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          宮城野会 会員数 216 名（６/１現在） 

放送大学と宮城野会の一人ひとりをつなぎます 

放送大学 同窓会 

宮城野会  
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満開の桜。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、仮設学習センターは ひっそり 

内部工事中の学習センター 
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放送大学同窓会『宮城野会』が設立されて 20 年を迎えました。放送大学の卒業

生として、会員のみなさまの自己研鑽や親睦の一助になるよう取り組んできまし

た。ここにこれまでの『宮城野会のあゆみ』を紹介しましたので、ご覧ください。                                  

 

 
      会員の皆様、宮城野会創立 20 

周年誠におめでとうございます。 

思えば 2000 年６月 25 日、揺 

るぎない３名の発起人会で産声 

をあげました。皆様のご支援とご

協力により会員は、216 名になりました。当

時の荻野所長が、本部の所長会議に出席する

度に、同窓会連合会の力を借りず自ら同窓会

を立ち上げたことを、他の所長たちから羨ま

しがられたと鼻高々で帰ってこられました。 

病院の相談員として、あまりの多忙さから

PTA の役員も引き受けず、後ろめたさを感

じておりました。同窓会設立に関わったの

は、『受けるより与えるほうが幸いである』

との母の言葉に背中を押された気がします。 

今年は、新型コロナウイルスの世界的な感

染拡大で、総会を中止せざるを得ず大変残念

です。役員は過去最多で 20 名、現在は８名

と役員不足です。会も成人となり、皆様にも

成人に相応しい当会の行事への参加、役員と

しての積極的な参画を期待いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 創立 20 周年おめでとうござ 

います。皆様には学習センター 

の様々なイベントにご協力い 

ただいて参りましたことから、 

併せて御礼申し上げます。 

4 月中旬の今、当センターは満開の桜に包

まれておりますが、残念ながら学生さんの

姿を見ることはできません。感染拡大防止

のため、放送大学もやむを得ずセンターの

利用制限を実施しているためです。早く事

態が改善され、学生の皆さんがセンターに

戻って来られる日を待ち望んでいます。 

明るい話題としては、当センターが長年

使わせていただいた元の建物（東北大学金

研 10 号館）の耐震補強工事が間もなく終わ

り、９月には戻ることが本決まりになった

ことです。築 100 年になる由緒ある古棟は、

クリーニングを済ませ、輝きと趣を増した

ようにも見えます。閉じられていた本来の

荘重な玄関が開けられ、秋には皆さんをそ

こでお迎えしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『宮城野会』の由来 …… 『宮城』は宮城学習センターから、『野』は自由な・ありのま

ま・自然などの意味で気風を表し、学都仙台に相応しい格調高く文化の香りがするような

ネーミングとしました。『宮城野』は、源氏物語の桐壺帝の“宮城野の露吹き結ぶ風の音に

小萩がもとを思ひこそやれ”や 古今集の恋の歌“宮城野の本荒の小萩露を重み風を待つ 

ごと君をこそ待て”にあります。なお、命名に当たっては、当時客員教授であった国文学

の阿部武彦先生のお知恵も拝借しております。 

 

大渕 所長 佐々木会長 
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本会は、会員相互の親睦と向上を図ると共に、放送大学の発展に寄与することを目的とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 

 

●平成 12（2000）年度  会員数 13        

  ６月 放送大学宮城野会設立総会  

     佐々木美枝子 会長就任 

  ９月 仙台文学館・仙台市科学館 見学 

 １２月 宮城野会会報 第１号発行 

  ２月 故・渡邊所長追悼行事 サークルと共催 

  ３月 卒業式会長祝辞、卒業祝賀・謝恩会 

  ６～３月 役員会 ３回 

 

●平成 13（2001）年度  会員数 29            

  ４月 平成 13年度放送大学宮城野会総会  

  ７月 宮城野会会報 第２号発行 

  ２月 宮城野会会報 第３号発行 

  ３月 講演会「日本文芸における『宮城野』」 

         講師：阿部武彦 客員教授 

  ９・３月 卒業式会長祝辞、卒業祝賀・謝恩会 

  ４～３月 役員会 ７回 

 

