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平成 25 年 3 月 11 日発行第 13 号

＊「江戸川総合人生大学」 少し長いこの名前。同窓会では 「人大」（じんだい） の愛称は
どうだろうかと使い始めています。
＊「人大」同窓会 第 6 期 新体制でスタート！ 会長・副会長・部会長の皆さんにその思い
を寄せていただきました。
＊「人大」同窓会ホームページがスタートしています。 http://jinseidaidousou.web.fc2.com/
＊篠崎文化プラザ 3 階に 「情報コーナー」 が新設されました。活動室の隣です。

「地域に貢献する魅力ある同窓会活動を全員で展開しよう」を第 6 期の
スローガンに活動をスタートしました。多くの卒業生の皆さんが、地域に密着した活動を展開
し、成果を上げています。しかしながらグループ立ち上げから継続して成果を上げていく事は
並大抵ではありません。今期は会員が一丸となって問題解決のため、いかにすべきかを重
点に活動していく所存です。
卒業生グループからの支援要請に対応すべく、支援規定を作成し支援依頼をお待ちし
ています。また活動の成果を上げるためには情報の共有化と有効利用が必要です。昨年
末に立ち上げたホームページも順調に運用され、活動の現状やボランティアグループの活
動内容を確認する事できます。紙面での情報も 「同窓会だより」 や、 「人大」 施設内に
新設された 「情報コーナー」 の充実を図り、皆さんと一緒に存在価値を高めていきたいと
思っています。皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。
江戸川総合人生大学同窓会 会長 川瀬隆弘（国４）

～同窓会クラス幹事のための勉強会～

ビジネスで利用されている「技法や考え方」をボランティア活動に生かそう
2 月 18 日(月) 篠崎コミュニティホールで開催されました。
講師は川瀬会長がつとめ、25 名のクラス幹事が参加しまし
た。学者論理（技法や考え方）を企業戦士としてどう実践した
か、豊富な体験談が披露されました。
自分自身のボランティア活動の今後にいかせる有意義な
勉強会でした。
（広報部会）
川瀬

隆弘

（国 4）

副 会 長 紹 介
『わくわく・どきどきしたい！』 これが私の行動力の源泉です。
「人大」 で勉強している時に感じたのは 「皆さんなんてスキルの高い人達なんだろう！」
という事でした。クラス幹事をやるようになり、素敵な方々と知り合い、一緒にイベントを
企画・実行することで、またたくさんの 『わくわく・どきどき』 を体験しました。
頑張っている人やグループをつなぐ事で、もっと大きな 『わくわく・どきどき』 を皆さんと
地域に広げることが出来たら・・・ そのお手伝いが出来たらいいな、と思っています。
竹原 京美（江１）

『これからのあるべき姿を』 同窓会は、7 期生が加入して、6 年目を迎えました。
人間にたとえれば、小学校に入学する歳です。家庭内での生活から、社会へと接し、新しい出
会いに対応する出発点でもあると考えます。
この先意識していくことは、会員皆さんの思いを聴き、今後の「在りたい・在るべき会」作りに、
お役に立てばと考えています。指針が出来るか、いささか自信がありません。全力を傾注し努
力しますが皆さんのお力添えをお願いいたします。馬齢を重ねクラス幹事 4 期目を迎えます。
木田 一宇（江４）

『私のモットーは粘り強い合意作りです！』
地域貢献を目指すボランティアグループは個性豊かで経験豊富な人々の集まりです。
日常の取り組みの中では見解の相違があり、結論を求めるのに苦労する場面が数多くある
と思います。同窓会も同様です。いろんな方がいて、刺激をしあいながら学びあえるのが 「人
大」 の特徴であり素晴らしいところです。
副会長という大役を仰せつかりましたが、川瀬会長を補佐し、クラス幹事会・各部会での十
分な議論を踏まえ「地域に貢献する魅力ある同窓会活動を全員で展開しよう」という方針を実
現して行きたいと考えています。
谷口 祝三 （介６）

～江戸川総合人生大学現役学生の授業で、活動紹介をしました～

(ボランティア団体)

