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仙台明治青年大学運営委員長
（22代）

廣　瀬　　博

仙台明治青年大学は、仙台
市の老荘大学の修了生有志

（明治生まれの方）の尽力に
より昭和41年（1966年）に設立され、学長に仙台
市教育長、名誉学長に仙台市長を推戴すること、
事務局は仙台市生涯学習支援センター内に置く
ことを市教委の了承で決定されました。

大学は学生の「生きがいと自己実現」を図るこ
とを目的とし、自主的な学習と親睦の精神を尊
重し、生涯学習の一環として実施する、と定めら
れています。以来55年、諸先輩からの素晴らしい
伝統を継承し、学生により学習計画・学習カリ
キュラム策定から学習資料の印刷・配布等を実

「よりどころ」と自主運営 施し、運営されています。学生全員がなにがしか
の役割を担って行動することが必要です。

明青大の807名の学生（平均年令78歳、90歳以
上30名最高年齢97歳）は様々な人生経験をされ
た方々が楽しい学びと楽しい交流を求めて、自
分から積極的に行動しています。人生100年時代
の現在、学生が明るく元気でいることは自分の
住んでいる地域の皆様にも活力を与えることに
なると思います。

昨年2月以降、新型コロナウイルスの感染症拡
大により非常に大きな社会混迷・人心不安が引
き起こされました。この状況下に、明青大は我々
高齢者の「よりどころ」であると学生から声をい
ただきました。今年度もコロナに油断すること
なくマスクの着用と手洗いの励行し、日常生活
に新しい生活様式を取り入れ、仙台明治青年大
学の事業を運営していきます。

明青大を明るく楽しい学びと交流の場にする
ために、学生皆様の協力と仙台市生涯学習支援
センターの皆様のご理解・ご支援よろしくお願
いいたします。
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「よりどころ」と自主運営
団欒第26号発刊によせて
令和2年度 大学運営役員名簿
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令和2年度 第1 ～ 3回運営委員会
令和2年度 第1 ～ 2回同期会代表者会議
令和2年度 クラブ部長会議

大学運営問題検討委員会
令和2年度 第1回カリキュラム策定委員会
令和2年度 第1回ホームページ管理編集委員会
令和2年度 老学文苑編集委員会
令和2年度 団欒編集委員会
令和2年度 総務部会
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令和2年度 会計監査
令和2年度 物故者
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令和2年度 同期会だより
令和2年度 クラブ活動報告
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仙 台 市 教 育 局 生 涯 学 習 支 援
センター
センター長

佐　藤　博　信

仙台明治青年大学の学内
広報誌「団欒」は、平成19年の

創刊以来、年2回の発行を重ねてきましたが、昨
年度（令和2年度）は新型コロナウイルス感染症
の影響により前期分の発行ができず、前後期分
として第26号発刊の運びとなりました。

学習会の内容や運営委員会の活動、同期会・ク
ラブ等、仙台明治青年大学の様々な活動や展望
について分かりやすくまとめられた「団欒」は、
学生の皆様にとりまして、今後の学習活動や学
生相互の親睦をさらに拡げ、深めることに寄与
するものと存じます。原稿を寄せられた皆様、編
集委員の方々のご尽力に対し、心から敬意を表

団欒第26号発刊によせて

【名誉学長・学長・副学長・顧問】
名誉学長 仙台市長
学 長 仙台市教育委員会 教育長
副 学 長 仙台市教育委員会 教育長職務代理者
顧 問 仙台市教育局 生涯学部長

【仙台市担当職員】
仙台市生涯学習支援センター セ ン タ ー 長
仙台市生涯学習支援センター センター次長
仙台市生涯学習支援センター 事 業 係 長
仙台市生涯学習支援センター 事 業 係 職 員

令和3年度 大学運営役員名簿

したいと存じます。
さて、令和の時代も3年目を迎えました。昨年

度は新型コロナウイルス感染症対策のため、学
習会や大学祭などが中止もしくは人数を絞るな
ど、活動の制約が求められるなかで、学びを継続
している様子を拝見するにつけて、感染症の流
行が一日も早く終息し、本来の活動ができるこ
とを願ってやみません。

仙台明治青年大学の皆様には、主体的かつ積
極的に学びに取り組まれ、活動をより実り多い
ものとされますとともに、これからも学びを続
けられ、地域づくりの担い手としてもますます
ご活躍いただきますようご期待申し上げます。

本センターといたしましても、皆様の学び合
いを支えますとともに、生涯学習が地域貢献、地
域づくりの一助となるよう取り組んでまいりま
すので、今後とも、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

【委員長・副委員長・各部長・相談役】
委 員 長 第50期 廣　瀬　　　博 （再任）
副 委 員 長 第51期 宮　崎　芳　憲 （再任）
企 画 部 長 第57期 諏訪部　哲　司 （再任）
総 務 部 長 第57期 佐　藤　節　郎 （再任）
会 計 部 長 第55期 石　井　達　雄 （再任）
相 談 役 第48期 昆　野　孝　男 （再任）
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令和3年度 学生数

期 令和2年度 令和3年度
在籍者 休学生 学生数 （退学者） 在籍者 休学生 学生数 （退学者）

31 ～ 35 11 1 10 11 2 9 0
36・37 15 15 3 12 0 12 3

38 18 18 2 14 0 14 4
39 22 22 6 15 2 13 7
40 16 16 2 13 1 12 3
41 20 20 1 15 0 15 5
42 16 16 1 13 3 10 3
43 13 13 10 2 8 3
44 33 33 2 32 3 29 1
45 31 1 30 6 29 2 27 2
46 27 1 26 2 27 2 24 1
47 30 1 29 4 26 4 22 4
48 42 3 39 1 38 1 36 5
49 43 43 1 42 4 38 1
50 37 1 36 9 34 3 31 3
51 34 34 6 29 0 29 5
52 64 2 62 9 61 8 53 3
53 51 51 4 48 2 46 3
54 56 56 2 54 0 54 2
55 64 4 60 4 59 7 52 5
56 61 3 57 6 51 3 48 9
57 63 2 61 5 61 5 56 2
58 60 60 54 4 50 6
小計 827 19 807 76 748 58 688 80
59 55 55
合計 827 19 807 76 803 58 743 80

− 3 −



1、学習計画
コロナ禍がこのまま終息しなければ、出席人

数制限と感染防止策を講じて、前年同様の学習
会となります。4月～ 8月の学習会については、
前年予定の講師の方々に再度お願いすることに
し、9月以降については学習カリキュラム策定委
員会において実施計画案を策定しました。

学習内容：右記の学習計画により、地元講師陣
を中心に歴史・郷土史・健康・自然科学・文学な
ど、また、話題性として過去の感染症についての
学習も含め、20講座。

2、大学祭
皆様のご協力の下、開催できるとすれば、10月

28日（木）～ 29日（金）開催。28日、式典・第二部連
坊太鼓演奏会、29日、芸能・展示大会を予定。コロ
ナ感染状況をふまえ5月に各クラブ部長との打
ち合わせを行い開催・実施内容を検討します。

3、同期会活動
各期感染予防を徹底し、三密を考慮しながら

の活動となりますが、創意工夫をこらし活動を
していきます。

令和3年度 事業計画
4、クラブ活動

会場定員の関係で活動の制約を受けますが、
感染対策に万全を期し、各クラブの特性を生か
して活動をしていきます。

5、ボランティア活動
活動についてはプロジェクトを編成し、特別

募金や施設からの活動要請があれば、実施して
いきます。

6、広報活動
（1）学内機関誌：団欒27号を10月に、28号を4月

に発刊します。
（2）老学文苑54号は2月に発刊。一般投稿・45期

栄誉賞・54期本科生修了記念投稿をお願いいた
します。募集要項は53号巻末に掲載しています。
（3）大学からの案内やお知らせはその都度、学

習会にて案内します。
（4）大学内や対外向けの情報をホームページ

に公開し運営管理していきます。
※新たな感染ガイドラインが出た場合、事業

計画内容などに変更が生じたときは、同期会代
表者を通して速やかにご案内いたします。
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回 学習日 曜 学習テーマ 講　　師
1 4月14日 水 入学・開講式（59期生） 式典・関係者
2 4月28日 水 イエ亡き時代の死者の行方 東北大学特命教授　　　　　　　  鈴木岩弓

3 5月12日 水 仙台の海と世界の海
～地球温暖化と海～

東北大学大学院理学研究科教授　
須賀利雄

4 5月19日 水 森のおくりもの 太白自然観察の森自然観察センター館長　
近藤晋也

5 6月9日 水 地産地消の恵みから
～発酵文化の可能性を考える～

宮城大学食産業学群フードビジネス学科教授　　
金内　誠

6 6月23日 水 ローカルニュースは何を伝えたのか？
～「Nスタみやぎ」の放送から～

東北放送報道制作局長　　
今井　敦

7 7月14日 水 健やかに生活する
～小さじ一杯から始める健康～

東北文化学園大学医療福祉学部リハビリ
テーション学科　　　　　　　　  高橋一輝

8 7月28日 水 平和憲法と鈴木義男
～郷土の先人から学ぶ～

東北学院大学経済学部名誉教授　
仁昌寺正一

9 8月25日 水 生涯健康脳 東北大学加齢医学研究所教授　　  瀧　靖之
10 9月8日 水 オーロラの不思議 東北大学理学研究所教授　　　　  小原隆博
11 9月15日 水 心を温かくするふるさとの自然 東北学院大学教養学部教授　　　  平吹喜彦

12 10月6日 水 政宗謀反の噂と若林城 東北大学名誉教授、元宮城学院女子大学・学長　
平川　新

13 10月28日 木 大学祭第一部式典・第二部講演会 連坊太鼓
14 10月29日 金 大学祭芸能大会・展示会 大学祭実行委員会

15 11月10日 水 スペイン風邪世界的に流行
《1918年パンデミック》

東北大学災害科学国際研究所教授　
川内淳史

16 11月17日 水 平塚らいてうと与謝野晶子の婦人
解放運動について

吉野作造記念館企画研究主任　　
小嶋　翔

17 12月8日 水 認知症の予防について 東北大学医学研究科教授　辻一郎

18 12月22日 水 はしか（麻疹）の歴史
《江戸時代度々流行》

東北大学災害科学国際研究所准教授　
佐藤大介

19 1月19日 水 口の管理と癌の関係について 国立病院機構仙台医療センター歯科口腔外
科医長　　　　　　　　　　　　  後藤　哲

20 1月27日 木 仙台市野草園は市民の宝 前仙台市野草園園長　　　　　　  伊深正文
21 2月9日 水 古墳時代の王者はだれか？ 東北学院大学教授　　　　　　　  辻　秀人
22 2月16日 水 梅田川下流・仙台の古層風景 東北文化学園大学教授　　　　　  八十川淳

23 3月9日 水 震災から10年
～千年の杜をめぐって（仮）

杜の防潮堤協会理事長、輪王寺住職　
日置道隆

24 3月23日 水 修了式・閉講式　記念講演 仙台明治青年大学学長
講師の都合によりテーマの変更や人事異動等により講師が変更になることがあります。
学習会場：太白区文化センター楽楽楽ホール　学習時間：10時～ 11時30分
定期講座：5月・9月・2月、1月27日の開催日にご注意下さい。

