
 

 

 

 

 

 

新年度（第 46 期）当面の日程 

・1学期の始業日  月曜日 4月 11日  火曜日 4月 12日  水曜日 4月 13日 

木曜日 4月 14日  金曜日 4月 15日 

・学級委員長研修  5月 02日（月）午前 10時  ・クラブ正副部長会 午後 1時 30分 

・連休中の休校   4月 2９日（金）～ 5月 8日（日）の全日 

・年会費の徴収   5月 09日（月）～ 各学級で 

・運 営 委 員 会  5月 06日（金）午前 10時  ・事 務 懇 談 会 午後 1時 30分 

・学 生 会 総 会  ５月 31日（火）午前 10時 

 

健やかに・健やかに そして 穏やかに・和やかに 

 学長  髙橋 和男 

健康づくりが第一 

老人大学は，福山市の高齢者の「健康づくりと生き甲斐づくり」のための生涯学習の

場です。高齢社会の進展に伴って老大生の平均年齢が向上し，８０歳を越えて元気に通

学される学生が増えています。 

最高齢は９６歳，９０歳を越える方が２６名（男 10人・女 16人）で昨年より６名

増えています。健康の秘訣を教わりたいものです。 

しかし，高齢になると体力・免疫力が弱まり，病気と背中合わせの生活を強いられる

ことになりがちです。折角入学しながら，早期辞退や中途退学さらに年度替わりを機に

卒業されていく方が増えています。 

老人大学に永く元気に通学していただけるために， 

① 体力づくりにつながる教科やクラブ活動の充実  

② 休憩時間のラジオ体操の強化  

③ 老大での健康診査の継続   

などに取り組みます。 

友だちづくりを大切に 

 老大は，職業生活や子育てを終え，第二の人生を楽しく過ごそうとされる方が多く集っています。同じ

時代を共に歩んできた同世代同士として同一性や親近感を共有できる場です。新たな友情を育むことが出

来ます。 

 従って，これまでの経歴や社会的立場を競い合ったり詮索したりして，他人の気持ちを傷つけることは，

老人大学に期待されている目的に反することです。「前歴を問わず語らず」は，「友だちづくり」の大切な

マナーです。 

 まして，他人の個人情報を本人の了解もなく他の人に漏らしたり，誰かを差別したりすることは，絶対

にあってはなりません。互いの人権を尊重し合い，全ての老大生が等しく分け隔てなく楽しく過ごせる場

でなければなりません。 

 学級会活動や学生会活動などで意見が異なったりした場合は，じっくりと丁寧にお互いの意見を交換し，

長い人生経験を活かして穏やかに和やかに一致点を見出す姿勢が求められます。 

若い世代の模範に 

 市制１００周年を迎えた福山市は，差別のない明るい住みよい町づくりを目指し，長年にわたって努力

を積み重ねてきました。老人大学は，その福山市が設置した高齢者のための伝統ある学び舎です。 

 高齢者は，人生の先達です。若い世代に模範を示す大切な役割を担っています。そうした高齢者が集う

老大で，これまでの福山市の努力を無にするようなことは，若い世代に悪い見本を晒すことであり，許さ

れません。 

 公の施設である老人大学とそこに学ぶ老大生は，多くの市民から注視されていることをしっかりと自覚

して，次のことを目指していきたいものです。 

 ① 健康づくりに努める老大生   ② みんな楽しく過ごす老大生 

 ③ 友だちを大切にする老大生   ④ 交通事故に遭わない老大生 

 ⑤ ボランテイアに励む老大生    

 希望を胸に 新年度をスタート       学生会 会長  伊藤 清人 

 陽春の好季節となりました。老大生の皆さん，ご入学おめでとうございます。今年度

の学生会の会員数は，2,647名を数えています。 

今年度も老大入学式が，リ―デンローズ大ホールを会場に盛大に開催されますことを

お祝い申し上げます。 

髙橋学長は，「ともに学ぶ者同士としての友情を育み，健やかに穏やかに学生生活を過

ごすことで日々の暮らしの充実を！」と呼びかけられます。 

学生を代表した坂本雄俊（日本画）さんの入学宣言は，「老大の伝統を守り，学びの成果を地域社会の発

展に役立てたい」と述べられます。 

今年度も，昨年度新設の英会話・カラオケ・立礼式茶道などの教科に多くの入級希望があるなど，老大

生の学習意欲の高さは特筆するものがあります。 

老大の大きな目的は，「明るいまちづくりに貢献できる地域リーダーを養成する」にあります。地域社会

のために終始笑顔で行動できるよう，楽しい老大生活のために全力投球いたします。学生会会員のご協力

をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 4月 5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 
№210号 (第 46期 入学式 特集号) 

3 月 10日 リーデンローズ大ホール 

 福山市長 あいさつ  学長 式辞  市議会議長 祝辞 

 修了証・皆勤賞を授与される 代表  詰めかけた 学生  伊藤光枝さん 謝辞 



 

 

開始前整列 新駐車スペース5台分 花壇草取り 
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新 任 講 師 の 紹 介   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詩吟科の受講申請を期待！ 

