https://ssu-kouyukai.jimdo.com/ 」 

ここから自由にリンクを辿ってそれぞれのＨＰも見ることが出来ますのでどうぞご覧になって

下さい。 

 

 

＜平成２９年度「さくらそう通信」発行にあたって＞ 

 

平成２９年度「さくらそう通信」を会員の皆様にお届けすることができました。 

「さくらそう通信」は発行を７月としているため何かと慌ただしい中で新しく広報部に 

所属になったメンバーが短い期間に会合を持って作り上げました。 

皆様方にさいたま市長、阿部会長、の思いや考えを伝えることによって意識の共有化が 

生まれ、連合会や各校協議会の行事をお知らせすることで連合会会員各位の行動範囲が 

広がり、それぞれの新しい活動の推進のお役に立てれば幸いです。 

来年の３月（予定）には「さくらそう」の発行も予定しております 

 

                   広報部（常任理事）メンバー一同 

https://ssu-kouyukai.jimdo.com/