令和3年度 仙台明治青年大学学習計画

− 5 −



回 学習日 曜日 学習テーマ 講　　師 出席者 出席率％

1
令和2年

4・8
水 入学式・開講式・総会・58期ガイダンス 式典・総会関係者 中止

2 4・22 水 イエ亡き時代の死者の行方 東北大学総長特命教授　
鈴木岩弓 中止

3 5・13 水 仙台の海と世界の海
～地球温暖化と海～

東北大学大学院理学研究科教授
　　須賀利雄 中止

4 5・20 水 森のおくりもの 太白山自然観察の森自然観察
センター館長　　　近藤晋也 中止

5 6・10 水 地産地消の恵みから
～発酵文化の可能性を考える～

宮城大学食産業学部フードビ
ジネス学科教授　　金内　誠 中止

6 6・24 水 ローカルニュースは何を伝えたのか？
～「Nスタみやぎ」の放送から～

東北放送報道制作局長　
今井　敦 中止

7 7・8 水 健やかに生活する
～小さじ一杯から始まる健康～

東北文化学園大学医療福祉学
部リハビリテーション学科　

髙橋一揮
中止

8 7・22 水 平和憲法と鈴木義男
～郷土の先人から学ぶ～

東北学院大学経済学部教授　
仁昌寺正一 中止

9 8・26 水 生涯健康脳 東北大学加齢医学研究所教授
瀧　靖之 中止

10 9・9 水 市販薬の特徴と選び方・効果的な使い
方

東北大学・東北医科薬科大学非
常勤講師・㈱カワチ薬品薬剤師

　　小宮　淳
266 65.9

11 9・16 水 地球に優しい生分解性プラスチック 東北大学大学院農学研究科助手
　　阿部直樹 215 53.3

12 10・7 水 果てなき海へ漕ぎいでて 東北大学名誉教授　南部健一 255 63.2

13 10・21 水 仙台周辺の土地の成り行きと暮らしと
の結びつき

東北工業大学工学部都市マネ
ジメント学科特命教授　

千葉則行
283 70.1

14 10・22 木 地域の暮らしとせいさんを整える

東北工業大学副学長・ライフデザイン
学部生活デザイン学科特命教授

　　菊地良覺
ライフデザイン学部生活デザイン
学科准教授　　　伊藤美由紀

220 54.5

15 11・11 水 食と香り～味わいの科学～ 東北大学文学研究科心理学研究室教授
　　坂井信之 255 63.2

16 11・25 水 五感を介する医療～視・聴・嗅・味・蝕～
東北大学名誉教授・一般社団法
人日本統合医療学会名誉理事長

　　仁田新一
265 65.7

17 12・9 水 天災は忘れないうちにやってくる
東北大学災害科学国際研究所
所長・津波工学教授　

今村文彦
286 70.9

18 12・23 水 （仮）植物によせる万葉の歌 元県民の森管理事務所長　
星合愿一 236 58.5

令和2年度 仙台明治青年大学学習出席者・出席率
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回 学習日 曜日 学習テーマ 講　　師 出席者 出席率％

19
令和3年

1・13
水 寄席と落語の楽しみ 魅知国定席 花座 席亭　　

白津守康、他1名 253 62.7

20 1・20 水 伊達騒動 東北大学災害化学国際研究所
准教授　　　　　　蝦名裕一 234 58.0

21 2・10 水 伊達政宗の書～自筆書状を中心に～ 東北歴史博物館学芸部主任研究員
　　塩田達也 282 69.9

22 2・17 水 笑う門に福来たる
～心も身体もいきいきと輝ける健康とは～

尚絅大学総合人間学研究所客員研
究員・（公財）宮城県栄養士会会長

　　片倉成子
271 67.2

23 3・10 水 東日本大震災
～それでも下水は止められない～

仙台市建設局下水道事業部南
蒲生浄化センター所長　

増子浩規
288 71.4

24 3・24 水 修了式・閉講式・記念講演 仙台市教育局生涯学習部文化財課課長
　　長島栄一 中止

合　計 3,609 63.9

令和2年4月8日（水）午前10時より太白区文化
センター内楽楽楽ホールに於いて開講式・入学
式を予定していましたが、新型コロナウイルス
感染症の影響を受け、仙台市から入学式・開講
式、総会、新入生ガイダンスについて中止の要請
がありました。

このため、新入生を含め全学生に各種説明資
料、令和2年度総会資料等を郵送し、新入生に対
するガイダンスは6月9日に仙台市生涯学習支援
センターにおいて実施しました。

新入生にとっては入学式のない寂しいスター
トとなり、また、同期生との顔合わせ、交流もま
まならない状況が続いたが、9月の学習会再開に
より実質的なスタートとなりました。

令和2年度の開講式・入学式に続き予定されて
いた総会についても、仙台市からの要請により
中止し、3月17日の第3回運営委員会に於いて総
会議題、報告事項を説明し、運営委員の賛成を得
て総会議決に代えることとしました。

議　題
（1）令和元年度事業報告
（2）令和元年度決算報告
（3）令和2年度事業計画（案）
（4）令和2年度収支予算（案）
（5）運営副委員長、会計監査、相談役の改選

報告事項
（1）令和2年度「学生異動状況と学生数」
（2）令和2年度運営委員名簿

令和2年度 開講式・58期生入学式 令和2年度 総会
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回 開催日 議　　　題

1
6月9日
（火）

1.企画部　①令和2年度の学習について
②団欒内容の訂正（ホームページお知らせで案内・訂正・お詫び）
③今後の予定

2.総務部　①新年度の名簿
②クラブ部長会議、運営委員会、同期会代表者会議（7/16）
③総務部会（6/25）
④58期新入生のガイダンス（6/9）、同設立総会（6/23）
⑤全学生に対し、総会資料、令和2年度要覧、団欒第25号等を送付
⑥令和2年度会場予約一覧表（総務部）

3.会計部　①同期会助成金及びクラブ助成金の支給（案）について
4.ボランティア部　①今後のボランティア活動について
5.その他

2 6月23日
（火）

1.企画部　①学習会の9月再開について
2.総務部　①クラブ部長会議、運営委員会、同期会代表者会議の案内発出（6/10）

②総務部会（6/25、5階会議室、13時30分～）議題：1．令和2年度要覧発行につ
いて　2．第51回大学祭について

③58期新入生の設立総会（6/23、5階会議室、10時～）の報告
④出席カード納入（e-JEC東日本株式会社）
⑤第51回大学祭について

3.会計部　①同期会助成金及びクラブ助成金の支給（案）について
4.ボランティア部　①ボランティアメンバーの登録と活動について

3 7月7日
（火）

1.企画部　①学習会の9月再開について
2.総務部　①総務部会報告（6/25、5階会議室、13時30分～）議題：1．令和2年度要覧発行

について　2．第51回大学祭について
②クラブ部長会議、運営委員会、同期会代表者会議について
③第51回大学祭について

3.会計部　①第1/四半期（4 ～ 6月）会計報告
②同期会助成金、クラブ助成金について

4.ボランティア部　①ボランティア部のメンバーについて

4 7月21日
（火）

1.企画部　①学習会の9月再開について楽楽楽ホールと打ち合わせ（報告）
2.総務部　①クラブ部長会議、運営委員会、同期会代表者会議について（報告）

5 8月25日
（火）

1.企画部　①大学祭に代わる追加学習について
2.総務部　①長寿祝について

6 9月8日
（火）

1.企画部　①9月9日（水）「市販薬の特徴と選び方・効果的な使い方」
②10/6ホームページ編集委員会開催について
③学習会再開の運営執行委員の役割担当

2.総務部　①長寿祝について
②令和2年度会議等の会場
③出席管理システム委託業務（e-JEC）完了について

3.会計部　①運営執行委員令和2年度上期交通費助成金の申請について

令和2年度 部協議会（4月～ 3月）
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回 開催日 議　　　題

7
9月15日
（火）

1.企画部　①9月16日（水）「地球にやさしい生分解性プラスチック」
2.総務部　①長寿祝について

②学習会入場時の円滑化について

8
10月6日
（火）

1.企画部　①10月7日（水）「果てなき海へ漕ぎいでて」
②58期生の全学習日出席について

2.総務部　①長寿祝について
②学習会座席表の回収率について

3.会計部　①令和2年度上半期（4 ～ 9月）会計報告
4.ボランティア部　①小百合園の活動について

9 10月20日
（火）

1.企画部　①10月21日（水）「仙台周辺の土地の成り立ちと暮らしとの結びつき」
②10月22日（木）「地域の暮らしとせいさんを整える」
③10/6第1回ホームページ編集委員会（報告）
④10/20令和3年度学習会カリキュラム策定委員会（報告）
⑤11/10老学文苑編集委員会

2.総務部　①令和3年度の退学・休学見込み報告について
②長寿祝参加者・座席表

3.会計部　①運営執行委員の交通費助成金（上期）の支払い
②会計監査について

4.ボランティア部　①小百合園の活動について

10 11月10日
（火）

1.企画部　①11月11日（水）「食と香り～味わいの科学～」
②令和3年度学習計画について
③11/10老学文苑原稿数
④団欒原稿依頼、同期会・クラブ活動（再要請）

2.総務部　①学習会の出席割当て期以外の期の出席希望者について
②令和3年度諸活動会場使用希望調書
③運営委員等名簿（改訂）

3.会計部　①会計監査報告

11 11月24日
（火）

1.企画部　①11月25日（水）「五感を介する医療～視・聴・嗅・味・触～」
②令和3年度学習計画について

2.総務部　①学習会の出席割当て期以外の期の出席希望アンケートについて
②令和2年度修了・閉講式について

3.ボランティア部　①歳末助け合い募金について

12 12月8日
（火）

1.企画部　①12月9日（水）「天災は忘れないうちにやってくる」
②老学文苑編集について

2.総務部　①学習会の出席割当て期以外の期の出席希望アンケートについて
②令和2年度修了・閉講式について
③令和3年度退学・休学見込み数について
④学習会の座席指定について

3.会計部　①「令和3年度学生負担金」払込取り扱い票の配布について
②学生負担金払い込み状況のWEB検索について
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回 開催日 議　　　題

13
12月22日
（火）

1.企画部　①12月23日（水）「植物によせる万葉の歌」
②老学文苑53号執筆校正依頼（1/20）
③団欒原稿依頼（1/12）同期会、クラブ代表者
④第4回大学運営問題検討委員会（12/12AM）

2.総務部　①令和3年度の手続き等（在籍者、役員報告）について
②令和3年度学生負担金払込み状況一覧表について

3.会計部　①学生負担金の「払込取扱票」の配布について
②令和3年度予算の提出期限

14 1月11日
（月）

1.企画部　①1月13日（水）「寄席と落語の楽しみ」
②大学祭記念演奏会について

2.総務部　①第2回運営委員会（議長51期大鰐千秋、書記54期鎌田茂斗子）及び第3回運
営委員会、第2回同期会代表者会議の開催案内

②令和2年度の学生に係る年齢構成等
③令和3年度新入学生募集要項（1/9から市民センター等で配布開始、募集

締め切り：2/10、入学者決定2/16）
3.会計部　①令和3年度学生負担金振込みの依頼文書

②令和2年度4月～ 12月会計報告

15 1月19日
（火）

1.企画部　①1月20日（水）「伊達騒動」
2.総務部　①第5回大学運営問題検討委員会開催（1月19日（火）10時～ 12時）

②令和3年度功労賞候補について（選考委員会開催）
③59期生ガイダンス打ち合わせ（2月9日（火）10：30 ～）

16 2月9日
（火）

1.企画部　①2月10日（水）「伊達政宗の書」
2.総務部　①第2回運営委員会2月19日（金）午後1時30分～、第1セミナー室AB）

②大学運営問題検討委員会報告
③令和2年度功労賞候補について
④式典（修了・閉講式、入学式・総会）打ち合わせ（2月26日14：00 ～）
⑤59期生ガイダンス打ち合わせ（2月9日（火））

3.会計部　①学生負担金の振込み状況報告

17 2月16日
（火）

1.企画部　①2月17日（水）「笑う門には福来たる～心も身体もいきいきと輝ける健康
とは」

2.総務部　①第2回運営委員会次第
②令和2年度修了・閉講式の作業分担表
③令和3年度在籍者報告・令和3年度役員報告の提出（総会・活動報告は4月

末まで）
④令和3年度の学生募集

3.会計部　①学生負担金の振込み状況報告
4.その他　①平成2年度物故者：（37期）庄司ひさ子、越後清一（39期）館内喜久子、小野

宏（40期）青木一郎（45期）吉川湛子（50期）鴫原徹（58期）長田憲一
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回 開催日 議　　　題

18
3月9日
（火）

1.企画部　①3月10日（水）「東日本大震災～それでも下水は止められない」
②令和2年度事業報告
③令和3年度学習計画

2.総務部　①第3回運営委員会：議長55期香山久、書記55期松𣘺和枝
第2回同期会代表者会議：書記小田島輝雄

②クラブ・同好会へ依頼文発出（新入生ガイダンス原稿、要覧掲載代表者・
活動計画等）

③新年度に向けて
　令和3年度学生異動状況、同期会正副代表
　入学式・開講式、総会の作業分担依頼
　59期新入生ガイダンスの作成
　学生証の紛失者、復学者の再発行について（紛失者については3/24まで

FAX等で申し込み、4/14入学式及び28日学習会時にカード忘れ受付に
て引き渡し（2,000円代引き））

　要覧校正作業開始
3.会計部　①令和2年度決算見込み及び令和3年度予算

②学生負担金の振込み状況報告
③令和2年度下期運営執行委員の交通費助成について
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月日 曜 活動内容 会　場
R1．4 ～ 5 火 ボランティア執行委員部会中止 生涯学習支援センター

