
 

 

 

 

 

 

 

拡大特別講座  ４月２２日（日） １３時３０分   老大講堂 
私たちは，暮らし慣れた今の地域で，これからも健やかに・穏やかに・和やかに過ごしたいものです。 

 この願いに先進的に応えているオランダの包括ケアの取り組みについて学んでみましょう。 

 

テーマ：いきいきと暮らす力 

～オランダの地域包括ケアシステムから学ぶ～ 

講 師：シャボネットあかね 
 

 

 

 

 

 

 

主 催：福山市老人大学        共催：社会福祉法人さんよう 

受講料：無料               申込：別紙申込書にて 

 

新任講師のご紹介 

今年度，新たに就任していただきました。ご指導をよろしくお願します。 

＜絵手紙科＞             ＜ソフト歌謡科＞               ＜イキイキ体操科＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
 

 
新年度（第４８期）当面の日程 

 
○１学期の始業日  月曜組：４月 ９日  火曜組：４月１０日  水曜組：４月１１日 

木曜組：４月１２日  金曜組：４月１３日 

 

 ○第１回運営委員会・・・・・ ５月 １日（火）  １０時      老大記念館２階 

○クラブ正副部長会・・・・・           １３時３０分   １－２教室 

○学級委員長研修会・・・・・ ５月 ２日（水）  １０時      講 堂 

学生会  常任委員会・・・・・           １１時      講 堂 

○駐 車 場 係 研 修 会・・・・・           １３時３０分   講 堂 

○第１回事務懇談会・・・・・ ５月２３日（水）  １０時      講 堂 

○学生会第１回総会・・・・・ ５月２５日（金）  １０時      講 堂 

 

※連休中の休校   ４月２８日（土）から５月６日（日） 

 

○年 会 費 の 徴 収・・・・・ ５月 ７日（月）から 各学級で 

 

 

前期全員教養講座 「高齢社会と老大創立 45 周年」 

講師 元福山平成大学教授 藤井 悟 

５月３１日（木） 午前１０時      リーデンローズ大ホール 

 

創立４５周年の老大で豊かな学生生活を 
学長 髙橋 和男 

福山市の発展と共に歩む老大 

 １９６５年の日本鋼管の誘致。大きく発展する産業都市・福山に全

国から大勢の方が転入された。１９７３年 6月、高度成長の時代に将

来の高齢社会を見据えた老人大学の開学。あれから今年で 45年。 
 

他にない素晴らしい独自施策 

 地方自治体に老人大学設置義務はなく、国の法律も補助制度もない中で、福山

市が独自に設置した老人大学。単独校舎と専任職員。年３４回の講義で年会費１

万円。市街地に８０台以上の無料駐車場。全国に例のない日本一の高齢者施策だ。 
 

自助努力が必要な老大生活 

 我が国は、超高齢社会に突入。介護施設の整備と運営などに多くの財源が振り

向けられる。老人大学は、自ら学ぶ意欲と体力そして登下校の手立ては自分で用

意が条件。校内の学習環境と秩序の順守。健康と安全の確保。穏やかに和やかに

過ごす心構えが望まれる。 
 

自主活動の広がりと深まりを 

 元気に自分で通学でき校内ルールを守れば、老大生活は豊かだ。複数履修・短期講座の受講。学級会・

学生会・クラブの活動。自主的補習・新クラブの結成。駐車場の空く休業日の日中なら、自主的特別講座

も可能である。積極的提案と自主的取り組みの相談をお持ちしている。 

平成 30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 
№226号 (第 48期 入学式 特集号) 

 瀬尾 千富 
自分で描いた絵に温かい文章を

添えると，活字にはない魅力があ
ります。 
描く喜びと先方に喜んでもらう

楽しみもあります。 
春・夏・秋・冬・新年と，材料に

事欠くことがありません。 

藤川 陽子 
みなさんの日常を素敵

な歌々が豊かな彩りを添

えることでしょう。 

歌を愛する者同士，楽し

く歌いましょう。 

岸本 宗久 

 明るく元気な生活のためには，年齢に

応じた体の柔らかさと筋力が大切です。 

さあ皆さん，楽しく体操しながら，し

なやかな体をつくり，健康寿命を延ばし

ましょう。 

訃報  園芸科講師としてご指導いただいた杉原基正先生が 2月２７日に亡くなられました。 

謹んでご冥福をお祈り申しあげます。 

１９４７年生まれ。父はアメリカ人，母は日本人 

国籍はアメリカとオランダ。 

ワシントン大学及びピュージェットサウンド大学で修士号取得

後，東京教育大学大学院で日本文学研究。１９７４年からオラ

ンダ在住。現在，通訳・コーディネーター・執筆業。 

第１期入学式 



 

 

