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当 面 の 日 程 
 

３ 学 期 の 始 業 日・・・・月曜組：１月 ６日    火曜組：１月 ７日 

水曜組：１月 ８日    木曜組：１月 ９日    金曜組：１月１０日 

 

３ 学 期 の 終 業 日・・・・月曜組：２月２５日    火曜組：２月１８日 

水曜組：２月１９日    木曜組：２月２０日    金曜組：２月２１日 

 

オープンスクール・・・・１月 ６日（月）～２月 ７日（金） 

 

看 護 学 生 実 習 （福山市医師会看護専門学校より ６班 40 名） 

１月１４日（火）  １月２２日（水）  １月２４日（金） 

２月１０日（月）  ２月１４日（金）  ２月１９日（水） 

 
学生会 第 2 回総会・・・・２月２８日（金）  ９時３０分 

老大 講堂 
 
第 ４ ９ 期 修 了 式・・・・３月 ４日（水） １０時 

      リーデンローズ大ホール 

 

快挙 !! 老大から「秋の叙勲」同時受賞  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
小畑 芳朗                                    久保田 邦夫 

 

入選おめでとうございます 
 

朝日ひろしま柳壇 2019 年度 上半期  特選 

雨が降る園児の傘はミュージカル 
 課題は「傘」で，西日本豪雨などの災害のつらさを描写しようかとも考えたが，最近悲し

いニュースが多いので，人が元気になる・前向きに生きる部分も必要と，童謡にあるような

「楽しい雨」を詠んだ。幼いころの長女と長男を思い浮かべ，子どもたちがカラフルな傘を

さし，雨靴をはいて歩く姿をイメージした。 
 

けんみん文化祭ひろしま 2019 文芸祭 

公益財団法人ひろしま文化振興財団理事長賞  田辺 豊子  早朝散歩今日をスイッチオンにする 
 

 

元気に 新年を迎え                              学長 吉川  信政 
 

謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

麗しい風が世界中にたなびき，平和で過ごしやすい年になればいいと心から祈念いたします。今

年は東京オリンピック・パラリンピックの年です。大会において選手たちの溌溂とした姿を見るこ

とを期待しています。遠く福山から，老大の学生さんの元気な姿をとおして，選手たちが活躍する

よう後押しができるといいですね。 

学生の皆さん全員が，今年も楽しく元気に勉強されることを祈っています。 
 

老人大学 敷地内禁煙 について 

2020 年（令和２年）４月１日から，敷地内禁煙とします。よって，３月末までには喫 
  煙場所を撤去します。 
   望まない受動喫煙を防止し，健康で学びやすい学習環境をつくりたいと考えています。愛 

  煙家の皆さんには辛抱していただいて，協力をお願いします。 
 
根 拠    「健康増進法の一部を改正する法律」の公布により，2019 年（令和 

元年）７月１日をもって，福山市の施設（敷地も含む）を禁煙とする旨 

決定がなされました。 

よって，老人大学（敷地を含む）を禁煙とします。 
 

 

クラス・クラブの展示・発表会 
 

実用書道  漢字 1・2 組 仮名 「第１５回 ふくやま書道美術館臨書展」 
１月１６日（木）～２６日（日） ふくやま書道美術館 

 
所蔵品臨書の部 奨励賞 岡﨑 廣子 

自 由 臨 書の部 大 賞 松岡 和恵   優秀賞 平 弘行 廣 百合子 

奨励賞 黒木 義人 佐藤 博子 藤井 康子 髙田 恵美  北村満佐子 毛利 秀子 
 

水彩画 1・2 組 ２月 ４日（火）～９日（日） ふくやま美術館 ホール 

コ ー ラ ス １ 組 ２月２６日（水） １３時    老大講堂 

コーラス２組等 ２月１５日（土） １４時    老大講堂 

軽 音 楽 ク ラ ブ ２月２９日（土） １０時    老大講堂 

 

俳句科 秋の吟行       11 月 15 日 

 恒例の普通科・研究科合同の「吟行」。 

快晴に恵まれ，紅葉の美しい神龍湖畔の遊歩道を散策したり，紅葉

舟で湖を周遊したりと，小春日和の帝釈峡を満喫した。 

多くの佳句も生まれ，学生間の親睦が深まる有意義な一日となった。 

 

