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悠久会 埼玉支部 総会（第１２回）のご案内 
 

拝啓    新緑あざやかに山もいきいきと息づいているような昨今です。支部会員の皆様におかれまして

は、お仕事・ボランティア・趣味の世界等それぞれの分野でご活躍のこととお喜び申し上げます。 

さて平成１８年度の悠久会埼玉支部総会を、下記のとおりご案内いたします。当日は、母校･本部な

らびに近隣支部から多数のご来賓を、お招きいたします。皆様に懐かしく楽しいひとときをお過ごしい

ただけるよう、役員一同勤めてまいります。 

ご多忙とは存じますが、皆様お誘いあわせの上、多数ご参加いただきますようお願いいたします｡ 

尚、準備の都合上、５月２０日(土)までに到着しますよう、同封の葉書にてご出欠のご連絡を頂きたく

お願いいたします。                                                       敬具 

 

 

記 

 

１、日時    平成１８年６月３日（土）11：30～15：00 

２、会場    東晶大飯店 

住所  さいたま市大宮区宮町２－２８ あじせんビル３Ｆ

電話  048-644-0881

交通  埼京線大宮（埼玉）駅東口より徒歩 5分  

東北本線大宮（埼玉）駅東口より徒歩 5分  

東武野田線大宮（埼玉）駅東口より徒歩 5分

３、式次第 

総会           11：30～12：30 

懇親会         12：30～15：00 

４、会費    ８,０００円 

（但し、新卒会員の方は無料、…ご招待とさせて頂きます。） 

 

 

 

尚、返信用葉書にはメールアドレスの欄がありますが、勤務先/ご自宅とも支部からのご案内を 

差上げても支障の無いアドレスをお書きください。（両方でもかまいません） 
ご返信の宛先は、埼玉支部･常任理事(事務局長)の 蒲谷 繁一さん(応 52)です。 
 

支部年会費 納入のお願い 

埼玉支部の年会費は２,０００円です。支部総会の案内や会報の作成･印刷他、連絡費用等に充当します。 

同封の郵便振替用紙をご利用ください（通常払込料金無料）。  健全な支部活動を継続するためにも、 
支部会員の証としてぜひご納入いただきますようお願いいたします。 

 

１ 



２ 

 
 

ご あ い さ つ 
 

                                                     悠久会埼玉支部長             

田島富士夫（子 43） 

                                        

平成１８年となり、いよいよ今年は悠久会館完成の年です。大勢の同窓生の皆さんの協力で立派な

同総会のシンボル、悠久会館の完成が間近です。 

埼玉支部では同窓生一人ひとりが寄付をしたことはもちろん、８０周年記念事業が始まって以来、

毎年の総会の時に出席者に寄付をお願いして少しでも会館建設のお役に立てればと考え、参加者に寄

付をお願いし、集まったお金はそのまま総会に参加をしてくださった本部の先生を通して納付しまし

た。 

その悠久会館がいよいよ完成となります。素晴らしい会館になるであろうことを期待しつつ同窓生

の皆さんが完成の日を楽しみにしていることでしょう。 

大学が独立法人化となり大学のあり方が大きく変わろうとしていますが、若い人の考え方も変わっ

てきています。私たちが受験をした頃には新潟大学工学部はどの学部も数倍の競争率でしたが、最近

では２倍とか、２倍を切る競争率の学部もあるとのことも聞いています。 

それは社会のあり方や考え方が変わり、いかに世の中に役に立つモノを生産するか、社会の進歩発

展に役に立つかということよりも、いかにお金儲けをするか、お金持ちになるかということが社会人

としての存在意義となっているのではないかとも思える程です。理数系離れという現象が現れている

のは、そのようなところにも一つの要因があると考えることもできるのではないかと思います。 

スポーツ選手になるために子供が小さい頃から親が付きっ切りで教えるとか、ジムに通わせるとか

といった金儲けが一番価値あることだという風潮の現在の世間に問題があるように思えるのです。 

私たち自身がもう一度モノ造りの大切さや、社会進歩のために自己研鑽をすることの素晴らしさを

思い起こし、若い世代に伝えていくことが求められているように思います。 

その意味ではこれからの同窓会の集まりも、ただ単純に『楽しむ』ということでなく、集まりを楽

しみながらなおかつ、企業の中でモノ造りに励んできた体験や、その体験が社会の進歩に役に立った

経験を語り合うということも大切な同総会の役割となってきているのではないでしょうか。 

そして同窓生の子供さんたちが、子供さんの友人たちが新潟大学の素晴らしさを知り、新潟大学で

学んでみようという気持ちになるような社会的環境造りが必要になっているのではないでしょうか。 

そういった状況の中での同総会のあり方を、これからは見つけ発展させていくことが求められてい

るのではないかと思います。 

皆さんと一緒になって新しい時代の同総会の意義とあり方を見つけるべく努力をしていきたいと考え

ています。



  
 

 
＊＊＊＊＊  支部・編集子からのお知らせ  ＊＊＊＊＊

「ふれあい・さいたまウォーキング」活動報告 
埼玉支部の恒例になりましたイベント「ふれあいウォーキング」は、皆様のご支援により、益々盛んになってきて

おります。平成１７年度は３回の活動を行いましたので、報告いたします。     （機５２ 出井道夫） 
 
 
 
