
会員の皆様                                 平成 29 年 2 月 26 日      

平成 28 年度佐保会神奈川支部便り 
                                       支部長 山田 明美 
 

「育たなくなれば大人ぞ春のくれ」（池田澄子） 佐保会ファーストの神奈川支部会員の皆様、ご清祥にお過ごし

のことと存じます。 

平成２８年度の支部総会は、昨年１１月に鎌倉婦人子供会館において６０名の会員の出席を得て開催されました。

３月に改築改修工事が終わりリニューアルした会館で、世代を超えた同窓生が集い和やかな温かい雰囲気の中、皆

様のご協力で有意義な秋の１日を過ごすことができました。 

講演会には、お母様が佐保会員という強力なご縁で、東大大学院教授の本田由紀先生をお迎え致しました。現代

日本社会の重い苦しい「課題」や「ムカツキ」をパワフルに笑いを混じえてご講演頂き、私たちはなぜか元気に前

向きな気持ちになったことを覚えています。裏面の講演会・懇親会の報告もご覧いただき、次年度（本年 11 月 12

日開催予定）お一人でも多くの会員がご出席くださいますよう、心よりお待ちしております。 

 

◆来年度(平成 29 年度)役員紹介 

支部長・・・橘 正子 (S49 文教)  副支部長・・中所 代志子 (S49 家被)  鳥海 敦子 (S49 家被) 

  来年度は S49 年卒業の方の当番期、事務局は平成元年卒業の方の担当となります。次期当番学年の方々におか

れましては、役員以外の方々も是非総会にご出席頂き、旧交を温めるとともに応援下さいますよう宜しくお願

い申し上げます。 

◆本部の 29 年度代議員について 

 職務指定である支部長以外に、引き続き任期 2 年（28 年度～29 年度）の代議員として、 

次の 3 名の方が選出されています。 

   次期支部長  S49 文教  橘 正子  

 S46 理物 桜井 美紀子    S59 理生 加藤 絵里子    S59 理物 田中 亜貴子 

 

≪ 会員異動 ≫氏名（旧姓）（敬称略） 

新入会員  H28 理数 岡野 寛子 

新名誉会員 S31 年卒 11 名 

    文国 青野 恭子 （山口）   理数 伊藤 鏡美 （前野）   理数 笠原 由美子（松井）    

    文幼 河原 玲子 （水野）   文幼 白杉 八重子（薮本）   家被 鈴木 葉子 （石本） 

    文英 古川 薫  （山下）   文英 古川 順子 （篠宮）   家被 本間 和美 （太子） 

    文史 吉田 樹美子（坂上）   文幼 吉田 泰子 （内海） 

扇会員  S36 年卒 11 名 

    文幼 荒川 文代 （岩本）   文史 伊藤 幸江 （米山）   文社 片岡 恒代 （手塚） 

    理数 喜田 喜美子（山口）   家食 佐伯 淑身 （三宮）   家住 杉山 尚子 （小泉） 

    文国 高橋 京子 （棚橋）   文英 武田 美登里（越智）   家住 種子田 百江（種子田） 

    文英 平子 玲子 （中條）   文教 星野 眞弓 （中本）     

転入会員  9 名 

S49 理物 和田 直子（武藤）   S51 理化 小野 郁子（林）     S51 文史 横山 和子（嶋崎） 

H1 文英 大藤 敬子（三好）    H2 文国 杉本 千恵（田中）    H10 理情 八掛 香菜子  

  H15 文比歴 松縄 由布子（児玉） H19 文言情 小原 真衣子（柳瀬） H22 生環住 稲村 依子   

物故会員  １名   

S22 理 辻 嘉子（高橋） H28．5.9   逝去      

 ※ご住所・電話番号などの変更は事務局（封筒裏面）までお知らせください。 



≪ 講演会演題 講師紹介 ≫                         

日本社会の変容と課題 教育・仕事・家庭を結びなおす     

講師 本田 由紀氏 

 東京大学大学院教育学研究科教授でいらっしゃる本田氏は、主

に、家庭と教育、教育と仕事、仕事と家庭という、異なる社会領

域間の関係について調査研究をされています。若者や女性の就業、

家庭教育における構造的問題点を考察、指摘する多くの著書があ

ります。 

≪ 講演会要旨 ≫ 

日本社会は現在、様々な問題を抱えています。その中でも、高

齢者の孤立・困窮、子どもの貧困の深刻化、低収入の若年女性、生活保護受給者や在日の人々に向けられる憎悪、

家族間で起きる悲惨な事件について、事例を挙げながらお話いただきました。戦後における日本社会を戦後～ｵｲﾙｼｮ

ｯｸ～バブル崩壊～現在の３期に分け、様々なデータを挙げながら、仕事→家族→教育→仕事→・・・という 3 つの

関係についての循環モデルがどの様に変容してきたのか、そして、その循環が徐々に歪みを生じた結果、問題が現

在起こっているとお話されました。特に、循環モデルからはみ出した者を、生活保護というセーフティネットを広

げたうえで、できる範囲で仕事をしてもらうというアクティベーションに参加してもらえば、３つの関係が一方向

ではなく、それぞれが相互に作用することで解決できるのではないか、と提唱されました。内容としては重いもの

ではありましたが、先生の話術は素晴らしく、引き込まれ、約１時間半があっという間で、考えることも多くあっ

た講演会でした。 

                                     文責：中村 比早子（H1 理生） 

 

≪ 懇親会の様子 ≫ 

A 室 31 名（S30～S49 卒＋本田先生）       

本田先生のエネルギッシュな講義の後、先生を交えて和やかにお食事をし、その後自己紹介をしました。 

人数が多く学年学部も多岐に渡りましたが、皆様のご活躍のご様子や思い出話などお聞きしているうちに、 

気持ちはすっかり学生時代に戻り、同窓会の心地よさを堪能いたしました。 

  文責：鳥海 敦子（S49 家被） 司会：山田 明美（S48 家被） 

B 室 11 名（S46～H01 卒）                          

大学生時代の懐かしい寮や下宿の話、そして同窓会で最近奈良に行かれた方の最新情報など、地図を覗き込み

ながら楽しい話題で盛り上がりました。また皆さんお一人お一人の様々なご経験を伺う事ができ、世代を超えた

交流が出来て、貴重な時間を過ごす事ができました。 

 文責：日置 佳代子（S63 家住）  司会：佐藤 仁子（S63 理物） 

C 室 17 名（S57～H04 卒）             

秋とは思えないほどの陽気の中、お集まりいただいた皆様から、お仕事やご趣味の話に花が咲きました。 

皆様がキラキラ輝いて日々過ごされているのがとても印象的で、お一人が紹介された、「人生の中で、現在が一番

若い！」、という言葉が心に響きました。とても素敵な会となりました。 

               文責：中村 比早子（H1 理生） 司会：瀧宮 美奈子（H1 理数 H3 理修数） 

 

◆総会の懇親会会場 3室の寄付 25,141円と公益事業費 30,000円を合わせた 55,141円を鎌倉婦人子供会館の口座に

振り込ませていただきました。ご協力有難うございました。 


