
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当 面 の 日 程 
 

３学期の始業日・・・・月曜組：１月 ７日    火曜組：１月１１日 

水曜組：１月１２日    木曜組：１月１３日    金曜組：１月１４日 

３学期の終業日・・・・月曜組：２月１４日    火曜組：２月１５日 

水曜組：２月１６日    木曜組：２月１７日    金曜組：２月１８日 

 

オープンスクール・・・・１月 ７日（金）～１月２８日（金） 

 

看 護 学 生 実 習（福山市医師会看護専門学校より ９班 58 名） 

１２月 ６日（月） １２月１０日（金） １２月２０日（月） 

１２月２４日（金）  １月１１日（火）  １月３１日（月） 

２月 ９日（水）    ２月１４日（月）  ２月１８日（金） 

 

学生会 第 2 回総会・・・・２月２２日（火）  ９時３０分  老大 講堂 

 

第 ５ １期 修了 式・・・・２月２５日（金） １０時     リーデンローズ大ホール 

 
クラス・クラブの展示・発表会・大会 

軽 音 楽 ク ラ ブ……………… ２月２６日（土） １０時     老大 講堂 

コ ー ラ ス １ 組……………… ２月２８日（月） １３時３０分  老大 講堂 

ポ ッ プ ス……………… ２月２８日（月） １３時３０分  老大 講堂 

囲碁将棋クラブ……………… ３月中              老大 教室 

 
「1 年の計は元旦にあり・・・」                        学 長 飛田 洋悟 

私は長年，元日の神社へ初詣に出向き，家内安全や無病息災をお願いするとと

もに，誓いを立てることを常としていました。しかし，昨年，今年と家内の神棚

に手を合わせることになりました。誓いにはここ数年，「体力づくりに努める」

ですが，例えば「週２回はジョギングをする」とか，「毎日スクワットを２０回

する」などの具体的な数値目標はなく，結局中途半端になっており，今年こそは

と今年も決意したところです。 

昨年末，老大の授業を覗くと「折り紙」「絵手紙」「墨彩画」等々で，「寅」が

描かれていました。今年の干支は「壬寅」。「厳しい冬を乗り越えて，芽吹き始め，

新しい成長の礎となる」と言うイメージだそうです。 

2022 年（令和４年）の今年こそは，ワクチン，治療薬の開発等により厳しい冬（新型コロナウィルス

感染症）を乗り越えて，我が国を始め世界の人々が平穏な日常を取り戻す，そんな新しい成長の礎となる

年になってくれることを信じています。 

今年も老大生のみなさんにとりまして，健康で幸多き１年になることを心から願っています。 

 

老大のあるべき姿                            学生会会長 日野 孝子 

夏休み中に，今期２度目の【臨時休講の知らせ】が届いた上，９月初旬には休講

延期が・・・・。 

１０月１１日からは，老大最大のイベントである学生祭が中止とはなったもの

の，講師や仲間と再会でき，講義が再開しました。コロナ禍であることから，最大

限の感染拡大防止対策を心がけながらの登校でしたが，やはり，講師や仲間の顔を

見ることができ，懐かしい声が聴けたことで，心がウキウキしました。 

わずか３ヶ月ではありましたが，再会できたことを喜び合い，楽しい学びができ，

会話もはずみ，元気にラジオ体操もできたことはこの上ない喜びです。これが本来

の姿であり，私たちが求めていた日々であり，こんな毎日が続くことを望まずには

いられません。 

１月からは，さっそく次年度の学生募集が始まります。コロナの収束とともに，今期以上の学生が申し

込まれることを望むばかりです。「今，できることを・できる範囲で」実施できることを期待しながら・・・・。 

 

― 臨時休講明けのクラブ活動から ― 
老大生の楽しみの一つのクラブ活動が，長引く臨時休講のため【中止】

となっていましたが，やっと１０月中旬から再開。木曜日の放課後と土

曜日には堰を切ったかのように学生が押し寄せ，その表情はイキイキと

やる気がみなぎっていました。 

多くのクラブの大会や発表会は，延期や中止を余儀なくされましたが，

ペタンク大会は 11 月６日（土）に開催されました。 

優 勝：三馬日出夫 ・ 三馬  徳子  準優勝：島田  愛子 ・ 沖 本  富 子 

３ 位：松井安之輔 ・ 赤繁 純子  ４ 位：木原アヤ子 ・ 崎本 勝芳 

 