普通科  過客なる峡の風音冬はじめ  村上 禎女   峡ぐらし一戸のための紅葉道 三輪 桜花 

着ぶくれの訳口ぐちに吟行晴 守屋 桜子 

研究科  錦繍の屏風の山や冬初め    栗本 リ カ  紅葉且つ散る玉響の神龍湖  黒木 母子 

百段の紅葉踏み締め矢不立城 武藤 弘海 
 

令和２年１月６日 福山市老人大学 学生会 発行 

〒720-0816 福山市地吹町 12-7   ＴＥＬ925-2982 №240 (第 49期 1月号) 

＜看護学生 学生と学びを共有して＞ 

海を愛する思いから，海上
保安庁に。巡視船はやと・そ
うやなどの船長として海上
警備や海難救助の任務に従
事。船舶の大規模な油流出
事故への各国の対応などを
定めたＯＰＲＣ条約の締結
にも尽力。 

「好きな海を守る仕事をや
り遂げられたことが誇り」と
胸を張る。 

 地元を中心に飲食店や商店

などの従業員数や規模，空き

家の有無など，主に工業・商

業分野の統計調査を担当。 

 活動は数字となって行政の

各種統計に反映されるだけに

「中途半端な調査票を作成し

ないように心掛けた」と振り

返る。 



 

 

