
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当 面 の 日 程 
 

３学期の始業日・・・・月曜組：１月１５日    火曜組：１月１６日 

水曜組：１月１７日    木曜組：１月１１日    金曜組：１月１２日 

３学期の終業日・・・・月曜組：２月 19 日    火曜組：２月 13 日 

水曜組：２月１４日    木曜組：２月１５日    金曜組：２月１６日 
 

オープンスクール・・・・１月１１日（木）～１月３１日（水） 
 

看 護 学 生 実 習（福山市医師会看護専門学校より 43 名） 

１月１２日（金）  １月１７日（水）  １月１９日（金） 

１月２９日（月）  ２月 ７日（水）  ２月１３日（火） 
 

学生会 第 2 回総会・・２月２３日（金） １３時 

老大 講堂 

第４７期修了式・・・・２月２８日（水） １０時 

      リーデンローズ大ホール 
 

ふくやまコーラスフェスティバル 2017 

１月２８日（日）１０時３０分 リーデンローズ大ホール 

老人大学からは，コーラス科１組と音楽ダンスクラブが出演します。 
 
クラス等発表会 

詩 吟１・2 組  ２月 ３日（土） １３時    老大講堂 

コーラス２組等  ２月１０日（土） １０時    老大講堂 
水彩画 1・2 組     2 月１４日（水）～１８日（日） ふくやま美術館 ギャラリーホール 
 

学生生活の合言葉 「健康と安全が 1 番」 

呼びかけ 老大生の自覚と交流のために 名札を着用しよう 

新たな年の始めに 

学生会会長 若林 宏治 

明けましておめでとうございます。 

 昨年の暮れ，大阪への墓参り途中，本行寺で「好日暦」をいただき，今年の運勢は「福徳」でした。「福」

と「徳」との二重丸になって絶好の良き年を迎えることができました。 

高齢になればつい消極的になりがちですが，私は「健康第一」に「今年も全力挑戦」との意気込みをもっ

て，与えられた人生を有意義に幸せに暮らしたいと思います。 

 なお，今年は，老人大学創立４５周年の節目を迎えます。記念式典やカラオケのつどいの開催・記念誌の

発行など，多くの事業を計画しています。ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

漢字科 大田桂水先生  － 善行市民表彰 － 

2017 年度の福山市善行市民表彰の市民賞「せんだん賞」を受賞され，１２月９日にリーデンローズ大ホ

ールで開催の「明るいまちづくり推進大会」において，枝 福山市長から授与されました。おめでとうござ

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰の事由 

   福山文化連盟書道部部長として，福山の書道文化の継承と発展に貢献する。福山文化連盟所属の書 

道団体の代表や役員などの役職を歴任し，率先した行動から会員の人望も厚い。小学校や福山市老人 

大学などの講師を務めており，今後も活躍が期待される。 

 

俳句科 秋の吟行       11 月１７日 

 今年の吟行地の「三景園」は，広島空港の隣に広がる広島県の山・

里・海の風景を取り入れた日本庭園で，もみじまつりの期間中でし

た。 

紅葉の美しさ，優雅に泳ぐ錦鯉，園内の滝や渓谷の瀬音など，ど

れもみな素晴らしい景ばかりで，各人それぞれに多くの句が生まれ

ました。 

好天にも恵まれ，学生間の親睦も深まり，全員無事に帰福。 

吟行句会での特選句は次のとおりです。 
 

普通科  空港のここが終点小鳥来る  三輪 桜花  花嫁を乗せる小舟や石蕗日和  神原三千世 

爆音や水面に揺れる紅葉舟  古本 もね 

研究科  三景園錦織なす鯉もみぢ   坂田 宗歌  秋晴に映える花嫁御寮舟    横溝 桔梗 

飛行機音消ゆれば紅葉かつ散るらむ  渡辺 一耕 

平成 30年 1月 11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 №224 (第 47 期 1 月号) 

看護学生 講師の優しさに触れて 

絵：小坂健三 字：大田桂水 



 

 

木 曜 日

教　科 講師・定員 教　科 講師・定員 教　科 講師・定員 講師・定員 教　科 講師・定員

普通科 35 普通科 35 普通科 40 普通科 35

硬　筆

１組

研究科 35 研究科 35 研究科 40 研究科 35

普通科 35 普通科 60 普通科 35 普通科 60

漢　字 漢　字 園　芸 根師 瑞香

１組 ２組 １組 ほか6名

研究科 35 研究科 60 研究科 35 研究科 60

普通科 40 普通科 35 普通科 35 ー ー

民　謡 藤井 秀炎 水墨画 水墨画 園　芸 根師 瑞香

１組 國安 秀國丞 １組 ２組 ２組 ほか6名

研究科 40 研究科 35 研究科 35 研究科 40

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 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 研究科 30

初級 実用 35 普通科 40 普通科 35

仮　名

１組

研究科 35 研究科 40 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 古典文学

１組 ２組 ３組 ３組

研究科 40 研究科 40 寺岡 梢風 研究科 40

普通科 40 普通科 35 普通科 40

民　謡 教　養

２組 4組

研究科 40 ー ー ー

普通科 40 普通科 40 普通科 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 100 普通科 65

