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清美

会長あいさつ
平成最後の 2019 年の新春を迎えて
群馬同窓会 会長 下田 清美
あけましておめでとうございます。
同窓会会員の皆様には特別感慨の深い新年をお健や
かに迎えられたことと心よりおよろこび申し上げます。
群馬同窓会の活動も設立以来、本年の 12 月には丸
30 年を迎えます。この歳月を経た今、高齢になられた
会員も少なからずいらっしゃることと思います。会員
の年齢、職業、生活環境など様々な境遇に配慮し、で
きるだけ広範囲に会員の皆さんの参加が可能な活動を心がけたいと思って
おります。公平性・平等性に着目し、情報提供や会費の還元に重きを置きた
いと、活動内容を再度検証しているところです。
ところで、今年度も余すところ 3 か月ですが、1 月 12 日、2 月 16 日には
学習センターと共催の土曜フォーラムがあります。3 月 16 日には 18 年目を
迎える『私の課題発表会』と『卒業・修了祝賀会』を予定しています。
また、放送大学本部の卒業・修了式並びに祝賀会は NHK ホールとハイアッ
トリージェンシー東京［新宿］で行います。昨年度から学習センターごとの
本格的な記念撮影を行い、たいへん好評となっております。NHK ホールの長
期にわたる大改築工事が予定されている折、卒業・修了される皆さんにとっ
ては良い機会と思われますので是非とも出席されるよう願っております。
以前より同窓会連合会が作成し、在学生や同窓会員の皆さんに販売してい
る 2 種のバッヂセットも単品扱いになり、その結果在庫数も少なくなりつつ
あります。大学本部の教職員の方々にも希望が多く好ましい限りですが、今
のところ追加作成の予定はないと聞いておりますので、ご希望の方はお早め
にお申し付けくださるようお願いいたします。
前述のとおり当同窓会の 30 周年を迎えるにあたって、より多くの会員の
皆さんの良い思い出になる、記念になる事業を模索しております。会員の皆
さんの希望や提案などお気軽にお寄せください。また、企画立案をしていた
だき、実行委員組織を立ち上げることも念頭に置き今後進めていきたいと思
っております。
更に、新年度は関東甲信越ブロック研修会を開催します。幹事同窓会とし
ての要請があり、多くの皆さんの参加を期待しております。
最後に 30 周年を先行し、特別企画の台湾旅行のご案内を後述しておりま
す。希望者は担当の高寺副会長までお申し込みください。
2

特別企画

台湾研修旅行のご案内

会報第５７号（７月発行）でご案内した台湾研修旅行(若宮クラブ共催)
について、下記のとおりご案内いたします。
記
名称：放送大学 台湾縦断紀行 4 日間
日時：2019 年 4 月 16 日【火】～19 日【金】3 泊 4 日（予定）
出発：成田空港・出発時間：
（09:15～09:40）発
➡（直行約 2 時間）空路 台北/桃園
集合：成田空港出発 2 時間前・直行バスは予約制、
(参考運賃 前橋駅南口 ～ 4,650 円)

航空会社：チャイナエアライン
人数：10 名先着順
費用：概算 10 万円（旅行会社の発表後に確定のため）
旅行会社：未定（条件提示で数社と交渉後決定）
部屋割り：2 名１部屋
（参加人数の都合で１名の場合も費用は全員均一負担）
注：同部屋希望者は事前連絡してください。

パスポート：有効期限 14 日以上あること（新規の申請は各自）
① 前回の会報では 3 月 4 日～8 日の予定でしたが、4 月が数万円安いとのこ
とで 4 月にしました。今後の詳細は申し込みされた皆様にメールにてご
連絡します。
② 日時・費用の最終確定は、１月中旬になります。
③ 問い合わせ・申し込みはできるだけ、副会長 髙寺史佳（総務担当）
のＥメール：takaderac@sannet.ne.jp にお願いします。
（携
帯：080－2011－3434）

新入会員のご紹介
平成 30 年度下期の新入会の方々、５名を紹介します。
松田栄美子さん（前橋市）、中島豊司さん（みどり市）、関口要さん（前橋市）
中澤文雄さん（伊勢崎市）、佐藤千鶴子（高崎市）
《入会順》
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平成３０年度

