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さいたま市長 ご挨拶

さいたま市シエ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。

平成 13年に誕生したさいたま市は、平成 17年の岩槻市合併

を経て、今や人口129万人に達し、「東日本を連結する対流

拠点」にふさわしい、持続的に成長 。発展し続ける大都市とな

ってまいりました。

そして本年は、本市が政令指定都市に移行してから15年の

節目であり、市長として、今日の発展の礎を築かれた先達の英

知と汗に、感謝を申し上げる次第であります。

私は、この「政令指定都市 15周年」を更なる市政の発展に向けての節目となるよう、市

政の運営をよリー層の決意と情熱をもって「市民の皆様とともに、さらに前へ」進めていか

なければならないと考えているところであります。

少子高齢化が社会問題となってから久しいところですが、本市におきましても、いよいよ

7年後には、人口が減少局面を迎えると見込まれております。そのようななかで、地域の活

力を維持し、さらに発展させていくためには、元気なシエアがさらに輝く社会づくりが欠か

せません。

本市では、シエアユニバーシテイのような学びの場を提供する事業のほかに、シルバー人

材センター事業やシルバーバンク事業など、高齢者の方に社会参加をいただく環境整備を積

極的に推進しております。昨年度、校友会連合会を中心とするシエアユニバーシティ卒業生

からは、両事業に新たに55名 の御登録をいただいたところでございます。皆様が培ってこ

られた知識や経験、技術を生かし、お住まいの地域の中で新たな目標に向かい、本市の活力

あるコミュニティ作りに、よリー層のお力添えをいただきますよう、お願い申し上げる次第

です。

一昨年の日本総合研究所の指定都市幸福度ランキングにおきまして、全国20の政令指定

都市の中で、本市は幸福度 1位の評価をいただきました。この評価は、校友会連合会の皆様

をはじめ、市民の皆様が、それぞれの立場で、ともに地域の課題を考え、行動していただい

た賜物であると、重ねて感謝申し上げます。

末筆ながら、本市の取組みに対する皆様の変わらぬ御支援をお願いするとともに、校友会

連合会のますますの御発展と皆様方の御健勝をお祈り申し上げます。
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連合会会長 ご挨拶

連合会会長に就任いたしました東浦和校 13期の高野です。

前任の阿部会長 (北大宮校 2期)の後任を引継ぐことになり身

が引き締まる思いであります。

入校から3年 目までは、役員の経験もなく連合会 。協議会の

催し物に参加と期のクラブ活動 (ウ ォーキング、ゴルフ、コー

ラス等)で充実した期間を過ごさせて頂きました。

4年 目に入る時会長が体調不良のため退会、急遠会長に就く

ことになりましたが、既に連合会・協議会での歯車として動いており先行に不安を感じま

したが先輩皆様のご支援、ご助言のお陰様で無事に乗り切ることができました。

さて平成の元号も本年度で終わりその評価について新聞の調査では、「激動」と位置付

けました。これは、この期間に日7年の阪神・淡路大震災、日23年の東日本大震災等の

甚大な被害をもたらした災害が起きたためです。

連合会は、「順調」に推移と私は考えております。しかし、本年度初めての会員の減少

の見通しに衝撃を受けました。考えられる理由として会員の高齢化による退会と一番影響

を与えた期ごとの離脱であります。

連合会の役割は、高齢化社会の中でいつまでも社会との繋がりを持てる機会の提供、そ

の結果して健康寿命を伸ばすことかと思います。それには魅力ある出来事が必要でボラン

ティア、クラブ活動、催し物を充実して参加してもらうことです。

具体策については、各協議会でHP含めて「魅力ある策」について検討してもらい、そ

れを基に連合会で協議 (実行に際して役員の負担を分散化ができるかが成功の鍵)し施策

を決めていく所存ですので皆様のご支援、ご協力をよるしくお願いいたします。

さいたま市シエアユニバーシティ校友会連合会

会長 高野 国弘

※6月 19日 (火)清水勇人市長・新藤信夫議長・井上伸一副議長を表敬訪FF3

(訪問者・・・高野会長、熊谷副会長、山本常任理事)
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平成 30年度 校友会連合会組織図
(敬称略)

さいたま市シエアユニバーシティ校友会連合会
会長 :高野 国弘 (東浦和校)

総会
(開催:1回 /年 )

東浦不日校
|

※ 副会長 (6名 )