●平成 14（2002）年度  会員数 48       

  ４月 平成 14年度放送大学宮城野会総会 

  ７月 宮城野会会報 第４号発行 

  ２月 宮城野会会報 第５号発行 

  ９・３月 卒業式会長祝辞、卒業祝賀・謝恩会 

  ４～３月 役員会 ５回 

 

●平成 15（2003）年度  会員数 69         

  ４月 平成 15年度放送大学宮城野会総会 

  ５月 東北大学片平キャンパス史跡 見学 

  ７月 宮城野会会報 第６号発行 

  ２月 宮城野会会報 第７号発行 

  ９・３月 卒業式会長祝辞、卒業祝賀・謝恩会 

  ４～３月 役員会 ６回 

 

●平成 16（2004）年度  会員数 94         

  ４月 平成 16年度放送大学宮城野会総会 

     猪股利和 会長就任 

  ７月 宮城野会会報 第８号発行 

  ２月 宮城野会会報 第９号発行 

  ９・３月 卒業式会長祝辞、卒業祝賀・謝恩会 

  ４～３月 役員会 ６回 

 

●平成 17（2005）年度  会員数 126         

  ４月 平成 17年度放送大学宮城野会総会 

  ７月 宮城野会会報 第 10号発行 

  ２月 宮城野会会報 第 11号発行 

９・３月 卒業式会長祝辞、卒業祝賀・謝恩会 

  ４～３月 役員会 ６回、会報編集委員会６回 

 

●平成 18（2006）年度  会員数 134         

  ４月 平成 18年度同窓会宮城野会総会 

  ５月 新幹線車両基地センター 見学 

  ６月 宮城野会会報 第 12号発行 

 １１月 仙台管区気象台 見学 

 １１月 宮城野会会報 第 13号発行 

 １２月 講演会 放送大学と共催 

  ９・３月 卒業式会長祝辞、卒業祝賀・謝恩会 

  ４～３月 役員会６回、広報委員会４回、 

企画委員会４回 

 

●平成 19（2007）年度  会員数 148        

  ４月 平成 19年度同窓会宮城野会総会 

  ６月 宮城野会会報 第 14号発行 

 １２月 宮城野会会報 第 15号発行 

  ９・３月 卒業式会長祝辞、卒業祝賀・謝恩会 

  ４～３月 役員会６回、広報委員会４回、 

       企画委員会５回 

 

●平成 20（2008）年度  会員数 156        

  ４月 平成 20年度同窓会宮城野会総会 

  ５月 仙台市野草園・瑞鳳殿 見学 

  ６月 放送大学公開講演会 共催 

     『脳トレと生涯学習 スマート・エイジ

ング』 講師：川島隆太 東北大学教授 

  ６月 宮城野会会報 第 16号発行 

  ７月 はたけなか製麺工場・白石城見学 

  ９月 角田市航空宇宙センター・高蔵寺見学 

 １０月 瑞巌寺・福浦島 見学 

 １１月 仙台市天文台見学 

 １２月 宮城野会会報 第 17号発行 

  ９・３月 卒業式会長祝辞、卒業祝賀・謝恩会 

  ４～３月 役員会 ８回 

  

放送大学同窓会宮城野会設立の趣旨・目的 / 創立～平成 20（2008）年度 
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●平成 21（2009）年度  会員数 162         

  ４月 平成 21年度同窓会宮城野会総会 

     星 良夫 会長就任 

  ５月 仙台文学館見学 

  ６月 宮城野会会報 第 18号発行 

  ７月 塩竃神社・桂島探索 

  ９月 仙台市天文台見学 

 １１月 宮城県議会傍聴 

 １２月 宮城野会会報 第 19号発行 

  １月 柴田町資料館・麹やコレクション見学 

  ９・３月卒業式会長祝辞、卒業祝賀・謝恩会 

  ４～３月 役員会 10回 

 