6．9 火 ボランティア執行委員部会 〃
6．23 火 〃 〃
7．7 火 〃 〃
7．21 火 〃 〃
8．25 火 〃 〃
9．8 火 〃 〃
9．16 火 〃 〃
10．6 火 ボランティア部会 小百合園体育館
10．10 土 小百合園「昔遊び」 生涯学習支援センター
10．20 火 ボランティア執行委員部会 〃
11．10 火 〃 〃
11．23 月 〃 〃
12．8 火 〃 〃
12．22 火 〃 〃

R3．1．11 月 〃 〃
1．19 火 〃 〃
2．9 火 〃 〃
2．16 火 〃 〃
3．7 火 〃 〃
3．23 火 〃 中止

令和2年度 ボランティア部活動報告（4月～ 3月）

1．ワンコイン募金活動
中止しました。

2．歳末助け合い募金
R3．1月19日　32,711円　河北新報社に寄託

3．3・11東北大震災復興支援募金
3月10日　43,750円　河北新報社に寄託

募金活動（4月～ 3月）
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日　時/令和2年7月16日（木）午後1時30分
会　場/仙台市生涯学習支援センター
出席者/運営委員32名出席（委任状含む）
挨　拶/運営委員長

仙台市生涯学習支援センター長

議　案
1　学習会の9月再開について
2　第51回大学祭について
3　功労賞の選定について

報告、連絡事項
1　長寿祝いの該当者

米寿（昭和7年生まれ）24名
傘寿（昭和15年生まれ）52名

2　令和3年度学習計画日程、時間会場
3　老学文苑投稿依頼
4　団欒投稿依頼

日　時/令和2年7月16日（木）午後3時
会　場/仙台市生涯学習支援センター
出席者/各期同期会代表者、運営執行委員

議　案
1　同期会助成金の支給
2　各同期会から新年度の活動計画など発表
3　企画部

・令和2年度学習日及び会場について
・団欒投稿依頼
・老学文苑投稿依頼（本科生修了、栄誉賞受賞

者）
4　総務部

・大学祭
・館外活動の事前報告、公民館総合保障制度説

明

日　時/令和3年2月19日（金）午後1時30分
会　場/仙台市生涯学習支援センター
出席者/運営委員35名出席
挨　拶/運営委員長

仙台市生涯学習支援センター長

議　案
1　大学運営問題検討委員会検討課題について
2　運営要項等の改正（案）について
3　功労賞の決定について（功労賞選定委員会の

検討結果）

報告、連絡事項
1　令和3年度の学生募集について
2　学生負担金払込み状況
3　令和3年度「学生異動状況と役員名簿」（提出

期限の確認）
4　令和3年度部協議会及び各種協議会のスケ

ジュール
5　第3回運営委員会・第2回同期会代表者会議の

案内

その他
学生の平均年齢データ等

日　時/令和3年3月16日（火）午後1時30分
会　場/仙台市生涯学習支援センター
出席者/運営委員44名出席
挨　拶/運営委員長

仙台市生涯学習支援センター長

議　案
1　令和2年度事業報告及び収支決算見込み
2　令和3年度事業計画（案）及び収支予算（案）
3　令和3年度学習計画（案）
4　仙台明治青年大学同期会運営細目の改正に

ついて（学生数が9名以下の同期会の吸収合併
について）

5　令和3年度総会について

報告、連絡事項
1　令和3年度募集定員・選抜方法
2　学生異動状況・学生数
3　令和3年度運営体制
4　学生負担金払込状況

令和2年度 第1回運営委員会

令和2年度 第1回同期会代表者会議

令和2年度 第2回運営委員会

令和2年度 第3回運営委員会
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日　時/令和2年7月16日（木）午前10時30分
会　場/仙台市生涯学習支援センター
出席者/クラブ部長、運営委員長、運営副委員

長、各部長
挨　拶/運営委員長

議　案
1　会計部　クラブ助成金の支払い
2　大学祭について

第51回大学祭について（アンケート結果の
報告）

3　企画部
令和3年度学習会日程、会場
団欒投稿依頼

4　総務部
功労賞候補者の選考について
館外学習事前報告

5　その他
公民館総合保障制度

検討課題
1．ボランティアについて

・ボランティア部を廃止し、企画部にボラン
ティア委員会（プロジェクト）を編成する。

2．功労賞選考方法について
・役職歴等の推薦を受け選考委員会において、

審議の上、運営委員会に提案。
3．「要項等」改正について

・運営要項・運営要項内規・同期会運営細目・職
務分掌細目等の見直し及び改正検討。

4．その他

検討委員
40期　馬宮　　守　　47期　長坂　武志
48期　昆野　孝男　　48期　伊藤　一男
50期　廣瀬　　博　　51期　宮崎　芳憲
51期　大鰐　千秋　　53期　黒石　　賢
55期　石井　達雄　　57期　諏訪部哲司
57期　佐藤　節郎

検討委員会開催日

第1回 令和2年7月7日（火）
10時～ 12時

生涯学習支援
センター

第2回 令和2年10月2日（金）
10時～ 12時

生涯学習支援
センター

第3回 令和2年11月10日（火）
10時～ 12時

生涯学習支援
センター

第4回 令和2年12月22日（火）
10時～ 12時

生涯学習支援
センター

第5回 令和3年1月19日（火）
10時～ 12時

生涯学習支援
センター

令和2年度 クラブ部長会議

大学運営問題検討委員会
日　時/令和3年3月16日（火）午後3時
会　場/仙台市生涯学習支援センター
出席者/各期同期会代表者、運営執行委員

議　案
1　令和3年度正副代表者
2　令和2年度学習会の出席者数及び出席率
3　各同期会活動状況等の報告
4　紛失による学生証（カード）の再発行申込み

について
3月24日（水）午前中まで総務部宛
4月10日（水）以降受付で現金引換え（有料

2,000円）
5　その他

令和3年度同期会総会総会資料の提出（～
4月末）
「同期会運営細目」に定める報告等につい

て
住所等変更届、慶弔報告、管外活動及び外

部講師依頼時の事前報告

令和2年度 第2回同期会代表者会議
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日時/令和2年10月20日（火）10時30分～ 12時
会場/仙台市生涯学習支援センター 5階第2セミ

ナー室
委員/42狩野幸一、47北畠　宏、50廣瀬　博・千葉

とよ子、51宮崎芳憲・大鰐千秋、53小田島
輝夫、56鈴木義昭、57諏訪部哲司・斎藤興
一、58菅原清文
アドバイザー　仙台市生涯学習支援セン
ター　稗貫　信

議　案
1．令和3年度学習日、学習計画の考え方、進め方
2．講師交渉担当者
3．講師交渉必要書類配布・案内

日時/令和2年10月6日（火）14時30分～ 16時
会場/仙台市生涯学習支援センター 5階第2セミ

ナー室
委員/51宮崎芳憲・大鰐千秋、53小田島輝夫・黒石

賢、55石井達夫、57諏訪部哲司・佐藤節郎・
斎藤興一・作間吉博・佐藤ゆき、58菅原清
文
アドバイザー　51鈴木喜博

議　案
1．ホームページ管理運営と編集方針
2．ホームページ掲載担当
3．ホームページ概要と編集のポイント

日時/令和2年11月10日（火）11時～ 12時
会場/仙台市生涯学習支援センター 5階第2セミ

ナー室
委員/47北畠　宏、50千葉とよ子、51大鰐千秋、53

小田島輝夫、57諏訪部哲司・斎藤興一、58
菅原清文

議　案
老学文苑53号　2月10日発刊予定
44期生栄誉賞、53期本科生修了予定者から記

念投稿を掲載予定
編集・校正について

日時/令和3年1月12日（火）11時～ 12時
会場/仙台市生涯学習支援センター 5階第2セミ

ナー室
委員/50千葉とよ子、51大鰐千秋、53小田島輝夫、

56渡邉久芳、57諏訪部哲司・斎藤興一、58
菅原清文

議　案
機関誌団欒26前期後期合併号4月14日発刊予

定
編集・校正について

令和2年度 第1回
カリキュラム策定委員会

令和2年度 第1回
ホームページ管理編集委員会

令和2年度 老学文苑編集委員会

令和2年度 団欒編集委員会
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1．日　時/令和2年10月29日（木）10時～ 12時
2．場　所/仙台市生涯学習支援センター
3．出席者/会計監事2名

運営委員長、運営副委員長
会計部長、会計部運営執行委員3名

4．監査内容
令和2年度上期（4月1日～ 9月30日）における
・証憑書類の精査確認
・現金出納帳、総勘定元帳の確認
・預金通帳、現金の確認

5．次回監査予定
令和2年度（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

の会計監査は、令和3年4月年次総会前に実施す
る。

令和2年度 会計監査

令和2年度 物故者

謹んでお悔やみ申し上げます。
庄司ひさ子 さん　　第37期

越後　清一 さん　　第37期

館内喜久子 さん　　第39期

小野　　宏 さん　　第39期

青木　一郎 さん　　第40期

吉川　湛子 さん　　第45期

鴫原　　徹 さん　　第50期

長田　憲一 さん　　第58期

1．日　時/令和2年6月9日（火）14時30分～ 15時
30分

2．場　所/仙台市生涯学習支援センター
3．出席者/会計部運営執行委員4名
4．議　題
　1）令和2年度会計部運営執行委員の紹介
　2）会計部業務の内容説明

・出納業務に関する件
・預金通帳等の管理に関する件
・帳票類の保管管理に関する件

　3）会計部業務の役割分担の確認

令和2年度 第1回会計部会

日　時/令和2年6月25日（木）午後1時30分
会　場/仙台市生涯学習支援センター
出席者/運営委員2名、執行委員9名

議　案
1．プロジェクト業務
　（1）要覧編集に関すること

令和2年度版2月初旬原稿作成開始、4月中
旬原稿完成

印刷発注、校正3回、5月27日全学生に郵送
　（2）第51回大学祭に関すること

開催の検討について
長寿祝いの受賞該当者　米寿祝88歳（昭8

生）14名
傘寿祝80歳（昭16生）56名

2．学習会等の中止について
3．その他
　（1）令和2年度運営委員名簿
　（2）令和2年度スケジュール表（総務部関係）
　（3）第51回大学祭について
　（4）学習会の9月再開について

令和2年度 総務部会
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令和2年度学事報告
新型コロナウイルス発生に伴い8月末まで学

習会や各種行事の中止が余儀なくされました。
団欒25号・要覧・総会資料・感染ガイドライン通
知等について5月末に全学生宛にレターパック
で届けました。
1　学習活動及び実績

9月からの再開となりましたが会場定員の半
分以下の制約があり、学生の半数の学習となり
ました。
学習日 年間14回（定期講座12回、特別講座2回）
講　座 出席者総合計3，609名、平均出席者数

258名、平均出席率64％
学生数 807名　地震・健康・歴史・文学・伝統芸

能など
2　大学祭

コロナ対策のために大学祭は中止となり、学
習会に切り替えました。

長寿祝い　傘寿37名、米寿23名、実施できまし
た。

コロナ禍の中で種々制約の中で工夫を凝らし
て実施しました。
3　同期会活動　館外研修・班会など
4　クラブ活動　17クラブ581名
5　ボランティア部の活動
6　広報活動　団欒・老学文苑発刊、ホームペー

ジを作成
学生の平均年齢は78歳で、90歳以上の学生30

名（最高齢97歳）の内25年在籍者3名、令和2年度
の学生負担金免除の方が居られます。31期　新
谷和子（しんがいかずこ）さん・33期　谷津千代
さん・34期　菅野賢一さんです。

人生100年時代、コロナ禍でも明るく楽しく学
生生活をエンジョイしてゆきましょう。

以上で学事報告を終わります。

日　時/令和3年3月24日（水）午前10時から
会　場/仙台市生涯学習支援センター　

第2セミナー室
仙台市のコロナ感染緊急事態宣言を受け予定

していた3月24日の修了式、閉講式は中止となり
ましたが仙台市生涯学習支援センターにおいて
仙台市生涯学習支援センター長　佐藤博信様よ
り53期生代表者による修了証を授与、44期生代
表者に栄誉賞贈呈、2名と1グループに功労賞を
贈呈しました。