入選 おめでとうございます 

☆ 第 63 回芦辺七夕展（漢字２組 研究科）      ★ けんみん文化祭ひろしま‘21 文芸祭 

○ 芦辺会長賞：藤井  敬三                      ○ 入選：奈良木亮子（川柳 研究科） 

○ 奨 励 賞：柏原  富江                              亡き友の食事の誘い待つスマホ 

○ 壽   賞：下宮  秀子   秀平 明子   

○ 金   賞：重村キクヱ  平髙  忠  矢草山一敏  坂脇 正子 

令和４年１月７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 №250 (第 51期 1月号) 

＜看護学生 学生と学びを共有して＞ 

絵：小坂健三 字：大田桂水 



 

 

 

来年度の学生募集！ 
 

入学資格   満 60 歳以上（1962 年[昭和 37 年]4 月 1 日以前生まれ）の福山市民 

学習期間   2022 年４月８日（金）入学式 ～ 2023 年２月２２日（水）修了式 [予定] 

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 

授業時間   午前の部：9 時 30 分～11 時 30 分  午後の部：13 時 15 分～15 時 15 分 

授 業 等   本講座は年間 30 回  全員教養講座は１回  入学式・修了式   計 33 回 

開設講座   本講座は右記のとおり 

年 会 費   1 万４千５百円（運営費１万２千円 学生会費２千５百円） 

ス マ ホ  ２万２千５百円（運営費２万円 学生会費２千５百円） 

          パソコン  ２万５千５百円（運営費２万円 学生会費２千５百円 機器維持費３千円） 

＊教材費等は各教科で別途必要 

       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・各公民館 
 

……出願の仕方…… 

１教科目                                  

本 
 

募 
 

集 

対象教科 全教科の普通科・初級科・総合科・研究科 

期  間 
２０２２年 １月 ７日（金）～ １月２８日（金）  研究科は１月２１日（金）まで 

１０時から１５時まで（木曜日は 12 時まで 土・日曜・祝日は除く） 

出願方法 

希望の１教科を選び 所定の願書に必要事項を記入 

本人が直接 住所・生年月日の確認できる保険証・免許証などを持参 

老人大学事務室に出向いて出願 

定員超え 

選考方法 

普通科は 新規出願者優先と高年齢順 

研究科は 普通科の同一教科・組からの進級者優先（詳細は願書下欄を参照） 

総合科及び パソコンとスマホの全組は  抽選 2 月９日（水） 

合否結果 
抽選結果は老人大学の事務室掲示板とホームページで公表 

郵送による通知は ２月２８日（月）までに 

追
加
募
集 

対 象 本募集で定員に達しなかった教科・組 

公  表 対象教科と募集数  ２月２４日（木） 老人大学の事務室掲示板とホームページで 

選考方法 3 月 １日（火）１０時～１５時 先着順   場所 老人大学１－２教室 

 

