
 

 

さあ、この 

対戦は? 

うーん！ 

 

今年も看護専門学校生４４名が教育実習に 

看護師をめざす若者たちが、６班に分かれて実習に 

やってきます。しっかりと話を聞かせてあげてください。 

実習日 

1 月１３日（火） 

1 月 27 日（火） 

1 月 30 日（金） 

2 月 0３日（火） 

2 月 16 日（月） 

2 月 20 日（金） 

 

 

２月０３日（火）・１６日（月） 

・２０日（金） 

 

 

 

 

 

特別講座のお知らせ 

  

日 時 ： 2015年１月９日（金） 午前１０時  

場 所 ： 講 堂 

定 員 ： 40名 

持参物 ： シューズ・バスタオル 

受講料 ： ５００円（申込み時に徴収） 

講 師 ： 矢吹 綾 先生 （アトリエ デ サロン 美空 ～そら～） 

 

 

 

 

 

 

 

往く年 来る年 

                          学長 髙橋 和男 

 今年、老大は創立５０周年に向けた新たな１０年の第一歩を踏み出した。 

盛会だった学生祭 

 老大最大イベントの学生祭は、晴天に恵まれ盛大に開催できた。それぞれの発表が素晴らしく、学生会お世

話のバザーは過去最高の売上げを記録した。机や椅子に教室毎のシールを貼り白布を事前配布したことで、準

備と片付けの作業がスムーズに出来た。 

 他方、駐車場の混雑や展示パネルの不足や芸能発表の控室の要望などスペース不足からくる課題が続いて

いる。 

来年は、もっと知恵を出し工夫をし更に良い学生祭にしたい。 

好評の全員教養 

 ６月の「生活改善のための整理講座」は、身の回りの整理整頓の大切さとその具体的方法を興味深く学べた。 

 １０月の「マリンバとオカリナのコンサート」は、爽やかで深みのある音色に包まれた幸せな時を過ごせた。 

 両講座とも多くの学生の出席を得て好評だった。来期も楽しく魅力ある内容を準備したい。 

健康診査の効用 

 今年は、保健所と連携して 2月と８月に老大を会場に集団健診を行った。病気が早期発見され早く手術を 

受け短期間で大学復帰できた複数の人から、健康診査への感謝の言葉をいただいた。 

 老大の第一の役割は、「高齢者が健やかで生きがいをもつための生涯学習の場」であることだ。そのための 

教科学習と学生生活を支える健康が大切だ。少なくとも年に一度の健康診査は欠かせない。 

来る年の目標を 

 活気ある大学生活のために、微減傾向にある老大生を増やすことが必要だ。本講座の教科を多様化し魅力 

を高め、新規学生の勧誘を進め今年より１００名増の学生数２７００名を目指したい。 

 老大生の皆さんに、この冬休みの宿題としてお友達に老大の素晴らしさをしっかりと伝えて新規入学を促 

してくださることをお願いしたい。 

 

園芸科 福山市菊花展で「広島県議会議長賞」を受賞 

菊の花は、日本の国花で皇室のご紋でもあります。野に咲く小さな菊と

古来からあるサガ菊を掛け合わせ

て改良され、今では見事な菊が造ら

れたと聞いています。 

恒例の菊花展は今年も福山城跡

公園で開催されました。老大園芸科

は１０月２４日から１１月１４日

まで模様木仕立、懸崖、玉造り、大菊、盆栽等約４０鉢を展示しまし

た。大勢の人が見物に来られ喜んでくださいました。 

囲碁・将棋大会 盛会裡に実施  

今年の大会を去る 1１月１５日（土）に老人大学の教室を会場として、５６名のクラブ員の参加で実施しま

した。入賞者は次の通りです。 

 

 優 勝 準 優 勝 第 ３ 位 

A ｸﾗｽ 三段 高橋 常吉  (普)漢字２ ニ段 吉原 英明 (普)コーラス２ ニ段 長田 敬吾  (普)日本画 

B ｸﾗｽ 初段 高橋 民樹  (普)園芸３ 初段 前田 宏  (普)松永園芸 ニ級 高山 裕   (研)漢字２ 

C ｸﾗｽ 四級 藤江 正二  (研)水彩２ 三級 古林 猛  (普)写真 三級 若井 陽道  (研)漢字１ 

Ｄｸﾗｽ  髙橋 勝士  (研)園芸３     

 

 

 

 

 

 

 

田辺さん 川柳大会で会長賞を受賞 

大竹市文化協会主催の今年の川柳大会で 

田辺 義雄（普 墨彩１組）さんが、見事に 

受賞されました。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

「老大だより」今年度版を発刊 

 ９月に各クラスから出していただいた原稿を学生会文芸部が編集し校正を繰り返して１１月 2１日に印刷が

出来上がりました。 

 楽しいクラス紹介と執筆者の豊かな体験や考えの披瀝がなされていて、読みごたえがあります。 

老大ホームページをリニューアル 

学生祭の写真など新しい情報を数多く掲載しました。 

ご覧になってください。 

優 勝 佐々田栴児  (研)謡曲 

準優勝 三戸 国治  (普)太極拳 

平成 26 年 12 月 8 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 
№200 (第 44期 12月号) 

