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新年度（第 45 期）当面の日程 

・1学期の始業日  月曜日 4月 13日  火曜日 4月 14日  水曜日 4月 15日 

木曜日 4月 16日  金曜日 4月 17日 

・学級委員研修  4月 28日（午前）  ・クラブ正副部長会  4月 28日（午後） 

・ゴールデンウィーク中の休校  4月 28日（火）～ 5月 8日（金）の全日 

教養科のみ ５月７日（木）授業があります 

・年会費の徴収  5月 07日（木）～ 各学級で 

・運 営 委 員 会  5月 08日（金）午前  ・事 務 懇 談 会  5月 8日（金） 午後 

・学 生 会 総 会  ５月２８日（木） 
 

学 友 の輪 が広 がる老 人 大 学  

                               老人大学 学長   髙橋 和男 
老大生 2,691名に 

第 45 期の学生募集結果は，3 月 27 日現在で昨年度より 53 名の増加です。目標

の 2,700名にはほぼ届き，この 5年間の微減傾向に歯止めがかかりました。英会話・

カラオケ・茶道抹茶の新設などの本講座改革と現役学生の新規学生勧誘の成果です。 

学生数の内訳は，新規者が 330名で昨年の 254名を 76名上回り，2教科目受講

者は 216名です。今年度の老大は更に活気に溢れ，学友の輪が広がります。 

一層混み合う駐車場 

同時に駐車場の一層の混雑など課題も増え，トラブルや交通事故の危険が増します。そこでお願いがあ

ります。まず，自家用車で通学される方は，駐車場所や方法についての老大の決りを守り，職員や駐車場

係の指示に従い，必ず駐車許可証を提示してください。「思いやり運転」と「ゆとりある行動」に努めてく

ださい。 

自主と自律と友情を 

 老大生の皆さんは，単なる受講生やお客様ではありません。福山市・市老連・講師の先生・先輩学生が

努力し発展させてきた伝統ある老人大学の学生であり，老大の主役です。 

 進んで学習に取り組み，学級の運営に携わりましょう。学習の場としての校内秩序と環境を守りましょ

う。共に学ぶ者同士としての友情を育み，その輪を広げましょう。 

超高齢化社会の中で 

 我が国は 4 人に 1 人が 65 歳以上という超高齢化社会となり，これまでほど高齢者に優しくない社会

になることが懸念されます。 

「健やかに・穏やかに・和やかに過ごすことで事件・事故に巻き込まれることを防ぎ，社会の安定に資

する」「自分達で出来ることは自分達でする」「元気な高齢者は大いに地域のお世話やボランティア活動に

取り組む」などが求められています。 

模範となる高齢者に 

 老人大学の日々の様子や老大生の立ち居振る舞いは，多くのご近所の方や子どもたちにも見られていま

す。「この歳まで生きてきて，もう怖いものはない」という方が居られます。現役時代のご苦労が偲ばれま

すが，これから長い人生を歩んでいく我が子や孫達への影響を配慮することは必要です。 

 教育実習に来た 20歳代の看護学生の「私も高齢者になったら老大に通いたい」との憧れを裏切らない

老大生でありたいものです。 

新たな年度の学びに引き継ぐ力  

                          学生会 会長  伊藤 清人 

 2月 25日，リ―デンローズを会場に老大生 1,400名の出席を得て，第 44期修了式

が盛大に開催されました。その様子が山陽・毎日の両新聞で報じられました。 

 最初に修了者数 2,458名・皆勤者 355名の代表 4名に学長から修了証書・皆勤賞が

授与され，続いて学長式辞・市長挨拶・市議会議長と市老連会長の祝辞でそれぞれに激励

をいただきました。これに対して，学生代表の謝辞は，学生会の二階堂保体部長が環境整

備・健康診査・教科内容の充実・新講座開設などを取り上げて謝意を表しました。 

 更に今期で退任される民謡の林・津山，水墨画の藤谷の各講師に，学生会から記念品料

を贈呈し長年のご指導にお礼の気持ちを表しました。 

 アトラクションは，フルートとピアノの演奏による「春の海・愛燦燦・夕焼け小焼け」などの美しい調

べを楽しみました。  

この盛大な修了式は，老大生の皆さんが各教科で研鑚を積まれ努力された成果を確かめ合い，リニュー

アルされた校章とともに，新たな年度の学びに引き継いでいく力となり，必ずや日々の生活に役立つこと

と確信しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 訃報  謹んでご冥福をお祈り申しあげます 

 3月 7日 研究科 古典文学 林 惣一郎  75歳（南町）   3月 8日 普通科 俳句 大土井愛子  90歳（草戸町） 

 

 

平成 27 年 4 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 
№202号 (第 45 期 入学式 特集号) 

第４４期 修了式 ２月２５日 リーデンローズ大ホール 
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新 任 講 師 の 紹 介  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びから行動へ ーばらづくり講座―  