２教科目 

対 象 追加募集で定員に達しなかった教科・組 

公 表 対象教科と募集数  ３月１１日（金） 老人大学の事務室掲示板とホームページで 

選考方法 
３月１５日（火）１０時～１５時 先着順  場所 老人大学講堂 

※ １教科目の出願も可 

納 入 金 合格者は その場で 年会費納入 

 
中途入学 

対  象 2 教科目で定員に達していない教科・組 

公  表 対象教科と募集数 ３月２５日（金）   老人大学の事務室掲示板とホームページで 

選考方法 ８月末まで随時受付                場所：老人大学 事務室 
 

教 室 　月 曜 日 　火 曜 日 　水 曜 日 木 曜 日 　金 曜 日

教科等 講師・定員 教科等 講師・定員 教科等 講師・定員 教科等 教科等 講師・定員

午前 総合科 27 普通科 27 － － [午前のみ] 総合科 27

１- １ 日本画 石川 ひろみ 硬　筆 寺岡 梢風 硬　筆 延広 西柳 池　坊 石原 イクコ

１組 ２組

午後 － － 研究科 27 総合科 27 － －

午前 総合科 30 － － 総合科 40

１- ２ 詩　吟 藤本 輝美 ハーモニカ 藤江 建一 園　芸 黒瀬 敏正

謡　曲 奥田 浩平 １組 ほか4名

午後 総合科 30 総合科 30 － －

午前 １組  総合科 18 － － 普通科 27 総合科 27

１- ３ 民　謡 丹下 秀英丞 水墨画 菅原 洵子 水墨画 荒川 正江 園　芸 黒瀬 敏正

藤本 秀榎 １組 ２組 ２組 ほか４名

午後 ２組  総合科 18 総合科 27 研究科 27 － －

午前 普通科 35 普通科 35 普通科 30 総合科 35 普通科 30

１- ４ 水彩画 中西 和雅 水彩画 山口 幸弘 太極拳 中石 春美 デッサン 太極拳 三原 サツキ

１組 ２組 １組 中西 和雅 ２組 中島 信子

午後 研究科 35 研究科 35 研究科 30 ー 研究科 30

午前 普通科 27 総合科 27 普通科 27 総合科 27

２- １ 実用書道 河村 ひさ舟 折り紙 久保田 和子 川　柳 田辺 与志魚 スペイン語
高垣 ダマリス

午後 研究科 27 － － 研究科 27 －

午前 － － 普通科 27 普通科 27 普通科 27

２- ２ 古典文学 藤井 康治 古典文学 藤井 康治 写　真 鳥越 修 古典文学 藤井 康治

１組 ２組 ３組

午後 研究科 27 研究科 27 研究科 27 研究科 27

午前 普通科 27 総合科 27 普通科 27

２- ３ 英会話 カイル 教　養 俳　句 和田 照海

  ブリンク ３組 石井 一石

午後 研究科 27 － 研究科 27

午前 普通科 21 総合科 24

２- ４ フラダンス 檀上 早苗 園芸 松永 黒瀬 敏正

小林 万希子 [松永教場] 上川内 哲夫

午後 研究科 21 ー ー

午前 普通科 50 － － 普通科 50 81 普通科 50

講 堂 コーラス 小坂 健三 ポップス 小坂 健三 カラオケ 藤川 陽子 教養講座 コーラス 中川 しのぶ

１組 藤井 修子 藤井 修子 会 場 ２組 西田 範子

午後 研究科 50 総合科 50 研究科 50 － 研究科 50

午前 普通科 27 総合科 27

３- １ 仮　名 友宗 杉径 教　養

２組

午後 研究科 27 －

午前 普通科 27 普通科 27 普通科 27 総合科 27 総合科 27

３- ２ 漢　字 槙本 緑水 絵手紙 瀬尾 千富 漢　字 大田 桂水 教　養 自然佳風 中山 美保

１組 ２組 １組

午後 研究科 27 研究科 27 研究科 27 － －

午前 普通科 15 普通科 15

３- ３ 抹　茶 岩本 妙子 煎　茶 宇根 栄子

和室

午後 研究科 15 研究科 15

午前 初級科 24 中元 敬子 初級科 24 初級科 24 西 佳子 初級科 24 普通科 24

パソコ スマホ１組 木村 典子 スマホ２組 西 佳子 スマホ３組 田辺・神原 スマホ６組 パソコン 矢田 直美

ン棟 [パソコン棟西] 鳥居 志穂 [パソコン棟西] 木村 典子 [パソコン棟西] 中元 敬子 [パソコン棟西] [パソコン室] 木村 典子

午後 研究科　24 中元 敬子 研究科 24 研究科 24 西 佳子 中元・西 研究科 24

午前 普通科 30 初級科 24 木村 典子 2組総合科 30 [園芸 講師]

パソコ イキイキ体操 岸本 宗久 スマホ４組 中元 敬子 イキイキ体操  黒瀬 敏正・上川内 哲夫

ン棟 １組 [老人会館] スマホ５組 木村 典子 岸本 宗久  松田 吉弘・桑田 有

午後 研究科 30 初級科 24 田辺・神原 [老人会館]  坂本 義孝

2022年度 (第５２期) 福山市老人大学  本講座の構成  *赤字は，変更