式次第
1、修了証授与等 仙台市生涯学習支援センター長
2、修了証書授与 53期生代表者（佐藤正武）受納
3、栄誉賞贈呈 44期生代表者（吉田　初）受納
4、功労賞贈呈 2名1団体読み上げ　個別受納

　42期　　菅野重篤
　43期　　関　弘一（欠席）
　ホームページ管理編集委員会

（代表　宮崎芳憲）
5、学事報告 運営委員長　　廣瀬　博
6、学長式辞 学長　　佐々木　洋

（代読　佐藤センター長）
7、修了生答辞 53期生代表　佐藤正武

（読み上げずに提出）
8、栄誉賞謝辞 44期生副代表　

吉田　初（同上）
9、功労賞謝辞 受賞者代表　43期　関　弘一

（同上）

仙台明治青年大学令和2年度修了・閉講式挨拶
修了生　53期51名答辞　佐藤正武
本科生修了の53期生のみなさん
栄誉賞　44期32名謝辞　　市川　隆

栄誉賞受賞のみなさん
功労者　3名　　　謝辞　　関　弘一

功労賞受賞のみなさん
おめでとうございます。

令和2年度 修了証・栄誉賞・功労賞授与、贈呈式
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式　辞
暖かな日差しや木々の芽吹きから、春の訪れ

が感じられる季節となりました。
本日ここに仙台明治青年大学修了・閉講式が

執り行われますことを大変喜ばしく存じます。
本日、本科生としての学習を修了される平成

27年度入学の第53期生51名の皆様、誠におめで
とうございます。4月からは研究生として、ます
ます活発に学習活動に取り組まれますようご期
待申し上げます。

また、平成18年度の入学以来15年にわたり本
大学で学ばれ、本日栄誉賞を受けられた第44期
生33名の皆様、心よりお祝い申し上げます。市民
の模範となる長年の学びや交流に対しまして、
心から敬意を表しますとともに、これからも、健
康に留意され、学習に取り組まれることに、エー
ルを送ります。

そして、本日功労賞を受賞される2名及び1グ
ループの方々、誠におめでとうございます。これ
まで本大学の発展に多大なる貢献がございまし
たことに、改めまして、深く感謝申し上げます。

さて、今年度は新型コロナウイルス感染症対
策のため、8月まで会場などの使用ができず、ま
た大学祭が中止になるなど、思うような学習活
動ができなかったことが残念です。

このような状況にあって、9月から学習会を再
開し、受講者を通常の半分に絞るなどの感染対

策を取りながら、多くの講師の先生方をお招き
して様々なテーマで学習を進められたことは、
感染症により交流の機会が少なくなった中で、
意義ある取り組みと考えております。

新年度には、ワクチン接種が始まります。感染
症の流行が一日も早く終息し、本来の活動がで
きることが期待されるところです。それまでは
引き続き、不要不急の外出自粛、会食の人数制限
などを含め基本的な感染予防対策の徹底をお願
いします。

皆様が「生きがいと自己実現」を目指して生涯
学習を実践されるお姿は私たちの良きお手本で
す。これからも仙台明治青年大学での出会いを
大切に、充実した生活を過ごしていただければ
と存じます。

結びに、この1年間、自主と親睦の精神のもと、
学習や諸活動の運営にあたられた廣瀬運営委員
長をはじめ運営委員の皆さま、同期会・クラブ活
動代表の皆さまのご尽力に心より感謝申し上げ
ます。

そして、仙台明治青年大学の学生の皆さまが
ますますお元気で、さらに豊かな学生生活を過
ごしていただけますようご祈念申し上げ、式辞
といたします。

令和3年3月24日
仙台明治青年大学

学長　　佐々木　　　洋

修了式・閉講式 式辞・答辞・謝辞

42期　菅 野  重 篤 さん

同期会代表、副代表、執行委員などを歴任。企画
運営に尽力しその発展に貢献

43期　関　  弘 一 さん

15年にわたり運営の中枢に携わり、大学の円滑
な運営・発展に寄与

令和2年度功労賞受賞の皆さま
明青大ホームページ管理・編集委員会
ホームページの立ち上げから公開内容のシステ
ム化を図り、学内外の広報活動として努力
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答　辞
修了式開催にあたりひとことご挨拶申し上げ

ます。
本日は私ども53期生修了にあたり、このよう

な盛大な修了式を挙行して頂き、まことにあり
がとうございます。

またご多忙の中ご出席頂きました佐々木学長
はじめ、仙台市生涯学習支援センターの皆様な
らびに諸先輩皆様に、心より厚くお礼申し上げ
ます。

私ども53期生は、平成27年4月に75名入学させ
て頂きましたが、おかげさまにてこのたび51名
が修了することができました。

入学以来、有意義な学習とクラブ活動に参加
させて頂き、同期生はもちろん先輩方との出会
いが生まれ、充実した時間を過ごすことができ
ましたことは、大変ありがたく感謝いたしてお
ります。

4月からは研究生として、楽しい学びと明るい
交流を心がけ、生涯学習を続けてまいります。

本当にありがとうございます。
今後とも変わらぬご指導を賜りますよう心よ

りお願い申しあげ、答辞といたします。
令和3年3月24日

53期代表　　佐　藤　正　武

謝　辞
栄誉賞受賞に当たり一言お礼の言葉を申し上

げます。
本日は新型コロナウイルスの禍いの納まりき

れない中、私達44期に対し栄誉賞ならびにお祝
いの言葉を戴き深く感謝いたしております。

私達は仙台明治青年大学に向学の志に燃え
ながら紅顔の美男美女が平成18年に入学して
から早15年がたちました。80名だった同期生の
うち33名が元気にこの日を迎えることができま
した。これも一重に仙台市の関係者の皆様、運営
委員長をはじめ運営に携わる委員の方々の並々
ならぬご尽力の賜物と深く感謝いたしておりま
す。

私達は同期会のモットーであります「よりよ
い仲間づくり」を大切に諸々の行事、独自の班活
動、お互いの声がけをし、交流しあって「絆」を深
め、最高の仲間に出会えた15年でありました。こ
れからも友情・出会いを大切に「よりよい仲間づ
くり」に邁進して参ります。

最後に仙台明治青年大学の更なる発展とご臨
席の皆々様のご繁栄を祈念しお礼の言葉といた
します。本日はありがとうございました。

令和3年3月24日
44期代表　　市　川　　　隆

答　辞
この度、思いもよらず功労賞をいただくこと

になり、大変感激いたしております。
特に御推薦いただいた方々からは、身に余る

おことばを頂戴致したようで本当にありがとう
ございます。

思えば入学時、何とかなるだろうとの気軽な
気持で受けた運営執行の役割が、年を重ねるご
とに大変だと気がついた時はすでに遅く、抜け
切れなくなっていました。

時、たまたま東日本大震災時に当たり、とにか
く「この学校は絶対に途切れさせない、無くせな
い！」との気持で、夢中だったと思います。幸い
良き仲間たちにめぐりあわせ、何とか再興、継続
出来たのも、みんなの力と学生各位の協力、そし
て何よりも生涯学習支援センターの方々の御指
導と支えがあったからだと思います。

今、新型コロナのために、大変苦労をして居ら
れる運営執行の方々を見るにつけ、ふと10年前
のことを思い出します。

どうかこの先、大学運営が続けられるよう声
援しつつ、受賞お礼のことばを申し上げます。

本日は有難うございました。
令和3年3月24日

43期代表　　関　　　弘　一
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35期代表　　山　田　雄　敏
第35期吸収合併同期会（仮称）
― 老いと向き合う ―

昨年2月下旬、厚生労働省からの新型コロナウ
イルス感染拡大防止のための「イベントの開催
に関する国民へのメッセージ」が出されてから
明青大学学習計画も前半は中止となり、9月より
定員の半数での学習再開に踏み切りましたが、
我が同期会の年間活動計画は全面中止としまし
た。従ってこの一年間は、一度も顔合わせをして
おりませんし、記録もありません。そこで、今回
は我が同期会のプロフィール？（期・性別・年齢・
入学年度・入学人数・学生総数）を紹介し、我々同
期会の思いを述べてみたいと思います。

第35期吸収合併同期会メンバーは10名です。
◎第31期生（1名）〈学生負担金免除〉

Sさん女94歳　平成5年度（1993年）入学
※入学生35名　学生総数497名

◎第33期生（1名）〈学生負担金免除〉
Yさん女94歳　平成7年度（1995年）入学
※入学生82名　学生総数525名

◎第34期生（2名）
Kさん男94歳　平成8年度（1996年）入学

Hさん男88歳　〃
※入学生70名　学生総数528名

◎第35期生（6名）
Sさん男97歳　平成9年度（1997年）入学
Tさん女91歳　〃
Tさん女87歳　〃
Hさん男90歳　〃
Yさん男89歳　〃
Yさん女85歳　〃
※入学生61名　学生総数536名

◎平均年齢90.9歳

私達の世代は今、人生の総仕上げとして老い
と向き合っている。「人生の夕暮れ時」を生きる
中、自らの姿を柿色に染めながらも、少しでも社
会を照らせるよう地域づくりに参画していきた
い。
「青春とは人生のある期間を言うのではなく

心の様相を言うのだ」「年を重ねただけで人は老
いない。理想を失う時に初めて老いがくる」。私
達は今、サミュエル・ウルマンの詩「青春」の文章
の意味をかみしめている。

令和2年度 同期会だより
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38期代表　　鈴　木　弘　子
38期同期会活動報告

新型コロナウイルスの感染拡大により、ほと
んど何も出来ない一年となりました。

平成12年4月に明青大に入学し今年で21年目
になります。83名で入学し現在18名です。共に年
を重ね、超高齢者の仲間となり、96歳を筆頭に90
代が2名、あとは80代も後半の方ばかりです。コ
ロナは高齢者にとって恐怖です。集まることは
むずかしいと思っていましたが、あえて皆んな
の元気な顔が見たく、3密をさけて11月に懇親会
を開き13名が集いました。それぞれの近況報告
とマジック披露もあって久し振りの楽しい一時
でした。

来年2月には総会を開く予定です。それまでに
は少しでもコロナが収束してくれますように願
わずにはおれません。

39期副代表　　近　藤　恵美子
満20年を迎えた我が39期は、高齢化等による

会員の減少が続き、本年度は22名でのスタート
となった。思いもよらぬコロナ禍の自粛の中で
迎えた新年度の最初の出来事が、館内喜久子
さん急逝の知らせだった。年齢を感じさせない
華やかな方の突然の訃報に、信じられない思い
だった。緊急事態宣言直前の緊迫した情勢の中
では、同期生全員に連絡して、ご冥福をお祈りす
るしかなかった。続いて7月、かねて病気療養中
と伺っていた小野宏氏の訃報が伝えられた。社
会にも、明青大にも多大な貢献をしてこられた
方の再起が叶わなかった事が痛惜された。コロ
ナ対策を充分とりながらの行き届いた葬儀に、
代表と共に参列させて頂き、同期生全員の感謝
の思いを込めてお送りさせて頂いた。

年度はじめ以来、学習会も、まして同期会も無
く、五里霧中のなか、本部や三九会からの時宜を
得た適確な通達が心強かった。本部はじめお世
話役の方々のご尽力に依り、9月から再開された
学習会で、偶には同期の方々とお顔を合わせる
ことは出来たが、同期会としての活動などは憚
られ、例年にない静かな一年となったのは致し
方なかった。

12月9日学習会終了後、本年度初めてとなる班
長会が開かれ、来年度役員選出を行ったが、それ
ぞれ気持ちよく引き受けて頂けた。

来年度は、コロナ禍の状況が少しでも好転し、
同期会活動も活気を取り戻せるようにと願うば
かりである。

以上
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40期代表　　馬　宮　　守
明青大40期同期会活動報告

平成14（2002）年4月吉日、40期生107名は期待
に胸はずませて入学した。それから19年。沢山の
仲間と交流を図りながら、生涯学習に励んでき
た。

令和3年1月1日現在の在籍者数は、僅かの14名
と激減した。さびしい限りである。

◆令和2年度の活動状況
新型コロナ禍の影響により、事業を大幅に自

粛せざるをえなかった。
1、独自企画・館外学習～実施せず

※事業計画では、「館外学習が実施困難な場合
は、高齢者でも参加可能な懇親昼食会を実
施する」旨規定されていたが、三密を避ける
ために実施しなかった。

2、役員・班長会～電話による意思の疎通に留め
た。本部関係報告事項および40期会関係につ
いて、班長からの伝達に務めた。

役員会は、2回（令和2年2月12日、令和3年1
月12日）に開催した。

3、令和2年度定期総会～令和2年2月27日、太白区

長町・ホテルふじや  会員  17名中参加者15名
4、その他事項～「令和2年度学習受講者希望調べ
（12月以降の学習スケジュール）～班長の聴き
取りにより集約・報告した。

