
 

 

 

 

 

 

当 面 の 日 程 
 

２学期の終業日・・・・月曜組：１２月２０日  火曜組：１２月１７日 

水曜組：１２月１８日  木曜組：１２月１９日  金曜組：１２月１３日 

（スペイン語のみ １２月２６日） 

 

年末年始などの事務室閉鎖 

    １２月２７日（金）・・・・・・学生祭（10月 29日〈日〉）の振替休暇 

    １２月２８日～１月５日・・・年末年始休暇 
 

３学期の始業日・・・・月曜組：１月 ６日   火曜組：１月 ７日 

水曜組：１月 ８日   木曜組：１月 ９日   金曜組：１月１０日 
 

盛会だった学生祭 さらに改善を                学長 吉川 信政 

 今年度の学生祭では，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。 

大勢の来客があって，駐車場収容台数の減少による混雑が生じましたが，事前の打ち合わせや役

員相互のコミュニケーション，事務局との連携で適切に対応することができました。 

今回の成果と課題を整理し，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。 

 

大成功の学生祭 皆さんの協力に感謝！！      学生会副会長  二階堂 三郎 

第４１回を迎えた今年の学生祭，秋らしい天候に恵まれて開催できました。 

開会式には，行政・市老連・地元・元学長のご臨席もいただき，学長の『ファイト！一発』のか

け声で，元気にスタート。 

各教科の発表は年々レベルアップし，工夫を凝らして素晴らしいものでした。また，各係の役割

もしっかりと果たしてくださり，円滑な運営にご尽力いただき，ありがとうございました。２日間

大勢の来場者をお迎えし，楽しく，充実した学生祭を終えることができたことに感謝申し上げます。 

 

バザー等へのご協力に感謝！ 

 学生祭のメインの一つであるバザーと売店。来場者の方々との対話を楽しみながら無事に終える

ことができました。バザーには数多くの品物をご提供いただき，今年初挑戦だったコーヒー販売が

盛況だったこともあり，今年も例年並みの収益を上げ

ることができました。厚くお礼申し上げます。 

収益額は左の通りです。その使途は学生会本部役員

会で協議し，老人大学及び学生会の発展に役立てさせ

ていただきます。  （学生会副会長 日野 孝子） 
 

 

第４１回学生祭点描 2019 年１０月 26 日・27 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（木）に午後の教科学生・クラブ員で環境整備を行
いました。 

教室や運動場，庭園等を清掃・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 23日（水）・24日（木）・25日（金）には，バザー
等で必要な机やいすを準備したり，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，できるところで頑張りました。 
 

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１日，委員長研修旅行に参
加しました。 

呉への「大和ミュージアム見学」と「艦船巡りクルーズ」日帰りの旅。 
戦艦や潜水艦の内部見学から，当時の技術力の高さに驚愕しました。

半面，一人一人の戦争に対する複雑な思いあり，改めて戦争の悲惨さと
醜さを体感することができました。クルーズでは，波静かな呉港に停泊

する数多くの艦船の壮大さに驚愕するばかりでした。 
帰路，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。                         （学生会副会長  坂本 雄俊） 

バザー等の収益 
バザー ５９１,８８５円 
パン・コーヒー販売 ４３,０３１円 
業者手数料 ９１,０２５円 

合  計 ７２５,９４１円 
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～本物との出会い そして感動を～ 後期全員教養講座 １０月２日 

「秋に聴く 心の歌」と題した池田尚子先生（ソプラノ）・藤田意

作先生（ピアノ）によるリサイタル。誰でも参加できるオープンス

クールとすることで，1,500 名を超える学生たちが鑑賞しました。 

池田尚子先生の，心が洗われるよう

な澄み切ったソプラノの歌声に聴き入

りました。懐かしい曲が多い上，ステー

ジと客席をつなぐ工夫もあって楽し

く，ほっこり心が温かくなりました。 

第２部の「みんなで歌おう」では，先生の優しい指導を受けながらみ

んなで声を合わせて歌え，あっという間に時間が過ぎ，素晴らしいひと

時を過ごすことができました。                

 

