同窓会の組織、
年間行事、
クラブ
活動紹介、
自由に投稿できるブロ
グのページもあります。

同窓会研修バスツアー開催
佐原の街並み散策と鹿島・香取神宮参拝の旅

石」が置かれていた。石灰
石が長い年月の間に風雨で
溶解し、粘着力の強い乳状
液が小石を凝結し次第に大
きくなったものと石碑に書
かれていた。本殿ではツア
ー参加者それぞれ神妙に祈
願していた。
富士屋ホテル開花亭で和

平成二十九年九月二十六日（火）「小江戸佐原の街並み散策と鹿島神宮・香取
神宮参拝の旅」
をテーマに由緒ある二ヶ所の神宮と伊能忠敬ゆかりの佐原を訪れ
る行田市民大学同窓会研修バスツアーが開催され、
七十四名の同窓生が参加した。

社の総本社で関東最古の神
社。東日本大震災によって
倒壊した大鳥居は鹿島神宮
境内の森から伐採した樹齢
六百年の杉の巨木四本を使
用して再建。高さは十ｍ程
で無垢の色の美しさが一層
際立つ。境内には 君が代
の歌詞に登場する「さざれ

食弁当の昼食を取った後、
水郷の町、佐原を訪れた。
佐原は水運を利用して「江
戸優り」といわれるほど人
々は、江戸の文化を取り入
れ、更にそれを独自の文化
に高めていた。その面影を
残す街並みが小野川沿岸や
香取街道に今でも残ってい
る。伊能忠敬記念館、東薫
酒造の見学と試飲を楽しみ
アッという間に一時間が過
ぎてしまった。
その後、バスで十分程の
場所にある香取神宮を訪れ
た。神宮と名のつく神社は
今ではいくつもあるが、平
安時代から伊勢神宮の他に
鹿島神宮と香取神宮だけで
あり、別格の格式を持つ。
シックで荘厳な社殿の香取
神宮の参拝を終えて今回の
旅程は全て終了。
帰りのバス中では、朝一
で出題されたクイズの正解
発表と上位正解者十名に景
品が贈られた。

七期生 女子会

天候にも恵まれ、由緒あ ターは、ドラマ「陸王」リ
る二ヶ所の神宮と歴史ある ハーサルの真っ最中で役所
佐原の街並みを訪れること 広司、竹内涼真などの出演
ができ思い出に残る楽しい 者を取り囲み数百人のエキ
旅となった。行田市バスタ ストラで大混雑していた。
ーミナルに三十分遅れで到
心配された雨も午後には
着。ツアー参加者の皆様、 上がり、一期生の寺本大二
バスツアーを計画、運営し さんの案内で忍藩の江戸詰
た広報交流委員の方々、お めだった加藤古風（ひさか にある成田ご門跡碑へと進
疲れさまでした。
ぜ）が初めて忍城に登城し む。そこから忍中学校前に
た時の日記「忍の道の記」 ある太鼓御門跡碑を見て、
十 一 月 八日 の道筋をたどり、佐間天神 校内にある二の丸石碑跡を
（水）伊東洋一 社から二の丸（現在忍中学 確認して終了した。
企画委員長の提 校グランド内）
まで歩いた。 普段何気なく通っていた
案で歴史系クラ
初めにコミュニティセン 小路も幹事が用意してくれ
ブ交流会が開催 ターみずしろ裏にある御三 た現在と江戸時代を重ねた
され二十二名が 階櫓跡碑を見て佐間通り脇 地図を頼りに石碑を訪ねて
参加した。卒業 にある天満口ご門跡へ、次 散策することは新しい発見
期にかかわらず に八軒口ご門跡の碑へと移 もあり城下町「忍」を知る
歴史系クラブが 動した。元城内に入り、市 上で貴重な体験であった。
一同に集まり市 役所の裏にある忍の時鐘楼
この交流会を実施してく
内の石碑巡りを 跡碑から勘定所跡の碑へ、 ださった伊東さん、寺本さ
通じて互いに交 中央小学校前の三の丸入口 んに感謝いたします。
流を図ることを
目的としている。
した。これが七期女子二十
当日の集合場所であった
二名でのスタートです。幹
行田市駐車場観光案内セン
平成二十八年、市民大学 事は五グループで当番制。
二学年の五月二十六日、私 卒業後は班の代表にメール
達七期生は授業で白河市へ 等で連絡、代表はグループ
行きました。そのバスの中 を取り纏め幹事へ連絡。次
で、クラスの人の名前がわ 回開催は当番幹事に全て一
からない！ 覚えられ な 任です。当番制にしたこと
い！！ 顔と名前が合わな で今まで話したことのない
い… そのような言葉を聞 人同士、親しくなる近道？
き、「せっかく二年間同じ だったと思います。自己紹
教室で学ぶのに勿体ないわ 介・近況報告・情報交換
ね。だったらランチをした 等話はつきません。
らどうかしら？ いい わ
無理をしない、見栄を張
ね！ 楽しいよね。」これ らない が長く続けられる
が始まりでした。特別難し 事ではないでしょうか。
いことを考えた訳でも な
中澤・土屋（七期生）
く、ただ皆で楽しくお喋り
をすることが一番と。顔と
名前が分かることで教室で
も、外で会っても挨拶がで
きます。そこから何かが始
まると思いました。
第一回は、言い出した四
人が幹事で六月二十三日、
十九名出席のもと開催しま
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忍 城 史跡碑をめぐる