来年度の学生募集！ 
 

入学資格  満 60 歳以上（1960 年[昭和 35 年]4 月 1 日以前生まれ）の福山市民 

学習期間  2020 年４月２日（木）入学式 ～ 2021 年２月２６日（金）[予定] 修了式 

場   所  福山市老人大学本校舎・園芸松永教場は西部市民センター 

授業時間    午前の部：9 時 30 分～11 時 30 分  午後の部：1 時 15 分～3 時 15 分 

授 業 等  本講座は年間 32 回  全員教養講座は 2 回  入学式・修了式   計 36 回 

開設講座  本講座は右記のとおり 

年会費等  1 万円（運営費８千円 学生会費２千円）       ＊教材費等は各教科で別途必要 

      ス マ ホ 科  1 万５千円（運営費１万３千円 学生会費） 

      パソコン科  1 万８千円（運営費１万３千円 学生会費 機器維持費３千円） 

      納入時期 ５月（納入された年会費等は返還しない） 

願書設置  老人大学の事務室・ホームページ 市役所の高齢者支援課・各支所・分室・各公民館 
 

……出願の仕方…… 

１教科目                                 

本 
 

募 
 

集 対象教科 全教科の普通科・総合科・研究科・初級科 

期  間 

（在学生対象） 

２０２０年 １月１４日（火）～ ２月 ７日（金）   研究科は，１月２７日（月）まで 

9 時から 15 時 30 分まで（木曜日は 12 時まで 土・日曜・祝日は除く） 

出願方法 

○在 学 生 …… 希望の１教科を選び 所定の願書に必要事項を記入しクラスで提出 

○在学生以外 …… 本人が老人大学事務室に出向いて出願 

住所・生年月日の確認できる保険証・免許証などを持参 

定員超え 

選考方法 

普通科は 新規出願者（過去５年間在籍無し）優先と高年齢順 

研究科は 普通科の同一教科・組からの進級者優先 

初級科・総合科及びパソコンとスマホの全組は 抽選 2 月１３日（木）実施 

合否結果 
抽選結果は老人大学の事務室掲示板とホームページで公表 

郵送による通知は 3 月２日（月）までに 

追
加
募
集 

対 象 本募集で定員に達しなかった教科・組 

公  表 対象教科と募集数  ２月１８日（火）  老人大学の事務室掲示板とホームページで 

選考方法 3 月 ３日（火）９時～ 先着順    場所 老人大学１－２教室 
 

２教科目 

対 象 追加募集で定員に達しなかった教科・組 

公 表 対象教科と募集数  ３月 ６日（金） 老人大学の事務室掲示板とホームページで 

選考方法 ３月１０日（火）９時～ 先着順    場所 老人大学講堂 
 

３～５教科目 

対 象 ２教科目で定員に達しなかった教科・組 

公 表 対象教科と募集数  ３月１３日（金） 老人大学の事務室掲示板とホームページで 

選考方法 ３月１７日（火）９時～ 先着順    場所 老人大学１－２教室 
 

中途入学 定員に達していない教科・組について 8 月末まで随時 場所 老人大学事務室 

木 曜 日

教科等 講師・定員 教科等 講師・定員 教科等 講師・定員 [午前のみ] 教科等 講師・定員

総合科 35 普通科 35 普通科 40 教科等 普通科 35

硬　筆

１組

ー ー 研究科 35 研究科 40 研究科 35

普通科 35 普通科 60 普通科 35 総合科 60

漢　字 漢　字 園　芸 黒瀬 敏正

１組 ２組 １組 ほか6名

研究科 35 研究科 60 研究科 35 ー ー

ー ー ー ー 普通科 35 総合科 60 総合科 40

水墨画 水墨画 園　芸 黒瀬 敏正

１組 ２組 デッサン ２組 ほか6名

１組 総合科 40 総合科 35 研究科 35 ー ー

普通科 40 普通科 40 普通科 80 普通科 30

水彩画 水彩画 コーラス 小坂 健三 中西 和雅 太極拳

１組 ２組 １組 藤井 修子 ２組

研究科 40 研究科 40 研究科 80 ー 研究科 30

初級科 35 普通科 35 総合科 40 普通科 35

作田 芳子 スペイン語

久保田 和子 高垣 ダマリス

研究科 35 研究科 35 ー 研究科 35

普通科 40 普通科 40 初級科 35 普通科 40

古典文学 古典文学 硬 筆 ３組 古典文学

１組 ２組 寺岡 梢風 ３組

研究科 40 研究科 40 ー 研究科 40

ー ー 総合科 40 総合科 40

園芸 松永 黒瀬 敏正 教　養

[松永教場] ほか２名 4組

２組 総合科 40 ー ー ー

普通科 40 普通科 40 総合科 40 普通科 40

英会話  マーロー 英会話  マーロー 教　養 石井 一石

１組 ダニエル 2組 ダニエル ３組 和田 照海

研究科 40 研究科 40 ー 研究科 40

普通科 40 普通科 40 普通科 80 普通科 65

小林 万希子 太極拳 コーラス 中川 しのぶ

檀上 早苗 １組 会 場 ２組 西田 範子

研究科 40 研究科 40 研究科 80 ー 研究科 65

普通科 35 普通科 35 普通科 35 総合科 40 普通科 40

硬　筆 教　養

２組 ２組

研究科 35 研究科 35 研究科 35 ー 研究科 40

普通科 40 藤本 輝美 普通科 40 普通科 40 総合科 40 普通科 35

奥田 浩平 教　養

吉田 道弘 １組

研究科 40 井上 賀永子 研究科 40 研究科 40 ー 研究科 35

普通科 30 普通科 30

３- ３

和室

研究科 30 研究科 30

初級科 36 木村 典子 初級科 24 初級科 36 木村 典子 初級科 36 普通科 24

スマホ １組 中元 敬子 パソコン 矢田 直美 スマホ 中元 敬子 スマホ ４組 パソコン 矢田 直美

研究科 36 中元 敬子 ２組 木村 典子 ２組 中元 敬子 中元・西 ３組 木村 典子

パソコン１組 木村 典子 研究科 24 研究科 36 木村 典子 ー 研究科 24

[園芸 講師]  黒瀬 敏正 普通科 40 初級科 36 2組研究科 40 初級科 36 西　佳子

イキイキ体操 岸本 宗久 スマホ 西　佳子 イキイキ体操 スマホ ５組 中元 敬子

１組 [老人会館] ３組 田辺 百合子 岸本 宗久 [パソコン棟西] 鳥居 志穂

研究科 40 ー 神原 美津子 [老人会館] 研究科 36 西　佳子

　 松田 吉弘・森 静夫

藤井 康治

藤川 陽子３- １ 延広 西柳 絵手紙 瀬尾 千富 仮　名

パソ
コン
棟

２- ４ 俳　句

講 堂

教養講座

フラダンス 中石 春美 カラオケ 藤川 陽子

３- ２ 詩　吟 小山 日出子 謡　曲 川　柳

２- ３ 民　謡 藤本 秀榎

小林 八重子

２- １ 実用書道 河村 ひさ舟 折り紙 墨彩画 宮崎 美隆

１- ４ 中西 和雅 村上 單道

２- ２ 藤井 康治

１- ３ 民　謡 藤井 秀炎 菅原 洵子 荒川 正江

１- ２ 槙本 緑水 写　真 宮宗 孝明 大田 桂水

１- １ 日本画 石川 ひろみ 寺岡 梢風 ハーモニカ

教 室
　月 曜 日 　火 曜 日 　水 曜 日 　金 曜 日

池　坊 石原 イクコ藤江 建一

 *赤字は，変更本講座

抹　茶 陶山 恒夫 煎　茶

自然佳風

藤井 康治

友宗 杉径 ポップス

田辺 与志魚

宇根 栄子

　 　桑田 有・坂本 義孝

 上川内 哲夫・根師 瑞香

中山 美保



 

 

 