図書室で素晴らしい出会いを！ 
歴史や小説から各教科の参考書まで 2,000 冊以上を展示して

いる図書室に，今年も「義倉」からの寄付金 10万円で図書を補充

しました。 

各クラスからの購入希望図書も毎年増え続けています。そして，

今年は 116 冊の中から 64 冊を選定して，図書室の入口右側の

「新刊コーナー」に配架しました。 

樹木希林さんの「一切なりゆき」は６クラスからの希望が寄せら

れ，他にも重複した人気の図書も数冊ありました。    

図書の貸し出し数も年々増え，年間 700 冊ほどになってきました。楽しい本が皆さんを待って

いますから，図書室に寄ってください。           （学生会 文芸部長 中島 秀夫） 

 

入賞 おめでとうございます 
第６２回 芦辺七夕展（訂正版） 

芦辺大賞 （普・書道漢字２組）鍋倉 和美 

寿  賞 （普・書道漢字２組）小嶋 益子  （研・書道漢字２組）井上 一人 

金  賞 （普・書道漢字２組）藤井 繁子   

（研・書道漢字２組）柏原 富江  平髙 忠 

銀  賞 （研・書道漢字２組）北川 善英  藤井 敬三  矢草山 一敏 

 

第４７回 「日本の書展」東京展 公募臨書 

入  選 （普・仮名）青山 瑞恵 

 

第３７回 相生市俳句祭  11 月 4 日 

相生市教育委員会賞 瀬尾ちとみ（普・俳句）  万緑や木の間隠れの助産院 

神 戸 新 聞 社 賞 古本 もね（普・俳句）  牡丹や散っても塵になりきれず 

相 生 ペ ン の 会 賞 茶木 さ和（研・俳句）  

奨   励   賞 加藤 珪舟（普・俳句）  西田 佳永（研・俳句） 
 

 

文化・スポーツの秋 クラブ活動活発に！ 

第 21 回卓球大会 10 月 19 日（土）  福山市体育館 

 
優 勝 栗原   寛    江口  勝己  矢草山一敏   三浦  純子   影岡ひとみ  釘本八重子 

準優勝 平 髙  忠  髙 橋  寛  髙田 弘 信  小 林  翠  谷本 孝子  中村 妙子 

３ 位 河部 寛次  栗原 敏暢  太田 昌克  妹尾ナツ子  大石 純子  宝諸 和子 

 

第 22 回ペタンク大会 11 月 2 日（土）   

老大グラウンド 
 

優 勝  岩瀬 博幸  三馬日出夫 

準優勝  大塚   均  沖本 富子 

３ 位  島田 愛子  山本 博司 

 

第 49 期囲碁・将棋大会 11 月 17 日（土） 老大教室 
 

 
 

 
 

 
 

 

 囲碁Ａ 囲碁Ｂ 囲碁Ｃ 囲碁Ｄ 囲碁Ｅ 将棋 

優 勝 二階堂尊命 小林 義定 酒井 秀男 藤井 武夫 佐藤 隆子 藤原 弘史 

準優勝 野田 恭造 土井 信敬 戸川  健 穴見 高吉 中田 勝政 新井 幾造 

３ 位 松本 大七 栗原  寛 松江 定彦 加藤  至 － 杉野 義治 

 

第６４回福山菊花展覧会  

総合花壇の部  文部科学大臣賞 園芸クラブ（同好会） 

 

ばらの移植作業 11月 22日 

 老大のシンボルとして南側花壇に広が

る「ばら園」。 

フェンス設置に伴い，３０株のばらを移植しました。園芸の上川内講

師・桑田助手の指導のもと，（短）ばらづくり講座の学生の力を借りて，

東西いっぱいにゆったりと移植することで，ひろびろとしたばら園に変

身。満開に咲き誇る春が今から楽しみです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 


