
 

 

 

 

 

 

 

後期全員教養講座  「歌はあなたの人生とともに」 
と  き：９月２７日（水）  開演 午後１時３０分～  開場 午後 1時 

ところ：リーデンローズ大ホール 

     

                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部：ソプラノ独唱 

紅葉  ピアニシモの秋  枯葉  道成寺 ～安珍と清姫の物語～ 

休 憩 

歌劇「ドン・ジョバンニ」より 手を取り合って 

フランチェスカの鐘        一本の鉛筆 

第２部：みんなで歌いましょう 

青い山脈  星影のワルツ  学生時代  月の沙漠  リンゴの唄 

見上げてごらん夜の星を  あざみの歌  ゴンドラの唄  たきび  里の秋 

四季の歌  知床旅情  瀬戸の花嫁 

 

学生祭とその準備 

環境整備作業      １０月 ７日（土） 午前 ９時から 

  駐車場担当者打合せ会  １０月 ７日（土） 午前１１時から 

  学生祭   １０月２８日（土）・２９日（日）  午前９時から午後３時 

 

委員長研修旅行  １１月 ２日（木） 午前７時から午後６時 

四国・新居浜方面 時空を超えて鉱山の歴史と森の癒しに出会う場所 

 

お知らせ 

ウォーターサーバー設置   ９月４日（月）～１０月２５日（水） 

今ある条件の中で 安全を確保し 

公平な発表機会と責任ある役割分担を！ 

― 第３９回 学生祭の成功を ― 

老人大学は，福山市の独自施策として開校されて来年で４５

周年。今年も２５８０名の高齢者が熱心に通学する生涯学習施

設である。福山市が全国に誇る高齢者支援策である。 

それだけに老大を愛する者が，今ある時間と空間と予算と体

力を有効に活かして，その伝統を引き継いでいくことが肝要だ。 

今年度の学生祭も，地元の霞学区の好意で１０月の第４土日

曜日に地域行事を避けていただき，霞小運動場・旧霞幼稚園園

庭を駐車場として全面借用できた。山陽病院・占部建設に加えて松尾溶接所，阿吹運送店からも

駐車場が借用出来ることになった。それでも， 

① 開会行事では，幼児によるアトラクションの割愛を続ける。 

② 演技発表は，狭い土のグラウンドの枠内に収まる隊形で行う。 

③ 講堂での演技発表では，出演者の入退場の動線を非常階段も使う方法に変更する。 

④ 展示用使用パネル枚数は，昨年度と同数とする。 

⑤ バザー・売店用などのテントは，「自前設置」から「リース対応」に変更する。 

 こうすることで，限られた条件の中で各教科やクラブの発表機会の公平と安全運営を確保した

い。さらに，駐車駐輪・バザー・売店・受付接待の係，演技・芸能発表や展示作業と解説役など

の役割分担を確実に果たし，学生相互の交流と多くの市民へのアピールを成功させたい。 

（文責 学長） 
 

各クラブ活動の大会・発表会 

クラブ 期  日 名  称 場  所 

卓 球 １０月１４日（土） 第１９回卓球大会 福山市体育館 

園 芸 
１０月２０日（金） 

～１１月１３日（月） 
第６２回福山菊花展覧会 福山城公園 

ペ タ ン ク １１月 ４日（土） 第２０回ペタンク大会 老人大学 校庭 

ゲートボール １１月１２日（日） 第４７期ゲートボール大会 老人大学 校庭 

囲碁・将棋  １１月１８日（土）  第４７期囲碁・将棋大会 老人大学 教室 

 

園芸クラブ発足 

活動日時：毎週土曜日 午前９   

時から２時間程度 

場  所：園芸ハウス 

活動内容：菊づくりが一人ででき 

るようになることを目 

標に，大菊三本立て・   

だるま・福助・懸崖・ 

玉づくりなどのやり方を学び，作品は「福山菊花展」へ出品する。 

そ の 他：会費は月額５００円とし，毎月２回程度の水遣り当番がある。また，希望者は日本菊花全国大 

会展示会場への視察研修会を実施する。 

平成 29年 9月 4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 №221 (第 47期 9月号) 

ソプラノ 田坂蘭子 バリトン 福嶋 勲 ピアノ 宮脇貴司 



 

 

 
老大図書室で素晴らしい出会いを！ 

２４００冊余りの本を揃える老大図書室。今年も「義倉」の寄付

金１０万円で，各クラスからの購入希望１０３冊の中から７３冊を

選んで購入。「９０歳 何がめでたい」は，９クラスから希望が寄せ

られました。 

 新しい本を含めて良い本がたくさんあります。どうぞ，図書室を

訪ねて，素晴らしい出会いを見つけてみませんか。 

            （学生会 文芸部長 中島 秀夫） 
 

老大図書を借りる方法 
 

手順：図書室（１－１教室の隣）入口右の本棚横に設置の 

「文庫図書借用願」に次の事項を記入して事務室に提出 

① 借用者の所属教科・名前・電話番号 

② 図書番号（黒字）  ③ 図書名 

期間：原則１週間  返却：事務室へ 

 