◆令和3年度行事（予定）
1、定期総会〈役員会代行総会〉

今回は、新型コロナ対策のため「全員総会」
は実施しないこととする。規約改正の上、「役
員会代行総会」の形で実施することとする。

・とき：令和3年2月17日（水）
（明青大学習会終了後）

・ところ：太白区長町・ホテルふじや
2、役員会等について～別途協議とする。
3、「40期同期会独自企画」～ 40期同期会20周年

記念誌「20年のあゆみ」発行
「10年のあゆみ」を、平成24年1月31日付で

発行した。「20年のあゆみ」を1年度繰り上げ
発行することを検討したい。

令和3年度も、会員相互の親睦・交流を円滑
に行い、実り多い明青大学習活動をエンジョ
イしたいものだ。

41期代表　　長　瀬　　正
令和2年度の総会は1月に実施され活動計画は

作られました。
4月22日　食事会
4月～ 7月　臨時企画1検討　提案待ち
6月10日　食事会
7月22日　暑気払い
9月16日　食事会
9月～ 11月　臨時企画2検討　提案待ち
11月25日　忘年会
1月20日　総会・食事会
以上の計画でスタートいたしましたが、コロ

ナ禍にみまわれ、何も実行できず、最後の総会だ

けはなんとしても開きたいと、役員には2回程集
まって頂き協議し、総会は、食事会抜きで、支援
センターで実施する旨を全員に案内いたしまし
た。

以上の様に大学からの連絡を伝えるだけの最
小限の役割を何とか果たせた感じです。

各種の連絡、最近の学習時にお会いした際の
状況をききますと、コロナ禍の時代を何として
も乗り切りたいと努力していることがうかがえ
ました。体力の問題、家庭環境の問題等を考慮し
新しい年度を考えているようです。
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43期代表　　関　　弘　一
43期会 令和2年度 事業活動報告

令和3年1月15日
本年度は前半学習日がほとんど無く又小集団

活動も禁止になるなど条件そろわず報告すべき
事業活動はない。9月からの月1回の学習日に6

～ 7名（在籍13名）での短時間会食をしながらの
連絡や情報交換に終わっている。2月に学習後総
会を予定でしたがどれだけ残留継続するかで内
容が全く変わるのでこの程度で控えたい。

以上

45期代表　　佐　藤　一　夫
学生生活も仲間80名で入学してから15年目と

なります。今年は、仲間27名と少なくなりまし
た。

昨年は、未曾有の新型コロナウイルスによる
世界的感染拡大で明青大の運営や同期会活動が
大幅に制限されました。

そんな中でも仲間との月一度の学習会後の徹
底した三密を避けたお食事と楽しい語らいの時
間を過ごしました。

昨年より同期会の代表を引き受け、種々活動
を計画しましたが、新型コロナウイルスのため
全体の活動は学生の年齢などを考慮し全て中止
と致しました。

今年度は、学生一人一人が新型コロナウイル

ス感染に掛からないように行動し、従来の生活
が送れるように期待しております。

これにより、日本中がオリンピックを楽しみ
仲間と健康で元気に楽しい充実したシニアライ
フを送ろうと考えております。

47期代表　　長　坂　武　志
令和2年度で入学後12年を経過し、期として運

営執行委員選出の役目を終えました。入学時の
70名が現在は28名。コロナ蔓延が終息する目途
が立たない中、新年度何名でスタートできるか
心配になります。

学習会の出席状況は、当期は先輩の期に比較
し年齢がかなり高いためか、50％強に止まりま
した。同期会活動の中心でもある班活動も殆ど
行われませんでした。

秋の野外活動はコロナ感染対策などを考慮
し、近場で実施し、会食は班ごとに分かれて行う
ことにしました。目的地は、近場も近場、仙台駅

東口の『初恋通り』（島﨑
藤村詩集「若菜集」の初
恋に因んで命名）

星事務局長、阿部班長
のお話しに耳を傾けな
がらゆったりと散策し
ました。写真の歌碑は初
恋通りに建っています。

参加者は28名中18名。
恒例の新年会は残念

ながら中止になりまし
た。

− 23 −



48期代表　　佐　藤　直　子
我が48期は平成22年4月に明青大学に入学し、

今年で11年目になろうとしている。48期として
の活動は、毎年実施してきて恒例となった春の
花見、夏の暑気払い、秋の芋煮会はコロナ禍の影
響で全て中止となり、班単位での活動となりま
した。また、今年度の総会も書面でということに
なる予定です。秋にはコロナ禍も終息するので
はとの勝手な予測とは裏腹に周囲にもじわりと
広がってきています。先も見えずワクチンの普
及が待たれるところです。

そんな中、10月7日の学習日では、南部健一先
生の講演の最後に「老いは感性を豊かにする」を
朗読できたことは48期に少し貢献できたのでは
ないかと自負している。

最後に、今年こそはコロナ禍が終息して、以前
のように普段の生活が戻り、明青大同期の方々
が再び元気に集える日が来ることを願って、老
いの賛歌の思いを込めて漢詩を一作披露して結
びにしたいと思います。

「訪俊呂磐司岩」（一東韻）
閑遊送歩起渓風
絶壁穿雲興不窮
滿目秋光無限好
此生老倒歳時豊

読み下し文
「俊呂と磐司岩を訪ぬ」
閑遊して歩を送れば渓風起こり
絶壁雲を穿って興窮まらず
満目の秋光無限に好し
此の生老倒して歳時豊かなり

49期　　木　下　幸　枝
今年の春は、全く異変の連続でした。
3月頃、台湾で、中国風邪の為、閉鎖という

ニュースが流れました。聞きながら、少々不安を
抱きました。私の祖父は、百年前の神戸で、感冒
で死亡したことを聞いておりました。所謂、スペ
イン風邪です。暫くして、世界中に広がり始めま
したので、自己防衛が、第一かと覚悟しました。

仙台市危機管理室からも、感染予防対策の要
請があり、仙台市教育局生涯学習支援センター
からは、太白区文化センターの楽楽楽ホールは、
8月31日まで利用中止の伝達がありました。第49
期生同期会としましても3月11日、第1回役員会
の開催の準備をしておりましたが、中止せざる
を得ず、会員の皆様に相談し、決定、実行しなけ
ればならない事も、多々ありましたが、止むを得
ぬまま、悶々とする日々を送りました。

電話、メールでの遣り取りも、中止ばかりで、
不満も聞きました。

少しずつ、病症の正体が判明するなかで、9月
からの再開に合わせて、活動することになり、9

月16日、令和2年度第1回役員会を開きました。会
議時間の短縮、三密厳守等で、中止ばかりです。
同期会年会費は徴収なし、翌年2月13日予定の総
会は中止し、総会資料を全会員に配布すること
で、了解を得ることになりました。

こんなことで、運動不足を訴える人、体調を崩
す会員、休学、退学を決する会員と、ぼつぼつ出
ました。年齢を考慮すると致し方ないと思いま
す。早々に、新型コロナウイルスの退陣を願うと
ころです。
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50期代表　　廣　瀬　　博
コロナ禍の1年

平 成24年（2012年 ）80名 で 入 学 し、令 和2年
（2020年）には36名在学しています。

活動報告等
Ⅰ総会・新年会　令和2年2月26日（水）
Ⅱ①令和2年3月4日（水）

「仙台明治青年大学行事等について（お願
い）」仙台市教育長

②令和2年8月25日（火）
「学習会9月再開と大学祭について」仙台明

治青年大学運営委員長
①と②について副代表から各班長へ班長

から全学生に連絡
Ⅲ役員・班長等会議　令和2年11月5日（木）

欠員役員補充
Ⅳ学習会（9月から11月まで）全会欠席者9名
（23％）
コロナ禍によるものと思われる

皆さんと気兼ねなく集まり、笑い合える日を
祈念いたしまして、コロナ禍について、読んだ文
章を紹介します。

月刊誌　致知　　2020年12月
この苦難をどう乗り越えるか

大村智　昭和10年（1935年）生まれ
ノーベル賞（生理学・医学）受賞2015年　北里

大学特別栄誉教授
イベルメクチン（駆虫薬）の開発者

質問　人類はこの新型コロナウイルスを完全
に克服できないなら、このウィズコロナ時代
に私たちはどういうことを心掛けていけばよ
いのでしょうか。

答え　特別に難しいことではありません。生活
リズムを整える、きちんと食事を摂って体力
つける、手を洗う、マスクをするといった当た
り前のことを油断なくきちんとやることが大
事です。健康には習慣が大丈夫ですが、私自身
は以上のことに加えて生理食塩水に近い濃度
の薄い食塩水で鼻を洗うことを、朝夕習慣化
しています。
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51期代表　　大　鰐　千　秋
1．2月10日　第8回定時総会・新年会を同時開催

会場を仙台パルコ2「ごっちょおさん」で
開催、第1部は定時総会、新代表、副代表、幹事
等の役員を選任、決算、活動計画、規約の一部
改正を原案通り承認して終了しました。第2
部はお待ちかねの新年会、飲食歓談しながら
パワーポイントで作成した「2019年度51期
の歩み」をスクリーンで映像鑑賞、次に鈴木
さんが開発したビンゴゲームソフトでスク
リーンを見ながら班対抗団体戦で盛り上が
り、更に芸能大会はオカリナ、ハーモニカ、
コーラス部も加わり、ミニコンサートの様
相、役者の多いこと、拍手喝采、盛会裡に終了
しました。

2．3月以降コロナ禍の渦中、9月迄活動休止、活動
変更を検討

研修生2年目を34名の3班体制、新代表を含
む役員構成で年間計画を実行したく検討し
たが、8月迄学習会が休止、期の活動も3密対
応が出来ず、夏のランチ会、10月予定の電力
施設見学も中止、7月22日緊急役員会を開催
し、10月館外研修先変更等を決定しました。

3．10月22日　東北歴史博物館で研修会と特別展
見学会

午前中、研修会会場で西松学芸員が講師
「伝わるかたち/つたえるわざ～伝統と変容
の日本建築」を解説いただき、日本の中世期
からの建築技法や知恵の伝承を学び、昼食後
は解説頂いた特別展を見学、精巧に作られた
建築物、展示品を興味深く鑑賞出来ました。

4．11月4日　各班合同の芋煮会開催
場所：八木山ベニーランド内、2班、庄子班

長が中心となり、各班に声掛けして実現、好
天に恵まれ、具材を入れた大鍋を薪の火で炊
き上げ、1時間程で出来上がり、お替わりを頂
き満腹になる、その後、座敷の部屋に移動し
てコロナ禍の話題等を歓談しながら楽しい
ひと時となりました。
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54期代表　　横　内　俊　男
オンラインからの妄想

令和2年1月日本初のコロナ患者確認、2月仙台
初の患者が報告された時期に何故か、54期代表
になりました。

犬と散歩中、近所の彼が寄ってきて、「犬に
触っていいか？」「犬種は？」「何歳？」と問われ
る。犬の触り方を教え、質問に答えていると、彼
も犬もお互いに気に入ったようで飼い主を無視
してジャレ合っている。その後、会うたびに撫で
てくれる。彼が、友人との学校帰り、一人のとき
と同様に多少自慢気に撫でてくれる。仲間が犬
に手を出すと、犬がタイミングよく「ウー・ウー」
と唸る。彼が間に入り自慢気に犬を撫で、犬の扱
いを説明する。

この小学生が、コロナ盛りに大学受験に成功
した。美術関係の学部に入学した。好みの画家は

「村上隆」と言う。私の知らない画家だ。授業は楽
しいかと聞くと、殆ど学校には行かず「オンライ
ン授業」がメインとのこと。オンライン用の機器
を持たない学生には貸し出しの制度があるとい
う。私の知らない世界だ。

マスコミで報道される「オンライン」が気にな
りだした。

天皇家の「愛子さまの誕生日」の記事で、今年、
学習院大学に入学されオンライン授業を受けて
おられる。私の彼と同じだ。

秋篠宮家、長男悠仁さまは、お茶の水女子大学
附属中2年在学中で、コロナ禍の影響で休校が続
いた際は、宮廷で課題やオンライン授業に取り
組んでいるとか。秋篠宮家では、さまざまな分野

