
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 7年夏準備会発足（第１回） 井上瑩子 田村昌恵 遠藤直子 稲田明子 11月総会で承認 

  講演と討論会 「女性の第二ステ－ジをどう考えるか」平成 8年 5月 24日 

 講師 藪野栄子（34文）横浜市女性ホ－ラム相談員  茶寮いの上 

 「ハイティ-を楽しむ会」TWN（稲門女性ネットワ－ク）主催 参加 10月 5日 

   講師 TWN副会長 元駐英大使夫人北村幸子氏  ホテルオ－クラ 

  お茶会    塩川嘉彦（26政経）顧問邸 速水流 和田洋子先生 7月 24日 

  晩秋の集い「朝比奈古道のシダを訪ねて」講師小久保恭子（46法）11月 16日 ゲスト TWN  

 

第２回 新春の集い平成 9年 2月 1日 薩摩琵琶弾き語り坂襄伽（44文）銀座アスタ－鎌倉 

 「書をたのしむ会」     5月 3日 講師奥村由紀子氏（43教） 茶寮いのうえ 

 「マスコミ講座」全 5回 講師土谷精作（33政経）元 NHK放送文化研究所所長 茶寮いの上 

 「デジタル多チャンネル時代のゆくへ」9月 20日より最終回NHK見学 ゲスト TWN  

 

第 3回 新春の集い 平成 10年 2月 8日 モンタルト邸  薩摩琵琶弾き語り 坂襄伽（44文） 

展示 書 奥村由紀子（43教）TWN参加  ゲスト TWN役員 

 「暑気はらいとロシア訪問報告会」8月 29日 報告稲田明子（38教）レストラン 二の鳥居 

  「68年目にソ連の名誉回復がかなった父の足跡を訪ねて」   司会 福山裕子（35文） 

  講演会 「高齢期を考える・鎌倉市の現状について」11月 19日 茶寮いの上 

   講師 前田陽子（52文）市議会議員 「2000年 4月の介護保険制度導入を前に」 

桑田純代（33政経）     「ベルの会と高齢者福祉」 

  お茶会 塩川嘉彦（26政経）顧問邸 講師 速水流和田洋子先生 12月 4日  

薩摩琵琶弾き語り 坂襄伽（44文） 

 

第 4回 新春の集い 10年 2月 6日  北鎌倉松が岡 

        展示  書・奥村由紀子（43教）洋画・笠井悦子（37文）   

   シダを訪ねて・第 2回講師  小久保恭子氏（46法） コ－ス 極楽寺~鎌倉山~広町 ゲスト TWN 

 

第 5回  新春の集い 12年 2月 5日 「祝・ミレニアム シャンソン de 乾杯！」 ヴィ－ナス 

出演 鎌倉日仏協会会員 桑田純代（33政経）坂庸子（44文）鈴木和江（49教） 

 

第１回発会式 ・新春の集い 平成 8年１月２７日 鎌倉パ－クホテルで開催 

 

『笹りんどう』12号 

~31号より抜粋 

 

誌面からたどる「女性の会」20年の歩み   敬称略 

第 1回発会式 新春の集い 平成 8年 1月 27日 鎌倉パ－クホテル 



               展示 書 「浜辺の歌」 奥村 由紀子氏（43教） 

 「セミナ－」11月 8日 「鎌倉市のゴミ問題を考える」茶寮いの上 

   講師 石渡靖政（40政経）市資源再生部長 神田学（44商）市美化衛生課長 

 

第 6回 新春の集い 13年 2月 18日 「食と精進料理」 長谷寺 

講師 藤井まり（44教）  著書『心にやさしい精進料理』の昼食会 

 

  「セミナ―」「文学講座」7月 10日「与謝野晶子と鉄幹」講師 市川千尋（43文）先生 

                 鎌倉比較文明の会共催 深沢教養センタ－ 

 

第 7回新春の集い 14年 2月 24日 「地方議員年金の税投入改革について勉強会」 

   講師 前田陽子（52文）鎌倉市議会議員 山下飯店 

 

第 8回新春の集い 15年 2月 8日 「沢木順 コンサ－ト」ピアノ江副路子（48文）メイン 

                  書 奥村由紀子 「さくら貝の歌」 

  「セミナ－」2月 26日 「ひな人形展と北鎌倉散策」 鎌倉国宝館 古陶美術館 見学 

 「セミナ－」8月 12日「与謝野晶子と鎌倉」 市川千尋先生 主催鎌倉比較文明の会 深沢公民館 

 