●平成 22（2010）年度  会員数 175        

  ４月 平成 22年度同窓会宮城野会総会 

  ６月 宮城野会会報 第 20号発行 

  ９月 卒業式会長祝辞、卒業祝賀・謝恩会 

 １２月 サッポロビール仙台工場見学 

 １２月 宮城野会会報 第 21号発行 

  ２月 宮城県議会傍聴 

  ３月 ＊東日本大震災 

 ４～３月 役員会 12回 

 

●平成 23（2011）年度  会員数 188        

  ４月 平成 23年度同窓会宮城野会総会 

     蝦名 眸 会長就任 

５月 同窓会連合会第 14回総会に会長出席 

  ７月 宮城野会会報 第 22号発行 

６月 平成 23年度放送大学宮城野会総会 

     3・11被災者への義援金募集開始 

 １２月 宮城野会会報 第 23号発行 

  ２月 義援金で、被災会員に図書券を送る 

 ９・３月 卒業修了式で会長祝辞、祝賀・謝恩会 

 ４～３月 役員会 10回 

 

●平成 24（2012）年度  会員数 197        

  ４月 平成 24年度同窓会宮城野会総会 

  ５月 同窓会連合会第 15回総会に会長出席 

  ７月 宮城野会会報 第 24号発行 

 １２月 宮城野会会報 第 25号発行 

 １２月 講演会と懇親会（レストラン萩） 

 9・3月 卒業修了式で会長祝辞、祝賀・謝恩会 

 ４～３月 役員会 11回 

 

●平成 25（2013）年度  会員数 209         

  ５月 平成 25年度同窓会宮城野会総会 

     佐々木美枝子 会長就任 

  ５月 同窓会連合会第 16回総会新旧会長出席 

  ７月 宮城野会会報 第 26号発行 

  ８月 キリンビール仙台工場見学 

  ９月 第 1回東北・北海道ブロック同窓会交流

会（北海道学習センター）３名参加 

 １２月 講演会と懇親会  宮城野会主催 

     『いきの構造』講師：阿部 武彦先生 

      （学習センター・レストラン萩） 

  

 

１２月 宮城野会会報 第 27号発行 

9・3月 入学者の集いで、放送大学叢書販売 

卒業修了式で会長祝辞、祝賀・謝恩会 

  ４～３月 役員会 10回 

 

●平成 26（2014）年度  会員数 206       

  ４月 平成 26年度同窓会宮城野会総会 

  ５月 同窓会連合会第 17回総会に会長出席 

  ６月 宮城野会会報 第 28号発行 

  ９月 第２回東北・北海道ブロック同窓会交流 

会・放送大学公開講演会 

『チャングム・トンイ・サムス 

ン電子』講師：吉田光男教授 

研究発表 3名 

宮城学習センターと共催 

（東北大学さくらホール・仙台 

アークホテル ） 

１１月 研究発表会２名発表・懇親会 

（学習センター・レストラン萩） 

１２月 宮城野会会報 第 29号発行 

 ９・３月 入学者の集いで、放送大学叢書販売 

 ４～３月 役員会 12回 

 

●平成 27（2015）年度  会員数 227         

  ４月 平成 27年度同窓会宮城野会総会 

  ５月 同窓会連合会第 18回総会に会長出席 

  ６月 宮城野会会報 第 30号発行 

  ９月 第３回東北・北海道ブロック同窓会交流

会（青森学習センター）４名参加 

 １０月 宮城野会創立 15周年記念事業  

     『ケイ素の化学』講師：荻野博 前副学

長、研究発表２名、活動パネル展示 

（片平会館・学習センター） 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 宮城野会会報 第 31号発行 

 ９・３月 入学者の集い、学習相談と叢書販売 

      卒業修了式で会長祝辞、卒業祝賀会 

 ４～３月 役員会 12回 

 