の専門家からオンラインによる説明を受けてい
る。

オンライン診断、オンライン面接（仙台市人事
委員会は来年度の職員採用選考に向け、市役所
の仕事や魅力を紹介するセミナー、若手職員と
の個別面談をオンラインで実施）、オンライン結
婚式、オンライン成人式、オンライン業務、オン
ライン商談と「オンライン○○」がなんと多いこ
とか。

令和2年12月9日、明治青年大学で「天災は忘れ
ないうちにやってくる」の講師今村文彦（東北大
災害科学研究所）教授から、21世紀文明シンポジ
ウム（オンライン開催）「東日本大震災から10年」
の案内がありました。

SMBCコンサルティングの昨年のヒット商品
番付発表で、東の横綱は「オンライン生活」、西の
横綱は「感染予防グッズ」であったそうです。現
在の世の中を端的に示していますね。

多くのマスコミで、沢山のオンライン○○が、
紹介されます。対面による話以上のものはない
ように思います。

今村教授紹介のオンライン開催のシンポジウ
ムより、9日の講演の方がはるかに楽しいもので
あったろうと想像しています。

私の彼の好きな村上隆は、日本アニメや浮世
絵に影響を受けた画家で、作品は高校の教科書
でも紹介されています。私は、浮世絵の影響を受
けた印象派の画家の絵が好きです。

コロナ禍、紹介できる活動なく残念。
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55期代表　　石　井　達　雄
令和2年2月26日の同期会総会で新役員の役割

分担を決めて、3月に新旧役員の引継を始めよう
と思った矢先、新型コロナウイルスの感染が拡
大し始めました。

3月の楽楽楽ホールでの学習会は中止となり
ました。4月からは、入学・開講式の中止から始ま
り8月末までの学習会中止が発表されました。こ
の間は、もっぱらSMSを通しての連絡事項の伝
達だけになって同期会の活動は完全にストップ
しました。
「緊急事態宣言」を受け、外出自粛などによっ

て感染拡大が収まり始めた頃、9月からの学習再
開についての議論が始まりました。当時の明青
大の状況や議論されている事などを同期会のメ
ンバーに知らせる必要があるのではと思い、副
代表の香山さんと相談して、7月22日学習支援セ
ンターの会議室に各班の代表・副代表に集まっ
てもらい、第1回の55期同期会役員会を開催しま
した。

コロナ禍の中で参加は役員17名中13名でし
た。学習再開に向けてどのような議論がなされ、
感染予防対策などを説明したことで、少しは明
青大の現状を理解してもらえたと思います。9月
から学習が新型コロナ感染予防対策をとった上

で再開されました。55期生は約半数の方が学習
会に参加しているとのデータがありますが、同
期会全体・班単位の集まりは殆どなく、気の合っ
た同士の食事程度になっている様です。

12月9日の学習会の後、第2回の役員会を開催
しました。議題は同期会総会や来年度に向けて
の様々な手続きなどの確認です。

班長さんからは、簡単な連絡事項であれば、電
話で対応することは可能だが、込み入った事柄
や書類を渡すことなど直接会う必要がある場合
は不可能に近いとの訴えがありました。

今回のコロナ禍のような、メンバーが集まる
ことが出来ない場合の対処方法の構築が、同期
会全体としての必要性を痛感しました。

同期会の総会は、令和3年2月10日に太白区中
央区民センター大会議室を予約しています。た
だ、年末年始の移動自粛要請にもかかわらず、年
が明けてから全国的な感染拡大傾向に歯止めが
かからない状況で、開催できるかが危惧される
状況です。

いずれにしても、新型コロナウイルスの感染
拡大が終息に向かい、みんなが集える日常が早
く来ることを願っています。
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56期副代表　　渡　邉　久　芳
「この1年を振り返って」

令和2年の年初から新型コロナウイルスによ
る影響で学習会活動はじめ班会やクラブ活動な
どが大幅な制限を受け入学式や大学祭も中止に
なりました。9月から学習会を再開したがコロナ
禍の中、3密を避けて参加人数を制限し、出席同
期会を奇数回と偶数回に分け、それぞれ月1回の
受講になりました。

この間、班会もままならず「楽楽楽ホール」施
設外のコンコースや歩道での立ち話になりま
した。予定していた56期生同期会懇親会も中止
になり、第4班の班活動も7月の食事会が中止と
なり、9/30 ～ 11/1予約していた一泊泊まりの温
泉旅行も中止しました。そのような中で8/19に
JALシテイのジョリーで有志4人でのランチ会
は成立し実施しました。その他偶数回の学習会
終了後は参加可能な班員による昼食会をTOBE
にて開催を継続し意見交換しています。

役員会と各班の活動状況については役員会を
R2/5/13から毎月第1水曜日9月からは第2水曜
日に開催。班会は9月以降第2水曜日に実施して
いますがコロナ禍による活動の制約もあり概ね
各班とも低調な活動状況とならざるを得ません
でした。

8月に副代表の6班佐々木賢一氏が退学し、続
いて9月から運営委員の5班鈴木義昭氏が休学
したので56期の本部執行役員は1班山崎裕代表

のみになり、8月～ 9月の役員会で決まらず10月
の役員会で私と3班の川村敏子さんが自薦で2名
の副代表が選任されました。山崎代表から担当
部を聞かれ川村さんはボランティア部を小生は
企画部を希望しました。11/10の企画部会議と第
10回部協議会から出席しましたが初めてなので
右も左も分からず、先輩方に只々教えを乞うの
みでした。その後、12月から学習会の写真撮り、1
月はホームページ作成と司会、2月学習案内作成
と一巡しました。この間「老学文苑」の編集や「団
欒」の編集作業にも従事しました。1/19には令和
2年度第2回ホームページ編集委員会があり2月
に新しい役割分担がありました。何事も勉強あ
るのみで自分の出来る範囲で精一杯やるつもり
です。

12/23開催の56期新旧合同役員会で決定した
令和2年度総会は新型コロナウイルス感染拡大
の観点から、極力少ない人数での総会とするた
め議決権行使書を採用の上、出席通知、又は委任
状、若しくは議決権行使書（賛成・反対に○印）に
署名押印して各班長まで提出して届けて頂く事
としました。

以上により、昨年度は文書総会でありました
が、今年度は来る2月17日に一堂に会して実施す
る事が決まり、令和2年度の有終の美を飾りたい
と念じる今日この頃です。
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57期代表　　諏訪部　哲　司
マスクだらけで誰だか分からん

ようやく始まった9月からの講義。それに合わ
せて同期会活動も始まりました。役員会や班会、
本当に久しぶりで、（マスクだらけで）顔も忘れ
かけていました。やっぱり互いの心境など身近
な話をすることが一番ですね。2回に1回の講義
に合わせてしか会えませんでしたが、お互いを
確認できる機会となりました。総会もできず役
員会も全員が集まれるわけではありませんでし
たが、なんとか翌年に繋げる「タスキ」だけは渡
すことができました。「令和の2 ～ 3年はあんな

ことがあったなぁ」と早く言えるようになりた
いですね。

前年度、総会後会食風景

58期代表　　菅　原　清　文
3月、入学式を待ちわびていた私達58期生60名

に、コロナウイルス感染対策による入学式中止
の便りが…！　その後、“緊急事態宣言”が出さ
れ大学の全ての行事が中止に。仙台明治青年大
学の学生になった実感もないまま自宅待機を余
儀なくされた新入生となりました。

コロナ感染第一波が収束した6月、仙台市生涯
学習支援センターで開かれた「新入生向けガイ
ダンス」は、密集・密接を避けるため2回に分け
て。58期生全員が一堂に会することができませ
んでした。集合写真も半分ずつの同期生が写る
のみ。

その後の「第58期生同期会設立総会」も役員の
みの招集、ほかの同期生からは委任状を取ると
いう方式で。なかなか全員集合はできません。

夏の親睦会も中止、秋季親睦会に全員集合の
望みを託しました。

第二波がピークを越え、9月の学習会再開を楽
しみにしていた頃、我が同期会に大事件が…。

58期生代表の退学表明です。
コロナ禍の自粛中でしたが、緊急役員会を開

催。同期会規約に則って後任代表の互選を行い
ましたが、推薦された方々は全て固辞。やむなく
役員以外の同期生にも希望者を募りましたが、
これも失敗。再び役員会を開き、“前代表の残任

期間だけ”の約束で私が後任に据えられました。
やがて9月、待ちに待った学習会が始まりまし

た。楽楽楽ホールの人数制限のため出席が奇数
期と偶数期の交代制になりましたが、新入生で
ある58期生には特別に全学習会の聴講が許され
ました。

3階の新入生指定席に皆が集うことができた
のですが、感染防止のため学習会前後の建物内
での打合せは禁止、なかなかお互いの顔と名前
が一致できません。まずは役員や班単位で集ま
ろうと、役員会・班会は月一度の開催を目標とし
ました。

11月に予定していた秋季親睦会は、コロナ第
三波の兆しもあり全員合同はリスク多大と判
断、班毎に親睦の集いを行うことに。屋外バーベ
キューや食事会で親睦を深めた班もありました
が、時期尚早と開催を見送った班も…。

2月に「第2回同期会総会」を控えて準備中です
が、年が明けても全国的な感染拡大が収まらず
開催も危ぶまれます。今回も、密集・密接を避け
るために招集は新旧役員のみ、他の同期生から
は委任状を取ることになりました。

“全員が一堂に会せる行事”が開催できる日を
待ち焦がれる58期生同期会です。

（令和3年1月記）
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私の明青大のフラダンスクラブとの出合い
は、確か3・4年前の大学祭芸能大会でした。華や
かな衣装、首にはレイをかけて、にこやかな笑顔
で踊っているのを最前列で見ました。又、気持
ちが大変癒されたのを覚えています。この事が
きっかけで2年前クラブに入会しました。初め
て、大学祭の芸能大会に参加した時は、緊張して
ドキドキしながら踊ったのを記憶しています。
その他、国際村での研修、一泊旅行も、楽しい想
い出になっています。

平成14年から当クラブを立ち上げ令和2年迄
クラブをリードしてきた千種部長が退任され、
現在は木下部長のもと、これ迄と同様に楽しく、
にぎやかに又、互いに触発しながら活動してい
ます。

現在も高橋礼子先生の指導で、毎月午前、第1、

第3金曜日に生涯学習センター体育室にて練習
に励んでいます。

足腰を鍛えるのもそうですがダンスの順序を
覚える事で脳の訓練にもなります。興味のある
方、是非一緒に踊りませんか、お待ちしておりま
す。

ハワイアンフラ部　　福　田　恒　美

2月後半大学から学習会中止の連絡が入り、ま
もなくクラブ自粛の通達もあり、自分自身あま
り深刻に思っていなかったので、戸惑った感が
ありました。

早速自粛解除がある迄会場予約の取り消し、
会員への連絡と慌ただしかったです。

それからの3 ヶ月、会員それぞれ息を潜めて
毎日過ごしておりました。

6月に入ってから、三密に注意してクラブの再
開をしても良いとの事で、会員の賛成も得て決
定しました。

予約していた会場が三密の条件を満たしてい
なかったので、支援センターの方にご相談致し
ました。

色々ご配慮頂き、会場変更にもそのつど事細

かく連絡して頂き、ほんとうにご苦労おかけ致
しました。支援センターの皆様には大変感謝申
し上げたいと思います。

令和2年の大学祭も中止となりましたので、詩
吟同好会としては、先生のご指導も基本に戻る
という事で、マスクをしながらの声出しだった
のですが、いつもの様に無理なくゆっくりして
のお稽古でした。

改めて出かける所が有り、お仲間が居るとい
う事がほんとうに幸せな事だと感じました。

なお明青大廣瀬委員長初め、執行部の皆様に
は大変なご苦労の1年だったと思います。感謝の
思いで一杯でございます。

ほんとうに有難うございます。

詩吟同好会　　田　中　　操
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誰もが予測できなかった新型コロナウィルス
の流行で、今まであった日常生活は一変してし
まいました。

国からの緊急事態宣言もあり、不要不急の外
出を避ける様にとの事。私たちの日常生活は、ほ
とんどが不要不急の事ばかりです。いきなりぶ
ち込まれた生活の変容。つい数か月前までのあ
たりまえの生活のありがたさが身に沁み、心も
身体も委縮してしまいそうな日々でした。