第 9回新年会 16年 2月 21日「講演と精進料理」 長寿寺 

   講師 本阿弥 光次（35法）  「刀と日本語」範士十段 鎌倉居合道協会会長 

 

第 10回新春の集い 17年 2月 5日 10周年記念 ゲスト県支部女性校友・副総長室長・TWN松田幹事長 

講話 朝比奈宗泉（25政経）浄智寺閑栖浄智寺    

   「朗読と薩摩琵琶」『耳なし芳一』 朗読 藪野栄子（34文）琵琶 坂 襄伽（44文）  

 

第 11回新春の集い 18年 3月 4日「 講演とスペイン料理」 レストランバレンシア 

   講師 小池時一（18政経）「頼朝が愛した女たち」鶴岡文庫 ゲスト TWN深津幹事長 

   創立 125周年記念シンポジウム 11月 20日 「今なぜ小泉八雲か-その現代的意義」 11月 20日  

  早稲田大学小野梓記念館  企画提案・実行委員 稲田明子 薩摩琵琶演奏 坂 麗水 

 挨拶奥島孝康前総長 講師・平川祐弘東大名誉教授 加藤哲郎一橋大学院教授 小泉凡八雲曾孫  

 

第 12回新春の集い 19年 2月 24日「講演とお食事会」  御代川長谷店 

  「かまくら女性史の周辺」講師 清田昌弘（31文）桑田純代（33政経）鈴木真紀子（40文） 

 

第 13回新春の集い 20年 1月 26日「講演とスペイン料理」レストランボデゴン 

  「『かまくら楽食日記』を語る」 講師 島津克代子（60文） 

 

第 14回新春の集い 21年 2月 7日 「茶道・宗偏流家元夫人による稽古体験」宗偏流家元邸 

  講師 山田宗里（平成 3文） 日本の美しい立ち居・振る舞いのお稽古指導 ゲスト TWN 

 

第 15回新春の集い 22年 1月 31日 15周年記念「講演とお食事会」   北鎌倉幻菫庵 

  「昭和の映画史を飾った三女優 田中絹代・原節子・高峰秀子の生き様・流儀」 

   講師 門田京蔵（31政経）  ゲスト 副市長 兵藤芳朗（50政経） 

  「セミナ－」「戦争体験のお話を聞く会」~あの時代なにがあたったか~ 茶寮いの上司会 土谷精作 

   小池時一（18年政経） 陸軍航空隊パイロット ソ連捕虜となり生還 



   武田健治（22政経）  砲術学校海軍士官 会津八一寄せ書きの日の丸 

   及川泰子（37教）  手記『父の記 レクイエム ダンヒ－ル海峡』を書き上げる 

  前田陽子（52文）  義父の手記『声なき伝言』を伝える 

 

第 16回新春の集い 23年 2月 13日 鎌倉五山第一位大本山建長寺 参加者 108名 ゲスト TWN 

  「講話と特別拝観」 建長寺宗務総長 高井正俊（43教） 

  「朗読・琵琶による『恩讐の彼方に』」 藪野栄子（34文）  坂麗水（44文） 

  「昼食」 御代川特製弁当とけんちん汁  ダイトル 書 奥村由紀子（43教） 

  「お茶のおもてなし」 茶道同好会 指導 表千家教授 佐藤文昭（48文）  

 

第 17回新春の集い 24年 1月 21日「早乙女貢記念文化サロンと鎌倉文学館めぐり」 

   案内 土谷精作（33政経）・高橋ちはや氏     昼食会 華正樓 

 

第 18回新春の集い 25年 2月 2日 「玉縄の地域と歴史に親しむ」 

  案内 新井 幸子氏 玉縄城址まちづくり会理事  玉縄学習センタ－・龍宝寺拝観 

  懇親会 大江会長事務所玉縄会議室で御代川さんのケ－タリングで昼食 

 

第 19回新春の集い 26年 2月 1日「旧山本条太郎邸見学と古民家レストラン deランチ」 

  案内 島本一也先生 湘南別荘史家    昼食 長谷・シンポジオン     作成 稲田 明子                             