●平成 28（2016）年度  会員数 231       

  ４月 平成 28年度同窓会宮城野会総会・茶話会 

  ５月 同窓会連合会第 19回総会に会長出席 

  ６月 宮城野会会報 第 32号発行 

  ８月 ドキュ映画『３月 11日を生きて 

～石巻・門脇小 人びと・ことば』上映 

  ９月 第４回東北・北海道ブロック同窓会交流

会（秋田学習センター）３名参加 

１０月 卒業研究・修士論文発表会 ２名発表 

 １２月 宮城野会会報 第 33号発行 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21（2009）年度～平成 28（2016）年度 
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 ９・３月 入学者の集い、学習相談と叢書販売 

      卒業修了式で会長祝辞、卒業祝賀会 

４～３月 役員会 11回 

 

●平成 29（2017）年度  会員数 227       

  ４月 平成 29年度同窓会宮城野会総会・茶話会 

  ５月 同窓会連合会第 20回総会に副会長出席 

  ６月 宮城野会会報 第 34号発行 

  ８月 ドキュ映画『津波のあとの時間割』上映 

  ９月 第５回東北・北海道ブロック同窓会交流

会（山形学習センター）３名参加 

 １２月 卒業研究・修士論文発表会 ３名発表 

 １２月 宮城野会会報 第 35号発行 

 ９・３月 入学者の集い、学習相談とバッジ販売 

      卒業修了式で会長祝辞、卒業祝賀会 

 ４～３月 役員会 11回 

 

●平成 30（2018）年度  会員数 234       

  ４月 平成 30年度同窓会宮城野会総会・茶話会  

＊年会費 1,500円に変更 

  ５月 同窓会連合会第 21回総会に会長出席 

  ６月 宮城野会会報 第 36号発行 

  ８月 ドキュ映画『長き眠りー戦争犠牲の魂を

呼び起こす』上映会・暑気払い 

  ９月 ＊耐震補強工事のため、仮設校舎へ移転 

  ９月 第６回東北・北海道ブロック同窓会交流会 

（北海道学習センター）３名参加 

 １１月 卒業研究・修士論文発表会 ３名発表 

 １２月 宮城野会会報 第 37号発行 

９・３月 入学者の集い、学習相談とバッジ販売 

      卒業修了式で会長祝辞、卒業祝賀会 

 

４～３月 役員会 11回 

 

●令和元（2019）年度  会員数 234        

  ４月 平成 31年度同窓会宮城野会総会・茶話会 

  ５月 同窓会連合会第 22回総会に会長出席 

  ６月 宮城野会会報 第 38号発行 

  ８月 ドキュメンタリー映画『まだ見ぬまちへ』 

上映会・暑気払い 

  ９月 第７回東北・北海道ブロック同窓会交流会

（福島学習センター）３名参加 

  ９月 入学者の集い、学習相談とバッジ販売 

     卒業修了式で会長祝辞、卒業祝賀会 

 １１月 研究発表会 ５名発表。岩手同窓会から 

３名参加し、見学と役員会で交流する 

 １２月 宮城野会会報 第 39号発行 

  ３月 ＊新型コロナウイルス感染防止のため、 

入学者の集い・卒業修了式中止となる 

 ４～３月 役員会 11回 

 

●令和２（2020）年度  会員数 216        

 ＊新型コロナウイルス感染防止のため、令和２年

度同窓会宮城野会総会中止 

  ６月 同窓会連合会第 23回総会（書面議決） 

  ６月 宮城野会会報 第 40号発行 

  ９月 ＊学習センター、仮設校舎から移転 

９月 ＊新型コロナウイルス感染防止のため、 

宮城野会創立 20周年記念事業と第８回東

北・北海道ブロック同窓会交流会 延期 

 １２月 宮城野会会報 第 41号発行（予定） 
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会員数の推移

 

         

(1)放送大学の

学生ではない

56%

(2)放送大学の

学生である

44%

会員の属性（回答者 131人） 

(1)学生ではない 74人 

(2)学生である  57人 
・全科履修生 36人 ・選科履修生６人 

・修士科目生７人  ・修士受験生１人 

・無回答 ７人 

平成 29（2017）年度～令和２（2020）年度 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 通常総会中止で残念です。設立 20 周年記念事業開催にむけて頑張りましょう！ 

