
令和2年7月20日

行田市民大学　

第１２期生１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、入学希望の方は

　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てあります。

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１学年担当　橋本　090-4545-8248



令和2年度　12期生1学年　入金状況
4/21現在

NO 氏　　　　名 よみがな 入金日 備考

1 相川　泰子 あいかわ　たえこ

2 青柳　和子 あおやぎ　かずこ 3月27日

3 池上　富子 いけがみ　とみこ 4月7日

4 池谷　林蔵 いけがや　りんぞう 3月30日

5 石川　一男 いしかわ　かずお 3月31日

6 石川　とよ子 いしかわ　とよこ 3月26日

7 石田　和夫 いしだ　かずお

8 右近　妙子 うこん　たえこ 4月3日

9 内田　杏子 うちだ　きょうこ 3月25日

10 梅澤　和義 うめざわ　かずよし 3月25日

11 大澤　和重 おおさわ　かずしげ 3月26日

12 大竹　利夫 おおたけ　としお 4月6日

13 大沼　隆雄 おおぬま　たかお 4月1日

14 大庭　千恵子 おおば　ちえこ 4月6日

15 小沢　　瑛 おざわ　　えい 3月26日

16 落合　トシ子 おちあい　としこ 3月30日

17 小野寺　貴男 おのでら　たかお 4月6日

18 菊地　勝由 きくち　かつよし 3月27日

19 小泉　　隆 こいずみ　　たかし 4月1日

20 小林　ちづ子 こばやし　ちづこ 3月30日

21 清水　たけ子 しみず　たけこ

22 杉山　まつ江 すぎやま　まつえ 3月25日

23 鈴木　裕治 すずき　ゆうじ 4月7日

24 関　　範子 せき　　のりこ 3月31日

25 関川　登美子 せきがわ　とみこ 3月31日

26 関口　喜久代 せきぐち　きくよ 4月7日

27 関口　盛正 せきぐち　もりまさ 4月6日

28 高野　せつ たかの　せつ 4月6日

29 高橋　昭三 たかはし　しょうぞう 辞退
4/6入金
入学辞退　4/21返金

30 高橋　幸子 たかはし　ゆきこ 3月25日

31 田島　　実 たじま　　みのる 3月25日

32 田所　英男 たどころ　ひでお 4月2日

33 太幡　京子 たばた　きょうこ 3月25日

34 坪山　正子 つぼやま　まさこ 4月3日

35 中島　妙子 なかじま　たえこ 4月7日

36 長嶋　眞造 ながしま　ていぞう 4月7日

37 長島　光男 ながしま　みつお 3月25日

38 中田　久子 なかだ　ひさこ 4月3日

39 中村　　紘 なかむら　　ひろし

40 中村　光男 なかむら　みつお 4月7日

41 野村　敦子 のむら　あつこ 3月27日

42 藤澤　佐知子 ふじさわ　さちこ 4月6日

43 古山　和勇 ふるやま　かずお 3月30日

44 本田　秀夫 ほんだ　ひでお 3月30日

45 町田　和子 まちだ　かずこ 3月31日

46 松岡　　弘 まつおか　　ひろし 3月30日

47 茂木　健治 もてぎ　けんじ 3月25日

48 柳瀬　ヤイ子 やながせ　やいこ 3月30日

49 山口　恵美子 やまぐち　えみこ 3月30日 やまぐちじゅんいち入金

50 山﨑　きよ子 やまざき　きよこ 4月3日

51 山田　美津江 やまだ　みつえ

52 山田　良江 やまだ　よしえ 4月6日

53 横須賀　章郎 よこすか　あきお 3月27日

53 人 入金者 47人 １年入金額

辞退者 1人
4/11締切 未入金 5人



令和３年度(2021年)　１学年（12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 郷土の地形と成り立ち
行田市文化財保護課
　中島洋一 課長

研修室

3 5/27 木 グループ研究のテーマと進め方
11期生2年２グループ+運営部
員

研修室

4 6/10 木
第1回視察ツアー　郷土の歴史ツアー

「のぼうの城」(成田氏)関係史跡
行田市文化財保護課
　中島洋一 課長

熊谷市内
行田市内

5 6/17 木
「のぼうの城」を検証する
・・・成田一族の盛衰

行田市郷土博物館
　鈴木紀三雄 館長

研修室

6 6/24 木
古墳(さきたま史跡の博物館)
60分古墳説明、60分館内

さきたま史跡の博物館 史跡の
博物館

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 元気の出る街つくり-1
ものつくり大学
　田尻要 教授

研修室

9 9/9 木
老後の暮らし
(介護保険、いきいき・元気ｻﾎﾟｰﾄ制度)

地域包括支援センター

行田市社会福祉協議会
　大澤元紀　地域福祉担当

研修室

10 9/16 木 忍城主は、なぜ徳川幕府に重用されたのか
行田市郷土博物館
　鈴木紀三雄 館長

研修室

11 10/7 木 郷土の歴史を学ぶ（幕末から明治初期）
行田市郷土博物館
　鈴木紀三雄 館長

研修室

12 10/21 木 行田市の原点　日本一の足袋産業
行田市文化財保護課
　中島洋一 課長

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 11/11 木 自然の大切さ　みんなで学ぼう！
(公財）埼玉県生態系保護協会
　堂本泰章 事務局長

研修室

15 11/25 木
第2回視察ツアー
行田再発見！？　自然観察会

ナチュラリスト・ネットワーク
　島田　勉

行田市内

16 12/9 木 郷土の文化を学ぶ-1
前古代蓮会館館長
　清水威男

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 郷土の文化を学ぶ　-2
前古代蓮会館館長
　清水威男

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 高齢者の健康を守る
土橋薬局
　薬剤師　鹿山高彦

研修室

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

クレーマー鍼灸整骨
　医院院長　祖山　旭

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10：00 ～12：00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。

講
師



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。 1２期１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

入学を辞退します。

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

入学を希望します。
８月31日までに学費
を納入下さい。

入学を辞退します。 理由

学年 １年 番号

氏名


