
令和2年7月20日

行田市民大学　

第１１期生２学年の皆様 　

市民大学運営部

令和２年度休校に伴う学費等の取り扱いについて

９月からの市民大学開校を楽しみにしていた方も多いと思いますが、別紙の通り
今年度の休校が決まりましたので、下記の通りお知らせします。

記

1.学費の取り扱い

・納入済みの学費は令和３年度分と致します。

　しかし、開催状況が大きく変わりましたので、入学辞退の方には返金いたします。

・納入状況を裏面に記載しましたので確認ください。

　入金未済の方は保留として有りますので、別紙ハガキにて返信後、進級希望の方は

　８月３１日までにお振込みをお願いします。

【口座】 埼玉りそな銀行　行田支店　店番　５６５

行田市民大学　理事長　今村武蔵（イマムラタケゾウ）

普通口座　４３４０５７８ 納入額　15,000円

2.令和３年度講義内容

・別紙カリキュラム(仮案)を参照願います。

　今後、講師との調整により変更になる場合があります。

　ものつくり大学の会場貸し出しが未確定のため、会場をグリンアリーナとしました。

3.入学確認調査ハガキ返信のお願い

・１年間休校のため、入学確認を別紙葉書にて行いますので、８月末までに返信願います。

4.その他

・入学式、始業式の案内は令和３年３月中に改めてお知らせします。

・不明な点が有りましたら担当まで問い合わせください。

NPO法人行田市民大学活動センター

市民大学運営部長　渡部　090-7705-3565

運営部２学年担当　加藤　090-4736-0231



令和2年度　11期生2学年　入金状況

4/3現在

NO 氏　　　　名 よみがな 入金日 備考

1 愛久澤　京子 あくざわ　きょうこ 3月30日

2 安部　茂教 あべ　しげのり 3月10日

3 新井　春子 あらい　はるこ 3月12日

4 岡　君榮 おか　きみえ 3月2日

5 岡崎　春海 おかざき　はるみ 3月12日

6 岡田　安秀 おかだ　やすひで 3月5日

7 荻原　克己 おぎわら　かつみ 3月29日

8 荻原　早苗 おぎわら　さなえ 3月29日

9 荻原　玲子 おぎわら　れいこ 3月25日

10 小田切　頼人 おだぎり　よりひと 3月10日

11 川久保　染子 かわくぼ　そめこ 3月17日

12 川畑　芳子 かわはた　よしこ 3月11日

13 小荷田　孟史 こにた　たけし

14 小林　敏子 こばやし　としこ

15 小谷野　一敏 こやの　かずとし 4月1日

16 近藤　妙子 こんどう　たえこ 3月11日

17 近藤　稔 こんどう　みのる 3月11日

18 坂野　一己 さかの　かずみ 3月4日

19 阪本　都美子 さかもと　とみこ 3月25日

20 櫻沢　ふさ子 さくらざわ　ふさこ 3月11日

21 澤田　敏子 さわだ　としこ 退学

22 曽田　敏夫 そだ　としお 3月11日

23 高橋　一雄 たかはし　かずお 3月2日

24 田中　美登里 たなか　みどり 3月30日 重複入金　4/21返金

25 萩原　宗治 はぎわら　むねはる 3月19日

26 馬場　道典 ばば　みちのり

27 早川　美恵子 はやかわ　みえこ 3月22日

28 平岡　房枝 ひらおか　ふさえ 3月16日

29 星野　　健 ほしの　たけし 退学

30 星野　みや子 ほしの　みやこ 3月17日

31 松岡　昭子 まつおか　あきこ 2月28日

32 宮澤　淑子 みやざわ　としこ

33 棟方　ふよの むねかた　ふよの 3月27日

34 森　博司 もり　ひろし

35 矢口　淳一 やぐち　じゅんいち 3月6日

36 柳　幸江 やなぎ　さちえ 3月16日

37 横田　義行 よこた　よしゆき 退学

38 渡辺　圭子 わたなべ　けいこ 3月12日

38 人 進級者 30人

退学者 3人
