
 

 

 

 

 

 

当 面 の 日 程 
 

２学期の終了日・・・・月曜組：１２月１９日    火曜組：１２月２０日 

水曜組：１２月１４日    木曜組：１２月１５日    金曜組：１２月１６日 

３学期の始業日・・・・月曜組： １月１６日    火曜組： １月１０日 

水曜組： １月１１日    木曜組： １月１２日    金曜組： １月１３日 

 

冬 季 特 別 講 座  １２月２１日（水） 午前 10時から   ★受講生募集中 

「折り紙－干支を折る」  定員 ４０名  受講料 ５００円（申込時に徴収） 

場所 １－２   講師 久保田 和子（老大講師・国際おりがみ協会認定講師） 

「よ ろ ず 税 金 講 座」  定員１００名  受講料 無料 

場所 講 堂   講師 赤松  学 （福山税務署 総務課長） 

                     中村 友哉（資産課第一部門） 

締切り・・１２月９日（金） 

 

事務室休室・・・１２月２８日(水)～１月３日（火） 

 

盛会だった学生祭 さらに改善を 
学 長  髙橋 和男 

 今年度の学生祭は，準備日を含めた全日が天候に恵まれ，幸運でした。日頃の教科学習やクラブ活動の

成果を披露する展示や演技・芸能発表，お点前そしてバザーなど，いずれも盛況。特に発表内容は，どの

教科もレベルアップしているように見受けました。 

また，学生祭運営も，学級やクラブ・学生会の活動で培われた組織力と責任感で，大きなトラブルなく

行われました。 

大勢の来客であったが，これまで渋滞して難儀してきた駐車場も，今年は，辛うじてほぼ待ち時間なし

で運営できました。事前の準備と駐車場担当のお陰です。 

この成果を受けて，今後の学生祭をより良くするために，さらに改善を図っていきたいものです。 

 

学生祭バザーのお礼と報告 

学生祭のメインの一つであるバザーは，ご来場の皆様との対話を楽しみながら，大盛況のうちに進める

ことができました。豊富なバザー用品をご提供いただ           

き，今年も例年並みの収益をあげることができました。 

厚くお礼申しあげます。 

バザー商品の補充と販売作業に携わってくださった 

担当の皆様，本当にご苦労さまでした。ご協力に感謝 

いたします。 

なお，収益額は右の通りです。その使い道は，本学の発展に役立つよう学生会役員会でよく協議してま

いります。                           

 （副会長 若林宏治，田嶋紀美子） 

第 38 回 学 生 祭 点 描 １０月２９日・３０日 

 

 

 

 

環境整備作業など皆で協力して 

多くのお客さんを気持ちよく迎え入れ，楽

しいひと時をともに過ごすため，１０月１０

日（月）に祭日を返上して研究科生・クラブ

員で環境整備を行いました。 

教室やグラウンドを清掃・整理し，日ごろ

手の届かない箇所まで綺麗にできました。 

また，１０月２７日（木）には，バザー等で必要なテントを建てたり，学習の成果を示す作品を展示した

りと，一人一人が自分にできることを，できるところで，できるだけやり遂げました。 

 

作品展示 書道 仮名 

授業では，道具の使用方法や筆の持ち方に始まり，仮名の基本線の書 

き方・いろは・変体仮名・連綿法を学習しています。 

今回は，和紙を染料で染め，その紙に書作していき，作品を仕上げま 

した。美術品のような感覚で取り組み，自信作として完成させることが 

できました。           

（普・仮名２組 学級委員長 篠原三枝子） 

バザーの売上げ ６０８,０９３ 

パンの販売収益 １５,１２０ 

業者販売手数料 ７９,５５０ 

合 計 ７０２,７６３ 

平成 28年 12月 1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 
№215 (第 46 期 12 月号) 

盛大に 開会 

パソコンでポスターづくり 

芸能発表（コーラス） 芸能発表（謡曲） 

老大の花 フラダンス 

感動のワンショット 写真 

盛大なバザー・売店 力強くなめらかな動き 太極拳 

濃淡を生かす 水墨画 

和気あいあいに 

表
現
方
法
を
工
夫
し
て 

    バザー等の収益  （単位：円） 



 

 

 
初めての学生祭を終えて 

老大 1 年生の私にとって初めての学生祭が，先日終了しました。 

初日には開会式を拝見し，お茶席（煎茶）では「凛とした日本人ならではの雰囲気」を体験させていただ

きました。その後，各展示をすべて見て回り，一人一人の力作に感動を覚えました。 

２日目の午前中が，私たち英会話４クラスの発表の場でした。私のクラスは 3 番目で．クラス紹介の後，

「ケセラ・セラ」を合唱しました。 

クラス紹介では，学生さんがダン先生への感謝や，多くの友達ができて

授業が楽しいことを英語で発表しました。合唱では，選曲がよかったせい

か，歌っているうちに私たちがノリノリになり，聴衆のみなさんの「ブラ

ボー！！」の声とともに終えることができました。練習の時よりも楽しく

歌うことができ，とても満足感がありました。 

4 クラスが順次発表したので，ダン先生はとても大変だったと思います。

しかし，私たち学生は，この学生祭を通じ，ダン先生のお蔭で楽しく受講できていることを再認識するとと

もに，学生同士の繋がりも少し深まったと感じています。来年度も，もし老大生でいられたら．別の形で学

生祭に出席したいものだと感じている今日この頃です。 

学生祭の会場設営にも参加しましたが，それぞれの持ち場で，担当の皆さんがてきぱきと準備されている

様子を見て，これが「老大の伝統の力」だと感じました。最後に，学長さんや事務室の皆さん，学生会の役

員など，学生祭を成功裏に終えるため尽力された方々のお蔭で，老大の「組織としての素晴らしさ」を実感

できたことを申し添えておきたいと思います。         （普・英会話２組 学級委員長 勝岡慎治） 

 