賞晨谷 博

総務部
部長 :熊谷 博

代議員
(各校期 1～ 2名選出)

1宮
澤 孝雄  |岩槻校  | 常任理事会
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(開催 11回 /年 )
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元 靖彦  |大宮中央校
|

1室
井 孝雄  |北大宮校

| 広報部
部長 :押野 光宏

ホームページ委員会

大宮校
協議会

軟供
〈
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槻
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岩

協
大宮中央校

協議会
北大宮校
協議会

東浦和校
協議会

Jヒカ有不日本交
協議会

会長 :押野 光宏 会長 :宮澤 孝雄 会長 :福元 靖彦 会長 :室井 孝雄 会長 :高野 国弘
1

4期・6期
8期～ 15期

17期

会長 :高木 伯歌

8期～11期
13期 ・14期
16期 ・17期

※常任理事 (18名 )

渕本仁史 (東浦) 樋口松男 (北浦) 粕加屋清子 (大宮)Jヒ堀 忠 (岩槻) 橋本正義 (大中) 西川 守 (北大)

山本吉明 (東浦) 瀧澤道夫 (北浦) 新村葉子 (大宮) 難波昭悟 (岩槻) 山内嘉雄 (大中) 福田信明 (北大)

大田 章 (東浦) 庄子誠― (北浦) 尾池 正 (大宮) 深井義司 (岩槻) 原田信政 (大中) 阿部徹―郎 (北大)

※ 理事 :全 6校各期会長41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

年度

協議会

平成27年 平成28年度 平成29年度 平成30年度

期数 会員数 期数 会員数 期数 会員数 期数 会員数

北大宮校 4 136 5 165 6 212 7 228

東浦和校 13 924 14 954 15 985 16 993

Jヒ丼甫禾日本交 7 618 8 660 9 726 8 645

大宮校 10 697 775 772 710

岩槻校 10 429 468 480 12 466

大宮中央校 9 433 8 368 9 344 8 281

合 計 53 3237 57 3390 61 3519 62 3323

(平成30年度は3月 31日 時点の見込み数字)
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平成 30年度校友会連合会及び各協議会行事予定
□校友会連合会

校友会連合会行事予定

□各校協議会

北大宮校校友会協議会行事予定

1開催 EII 行事:予定 会 場 備考

7月 10日 「さくらそう通信」発行 広報部

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

11月 3～ 6日 「ねんりんピック富山」参加 富山県 副団長として連合会会長随行

11月 予定 歌舞伎観劇 国立劇場

2月 16～ 19日 文化祭第27回作品展 埼玉会館第 1・ 2展示室 企画部、北浦和校

2月 19日 文化祭第26回芸能発表会 埼玉会館月ヽホール 企画部、各協議会

3月 30日 第 7回 「さいたマーチ」参加 大宮区 さいたま新者レい集合

3月 予定 「さくらそう」発行 広報部

瀾催日 行事予定| 会場 備考‐

7月 2日 及び16日 「血液サラサラ・リンパ体操」 プラザノース3階第3、 4ルーム 企画部6期主管

7月 19日 「介護保険制度と高齢化問題」 北区役所1階多目的室 2期主管

検討中 日帰リバス旅行 検討中 4期主管

12月 24日
※第7回クリスマスコンサート

演奏/大宮フィ肋トモニー管弦楽団
プラザノースホール 全期 (実行委員会)