② 趣味として、太陽・宇宙環境の科学を勉強しています。楽しみであり、生きがいでもあります。 

③ 宮城野会のますますのご隆盛と会員皆様のご健康を祈念いたします。 

④ 新型コロナウイルスの感染拡大が、私たちにこんなに悪影響を及ぼすとは、誰も想像していな

かったことでしょう。100 年前に流行したスペイン風邪と対比してみたとき、何か異なる大流

行の様相を呈しているように思えます。科学が猛烈な進歩を遂げているにもかかわらず、人間

社会の急速なグローバル化に追いつけなかったようにさえ思えてきます。一刻も早いこの流

行の終息を願うばかりです。どうぞ皆様のなお一層のご自愛をお祈り申し上げます。 

⑤ 世界的な新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、放送大学の面接授業・ゼミ及びサークル

活動の休止等、やむを得ない処置だと思います。日本人の清潔さと律義さで、困難を乗り切っ

ていける事を願っています。同窓生の一人として、早く再開できる事を願っています。 

⑥ 同窓会役員の皆様の労苦に敬意を表したく思います。新型コロナの時世、皆で十分気を付け乗

り切りましょう。（同様の声２） 

⑦ “マスクなしと東奔西走し、手作りマスクに創意工夫する”。 一日も早く日常生活に戻れるよ

う、一人ひとりが新型コロナウイルスの感染症対策や健康管理を心がけて頑張りましょう！ 

⑧ 大変な状況の中、本当にありがとうございます。陰ながら応援しています。（同様の声６） 

⑨ 会合が厳しい中での作業、お疲れ様です。コロナ終息を願うばかりです。 

⑩ 英検 1 級に合格するべく勉強しています。 

⑪ 連絡ありがとうございます。事務局の方ごくろうさまです。 

⑫ 都合が悪く、出席できませんが、よろしくお願いいたします。お体をご自愛くださいませ。 

⑬ 哲学は、大学院の時と変わらず研究を続けています。テーマは、カントとハイデッガーです。 

⑭ 今年は年明けとともに新型コロナウイルスで、てんやわんや。非常事態になると、本物の人間

が見えてきますね。日本人って何物なのだろう？ 

⑮ 経験したことのない恐怖に怯えながら日々暮らしております。一日も早いコロナウイルスの

終息を願い、皆様のご無事を祈ります。 

⑯ 今は、新型コロナウイルスの感染が早期に終息することを願うのみです。（同様の声４） 

⑰ 放送大学の教室の小窓から四季を通して見える木の葉や花は、とてもステキですよ。 

⑱ 次々に、社会をおそう災難にどう立ち向かうか、悩むところです。知恵を出して頑張っていく

しかない。放送大学で学んだことが、時々、生きる「力」になっています。 

⑲ 在学中の緊張、充実した生活が懐かしい。学びはいつでもできますが、長い空白が惜しいです。 

㉑ 想像を絶するコロナの猛威、収まるのを念ずるばかりです。総会の委任、議案でご苦労をお

かけしますが、よろしくお願いいたします。 

 

通常総会中止のお知らせ、返信ハガキには 

                            

   
         

   （紙面の都合上、同様の声をまとめましたので、ご了承ください） 

 

 

 41×４ 
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㉒ 新型コロナウイルス、いつまで……世界恐慌以来の最悪の不況が 

やってくるのかと思うと、とてもとても心配です。 

㉓ 役員の皆様には大変お世話になり、有難く感謝申し上げます。会報 

を楽しく読ませていただいております。会員の『交流ひろば』の頁 

は、内容はおおむね同じですが、入学卒業の過程が実に様々で、苦労と喜びが伝わってきて、

自分の体験と合わせて思い出します。先生方の『招待席』も楽しみの頁です。これからもよ

ろしくお願い申し上げます。 

㉔ 大変お世話になっております。今後ともいろいろご教示いただければ幸いです。 

㉕ ミニゼミなどが休止となり残念です。早くコロナの流行が収まることを願っています。 

㉖ コロナで大変な状況。このような時だからこそ、お互いに慮りが大事なのかもしれません。 

㉗ 役員の皆様にひたすら感謝しています。余りお手伝いできなかったことを反省しています。

役に立つことがあったらいつでも協力します。これからもよろしくお願いいたします。 

㉘ 心理学実験Ⅰが延期され、とても残念です。 

㉙ 「Time is Money.」ほんとかしら？ An inch of gold will not buy an inch of time. 