卒業・修了祝賀会

第１学期

9 月 22 日に、30 年度 1 学期学位記授与式の後で、群馬同窓会主催の祝賀
会が卒業生 10 名、教職員 3 名、同窓会役員 7 名、計 20 名で午後 3 時から 4
時まで会場をトラットリアチーニョに移し行われました。
先生方のお祝いの言葉の後、卒業生の皆さんが卒業までの体験と、これか
らを語られました、多くの皆さんが生涯学習としての放送大学の特徴である
継続入学を発表されていました。
先生方を囲み又卒業生同士での和やかな雰囲気の祝賀会でした。
群馬同窓会

副会長

髙寺史佳

（トラットリアチーニョ にて）

※卒業生から一言を寄せて頂きましたので、ご紹介します。
・木暮妙子さん（心理と教育）
長い有意義な学びをようやく終え、これからは地域への実践と貢献がで
きるよう頑張りたいと思っています。
・佐藤千鶴子さん
楽しみながら学んだ日々でした。そしてまた入学して、知ることの喜び
を噛みしめていきたいと思います。
・関口要さん
ありがとうございました。
・出牛勉さん（心理と教育）
大変お世話になりました。お陰様で思い出多い時間を過ごすことができ
ました。
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・中島豊司さん（人間と文化）
家族の協力を得て卒業でき、感謝！感謝です。今後も次のコースで頑張
りますので、よろしくお願いします。
・中澤文雄さん（社会と産業）
私はまだ現役で働いています。できるだけ長くいたいと思いましたが、
編入 2 年のところ、5 倍の 10 年になりますので、ケジメをつけました。
・吉井みゆきさん（社会と経済）
社会に出てからの学びは、とても興味ある学びとなりました。勉強でき
るうれしさに、自分の年齢を感じました。

私の課題発表会のお知らせ

―在学生・同窓生対象―

主催：放送大学群馬同窓会・放送大学群馬学習センター
学生が、卒業研究や修士論文で取り組んできた課題を発表します。放送大
学の学生がどのような研究を行っているのか興味がある方や、これから卒業
研究・修士論文にチャレンジしてみようかと迷っている方は、長期にわたっ
て研究を継続してきた方の発表を聞くことのできる良い機会ですので、ぜひ
ご参加ください。参加申込は不要です。
日時：平成31年3月16日（土）10:30－11:50(予定)
場所：放送大学群馬学習センター
【発表者】
10:30～10:50 組織におけるパワーハラスメントにコミュニケーションの
在り方が及ぼす影響について
吉池京子さん（教養学部 心理と教育コース）
10:50～11:10 神話から生命、宇宙の起源を探る－奇跡の惑星地球と生命－
高寺史佳さん（教養学部 自然と環境コース）
11:10～11:30 北方領土問題は日ロ二国間では収まらないー考察
戸丸廣安さん（大学院 社会経営科学プログラム）
11:30～11:50 今道友信の美学・神学的考察
和田好さん（大学院 人文学プログラム）
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卒業・修了祝賀会のお知らせ

－主催：群馬同窓会

※在学生・同窓生が対象です。ぜひご参加ください。
「私の課題発表会」終了後、卒業生・修了生のみなさんの門出をお祝いす
る祝賀会を開催します。祝賀会には、先生方もご出席されます。学生間の情
報交換をはじめ、先生方とも交流できる良い機会ですので、多くの皆さまの
ご参加をお待ちしています。
参加をご希望される方は、3月9日（土）までに下記担当までご連絡をお願い
します。
日時：3.16（土）12：30～14：30（予定）
場所：イタリア料理トラットリアチィニョ(前橋商工会議所会館1階)
会費：2,000円 ※恒例により、ノンアルコールです
★祝賀会申込 ★放送大学群馬同窓会会長 下田清美まで
（ＴＥＬ）090－5551－4457（ＦＡＸ）027－288－7483
（Ｅ-mail）shimoda@wide.ne.jp