小林 万希子 太極拳 後藤 勝彦 コーラス 中川 しのぶ

天崎 美子 １組 後藤 時子 ２組 西田 範子

研究科 40 研究科 40 研究科 100 研究科 65

普通科 35 普通科 35 普通科 40 普通科 40

硬　筆 仮　名 教　養

２組 ２組 ２組

研究科 35 研究科 35 ー 研究科 40

普通科 40 小山 悟 普通科 40 普通科 40 普通科 40 普通科 35

井上 賀永子 奥田 浩平 教　養

小山 日出子 吉田 道弘 １組

研究科 40 藤本 輝美 研究科 40 研究科 40 ー 研究科 35

普通科 30 普通科 40 普通科 30

イキイキ

体　操

研究科 30 ー 市老連ホール 研究科 30

初級科 24 初級科 24 初級科 36 初級科 36 普通科 24

パソコン 中元 敬子 パソコン 矢田 直美 スマホ 鳥居 志穂 スマホ 2組 パソコン 矢田 直美

１組 鳥居 志穂 ２組 木村 典子 １組 中元 敬子 鳥居 志穂 ３組 木村 典子

研究科 24 研究科 24 研究科 36 中元 敬子 研究科 24

松永 園　芸 40

教場 松　永 杉原 基正

福山市老人大学 ２０１８年度（第48期）本講座の構成

教 室
　月 曜 日 　火 曜 日 　水 曜 日 　金 曜 日

池　坊 石原 イクコ

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 藤江 建一

１- ３ 菅原 洵子 荒川 正江

１- ４ 中西 和雅 村上 單道

河村 ひさ舟 折り紙 久保田 和子 墨彩画

小林 八重子

２- １ 宮崎 美隆

藤井 康治

２- ３ 藤本 秀榎 絵手紙 瀬尾 千富

２- ２ 藤井 康治 藤井 康治

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 謡　曲 川　柳 田辺 与志魚 自然佳風 中山 美保

３- １ 黒川 静水 友宗 杉径 ソフト歌謡

抹　茶 陶山 恒夫 岸本 宗久 煎　茶 宇根 栄子

赤字は新改設

別館

 園芸科講師：根師 瑞香・上川内 哲夫・黒瀬 敏正・杉原 基正

　　　 　　　松田 吉弘・森 静夫・  桑田 有・坂本 義孝

３- ３

 

準備が進む 来年度の学生募集！ 
 

入学資格  満 60 歳以上（1958 年[昭和 33 年]4 月 1 日以前生まれ）の福山市民 

学習期間  2018 年４月５日（木）入学式 ～ 2019 年２月２８日（木）[予定] 修了式  

場   所  福山市老人大学本校舎・西部市民センター（園芸科松永教場）など 

講義回数  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 

 

１教科目         * 再出願者：過去５年間在籍無し  * 再出願者：2017 年度（47 期）に在学無し 

本 
 

募 
 

集 

対象教科等 
新規・再出願者 全教科の普通科・初級科 パソコン・スマホの研究科 

継続希望在学生 全教科の普通科・初級科 

期  間 

新規・再出願者 2018 年 ２月  １日（木）～ ２月２１日（水） 

 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） 

継続希望在学生 2018 年 1 月 22 日(月)～  ２月 ２日(金) 

出願方法 

新規・再出願者 本人が直接 住所・生年月日のわかる物を持って 

老人大学事務室に出向く 

継続希望在学者 別途クラス等で 

定員超え 

選考方法 

定員を超えた普通科 新規出願者（過去５年間在籍無し）優先と高年齢順 

初級科・パソコンとスマホの全組は 2 月 26 日（月）に抽選 

合否結果 
抽選後直ちに 老大事務室掲示板とホームページで公表 

通知 ３月３日（土）までに郵送 

追
加
募
集 

対象教科等 本募集で定員に達しなかった全教科・組 

公  表 対象教科と募集数  2 月 28 日（水）  老大事務室掲示板とホームページで 

出願方法 3 月 6 日（火）９時～ 先着順   場所 老大１－２教室 

 

２
教
科
目 

対象教科等 追加募集で定員に達しなかった全教科・組 

公 表 対象教科と募集数  ３月 ９日（金） 老大事務室掲示板とホームページで 

出願方法 ３月１３日（火）９時～ 先着順   場所 老大講堂 

納 入 金 合格者は その場で運営費及びパソコン科は機器維持費も納入 

 

３
～
５
教
科
目 

対象教科等 ２教科目で定員に達しなかった全教科・組 

公 表 対象教科と募集数  ３月１６日（金） 老大事務室掲示板とホームページで 

出願方法 ３月２０日（火）９時～ 先着順   場所 老大１－２教室 

納 入 金  合格者は その場で運営費及びパソコン科は機器維持費も納入 

 

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 

 

 

 