１ 詩吟発表会 盛大に 

 ２月 27日，詩吟科 4クラスの交流・詩吟の良さのアピール・詩吟科受講

生の勧誘を目的に，3学期終了の翌日，老大講堂で開催しました。 

 来場者用に準備した前列の１００席が，ほぼ埋まるという盛況でした。舞

台に上がった詩吟科学生は，多くの来場者を前に日頃の学習の成果を存分に

発表できました。 

 講師陣の発表と来場者への易しい指導も行われ，舞台とフロアーの一体感

が生まれ，温かい拍手に包まれました。「学生祭とは違った雰囲気があり，良

かった」「またこうした機会を」との声が多く寄せられました。 

２ 今から更に受講申請を 

 詩吟の学習は，「詩の時代背景・情景・作者の思いなどについての知識を得

るとともに，腹から声を出すので健康にも良い」と言われています。授業で

は，講師の丁寧な指導・解説・オルガン伴奏があり，楽しく学ぶことができま

す。今からの受講申請をお待ちしています。  （研究科・詩吟２組 小畑 吉徳） 

 

 
 ３月１０日付け発行の老大ニュース２０９号（修了式特集号）の記事「ボランティアが紡ぐつながり」

の中の「ボランティアの３要素」の項に記載の誤りがありました。編集者のボランティアに対する認識不

足が原因で，提供いただいた文章とは違う趣旨の表現をしてしまいました。謹んでお詫びを申し上げると

とともに次のように訂正させていただきます。 
 

 ③自己犠牲をいとわない「利他性」→利他性だけど自己犠牲ではない。 

二上り出演用法被など購入へ 

 ２月１２日の学生会定例総会で，口頭提案され保留となっていた福山夏

祭り二上り用の法被（はっぴ）１３０着とプラカードなどの購入の件は，バ

ザー会計（現在残高 1,920,327 円）から計 804,030 円を支出すること

を，３月１０日の臨時総会において出席者全員の拍手で可決されました。 

民主的な手続きを踏む 

定例総会での議論が混乱したことを受けて，担当部長が直ちに提案文書

を作成，毎日の学級委員長会議で配布して，多くのクラスで意見を募り，２月２６日に緊急役員会を開催

してさらに議論を深め，「二上り踊り出演用に浴衣を購入し，自分で着付けもでき，浴衣で出演したい方も

居られるので，浴衣組と法被組の２つの隊列を組んで出演する」との方針で一致。提案文書を一部修正し

て再提案することを確認しました。 

建設的な意見と議論が 

 提案文書の作成・各クラスで学生会員の意見の聴取・役員会で再議論と提案文書の修正などを行なって

開催の臨時総会。クラスで集約された意見の報告とともに更に残る疑問点などの質問もあり，活発な議論

がなされ十分な審議を経ての採決となりました。 

 「学生が物品を供出し，役員が値付けをし，多くの学生祭来場者が購入されて得た」バザー収入を使う

ことですから，大勢の皆さんの納得を得ることが重要でした。 

市制 100周年を祝賀 

 福山市が設置する老人大学も「100周年を記念する独自の取り組みを」との思いから発案された今回の

「老大」の文字入り法被を揃えて二上り踊りで披露することは，老大の更なるアピールと 100 周年祝賀

の気持ちを表す有意義な取り組みとなることが期待されます。 

 

  

福山市制施行 100周年記念映画 

探偵ミタライの事件簿―星籠の海― 6 月 4 日 全国公開 

 この映画は，福山出身のミステリー作家・島田荘司氏の小説が原

作。瀬戸内海の小島に死体が流れ着く怪事件を，福山を訪れた天才

探偵の御手洗潔が解決する。 

昨年４月から鞆の浦や福山城周辺で撮影。主演の御手洗潔役は玉木宏（朝ドラ「あさが来た」の夫役）。

この映画を監督した和泉聖治氏は，「鞆の浦などを巡ると村上水軍の戦いが見えてくるようで，はるかな

歴史と瀬戸内海からの圧倒的なエネルギーに溢れていた」と回想。 

2月 27日に地元上映実行委員会の結成が行われ，７万枚の特別鑑賞券（1,100円）の販売方針が確認

された。老大生の皆さんのご協力をお願い！ 

「環境整備の日」実施 

 3月 17日（木）9時 30分から，160名を超す参加者のもと，環境整備作業が実施されました。仲間

と共に一年間学習した教室や校庭などの環境を整え，気持ちよく新年度を迎えることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

園芸科 坂本 義孝 先生 

今回大野先生の後任に任命 

されました坂本です。園芸の 

知識は未熟ですが皆さんと共 

に園芸の基礎，基本をしっか 

り勉強したいと思っています。 

物作りの楽しさ，出来た時の喜び，嬉しさ

を味わおうではありませんか。私も一生懸命

頑張ります。 

園芸科 上川内 哲夫 先生  

疲れない！枯らさない！いっぱい

咲かせる！ 

ばらづくりに，「こうしなければい

けない」という定めは有りません。 

しかし，「こうしてはいけない」と 

いうポイントがあります。 

身体の力を抜いて自由に気楽に育てて，ばらに癒

される毎日を過ごしましょう。 

写真科 宮宗 孝明先生  

写真に限らず，趣味は楽しいものでな

ければなりません。知識よりも感性を養

う事が優先です。「これだ」と感じた時が，

ベストショットです。 

「撮ること・見ること・見せること」をキ 

ーワードに，心に残る一枚を撮るお手伝いが出来れ

ばと思っています。 

 太極拳科 小林 八重子先生 

太極拳を始めて二十数年，

益々奥深さを感じています。

“楽しく少し厳しく”をモ

ットーに皆様の健康作りに

役立てればと思います。 

 

 

訃報 謹んでご冥福をお祈り申しあげます  

3月 13日 普通科 水墨 2組 小川 壽男 ７１歳（古野上町）  3月 19日 研究科カラオケ 丹地 智恵子 82歳（手城町） 

 

老大ニュース記事のお詫びと訂正 
 