3月より活動停止だったクラブも6月より活動
開始の連絡がありました。

密閉、密集、密着の3密をさけソーシャルディ
スタンスを守っての活動。社交ダンスは全てに
該当し、どうやって活動したら良いのか、ダンス
は無理かも？と頭をよぎりました。

6月6日（土）に総会開催、皆と顔を合わせてお
話しできる喜びを味わいながら、今後の活動の
在り方について意見交換をしました。参加者全
員が、どんなかたちでも良いから活動再開して
ほしいとの事でした。

①体温、健康チェックは各自　②レッスン時
間の短縮　③体操ストレッチを入念に　④シャ
ドウ中心にして組んで踊らない　⑤手指の消
毒・マスク・換気等を確認し7月よりレッスンを
開始しました。

いろいろ制約のある中で緊張感をもっての開
始となりました。そのつどお互い気がついた事

を話し合い、修正しながら、気持ちが緩まないよ
う声掛け合って順調にレッスンを続けていま
す。

今年は、大学祭もなし、クラブ懇親会、恒例の
クリスマス・ダンスパーティもできませんでし
た。それでも皆ダンスが大好き、健康維持、精神
安定のためにも是非続けたいと言う意思も確認
し合えました。

今年は諸事情での退部・休部の方も多かった
のですが、コロナ禍の中2人の方が入部され、と
ても嬉しいニュースです。

今は我慢の時。新型コロナウイルスも当分私
たちと一緒にいることでしょう。それなら我慢
だけでなく新しいコロナ時代を受け入れ楽しく
進んでいきたいと思います。

暁社交ダンス部　　部長　　勝　又　絅　子

− 32 −



昨年来続いている新型コロナ感染症が未だ収
束が見えない中、里山自然観察会の活動も感染
症防止のため思うような活動ができない状況が
続いています。

昨年は予定した行事の件数が27件ほどありま
したが、実施出来たものは12件に留まりました。
当初の計画では貸切バスを利用し近隣県にある
自然豊かな里山のトレッキングやウォーキング
をする行事が大半だったのですが感染症防止対
策のため、長距離バスを利用する行事を取りや
め、近郊にある遊歩道にしたり、電車を利用出来
る場所に変更したりと計画を縮小せざるを得ま
せんでした。

明青大の学習会の休止や半減の中、引きこも
りの生活が続き心身共に滅入ってしまいがちで
したが、会の数少ない行事でも、近郊の山々や自
然公園などを歩き自然と触れ合いながら体を動
かすことで、生気を取り戻したように感じたも
のでした。

また会員とのコミュニケーションも会場の人
数制限などで、総会も代表者を決めて行うなど
情報の共有化がおろそかになってしまいまし
た。会としては以前から参加申込みなどにオン
ラインストレージ（インターネット上でファイ
ルを共用）サービスを利用し、会員がパソコンや
スマホで会としての連絡や案内を閲覧・書き込

みが出来るようにしていましたが、今回のよう
になかなか会合が持てない時には非常に役立っ
たと思っています。

コロナ下で実施した行事についてもスムーズ
に進めることが出来ました。

今年はオリンピック開催の年、早く収束して
くれればと願っておりますが、なかなか収束の
兆しが見えません。会の活動計画も前半は昨年
並みに近くの場所で、後半には貸切バスによる
近隣県へのハイキングも計画していますが、コ
ロナ禍の状況を見ながらの実施となるだろうと
思っています。

里山自然観察会　　部長　　吉　田　　初

今年度はコロナウィルス感染症の流行で、「き
らめく星のコンサート」、「大学祭」が中止とな
り、練習成果の発表の機会がありませんでした。

6月に遅れた総会で今年度の活動について話
し合い、感染症防止の対策をして練習を再開す
る事を決めました。

この時期を活用して、歌うことだけでなく音
楽の基本の楽典の勉強もしましょう、と先生か
ら提案があり、広い会場で人と人の間隔をあけ、
マスク着用しての練習が始まりました。（テキス

トは先生の手作り）
5名の新入部員を迎え、＊語りかけよう　＊あ

の素晴らしい愛をもう一度　＊風がはこぶもの
　＊涙そうそう　のハーモニー作りの練習をし
ました。

コロナウィルスの不安や、さまざまな制約の
ある中でも練習出席率は良く、部員の皆様の熱
意に励まされ、練習会場を探しています。

現在の主な練習会場は、楽楽楽ホールのリ
ハーサル室、展示ホールです。

コーラス部　　森　みさを
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本年度は、春先から全世界的に流行した新型
コロナウイルスは、今や5000万人以上の感染者
が出て更に拡大している。我が国に波及し、感染
者は11万人を超え、死者は1万3千人近くに達し
た。

その為に、我々明治青年大学も、3月から8月に
かけ開催出来ず、又クラブ活動も長期に亘り、休
みと言うクラブも数多くあった事だろう。

我々時事懇話会も5月迄活動出来ず、6月11日
に、学習支援センターの強力なる支援により、
総会を開き新しい役員を決め活動を開始した。
我々時事懇話会もやはりひとつの学習であり各
テーマにつき、その都度時事とし、注目の多い情
報など検討し、話題としている。

本年度も、県市町村の身近なものから、世界的
影響のあるものを取り上げテーマとした。
6月11日 令和2年度総会。
7 月 9 日 三権分立と行政の司法に対する姿

勢。（黒川検事長処分問題）
8月13日 女川原発再稼働の是非。

香港に対する中国の安全維持法の
対処の仕方。

9月10日 野党再編について。
自民党の総裁選挙。（安倍首相の辞

任による）
10月8日 アメリカの大統領選挙について。

中国の世界戦略。
11月12日 アメリカ大統領の選挙結果。

菅首相の日本学術会議問題。
12月10日 今年の東北楽天の総括。

女川原子力発電所の再稼働問題。
1月14日 アメリカバイデン新大統領の政

策。
尖閣諸島と日本の安全保障。

2月については、ちなみに菅内閣と新型コロ
ナウィルス対策などは、テーマとして面白いと
思っている。又地球温暖化問題、東京一極集中と
地方の人口減少等、今後も国内外問題などあり、
時事懇話会の学習活動の必要性が、高まること
だろうと思う。

時事懇話会　　部長　　工　藤　幸　三

当クラブは、6月からクラブ活動が行えるよう
になってから、月2回の活動を3密をさけ体育館
で行っています。遅ればせながら総会も6月に
開きました。ただ予定していた懇親会はマスク
をはずすことになるので、感染を恐れて中止と
しました。この一年何も楽しい行事をしないの
は淋しいので、12月にクリスマス会を催しまし
た。マスクやフェイスシールドを付けて、タオル
体操・一人踊りのレクダンス・フラダンス・すず
め踊り・童謡などを歌って楽しい一時を持ちま
した。お土産に弁当と菓子を用意し、コロナ禍の
中、部員の交流を深めました。

来年はコロナも終息し、例年通りの大学祭で
優雅にレクダンスを踊りたいです。それに向け

て今から少しずつ練習をしています。
健康体操とレクダンスに興味のある方は是非

見学においで下さい。火曜日・月2回・生涯学習支
援センター体育館で練習しています。

連絡先　鈴木弘子　電話022-233-6464

健康体操＆レクダンス部活動報告　　部長　　鈴　木　弘　子
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1．はじめに
生涯学習（life long lerning）は、個々人の人生

を豊かにし、学習を通じた仲間づくりにより、自
己啓発や生活・健康寿命の向上に繋がると理解
することができます。そして、充実した高年人生
を楽しむため、老いを楽しく人生を自分らしく、
いつまでも輝いていたいと願っております。

私達は本学で教養講座を学ぶ傍ら、写真の愛
好者が集いカメラに関する知識や撮影技術の向
上を目標としたグループで、お陰を持ちまして
17年目を迎えることと相成りました。

2．本年度の活動実績
例年に習い今年度も①定例会②研究会③撮影

会④大学祭⑤展示会⑥クラブ互選会の計画を企
てましたが、この度の新型コロナ禍騒ぎで残念
ながら長い自粛期間となり、殆ど活動ができま
せんでした。その中でも遠方を避けて「仙台うみ
の杜水族館」にて“動く被写体”のキーワードで
撮影会を実施し、沢山の魚君達と童心に顧みて、
楽しく想い出に残る一枚に挑戦して参りまし
た。また、毎年好評を得てきた「東北電力グリー
ンプラザ展示会」を令和2年6月16日～ 21日まで
の予定で準備を進めてきたところ、コロナ禍の
影響で中止となりましたが、改めて令和3年3月
9日～ 14日まで東北電力当局のご配慮により実
施することができました。さらには恒例のクラ
ブ互選会を行い、上位入賞作品は毎年「本学団
欒」裏表紙に掲載させていただき、本学執行部の
皆さんの心温かいご配慮に感謝申し上げており
ます。

3．伝染病の今昔と予防
さて、疫病は大昔からありましたが、伝染病は

消滅することがない様です。とりわけ、江戸の時
代にも感冒が大流行したことが後世に伝えら
れ、今日まで医療医学が発達し清潔度が増した
今日の社会でも根絶するのは不可能の様です。
インフルエンザはその正体が判明しているので
ワクチンや治療薬は存在するが、新型コロナは
高性能の大型顕微鏡でも捉えることが不可能と
云われ、多くの人々が見えないコロナ様と苦戦
を虐げられ苦慮しています。その筋の専門の科
学者でも“そこはか”であると云われ、恐怖を覚
えるのは当然のことと思われます。嘘の得意な
政治家が国民の生命や財産を守ると口にする傾
向がありますが、自分の命は自ら守るのが一番
望ましいと考えます。私達も最低でも丁寧な手
洗いやマスクの着用と三密を避けて外出する等
の基本的な工夫や努力を辛抱強く続けることが
肝要で、それが良い忍耐の訓練にもなります。一
刻も早い終息の日が期待されます。

4．貴方の入会がクラブの発展を招く
ところで、近年は大型カメラでなくても、スマ

ホで誰でも極めて高度で鮮明な写真を撮影でき
る良き時代となりました。写真クラブではいつ
でも“貴方様のご入会”を歓迎しております。入
会して私共と一緒に仲間づくりをして、充実し
た大学生活を過ごしてみては如何でしょうか。

連絡先：熊倉忠英　TEL 022-373-6812
　　　　　　　　　　　090-7520-8255

写真クラブ　　渡　邉　静　夫
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昨年度の終盤にパンデミックの煽りを受け
て、学習支援センターの室（例会場）の貸し出し
が得られず、休会の止むなきに到り、今年度に
入ってもそのまま先の見通せない状態でした。

句作りは大きな愉しみの1つであり、時には風
流人を気取らぬでもなく、四季の移ろいを直に
肌で感じ取ることが不可欠ではありましたが、
外出も儘ならず、傍目にも巣籠もり状態と映る
状態だった筈です。

会員の中には、戦中・戦後の不自由さを体験し
た者も居るなど、辛抱・我慢には慣れて居なくも
なかったのに、充分過ぎる時間があったとして
も、外界からの刺激無しでは作句の意欲の維持
は難しい事でもありました。

そこで、窮余の策として4 ～ 5月に紙上句会を
試みました。予定されていた句会日を目途に3句
ずつ投稿（郵送）─全21句（7名分）を世話役が一
覧表に纏めて全員に配布（郵送）─各人が3句を
選んで世話役へ返送、同時に次回分の3句投稿

（郵送）─世話人が選句数を集計した結果を全員
に再配布、同時に次回分の投稿一覧表を配布（郵
送）、という手順での繰り返しです。

郵便を介しての往復に時間が掛かり、もどか
しさも有るのですが、それまでの数カ月に及ぶ
息詰まる感じから、一気に抜け出せたかの様な
感覚が得られたのでした。句を介して仲間との
再会が果たせた様な安堵感をも覚え、やはり句
心が刺激される事が必要なのだと、改めて思い

知らされたという気がしたものです。
この様な紙上句会も3順目に入ろうとしてい

た時に事態が一変し、少人数での会合なら許さ
れるというのです。会員が10名を割った時点か
ら同好会に格下げになっていたので、密になる
危惧は皆無でした。それでも机と席は離し、窓は
開けて換気に努めるなど、指示に従いながら句
会の再開に快哉を叫んだものでした。

6月以降はスケジュール通りに月2回の例会を
続けることになり、それまでの鬱憤を晴らすか
の様に、皆が名句？をモノにできた事は言うま
でも有りません。その成果は老学文苑に発表し
て居りますので、ぜひともご高覧いただきたい
と思います。