平成 31 年度

定期総会及び情報交換会のお知らせ

群馬同窓会は下記のとおり平成 31 年度定期総会を開催します。
より多くの会員の皆様の出席をよろしくお願いいたします。
記
総 会

日時:平成 31 年 4 月 14 日(日)午後 1 時～1 時 30 分
会場：放送大学群馬学習センター 第 4 講義室
議案：平成 30 年度事業報告及び決算報告
平成 31 年度事業計画及び予算計画

記念講演

午後 2 時～3 時
テーマ：
「私と放送大学」
講 師：河合 明宣 教授
情報交換会
午後 3 時 15 分～4 時 30 分
会場：第 5 講義室
（会員同士の旧交を温め、多方面にわたる情報交換の場として有意義
な時間を共有することを目的とします。湯茶の準備をします。
）
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諸行事の報告
◎学習体験発表会
平成 30 年 8 月 18 日 会員の小須田 稔さん、澤部 博さんを講師に迎え、
学習体験を発表していただきました。参加者はおよそ 50 人でした。
◎講演「地域情報誌から学ぶ」
平成 30 年 10 月 17 日、講師は上毛新聞社の編集委員 子安 悟氏で、テー
マは「新鮮な情報を限られた紙面にまとめる極意」としてお願いしました。

◎秋の研修旅行
平成 30 年 11 月 4 日、沼田市大釜町の関口リンゴ園、川場村の清瀧山吉祥
寺及び田園プラザに出かけての研修を実施いたしました。
関口リンゴ園と川場村田園プラザは、群馬学習センター所属のサークル
「哲学的人間学研究会」が、十余年前青山昌文教授との初めての宿泊例会を
催した際に出会った施設で、そのうち関口リンゴ園は、幼い二人のお子さん
たちと共に、若い家族が本当にリンゴの木を大事に育て、力を合わせて経営
にあたっている農園です。
リンゴ狩りを楽しむ人や購買者のために、若いお父さんが自力でログハウ
スを建て、幼い利用者用の心弾む遊具も設置してあり、静かな気持ちでリン
ゴ狩りを楽しめる所であり、
「人も生き物も大切に」という心に出会える場
所として、今回の研修の実施地の一つに選ばれました。
川場村の清瀧山吉祥寺は、利根川源流の一つに数えられる地に、南北朝時
代に創建された臨済宗の寺院で、入母屋造りの山門に見事な彫刻が施され、
楼上には心惹かれる佇まいの十六羅漢が安置されています。また、花の寺と
しても知られ、四季それぞれに彩り豊かな花が目を楽しませてくれる所です。
研修に訪れた折には、秋海棠や萩などが咲き乱れており、水にも恵まれた景
観が心を和ませてくれました。また、希望者には有料ながら抹茶も振る舞わ
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れ、広々とした回廊越しに、茶を喫しながら庭の眺めを愉しむこともできま
した。折しも、期間限定で展示されていた、由緒ある仏像やその他の彫刻、
歴史ある木製の調度品などが、吉祥寺の歩んできた年月の遥かなることを深
く印象付けてくれました。
総じて今回の研修は、形あるものの内に宿る人の心を感じさせてくれる、
趣の深いものであったと実感致しました。
付け加えるならば、今回の参加者は総勢 9 名でしたが、そのうち半数近い
4 名の方が役員以外の方たちであったことが、何よりもうれしく感じられた
ことでありました。
群馬同窓会 役員 笠原 進二

（吉祥寺にて）

平成 30 年度 学位記授与式及び祝賀会の開催
恒例の NHK ホールにおける学位記授与式が、平成 31 年 3 月 23 日と決定し
ました。また祝賀会の会場は、新宿の「ハイアットリージェンシー東京」で
す。群馬同窓会からは 3 名がお手伝いをする予定です。 （編集部）
編集後記
平成の元号で発行する会報も今号が最後となります。次の時代は自然に来るもので
なく、今の時代を生きる私たち自身が作っていくものと考えます。各人が置かれてい
るポジションで最善を尽くし、時代の主人公として生きていければ、と思います。
（情報委員長
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深澤輝彦）