 
第４８期入学式を祝す    －老大の明日をあなたに託す－ 

学生会 会長  若林 宏治 

入学式に多くの学生が楽しそうに笑顔いっぱいで集まり，新年度のスタートがきら

れるのは幸せなことです。おめでとうございます。 

本年度から，時代の要請や学生ニーズに応えて，パソコン科からスマホ科を独立さ

せたり，イキイキ体操・ソフト歌謡・絵手紙・実用仮名を新設したりと開設講座の多

様化を図りつつ，謡曲・民謡・詩吟などの古典文化も大切にされているところです。 

一人一人の興味関心に応じた学習が深まり，有意義な学生生活が送られることを期

待します。学生会としても，最大限の支援をしてまいります。 

さて，今年度は老人大学創立４５周年の輝かしい年です。学生祭等の恒例行事に節

目としての意味を持たせるとともに，コンサートを含む記念式典やカラオケの集い，記念誌と老大だより特

集号の発行など，数多くの事業が計画されています。 

学生会と事務局が車の両輪となって力を注ぎ，「よかった。楽しかった。」と言える一年にしたいものです。

今年度も「健康と安全が１番」を合言葉に，日々の健康に留意して頑張りましょう。 

 

老人大学創立４５周年記念事業 

１ 前期全員教養講座  ５月 31日（木） リーデンローズ大ホール 

２ 記念式典の開催  １０月 ２日（火） リーデンローズ大ホール 

在籍３０年以上及び２０年以上の学生と講師を表彰 

     記念コンサート  音楽の大道芸人 藤井 風（ピアニスト） 

３ 記念誌の発行    １０月 ２日（火） 

４ 第 40回学生祭  １０月２７日（土）・２８日（日） 

５ カラオケの集い   １２月２１日（金）  県民文化センター 

６ 老大だより特集号 １１月下旬に配布 

内容：学生と講師の投稿 

 

学級費残金の寄付 

２０クラスからの合計 17,911円を学生会一般会計に繰入れました。 

 

 

 

厳粛な空気に包まれた第４７期修了式   ２月２８日 

 

 

クラブ活動に参加しませんか! 

手続き  １ 新学期始業日に，「申込書」をクラスで取りまとめ，事務室前に設置の受付箱に 

       入れる。その後は各自で入れる。 

２ クラブ会費は，各活動開始日にクラブの会計係に支払う。 

 活動日  月毎のクラブ活動日程表を事務室前に掲示する。 
 

クラブ名 場 所 活動日時 活動内容 

音楽・ダンス 講 堂 
毎週木曜日 

13時～14時 30分 

前半は音楽，後半はフォークダンス。 

ピアノ伴奏で唱歌を歌ってストレス発散。 

ダンスは，リズムに乗ってフォークダンスを踊り，

軽やかなステップで元気はつらつ！ 

ゲートボール 運動場 
毎週日曜日 

8時～12時 

おなじみの日本生まれの高齢者向きスポーツ。 

1チーム 5人編成で，勝負を競うだけでなく，頭

脳ワークとチームワークが自慢の活動。 

初心者には部員が指導。 

卓    球 

１－４ 

 

講 堂 

毎週木曜日 

13時～16時15分 

毎週土曜日 

９時～15時 

５台の卓球台で，大勢の部員が譲り合い・工夫し合

って活動。 

規律を大切にしながらも，笑顔と歓声があふれる。 

初心者への研修も実施。 

ペ タ ン ク 運動場 
毎週土曜日 

9時～11時 30分 

フランス生れのエレガントな軽スポーツ。 

老若男女が広く楽しめる。 

作戦や戦略により，勝負の局面ががらりと変わる。

初心者には部員が指導。 

囲碁・将棋  ２－３ 

毎週木曜日 

13時～16時15分 

毎週土曜日 

9時～12時 

エアコンの効いた部屋で，初心者から有段者まで幅

広くゲームに熱中。 

初心者には，有段者が手ほどき。 

写真とパソコン  １－２ 

毎週土曜日 

10時～12時 

（15時まで活動可） 

「写真・デジカメとパソコン・ネットを使いこなし

ながら楽しむ」を合言葉に，教え合い・学び合い，

部員相互の楽しみを大切に活動。 

定員 45名。申込多数の場合は抽選。 

ボランティア 

１－２ 

 

３－３ 

第１木曜日 

13時～15時 

第 2・4土曜日 

13時～15時 

ペットボトルキャップとリングプルの回収整理。 

年１０～１２回の福祉施設への訪問と活動状況の交

流。 

土曜日には銭太鼓の練習も。 

軽 音 楽  １－１ 

第 2・4木曜日 

13時～15時 

毎週土曜日 

9時 30分 

～11時30分 

バンドスコアを用いながら，コピーバンドを目指し

て楽しく演奏。 

楽器はギターを中心にベースやキーボードを持ち寄

り，アコースティックもあればエレキも。 

ハーモニカ  １－１ 
毎週土曜日 

13時～15時 

複音ハーモニカ教本(初級・中級)を使って，和気あ

いあい。簡単な曲や自分の好きな曲が吹けるように

練習。技能向上と親睦を図る。 

初めての方でも一緒に楽しく。 

E・カラオケ ３－１ 
毎週土曜日 

13時～15時 

歌を歌いながら英語力アップを。 

リスニングとスィンギングを繰り返すことで英語耳

を鍛え，発音の改善を目指す。 

園       芸 農 園 
毎週土曜日 

9時～11時 30分 

自然を慈しみ菊づくりを通して豊かな人生を楽しむ。 

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。 

訃報 謹んでご冥福をお祈り申しあげます  ２月２２日 （普）俳句  高田 純治 ９１歳 赤坂町 

修了証書・皆勤賞受賞の学生代表 退任される講師の方々 修了生総代 謝辞 

40周年記念 カラオケの集い 



 

 

 