 今年で 2年目となる本講座は，去る 2月 19日に全 10

回の講義を終えて修了式を迎えました。本学の園芸科・岡

田講師と桑田指導員のご指導で，ばらづくりの心と技を学

んだ受講生３３名が修了証書を受け取りました。 

 福山市が市制を施行して来年で１００周年を迎えるこ 

とを祝って，市民がこぞって市の花であるばらを１００万本に増やそうとす 

る取り組みが広がっています。 

本講座の修了生も，各家庭や地域でばら栽培を広げるとともに，今年は１２名の方が市内の「ふれあい 

プラザ」８個所で，自ら植栽したばらの維持管理を行なっていただくこととなりました。 
 

ペタンク大会 2月 28日に開催  新部員募集！ 

 延期していた第 44期の大会を，準備を整えて部員 27名 

の参加を得て開催し，昨年度を締めくくりました。今年度も 

新しいクラブ員を迎えて元気に活動を続けていきたいと思っ 

ています。 

事務職員  退任のお知らせ  

―感謝！感謝！夢を追い続けて―                     小土井 清和 
さまざまなこと思ひ出す桜かな（芭蕉） 

三年前、思わぬご縁に恵まれ、この老人大学に勤務することとなりました。当初は、慣れない仕事に戸惑

いながらも学長さんを始め、皆様方に支えて頂き、ここまで来ることができました。 

振り返ってみれば、楽しいことばかりでした。駐車係の担当として、挨拶に始まり何気ない語らいの中に、

様々な学生さんたちの人生を垣間見ることができました。 

廊下を歩けば、民謡のお囃子やコーラスの歌声が聞こえ、教室では老大生達が絵筆を揮っておられたり・・

一気に私も学生時代に返ることができました。二上りおどり、学生祭、委員長研修旅行等々・・どれも楽し

い思い出となっており、終生忘れることはありません。 

今は、こうした老人大学の学生さんたちの生き方に学び、私自身の夢を追い続けてみようと思っています。

本当に長い間有難うございました。 

再会できる日を楽しみにして                          福永 みどり 

1年間という短い期間でしたが，とても貴重な体験をさせていただきました。特に老大生の皆さんの学習

意欲の高さに感心しました。子ども達に学ばせたいと思いました。 

この経験を活かしてもう少し子ども達の教育に携わって，また老大にもどって来れたらと思っています。

それまで健やかにお過ごしくださいませ。皆さんと再会できることを楽しみにしています。 

園芸科 山﨑 建郎先生  

耕す文化としての農業を求めて 

40年ばかり，農業等を教えてきま

した。今一度，原点に立ち返って，皆

さんと農業の基礎・基本を学びたいと

思っています。 

わけても，野菜について栽培の基礎

的な知識や技術を身に付け特性を理解し，潤いと安ら

ぎのある豊かな生活づくりに向けて学んだことが活

用できるよう，その勉強のお手伝いをしたいと思って

います。 

自然の中でのモノづくりの喜びや楽しみ，有機農法

や無農薬栽培，植物工場，環境に優しい農業等々，様々

な体験を通してしっかり勉強していきましょう。 

 

（研）俳句科 石井 一石先生  

世界でいちばん短い定型詩の俳

句。移りゆく自然のすがたに四季を

感じ，又，人の生活や日々の出来事

などを見つめながらその中にある

新たな発見や感動を五・七・五の十

七音で表現してみること，更に，俳 

句を通して様々な人との出会いがある老大生活で

第二の人生をより豊かに送ることが出来るように

「楽しい教室・楽しい俳句作り」をモットーとした

いと思います。 

 

 

 

民謡科２組 國安 秀國丞先生  

民謡は心のふる里と申しましょ

うか本当に心を癒してくれます。 

40年あまり唄い続けこの度，老

人大学で皆さんとご一緒に勉強さ

せて頂きますことを嬉しく誇りに

存じます。 

未熟な私ですが一生懸命頑張ります。 

水墨科２組 荒川 正江先生 

墨色の濃淡で表現する水墨画。墨の美

しさを味わいながら、四季の草花や身近

なものを描く楽しみがあります。 

楽しく水墨画を描けるお手伝いがで

きればと思っております。 

パソコン科１・３組 中元 敬子先生  

パソコンは脳を活性化すると言わ

れています。私が長年培ってきた知識

や経験を活かし，学生の皆さんの勉強

したいという向上心に少しでもお役

に立ちたいと思っています。 

日常生活にパソコンを取り入れ、脳を 10 年若返

らせましょう。老人大学では「もう歳だから…」は禁

句です！！ 

 

（普）折り紙科 久保田 和子先生  

折り紙は，言葉の壁を越え，人の

「和」を作り出すことが出来ます。 

日本人が大切にしてきた四季を

愛でる心を一折一折に込め，日々の

暮らしを豊かに彩りませんか？ 

４月，皆様にお会い出来ますこと

を楽しみにしております。 

パソコン科１・３組 鳥居 志穂先生  

「スーパーシニアになりましょう！」 

PC・タブレット・スマホ等、IT機

器の好奇心にお応えし、生活に取り入

れるサポートをしながら「安全・安心」

して使う手法と、文章交換や情報共有

手段(ICT)を習得します。 

家族・友人・仲間との距離がグンと近くなり、毎日

が楽しくなりますよ！ 

 

英会話科 マーロー・ダニエル先生  

        ハイ！ 私の名前はマーロー・ダ 

ニエルです。「ダン」と呼んでくださ

い。オーストラリアのアデレードとい

う街からやって来ました。福山には

妻・2人の子どもたちそして犬と猫１

ぴきずつと暮らしています。 

趣味は，本を読んだり，バイクに乗ったりすること

などです。皆さんと一緒に楽しく英語を学べるよう

願っています。 

カラオケ科 後藤勝彦先生・時子先生  

昭和61年T&K KARAOKE 

として発足，以来 30年間各サー 

クル，介護施設などの歌唱指導に 

携わりました。又，広島県歌謡指 

導者協会の会長，福山本部長を歴 

任し歌謡文化の発展に尽くして

参りました。未熟者ですが歌仲間との交流，健康増進

のお手伝いが出来ればと思います。 

茶道科（抹茶) 陶山 恒夫先生  

東京五輪招致の最終プレゼ

ンで，「おもてなし」が大ブレー

クしました。日本の伝統文化で

ある茶道のこころです。茶道の

歴史や禅語を学びながら，真の 

おもてなしのこころを，そして

人としての「おもいやり」のこころをご一緒に

考え，自分の出来る範囲で客となり亭主となっ

て点前や作法を楽しみましょう。 