㉚ 宮城野会会報誌は、いつも楽しみに読ませていただいております。役員の方々の心情のこも

った会員のための情報誌であることを、うれしく思っております。 

㉛ 宮城野会役員の方々には大変お世話になりましてありがとうございます。新型コロナウイル

ス対策をしながら、宮城学習センターでの活動が再開されることを待ちたいと思います。 

㉜ 2020 年は、世界中が新型コロナウイルスと戦った年として歴史に残ることになるのでしょう

か。一日も早く終息し、平常の生活が戻ってくることを願っています。個人的には３月の放

送大学の卒業式中止が残念でした。 

㉝ 非常勤の学術研究員として東北大学で働くことになりました。 

㉞ 宮城野会の役員の皆様、ご苦労様でございます。またたく間にコロナウイルスで世界状況が

一変し、次回の宮城野会会報が出る頃（6 月）はどのようになっているか分かりませんが、放

送大の講義をネットで聞き続けることは、家に引きこもっても変わりありません。 

㉟ 仕事は原則在宅勤務でほとんど出勤のチャンスがなく、友達との約束も、旅行の計画もでき

なくて、生きるエネルギーがだいぶ損なわれています。この我慢が早く奏功してくれること

を祈るのみです。皆様ご自愛ください。 

㊱ 孫が大学生になったのを機に、私も院生に挑戦です。 

㊲ 認定 NPO 法人減災サポートセンターで、小中学校や町内会等の地域防災マップ作りを支援

しております。 

㊳ いま修士課程受験のため、英語をやり直しております。 

㊴ 昨年の台風 19 号の水害に際しまして、同窓会よりお見舞いいただきまして、誠にありがとう

ございます。心より御礼申し上げます。（熊本学友同窓会からの見舞金） 

㊵ 流行性の強いウイルス肺炎が早く収まり、学び舎にて皆様との再会が訪れますように！  

㊶ お世話になっております。コロナウイルス関連が早く落ち着き、以前のように学習センター

に行って、皆さんと会えるようになってほしいですね。 

㊷ 全会員の無事をご祈念いたします。 
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      AI と囲碁           斉藤 正雄 

AI（コンピュータソフト）の技術の進歩により、私たちの生活は格段

に向上している。人間の知能の集約である将棋や囲碁と対局して、どち

らが勝てるかは以前から大きな話題となっていた。しかし、だいぶ前に

将棋は AI に勝てなくなったが、囲碁は無限の変化があることから、AI

が人間に勝つにはまだ相当の年月を要すると考えられていた。 

 ところが、2016 年に現れたディープマインド社作製のアルファ碁が世界のトップ

プロに勝利し、囲碁界をアッと言わせたのである。更に、人間の棋譜を使わない自己

対戦で学習し、人間の能力を凌駕したアルファ碁ゼロが出現し、ここに人間との争い

に完全に終止符を打ったのである。このように自己学習により、人間の能力を超える

AI を早急に開発し、医療や介護等に幅広く応用できる日が早いことを期待したいも

のである。 

           閑話休題 

宮城野会発足 20 周年おめでとうございます。会員 13 名でスタートした宮城野会も

200 名を超えるまでになりました。その活動も広く研究発表・講演会の開催等と充実

する一方、東北・北海道ブロックの同窓会での指導的・中核的な役割を果たしている

ことは、役員各位並びに会員の皆様のご尽力ご協力の賜物と存じます。発起人の一人

として、誠にありがたく深く感謝しております。 

 ご存じの通り放送大学は地域に開かれた生涯学習の場と言われております。そして

宮城野会は、卒業をもって自己の教養や学識を誇る安易な自己満足に堕ちることなく、

更に広く社会との連帯感をもって交流し、幅広い豊かな人格の陶冶を目指す素晴らし

い場だと思います。 

 最後になりましたが、会員の皆様にはご健康に十分留意されますと共に、宮城野会

のますますの発展を祈念してペンを置かせていただきます。 
＊斉藤正雄さんは初代事務局長をされました 

 