＊国 8 授業名 「プロジェクトチーム （２）」 ＊
『あなたと話したい』

『日本語教え隊』

『国際交流エドガワ』

『えどがわインドダンサーズ』

＊子 9 授業名「子育て支援の現場から ④」 ＊
『スクールサポーターゆうほ』 『劇団 5 期』 『ちゃいるど＊７』
＊ 江 9 授業名 「『えどがわの種』 探し」 ＊
『手作りサークル；ポケット』 『江戸川グリーングリーン』
＊ 国 9 授業名 「フィールドデイ先の「GIIS」にて 」

＊

『あいうえおの会』
☆ 40 時間やレポートの苦労話も飛び出しました。8・9 期生の皆さん参考になりましたか？ ☆

☆総務部会 ☆
私なりの 「同窓会の存在意義」 ということをまず考えてみました。
「人大」 を卒業後にボランティア活動を始めようとするグループの立ち上げ支援・人的つ
ながりの紹介・イベント活動を行うときの協力などがあると思います。
総務部会の業務は主に以下の様なものがあります。
クラス幹事会の準備・会員名簿の管理発行・総会の準備・クラス幹事のための勉強会・
パソコン基礎講座があります。
部会長 田中 繁雄（江６）

☆ 活動部会 ☆
同窓生が自分たちの活動を、より楽しく・有意義なものにできるように、いろいろな集い
の場・勉強する場・情報を交換する場を設けることを心がけて、活動して行きます。
具体的には、「人大ボラ連」 を 「皆さんのボラ連」 とするべく、意見交換・情報交換・ス
キルアップをする機会を提供して行きます。もちろん、昨年度好評だった講演会・ワークショ
ップ・社会見学会なども開催する予定で準備を進めています。
このような活動は、活動部会だけでできるわけではありません。皆さんが「自分たちの活
動をより有意義なものにしよう、その為には何が必要か」を考える熱意・思い・協力があって、
初めて良いものになります。皆さん、一緒に前へ、前へ、進みましょう！！
部会長

大島 修三（国 6）

☆ 広報部会 ☆
広報部会は、会員の皆様方に同窓会の諸活動をきめ細かく伝えていく部会と認識して
います。インターネット等によらない媒体として位置付け、できるだけ諸活動・諸行事をタ
イムリーに届けられればと思い努力してまいります。
出来栄えよりも、皆様に興味を持っていただける同窓会広報活動を目指します。
部会長 小谷 勝彦（子 6）

～ホームページ運営委員会から～

http://jinseidaidousou.web.fc2.com/

会員への情報提供手段の多様化・通信費削減・ボランティア活動グループのイベント
紹介や報告の掲載を目的として立ち上げました。（「人生大学」で検索して下さい。）
運営委員はクラス幹事・同窓会会員有志で運営しています。参加したい方大歓迎です
ホームページの構成は以下の様になっています。
公開ページ： 同窓会・「人大」同窓生ボランティアグループが開催するイベント予定。
現役学生のイベント予定。イベントの報告。同窓会だより。
非公開ページ（パスワード設定）： クラス幹事会・各部会の議事録
＊ 掲載希望の方はHP運営委員までおたずね下さい。

田中繁雄（江6）

～ 事 務 局 よ り ～
「江戸川総合人生大学情報コーナー」を
ご存じですか？篠崎文化プラザの活動室
の隣にあります。
ここには、卒業生が立ち上げたグループ
の情報がわかるファイルや、地域活動のヒ
ントとなる冊子を取り揃えてあり、座ってゆ
ったり閲覧できるようになっています。
また、イベントの紹介や、メンバーを募集
している人とお手伝いしたい人を結ぶ伝言
板も設置されています。
扉は、暗証番号のボタンを押して、開閉
する仕組みになっていますので、番号をご
存じない方は、事務局までお声掛けくださ
い。 ぜひ一度、覗いてみてください。
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新しいメンバーでの「同窓会だより 13 号」いかがでしたでしょうか？
「人大」同窓会のホームページがいよいよスタート。でもパソコンを使わない方も多いはず。
（広報部会にもいますよ。） そんな方にも楽しんで頂けるように知恵を絞っています。
今期もよろしくお願いします。
編集担当：広報部会

部会長：小谷勝彦（子 6） 副部会長：小杉裕子(子 5)
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