学生祭反省会より 
 11 月 22 日（火），各学級の委員長に集まっていただき，学生祭の反省

会を行いました。それぞれの学級で出された意見を，各展示会場や演技・芸

能発表毎のグループに分かれて討議した後，全体会で報告し合いました。ま

た，準備や当日運営についても反省意見が出されました。 

昨年までの反省を生かして，来客へのおもてなしの心を大切に有意義な発

表の場とすることができたこと，リーダーを中心にスムーズな運営ができた

ことが成果として挙げられました。 

また，変化に富んだ発表プログラムの構成，芸能発表会場（講堂）への横断幕設置，バザー・駐車場担

当の負担軽などの改善を求める声も出されました。 

それらを［できること・工夫を加えればできること・できないこと］に整理して改善していこうと考え

ています。                                （学生会長 伊藤 清人） 

 

後期全員教養講座を受講して 
１０月４日（火），リーデンローズ大ホール

２階席まで埋め尽くした私達老大生は，平本弘

子先生による歌声に酔いしれました。 

幅広く活躍されている平本先生の名前は以前

から知ってはいましたが，老人大学の計らいで

直接コンサートを聴く機会を得られた喜びで，当日を楽しみにしていました。 

童謡に始まり，唱歌や流行歌と多彩な曲を歌われ，流暢な語りを交えながらの演奏で，楽しいひと時を過

ごすことができました。ピアニストの藤田意作先生の伴奏もとても素晴らしかったです。 

歌の人を魅了する力を改めて知ることができたことに感謝します。       （文芸部長 坂本雄俊） 

 

 

 
第 61回福山菊花展覧会 福山市長賞受賞 
 土づくりから，日々丹精込めて育んできた菊。 

今年は夏以降の雨が少なかったせいもあり，開花時期が少し遅くなってしま

いましたが，見事菊花展では「市長賞」を受けました。おめでとうございます。 

菊花展後は老大に飾っていただき，温かい気持ちにさせてもらっています。 

 

秋の一日を楽しんだ委員長研修旅行 
 朝晩めっきり冷え込むようになった１１月２日，委員長研修旅行に参加しました。 

鳴門公園「渦の道」と「淡路七福神」日帰りの旅。 

秋晴れに恵まれ，美しい瀬戸内海，渦の道から見た太平洋，とても穏

やかでした。久しぶりに，のんびりとバスに揺られました。 

淡路島に渡り，一番目に鯛と釣竿をもった恵比寿大神にお参りしまし

た。唯一実在の神様だそうです。布袋尊は中国の神様，ほかの５人は架

空の神様だとはガイドの話。 

ガイドさんの話に聞き惚れながら，帰路は木村さんのリードで合唱し

たり，ハーモニカの伴奏で歌ったり，漫談ＤＶＤを見たり，秋の日のつ

るべ落としもいいものだと感じながら，２台のバスは無事に帰福しました。 

さすが老大生，日ごろの学生らしく，自覚をもち，乱れることもけが人も出ず，とても誇らしく思いました。 

（研・民謡１組 学級委員長 日野孝子） 

 
クラブ活動活発に!  今年度の各大会の結果は次の通りです。 

 

第１８回卓球大会 10 月８日（土）  福山市体育館 

優

勝 

川上 澄雄（研・水彩２）  原田 稔己（研・水墨２） 

高尾 裕子（研・民謡２）  壱岐 龍起（普・川 柳） 

河上 信枝（研・カラオケ）   石川 京子（普・コーラス２） 

準

優

勝 

山崎 輝敏（普・川  柳）  江草 忠儀（研・硬筆２） 

瀬尾 忠行（研・水墨２）   辛島いち子（研・折り紙） 

北村エミ子（研・民謡２）   樫本 和江（研・フラダンス） 

３

位 

山上 建治（研・謡 曲） 近藤  翼 （研・古典２） 

小谷ユリ子（普・古典２） 稲井トミ子（普・太極拳１） 

谷本 貞子（研・水墨１） 藤井美津子（普・硬筆２） 

 

第１９回ペタンク大会 １１月５日（土）  老大グラウンド 

優 勝 池田 朋志（普・謡 曲） 大塚  均（研・民 謡） 

準優勝 藤井  弘（研・民謡２） 三馬 徳子（普・パソコン１） 

３ 位 島田 愛子（研・漢字１） 三馬日出夫（普・パソコン１） 

 

囲碁・将棋大会 1１月１９日（土）  老大教室 

 ◇囲碁の部 

 優 勝 準優勝 ３ 位 

Ａ 並木 重治（普・写 真）三段 長田 敬吾（普・水墨１）二級 二階堂尊命（普・教養１）七段 

Ｂ 前田  宏（普・松永園芸）初段 唐川 脩一（普・太極拳１）一級 川森 正雄（研・民謡２）初段 

Ｃ 神原 孝士（研・日本画１）三級 三好象一郎（普・漢字１）四級 宇田 輝夫（普・太極拳２）四級 

Ｄ１ 新庄 義治（普・川 柳）六級 

Ｄ２ 西原 正浩（研・漢字２）六級 

◇将棋の部 優 勝  杉野 義治（研・水彩画２） 準優勝  新井 幾造（普・カラオケ） 
訃報 謹んでご冥福をお祈り申しあげます。 １０月 中旬 研究科 古典文学２組 岡田  覺 ８８歳（田尻町） 

１０月２８日 研究科 フラダンス  佐藤 澄子 ６９歳（引野町） 



 

 

 