東浦和校校友会協議会行事予定

1瀾催日 行事予定| 会場 備考

4月 6日 「将棋の歴史」講演会 浦和コミュニティセンター 15期 主管

5月 15日 歴史講座 「西郷隆盛と勝海舟」 浦和コミュニティセンター 15期 主管

5月 28日 親睦ゴルフ大会 星の宮カントリークラブ 13主 管

7月 15日 「第40回浦和おどり」参加 旧中山道 企画部

10月 1日 「赤い羽根」共同募金活動 東浦和駅前 13～ 16期 主管

11月 予定 歌舞伎観劇 国立劇場 4期主管

3月 1日 オペラコンサー ト 埼玉会館小ホール 15期主管

3月 予定 第14回見沼田んぼキレイきれ大作戦 見沼たんぼ 企画部

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|

4月 ～翌年3月 お元気倶楽部・体操見守り シ
｀
ェイコー埼玉 毎月、毎週月曜日・各期持回り

6月 20日 轡田隆史先生講演会 ふれあい館 1 1期 主菅他期

7月 15日 「第42回浦和おどり」参加 旧中山道 各期参加

9月 14日 押田茂寛先生講演会 武蔵浦和コミセン多目的ホール 14期主菅他期

9月 26日 も、れあいコンサート 浦和コミセン多目的ホール 8期主管

10月 1日 赤い羽根共同募金活動 北浦和駅前 13期他期

10月 初旬 尚和園慰間 尚和園 14期主管他期

10月 30日 ジャズヘの誘い 武蔵浦和コミセン多目的ホール 14期主管

11月 予定 荒川クリーン作戦 秋ケ瀬公園河川敷 各期調整

11月 26日 北協演芸会 武蔵浦和コミセン多目的ホール 企画中心でプロジェクトチーム

12月 6日 ボウリング大会 浦和スプリングレーンズ 14期主管他期

12月 9日 さいたま国際女子マラソン さいたま新都心～ 9期主管他期

1月 以降 麻雀大会 未定 13期主管

※・・・各協議会事業の内、「※」で記載された行事は連合会交流事業として開催するもの。

詳細については、別途、連合会を通じてむ案内いたします。
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大宮校校友会協議会行事予定

7月 5日 バス旅行 三峯神社、長瀞川下り 14期主管&15期副管

9月 13日 ※研修会 (さ いたま市消防音楽隊) プラザノース 14期主管&15期 副管

9月 27日 ゴルフ大会 大宮国際カントリークラブ 14期主管&15期 昌」管

10月 1日 赤い羽根共同募金活動 大宮駅西口 8期 主管、17期

10月 18日 演芸発表会 プラザノース 14期主管、4期～17期

11月 8日 グラウンド・ゴルフ大会 宝来グラウンド・ゴルフ場 14期主管&15期 副管

11月 29日 ウォーキング大会 皇居周辺 14期主管&15期 副管

11月 下旬 シルバー作品展手伝い プラザノース 15期、17期

12月 13日 ボウリング大会 浦和スプリングレーンズ 14期主管&15期 副管

岩槻校校友会協議会行事予定

5月 29日 講演 「北海道一周の旅part3] 本丸公民館視聴覚ホール 企画部

7月 初旬 協議会会報の発行① 広報部

9月 20日 グランドゴルフ大会 岩槻文化公園 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 城下町岩槻 「鷹狩り行列」参加 総務部

11月 9～ 10日 文化祭*作品展示の部 城址公民館ホール 企画部

11月 11日
午前 :記念講演会 (三遊亭楽生の落語) 市民会館いわつき 企画部 。10期主管

午後 :文化祭*演芸発表の部 市民会館いわつき 企画部・10期主管

3月 1日 親睦旅行
濃溝の滝&大山千枚田&大

福寺参拝
企画部・12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

5月 10日 ウォーキング大会 久喜～鷺宮 10期主管

5月 27日 ごみゼロキャンペーン 大宮駅東口 8期主管

10月 1日 赤い羽根共同募金活動 大宮駅西口 12期主管

10月 2日 グラウンドゴルフ大会 西区宝来グラウンドゴルフ場 9期 &13期主管

10月 17日 学習見学会 ‖ロスキップシティ 6期主管

10月 24日 親睦ゴルフ大会 鹿沼CC 9期主管

11月 22日 ※文化講演会 放送大学 7期主管

12月予定 シルバー作品展支援 プラザノース 6期主管

大宮中央校校友会協議会行事予定

※・・・各協議会事業の内、 「※」で記載された行事は連合会交流事業として開催するもの。

詳細については、別途、連合会を通じてご案内いたします。

シエアユニバーシ量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、北大富、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OB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シエ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。 (校友会連合会の組織図は5ページをご参照ください。)

1開催日 行事予定| 会場 1備考

開催 EI 行事予1定 | |‐ 1会場‐ 1備1考 ■

開催儘 行事予1定 会場■ 備考■
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さいたま市シエアユニバーシティ各校学友会の皆様ヘ

平成30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て大学院卒業後のOBと
しての活躍の場作リヘと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。

さいたま市シエアユニノヽ―シティのHPのご紹介

さいたま市シエ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‐ kouvukai.iilndo.com/ 」

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

ださい。

<平成30年度さくらそう通信発行にあたって>

平成30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、高野会長、の思いや考えが伝わ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)には校友会連合会機関誌 「さくらそう」の発行も予定しております。

校友会連合会広報部メンバーー同
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