こんなご時世なので、年一度の新年の会合は
もちろんの事、句会終了後に連れ立って何処か
へ、などというのもなるべく避ける様にして、パ
ンデミックをやり過ごそうといる事は、他のク
ラブ・同好会と同じです。

それにしても、これから先の見通しが立って
いるわけでもなく、来年度もまた更なる制約が
有りはしないかと気掛かりです。今回は少人数
が幸いした恰好でしたが、できればクラブに昇
格したい思いです。それには少なくとも3名の加
入が必要なので、どなたか入会して「花鳩」に新
風を吹き込んで頂けないものでしょうか。

全7名のお願いでもあります。
（北畠宏記）

花鳩俳句同好会　　部長　　菅　野　賢　一
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3月11日（水）、令和元年度総会を開催する予定
でしたが、コロナウイルス感染症が全国的に広
がり始め、本部指導によりやむなく2週間遅れの
3月25日（水）仙台市生涯学習支援センター、会議
室に於いて会員54名中41名の参加者で開催とな
りました。令和2年度の月例会議案にコロナウイ
ルス感染状況を見ながら検討する事にして、原
案通り可決終了しました。

7月8日（水）、仙台市生涯学習支援センター、会
議室において役員会議を開催しました。3月25日

（水）の総会以降本部指導によりコロナウイルス
感染予防の為活動を自粛してきましたが今後の
活動について、意見交換を基に意思統一を図り
ました。

8月4日（火）、今年初めて月例会5回目から、や
くらいパークゴルフ場で開催する事ができまし
た。参加者20名。

9月1日（火）、月例会6回目を、おおひら万葉
パークゴルフ場で開催しました。参加者28名。

10月1日（木）、月例会7回目を、おおひら万葉
パークゴルフ場で開催しました。参加者32名。

11月2日（月）、月例会8回目を、おおひら万葉
パークゴルフ場で開催しました。参加者35名。

11月11日（水）、仙台市生涯学習支援センター、
会議室において役員会議を開催しました。

令和2年度活動実施状況の件、令和3年度活動
計画案等話し合いました。

パークゴルフ仲間会　　役員　　庄　子　紀　久

郷土史を学ぶ会は、当初「郷土史研究会」で発
足しました。会の目的を「本会は会員相互の親
睦・融和を図る目的として、郷土史を学習し、よ
り一層の向上に努めることとする」とし毎月1回
第三木曜日に学習会を開催していましたが、令
和2年2月以降全国的に新型コロナウイルス感染
拡大の為、3月19日より学習会が中止になりまし
た。

令和2年度は会員数96名でスタートしたが、新
型コロナウイルスの関係で総会の開催がままな
らず総会は書面決裁になりました。また年度学
習計画は4月から6月迄新型コロナウイルス対応
の為中止とせざるを得なくなり、野外研修会も
10月9日に「湯殿山神社・岩根沢三山神社」の歴史
探訪を計画しましたが、新型コロナウイルスの
感染防止上、使用車両の密を避けるため中止と
しました。

従来の学習場所パルシティ 5階第二セミナー
室では仙台市ガイドラインの定員には対応でき
ず、学習会を開催すべく役員が各施設を探し、よ
うやく「仙台市戦災復興記念館」で部屋は5階の
会議室定員130名と、仙台市ガイドラインの収容
率定員の50％以内で65名迄出席可能のため学習
会開催が出来るとの判断で、6月18日に会員に開
催場所変更通知を行い7月17日より学習会の開

催にこぎつけました。
当日の学習会は「大崎八幡宮の歴史と建築の

特徴」で講師は仙台市教育委員会文化財課の川
后のぞみ先生で、久しぶりの学習にかかわらず
51人の参加がありました。学習会開催に先立ち
役員による参加者への検温、手指の消毒を実施
し、受付時には役員全員マスク、フェイスシール
ドの使用、学習会時は会場のドアーや外窓を開
放、席は間隔をあけての着席と新型コロナウイ
ルス感染防止を図りました。

従来の学習場所の変更にもかかわらず毎回
50名～ 60名の参加があり、早く新型コロナウイ
ルスの終息を願い、従来の学習会に戻ることを
祈っています。

12月学習会の様子で、当日は積雪の為参加者
が少なかったです。

郷土史を学ぶ会　　幹事　　髙　橋　政　一
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10年前までは部員も45名も居てとても活気が
ありました。酒井部長さんは誰を出そうかしら
などと頭を悩ませて居ました。3組になって踊る
ことも出来ましたが現在は1/3に減少してしま
いました。最近は2組にも出来なく悩んでいま
す。でも嬉しいことに新しい部員が増えました。
若い人達なので覚えが早くとてもたのもしいか
ぎりです。

また97才の部員も居てとても楽しそうに踊っ
ています。スクエアダンスは8名が1組でパート
ナーとなりヘッズサイスと向き合って倉橋先
生のコーラで前進後退と動きます。分からない
時は先生が手を取って教えて下さいます。新人
の部員の人達も楽しいと喜んでくれています。
昨年はコロナで自粛ムードで何も出来ず大学祭
もほんとうに残念でした。昨年の練習は手を取
り合うので一番最後の8月からやりました。今で
は手の消毒を何回もやりながら練習にはげんで
おります。又クリスマス会ではテンサホテルで

パーティとは行きませんが懇親会を楽しんで来
ました。

皆さんも興味のある方は一度見に来て下さ
い。2 ヶ月間無料です。

練習日　第二・第四の木曜日
活　動　13時～ 15時迄です。
　　　　7Fの創作室
会　費　3 ヶ月毎2000円
スクエア一同お待ちしております。
簡恵子　022-255-9113

スクエアダンス　　部長　　簡　　恵　子

今年度の部活動は新型コロナウイルスの感染
拡大の影響で、大学の学習活動、部活動などの諸
活動が三か月にわたって中止され、その上、毎年
恒例の大学祭も中止となりました。

従って、書道部の活動も誇りをもってご紹介
出来る十分な活動が出来なかった不本意な年度
となりました。

令和三年度はこのウイルス禍が収束して、平
穏な日常が戻り、大学の諸活動が軌道に乗り、十
分な活動ができるようになることを願っていま
す。

学生のみなさん、このコロナ禍で三密を避け
家に籠もりがちな今の退屈な生活を逆手に、新
たな気持ちで、心静かに、書道に親しんでみては
いかがですか。

多少でも書に興味のある方、是非書道部に入
部して下さいますようご案内申し上げます。

活動日は月1回、仙台市学習支援センター五階
午前十時～十二時、会費月千円です。

連絡先　Tel 244-3803

書道部　　部長　　杉　　利　雄
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2020年2月26日（水）同期会がありました。その
前から新型コロナウイルスという初めて耳にす
るウイルスで世界中が次々と大変な事になり、
日本中にも広がって来ました。

三月からは、練習の場である生涯学習セン
ターも休館になり、それでもなんとか、4月1日に
は部員全員での部の総会を開きました。無理を
してでも総会を開いたのは、役員改選の年でも
あった為でした。

そこで私がなんの役員にも携わっていなかっ
たけど、部長と言う立場に10年目で初めてなり
ました。この様な年ですが、部の皆さん達といっ
しょに頑張って行きたいと思っているまもな
く、ほとんどの行事が中止になり、クラブで計画
していた、施設へのボランティアも全部中止に
なりました。

それでも6月からは学習センターの練習の場
が何とか使用する事が出来る様になったので
す、そして11月26日には練習後部員全員で（メト
ロポリタンイースト3F）フォレストキッチンに
て、昼食会を開くなどをして親交を深める事が
出来ました。

2021年1月になって雪で天候の悪いなかでも、
皆さん元気で出席をしてくれています。踊る時

もマスクをし、一人一人の間隔をとって、佐藤笑
子先生の指導のもと、月に2回の練習を楽しみ、
そして又笑子先生が代表している、仙台民謡踊
り愛好会の発表会に出させて頂くのを励みに月
に2回の練習を楽しみながら、終わってからはそ
れぞれのグループを組んで、帰りにはランチも
楽しみにしながら、2021年は大学祭が出来る事
を願いコロナ禍に負けないで元気で、今までの
活動が普通に出来る様に早くなる事を願ってま
す。

場所　　学習センター 5F和室
活動日　学習のない水曜日
時間　　午前10：00 ～ 12：00
会費　　3 ヶ月に1回3000円

民舞セントピア部　　部長　　佐　藤　松　子
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新型コロナウイルスから身を守るため
「活動について」

41名中参加者約25名位で令和2年6月～学習セ
ンター 5F音楽室にて、第1、3水曜日練習行って
います。大学祭中止となり発表場所も中止、忘年
会、役員会、中止とすることに、3月までこのま
ま。

「免疫力アップについて助言」
①お風呂で血流促進、夜間布団に湯タンポ、日光

浴とラジオ体操続ける。
②体を温める食べもの。ハンバーグ（赤肉のひき

肉、塩、コショウ、タマゴ、ゴボウ、コン缶1ケ
分、ニラ、生姜適量）青じそ、大根おろし和風で
頂く。

③殺菌効果
緑茶、梅干し1ケ適量、水分の必要量、腸内

の免疫力AP、果物2種類、季節ので可。こんぶ
煮、グルタミン多く口腔内にもよい。便秘し
ないよう湯で流す。

④心の健康維持
他者に依存しない、自力で。暗いニュース

ばかり見ない、不安になる。明るい笑顔、感謝
の気持、自立する。

⑤明青大学の学生さん皆かしこい、協力的守ら
れ守って底力あり、新型コロナから活動再開
で、日 「々感染症対策」対応しつつ、明るく前に
進もう！！

明青大学令和3年度第1音楽室にて活動予
定表通りでお願いします。

童謡、唱歌を歌う会　　部長　　池　田　廣　子
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今年度、新型コロナの影響で学習会を始め各
クラブの活動にも影響が出ました。私どものク
ラブも活動開始が6月からになりました。活動開
始にあたり、使用する用具にも消毒を施し、安全
に活動できるよう準備いたしました。

囲碁は言うまでもなく、石の一つ一つが平等
であり、その石の価値を高めるのが手筋（石を動
かす）と言われるもので、その石の動かし方が全
局面にわたって、効果的に運用しないと強くな
れませんし、勝利に結びつけることもできない
と言われています。対戦相手がどう考え石を活

用するのか、その一つ一つを考え対応すること
が強くなるために極めて重要です。

例会の開催は毎月の第2・4の金曜日です。時間
は9時から16時、または例会にて4回の大会も併
せて実施しています。その成績次第で昇段・昇級
の制度を設置しております。

会場は市生涯学習支援センター 5階和室を使
用している。見学は自由です。ぜひ例会日に立ち
寄ってみてはいかがですか。お待ちしておりま
す。お気軽にどうぞ。

囲碁将棋部　　畑　　堯　之

令和2年6月9日より、我がクラブは活動開始。
新入部員を交えて、作品づくりが始まりました。

新型コロナウイルスの出没により、自粛を余
儀なくされていましたので活動再開は何よりも
喜びでした。誰かが言った言葉に「行く所があ
る。逢う友達がいる」ことが幸せなのだなぁと改
めて痛感いたしました。

6月23日「令和2年度総会」も開催する事が出来
ました。

生涯学習支援センターの創作室は会員数に対
して広く作業台も5台あり、分散して座る事が出
来、消毒、マスク着用も励行し、換気にも注意し
て作業を進めております。

作品は「作品担当委員」が話し合って決めてい
ますので、魅力のある作品、意欲が湧いてくる様
な作品を選択して実行しております。一例を紹
介しますと、ビーズ細工、毛糸のマフラー、ハン
カチで作るダリアのブローチ、干支の丑、お手玉
人形、おひな様等々。

こんなに楽しいサークルなのに“なんと”悲
しい出来事もありました。昨年10月末、部員の

H.S.さんが亡くなられた事です。11月10日の例
会日、作業を始める前に、生前彼女の定位置だっ
た所の机上に、お花とお菓子をお供えして、皆で
黙祷しご冥福をお祈りしました。作業熱心で、休
会することも殆どなく、皆に対して優しかった
友人を偲び忘れたくないので記しました。

花クラブ　　小　野　榮　子
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「祭の重鎮」
撮影地：宮城野区榴岡
41期　　長瀬　正

58期入学生
密を避けて2回に分けて集合写真を撮影しました。

「秋がいっぱい！」
撮影地：太白区三神峯公園

56期　　射浜啓子
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