第１１回 天覧山（飯能）から高麗 巾着田を巡る旅 
期日：平成１７年１０月２日 
台風の影響で、１週間の延期となりましたが、７名の参加を得て実施

ました。飯能の街を一望できる天覧山から、高麗峠（奥武蔵自然遊歩

道）を経て、曼珠沙華の群生が真っ赤な絨毯を広げている高麗の里

巾着田へと歩きました。 

し

、

１０月というのに真夏日になり、思いもよらない暑さでしたが、気持ち良

い汗がかけました。 

 

 

 

 

第１２回 長瀞アルプスから宝登山を訪ねる旅 

期日：平成１７年１１月２０日 

埼玉県外の支部からも参加があり、９名で歩きました。長瀞駅の隣駅の

野上から尾根伝いに山道に入り、宝登山の裏側から山頂を目指しまし

た。 

下山後に、長瀞の岩畳まで足を延ばして、対岸の紅葉や上長瀞駅付

近での紅葉ライトアップも楽しみました。 

また、宝登山への山道では、大蛇（山案山子）に出会ったり、長瀞岩畳

ではスズメバチの巣を見つけたりと、大いに自然に触れた一日でした。 

 

 

 

第１３回 岩槻の歴史を訪ねる旅 

期日：平成１８年３月５日 

穏やかな早春の日差しの中、さいたま市の第１０番目の区となった岩

槻の史跡を巡りました。参加者は過去最多の１５名でした。 

現在は人形の町として知られている岩槻ですが、多くの史跡が残って

おり、歴史的には要衝の地であったことを知りました。昼間からアルコ

ールも入って、にぎやかなウォーキングになりました。 

 

 

 

 

埼玉支部では今後も季節毎に、「ふれあいウォーキング」を計画します。興味のある方・参加希望される方には、

案内をＥメールでお送りしますので、お気軽に下記アドレスにご連絡下さい。県外支部や他学部からの参加も大

歓迎です。同窓生と気楽に歩いてみませんか。 

渡辺（化４０）：watanaky@yahoo.co.jp  又は、 出井（機５２）：kwgid@pop.kcv-net.ne.jp  

３ 



 
※ 今年度の悠久会･全国総会は、『北の大地に集う！どさんこ北海道総会』です。 

７月８日(土)  札幌全日空ホテル 

午後 3時～講演会、午後 4時 15 分～全国総会、午後 5時 30 分～懇親会 

詳しくは「時報」、「悠久会ホームページ http://www.yukyukai.net/」をご覧下さい。 

 

※ (全学)首都圏同窓会では、毎月第２水曜日に定例の有志懇親会を行なっています。 

新潟大学の卒業生であれば、学部･卒年を問わず誰でも参加でき、午後６時半頃から三々

五々集まり、午後８時半頃用事のある人から抜けていく、そんな自由な集まりだそうです。

第２水曜日に集まるから『ニ水会』、お店に入ったら『二水会』と告げていただければ案内し

てくれるそうです。 

「鍋茶屋」  ０３－３２３２－１１１１    新宿区歌舞伎町２－４５－４ 

‥西武新宿駅脇の道を線路に沿って新大久保方向へ徒歩３分 右側(歌舞伎町側) 

‥‥あの新潟で有名な(学生には入れなかった)高級料亭と同じ名前ですね！ 

第２水曜日夕方に新宿付近へお出かけの際は、ぜひお立ち寄りください。 

（参加費：５千円位）詳しくは、東京支部・大石さん（精３０）へお問い合わせください。 

 ⇒ 電子メールアドレス：ooishi@h3.dion.ne.jp 

 

 

 

※「ふれあい・さいたまウォーキング」 これからの案 

コース（路線別）
分類
街･里･山

路線 出発 終着
距離
（Km）

標高差
（m）

航空記念公園を訪ねる 街 西武池袋・新宿線 所沢 航空公園 7 －

ﾄﾄﾛの森から狭山湖を訪ねる 里 西武池袋線 小手指 西武球場前 9 －

入間（加治）丘陵から茶畑を訪ねる 里 西武池袋線 仏子 入間市 10 －

奥武蔵自然歩道から日和田山を訪ねる 山 西武秩父線 武蔵横手 高麗 9 266

顔振峠から越上山を訪ねる 山 西武秩父線 吾野 東吾野 12 381

武蔵丘陵 森林公園を訪ねる 里 東武東上線 森林公園 森林公園 11 －

嵐山渓谷を訪ねる 里 東武東上線 武蔵嵐山 武蔵嵐山 11 －

金勝山から官ﾉ倉山を訪ねる 山・里 東武東上線 東武竹沢 小川町 11 210

鐘撞堂山から鉢形城跡を訪ねる 山・里 東武東上線 寄居 寄居 11 230

市民の森から大宮公園を訪ねる 街 東武野田線 大宮公園 大宮公園 9 －

元荒川を訪ねる 街 東武伊勢崎線 越谷 北越谷 9 －

草加煎餅のﾙｰﾂを訪ねる 街 東武伊勢崎線 草加 草加 6 －

さきたま風土記の丘を訪ねる 里 秩父鉄道 行田市 行田（JR） 7 －

蓑山（美の山）を訪ねる 山 秩父鉄道 親鼻 黒谷 8 430

秩父市街からﾐｭｰｽﾞﾊﾟｰｸを訪ねる 里 秩父鉄道 秩父 影森 13 －

浦山ﾀﾞﾑ・秩父さくら湖を訪ねる 山 秩父鉄道 武州中川 浦山口 11 331

荒川村の古刹を巡る 里 秩父鉄道 浦山口 三峯口 14 －  

 

 

６月３日(土) ＡＭ１１：３０ ｢東晶大飯店｣で、お待ちしています。

４ 