3/31締切 未入金 5人



令和３年度(2021年)　２学年（11期生）カリキュラム(仮案)　2020/07/20

回
実施
月日

曜 カリキュラム 講師予定
会　場

ｸﾞﾘﾝｱﾘｰﾅ

1 5/6 木
<1・2学年合同>13時30分～
入学式、始業式　記念講演、オリエンテーション

記念講演
石井直彦市長

研修室
会議室

2 5/13 木 ボランティア活動
行田市社会福祉協議会
　磯川裕徳

研修室

3 5/27 木
まちづくり-2
～地域を知ってアイデアを出そう

ものつくり大学
　田尻　要　教授

研修室

4 6/10 木
第1回視察ツアー
友好都市訪問（白河市史跡めぐり）

白河市観光課
　現地ボランティア

白河市

5 6/17 木 園芸実習「寄せ植え」10:00～12:00
(元）埼北緑化社長
　西田隆美

持田公民館
　ホール

6 6/24 木 クルマと社会の過去と未来を覗く
ものつくり大学
　小塚高史　教授

研修室

7 7/8 木
<1・2年合同>
交通ルールの基本　テストと解説

羽生モータースク－ル
　五十幡 和彦　校長

研修室

8 7/22 水 まちつくり・市民のかかわりについて
足袋蔵ネットワーク　朽木代表
ふるさと創生クラブ　今村代表

研修室

9 9/9 木
消費者セミナー
「安くて良い商品を買えるワケ」

公正取引委員会 研修室

10 9/16 木 市民大学関連　選定中 研修室

11 10/7 木 古墳時代の舟運と埼玉古墳群
元埼玉県生涯学習文化財課
　若松良一

研修室

12 10/21 木
市内の河川の浄化について
（星川、忍川、水城公園の水分析）

埼玉県出前講座
埼玉県東部環境管理事務所

研修室

13
10/30
.31

土
日

<1・2年合同> もの大学祭でフィーバ！！
市民大学紹介コーナー

―
ものつくり

大学

14 11/8 月
郷土の歴史『忍領に残る歴史遺産』
　（第2回視察ツアー）

ものつくり大学
　横山晋一　教授　　

行田市内
熊谷市内

15 11/25 木
見て感じて理解する日本の建築
-　美術館、博物館をめぐって　-

ものつくり大学
岡田公彦　准教授

研修室

16 12/9 木 相続税の変更点 研修室

17 12/23 木
<1・2年合同>13:30～15:30
クリスマスコンサート

行田アンサンブル協会 みらい

18 1/13 木
忍のぎょうだの「昔ばなし」
「NPO市民大学活動センター」について

忍の行田の語り部の会
NPO市民大学活動センター

研修室

19 1/20 木
<1・2年合同>　同窓会活動について
　　　　　(1部講演会、2部同窓会活動)

市民大学同窓会 研修室

20 1/27 木 死亡時の手続きはどうすれば?
市民大学運営部
　渡部

研修室

21 2/10 木
<1・2学年合同>13:30～15:30
ストレッチ運動

メインアリーナ

22 2/24 木 グループ研究成果発表 ― 研修室

23 3/10 木
<1・2年合同>　10時30分～
卒業式、修了式　　懇親会11時30分～　　　　

― 研修室

※1　講義日は原則第二・第四木曜日開催

※2　講義は13：30～15：30の間に９０分間（途中休憩１０分）

※3　今後、講師との日程調整を行いますので内容が変更になる場合が有ります。



令和3年度　入学確認調査
＊〇を記入後、必要事項を記入願います。

８月末までに返信ください。 11期２学年

〇学費納入済みの方

返金希望なし
納入済みの学費は
令和３年度分とします。

返金希望

進級を辞退します。

理由

返金口座

銀行名

支店名 口座種別 普通

口座番号

口座名義

〇学費未納入の方

進級を希望します。
８月31日までに学費
を納入下さい。

進級を辞退します。 理由

学年 ２年 番号

氏名