九州北部豪雨災害救援に３４，２４２円の募金 

７月１０日から受付を開始。２４日に締め切ると同時に福山市社会福

祉協議会へ持参し，日本赤十字広島県支部へ送付していただきました。     

皆さんの善意を災害救援に役立てていただきます。なお，受領書は事

務室掲示板に掲載。 

 

学生会新旧本部役員引継会 － ７月２９日開催 － 
 参加者が４０００円ずつ持ち寄り，ニューキャッスルホ

テルで開催された引き継ぎ会。卒寿を機に退任された前会

長・伊藤清人さんの功績を讃え，若林宏治新会長の就任を

祝い，新しい本部役員会体制と事務局との連携を強めるこ

とを確認し合う有意義な会となった。 
 

入賞 おめでとうございます 
全国公募 第１回日美展 

 水墨画 審査員奨励賞 神原 幸子（研・水墨画１組） 

第６４回福山市美術展覧会 

仮名 入選 寺岡 睦之(研・仮名１組) 井手之上悦子(研・仮名１組) 佐藤 勝江(研・仮名１組) 後藤 義子(研・仮名１組) 

小林 誠造(研・仮名１組) 田口 安子(研・仮名１組) 藤原恵美子(研・仮名１組) 村上 萬葉(研・仮名２組) 

北村満佐子(研・仮名２組) 向  文人(研・仮名２組) 高田 泰正(研・仮名２組) 

写真 奨励 曽我 直子(普・写真) 

     努力 佐久間康郎(研・写真) 

入選 今岡  隆(普・写真) 掛谷 春夫(普・写真) 桒田 邦子(普・写真) 重政 隆章(普・写真) 

畑田 憲利(普・写真) 久津間佳子(普・写真) 石井 孝志(普・写真) 羽原 利子(普・写真) 

重政 宗孝(研・写真) 沖田 晴之(研・写真) 三宅 公一(研・写真) 徳永 武昭(研・写真) 

湯浅由利子(研・写真) 加納 照明(普・古典１) 

 

 

 

老 大 の 夏 休 み 
 

体は健康診査 
 

           心はボランティア 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元気は二上りおどり 

 

 

 

 
 
 

学生生活の合言葉  「健康と安全が 1番」 
訃報 謹んでご冥福をお祈り申しあげます  ７月 ６日 （研）園芸１組 重松 英行 ７７歳（王子町） 

                      ８月１３日 （普）謡曲   神  浩子 ８６歳（山手町） 

今年で５回目となる老大を会場と

した健康診査を 8 月 2日（水）・3日

（木）の２日間実施。その受診者数

は,159名→178名→200名→230

名と年々増え，学生生活の合言葉で

ある「健康が１番」を積極的に実践

している。 

学生会の保健体育部が前日会場準

備と診査終了後の後片づけを担当。 

検診車３台・ドクター２名・スタ

ッフ 20 名の大掛かりな体制でスム

ーズに検診が行われ，11時 30分に

は終了。 

近いうちに診査結果が各家庭に郵

送されるが，悪い病気が見つからなけ

れば幸い。また，早く見つかって早期

治療ができればそれも幸い。 

健康寿命を伸ばすためにこれから

も健康診査を受診しよう！ 

今年で 10回目を迎えたボランティア育成講座，こ

れまでに大勢の老大生が受講し，その中から部員 30

名を超えるボランティアクラブも発足し，活発な活動

が行なわれている。 

 しかし，このところ講座の受講者数は減少傾向にあ

り，開設方法の改善が求められていた。そこで，今年

度は，他教科と競合しない夏休みに，短期集中の５回

シリーズに改めた。結果は，40名余りの受講申込が

あり，以前の活況を取り戻した。 

 講座内容は，理論学習・実践報告・実技研修の各編

が組み込まれるとともに，対象別では，高齢者・障が

い者・子ども・災害被害などの分野が網羅された総合

的なものであった。 

受講生は，こうした講座内容を通して，ボランテ

ィア活動が育む相互扶助の心と行動が，私たちの暮

らしと人間関係の在り方をより良くしていくことを

学び合った。 

 

8 月 13 日の夕暮れ，「老大踊り連」100 人余りの大部隊が，老大名入りの法被と浴衣姿で久

松通りと宮通りを進んだ。 

「健康が一番」の老大生は，他の団体に引けを取らない見事なパフォーマンスでひときわ大き

な拍手を浴び，踊り手の笑顔はますます輝いた。 

ゲームを取り入れたボランティア実習  ユニークな男踊り 

血圧測定 