                                

 

 

創立からの会員登場 交流ひろば 
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        宮城野会 20 年に寄せて 

                           大場 信子 

 宮城野会創立 20 周年、お祝い申し上げます。 

「あの時からもう 20 年‼」の驚きと共に、創設当時のことを振り返ってみました。 

 あの頃、通信制大学の開設は注目のビックリニュースでした。多数の入学者が歓迎

されましたが、宮城にはまだ学習センターはありません。私は埼玉学習センターに所

属し、面接授業や単位認定試験の時は、大宮まで新幹線通学でした。最終学年の時に

宮城学習センターが開設され、想定外の経済的・時間的余裕が出来た事から、卒業研

究が実現しました。東京在住の指導教授と交流できた事、卒業式後の謝恩会で、同じ

先生の指導を受けた他の学生とも知り合いになれた事から、東京で毎月行われている

研究会にも継続して参加できました。 

 同窓会役員らしき人々の姿も見える祝賀会の場で、佐々木美枝子（現会長）さんか

ら「宮城に同窓会を設立したい」と告げられ、同意を求められ驚きました。すでに一

人の同意は得ているとのことでした。宮城学習センターで姿を見かけたというだけの

間柄でしたが、次の 2 点を考え同意しました。第 1 に、1 回生は少数であるが、今後

は急激に増えるだろう。第 2 に、他の学習センターには、学生や卒業生を支援してい

る同窓会がある。 

 既に同意していた斎藤正雄さんと三人で、名称や規約も何もかも全部、最初から準

備を始めたのですが、よくまあ次々と前向きに、真面目に取り組み、正に全力投球の

連続でした。三人が主要な役割を担い、活動開始したことは言うまでもありません。

予想通り卒業生は増え、同窓会活動も少しずつ軌道にのり始めました。あの日々の苦

労が報われたと思ったことを今でもはっきり覚えています。 

 しかし、会員が増え組織の増大に伴い課題も増えるのは必至。創設当初は予想もし

なかった課題を抱え、活動を続ける現在の同窓会の皆様に、心からの感謝を申し上げ

ます。20 年の経験を基に、多くの方々の創意と実践力を行使し、更なる発展を祈念し

ております。                 ＊大場信子さんは初代副会長をされました 

 

創立からの会員登場 交流ひろば  
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     資格 

 

 

 

放送大学 宮城学習センターからの お知らせ 

視聴学習室が、５か所になりました 
登米市中田生涯学習センター中田図書室に『登米視聴学習室』が新設されました。 

視聴学習室は、気仙沼・石巻・角田・大河原・登米の 5か所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 視聴学習室では、DVDや CDによる放送教材の視聴ができます。設置されているパソコンから

インターネットを利用して、放送授業の視聴やシステム WAKABAを利用することもできます。 

 視聴学習室は、地元市町村のご協力によって運営されていますので、他の利用者やスタッフ

の迷惑にならないようマナーを守ってご利用ください。 

 

 

■教養大学 ■大学院 / 修士選科生・修士科目生 出願受け付けは下記のとおりです。 

   第 1 回募集：令和２年６月 10 日（水）9:00～令和２年８月 31 日（月） 

   第２回募集：令和２年９月 １日（火）～令和２年９月 15 日（火）17:00 まで 

＊出願期間は変更になる可能性があります。詳細はホームページ等をご確認ください。  

2020（令和２）年度 第２学期 学生募集 

  

 