同窓会の展示会場

平成二十九年十月二 十
ブース内では、クラブ活
八、二十九日、「ものつく 動状況報告（十三クラブ）
り大学」の学園祭に行田市 同窓会研修バスツアー等の 市民大学在学生及び一般市
民大学、行田市民大学同窓 パネル展示、ビデオ放映、 民との交流は充分達成でき
会が参加した。
同窓会ホームページ検索、 たと思う。
市民大学及び同窓会のブ 喫茶の各コーナーがあり充
今後も皆さんとともに、
ースが別々になって二 年 実した内容と「おもてなし」 生涯学習・生涯現役により
目。二日間とも、台風の影 は来場の方々から好評であ 『健康寿命』を延ばし、同
窓会活動をより良く発展さ
響か雨模様だったが、前回 った。
（延べ二百五十六名）より
同窓会の活動目的である せましょう！！次回もお待
多くの方
（延べ三百十七名） 会員相互の交流・親睦を深 ちしておりますので、是非
が来場された。
める、同窓会活動の
、 おいで下さい。
P
R

当日午前六時過ぎに行田
市バスターミナルに集合し
た広報交流委員は、参加者
確認・集金・資料配布など
の準備に追われていた。
午前七時に七十四名を乗
せた二台の大型バスは、行
田市バスターミナルを出発
後、一、二号車それぞれ関
川会長、今村理事長が挨拶
された。途中、道の駅「五
霞」、佐原パーキングでト
イレ休憩を取った。
鹿島神宮では、大鳥居前
で記念撮影。その後、ボラ
ンティアガイドの案内で境
内を散策。鹿島神宮は日本
全国に約六百社ある鹿島神

平成二十九年度の
定期講演会は十一月
二十一日、行田グリ
ーンアリーナで、埼
玉県立文書館学芸員
の佐藤美弥（よしひ
ろ）さんを講師に迎
え、「埼玉の自由民
権運動と行田」をテ
ーマに行われた。
佐藤さんは日本近
現代史が専門で、平
成二十七年度には県
立歴史と民俗の博物
館の学芸員として企
画展「埼玉の自由民
権運動」を担当され
た。
自由民権運動は明
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ての懇親会、植木枝盛の演 て聞く話が多く、非常に参
説会などが行われた。行田 考になったが、内容がむず
の自由民権運動は旧士族、 かしかったとの声も聞かれ
治時代、
国会の開設と自由・ 豪商、豪農、医者など多様 た。また参加者が五十六名
人権の確立を求めて全国各 な人々が参加したことが特 と目標よりやや少なかった
地に広がった運動である。 徴である、などが話された。 ことは、宣伝の仕方も含め
行田での自由民権運動は
行田に住んでいても初め て今後の課題である。
一八七五年に熊谷で「七名
社」が結成され、行田から
も参加者があった頃から始
まる。一八八一年には行田
行成社が結成、一八八二年
には自由党行田地方部が結
成された。板垣退助を招い

佐原を散策する参加者
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埼玉 の自由民権運動と行田

石碑をめぐる参加者

女子会のみなさん

鹿島神宮にて（２号車）
講演会の様子

行田市民大学同窓会
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