〒987-0602 

登米市中田町上沼字舘 43（中田生涯学習センター内） 

TEL：0220-34-8081 FAX：0220-34-8084 

開室時間  火曜日～日曜日 9:00～17:00 

休 室 日  月曜日（月曜日が休日の場合は翌日） 

      年末年始（12月 28日～1月 4日） 

      図書特別整理期間（９月初旬・3月初旬） 
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同窓会 宮城野会からの お知らせ 

 

2020 年度 

同窓会宮城野会役員 

 
会 長：佐々木美枝子 

副会長：佐藤 摩利子 

副会長：齋藤 けさよ 

事務局長：森  俊英 

理 事： 安喰  由幸 

理 事： 磯部  祐子 

理 事： 秦  美枝子 

監 事： 佐々木 幸江  

 

《宮城野会サポーター》 

・鵜殿  美香さん 

・大場  信子さん 

・小野寺美恵子さん 

・小山 みよ子さん 

・佐々木 文枝さん 

・寺島  学 さん 

・二郷  成子さん 

令和２年度 年会費納入について 

《年会費納入方法と手数料の案内》 

 

 

 

同封の振込取扱票（青紙）を使い、最寄りの

郵便局の ATM・窓口で振込みをしてください。 

ご本人のゆうちょ口座から ATM で送金する

場合は、暗証番号が必要となります。 

① 振込取扱票で現金支払い 

② 振込取扱票で本人ゆうちょ口座から送金 

③ 宮城野会口座へ、ゆうちょ口座から送金 

 ATM手数料 窓口手数料 

① 現金で支払い １５２円 ２０３円 

② ③ 本人口座か 

ら宮城野会口座へ 

 

１００円 

 

１４６円 

 

＊未納年度のある方には、合計金額を記載し

ております。送金していただきますよう、 

よろしくお願いいたします。 

 

 

原稿募集！ 

ハガキ or 原稿用紙に

書いて応募してください。 

詳しくはp12に記載して

います。ご覧ください。 
  

・ゆうちょ口座名 放送大学同窓会宮城野会  

・年会費 １，５００円 

・記号 ０２２３０-０   ・番号 ４７１８８ 

 

バッジを販売しています 
・放送大学 シンボルマーク 

・イメージキャラクター『まなぴー』 

     各５００円 
＊「入学者の集い」会場で販売します。 熊本学友同窓会の皆様の

ご厚意に 感謝いたします 
台風１９号の被害にお見舞

金をいただき、被災した会

員２名にお届けしました。 
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新型コロナウイルス 

感染拡大防止のため 
     １学期の活動を中止します 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、 2020年９月に予定しておりました下記の行事を延期します。 

『放送大学同窓会 宮城野会 20周年記念事業』 

『第 8回東北・北海道ブロック同窓会交流会』 

来年度、改めてご案内いたします。 

２、 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、２学期の活動も

流動的です。そこで、１２月発行の会報第 41号は下記のよう

な特別企画を考えております。 

この機会に「あなたの思い」を大いに語りましょう！ 

 
  特別企画１、           

 

・内  容 ： ① みんなに伝えたいこと・大切にしていること・気

になっていることなどテーマは自由です。 

・文字数 ： ② 郵便ハガキで応募していただきます。短い文から

最大でもハガキ裏面に書ける範囲に限ります。 

 

特別企画２、「わたしの 20 年」―宮城野会創立 20周年にちなみ― 

①  同封の原稿用紙（400字）に書き、封書でお送りください。 

 

☆ 記載事項： お名前はお書きください。掲載時に名前を明記するか、無記 

 名・イニシャルなどを指定してください。 

 

☆ あて先 ： 〒980-8577 仙台市青葉区片平二丁目 1－1 

           （東北大学片平キャンパス内） 

       放送大学宮城学習センター・宮城野会宛て 

 

☆ 締め切り：９月 10日（木）まで投函してください。 

 

たくさんの方のご応募、お待ちしています。 

 
 

 

交流ひろば 拡大版 

  郵便はがき  