２学期終了日

月曜日・・・１２月２２日 

火曜日・・・１２月 09日 

水曜日・・・１２月１7日 

金曜日・・・１２月１２日 

 

３学期始業日 

月曜日・・・１月１９日 

火曜日・・・１月１３日 

水曜日・・・１月１４日 

金曜日・・・１月１６日 

 

将棋の部 

 

 

 

囲碁の部 

 

 

 

訃報  謹んでご冥福をお祈り申しあげます。 １１月８日 普通科 フラダンス 村上 通子 ６５歳 （明王台） 

老大生と看護学生が和やかに交流 

老大生でない 

お友達も誘って 

ご一緒にどうぞ 

福山市老人大学 検索 



 

 

東日本大震災の被災地視察の報告 

                          学長 髙橋 和男 

はじめに 一路被災地へ 

  去る 11 月 10・11 日、福山市社会福祉協議会と関係団体代表の総勢２４名の一員として東日本大震災

の被災地視察のために宮城県岩沼市と女川町を訪ねた。 

  福山駅午前 6時４２分発の「のぞみ」でまずは東京へ。10時 23分着。10時 36分発の東北新幹線「や

まびこ」に乗り換え 12時 37分仙台駅着。福山～東京の所要時間は３時間 40分、東京～仙台は2時間。

仙台は福山よりずっと東京に近いのだと実感した。 

 

第一視察地 

１ 岩沼市の概況 

  貸切りバスで岩沼市へ。仙台平野の一角、仙台市の南隣りに位置し、仙

台空港があり、人口は 43,873 人。 

いただいた各種資料やお話では、押し寄せた津波の高さは、「１０メート

ルを超す」「市域では最大となる約７メートルの津波」「私の地区では 6 メー

トル」「○○地区では床上８０センチメートル」とのこと。市内の約４８パー

セントが浸水。死者 18１人。 

２ 千年希望の丘 

被災地到着直後にこの地へ。１０キロメートルの海岸線に高さ７メートル

の防潮堤が敷設済み。その内側を防潮林工事のダンプカーがひっきりなしに往

復。１５基設置予定の高さ１１メートルの「避難丘」が既に３基。その丘から防

潮堤越しに島陰１つない真っ青な太平洋と地平線が見えた。 

  物理的に防御できない巨大津波への「減災」の観点で、震

災廃棄物活用の津波減衰設備と避難場所を設置。 

この「千年希望の丘」は、被災の痕跡と被災者の思いを後

世に伝え国内外に発信するメモリアル公園と防災教育施設と

して設けたとのことだ。 

３ 被災者のお話 

その後、岩沼市社会福祉協議会の会議室で、被災者 3人などからお話を伺った。 

・沿岸部で家などを根こそぎ流された地区は、住民が 1年 6カ月の議論を経た 

上で、現在、高台移転を推し進めている。 

・床上浸水地区は、手狭な避難所のスペースを早く全壊被害者に譲るため、造

園業者など専門家を含めたボランティアの応援を得てガレキ撤去、高圧洗浄

機での泥かき、床下のヘドロ撤去などを行い 3カ月で自宅へ。 

・仮設住宅で塞ぎこむ高齢者を１年かけて集会所のサロン活動に招く。地区単

位で入居するなどコミュニティを大切にしてきた。 

第二視察地 

１ 女川町の概要  

  仙台市で宿泊し翌日に牡鹿半島の基部に位置する女川町へ。漁港と笹蒲鉾などの水産業と年間２０万人が

訪れていた観光の町。人口 10,014人。町内に女川原子力発電所。 

リアス式海岸の海と山に囲まれた地形のため、逃げ場のない津波は最大 14.8メートル・海抜１６メート

ル（資料で異なる）に達し、町の約８割が被災。死者 569名・死亡認定者 253名・行方不明者 5名。 

２ 被災の甚大さ 

 地元観光協会の語り部ガイドが、貸切バスに同乗し被災地を案内。海岸近くの 

瓦礫が取り除かれた平地の中に今なお横倒しのままの４階建てビルを見る。 

月命日のこの日、殉職者１２名を出した七十七銀行支店跡地に花と線香を手向 

けられる遺族から、無念の思いを聞く。 

高台のプレハブづくりの「復興まちづくり情報交流館」へ移動して、津波到達 

時の映像などを視聴し、「１０００年に一度の復興まちづくり」の説明を受ける。 

３ 復興事業絵図 

住居は、標高１８メートルの高台及び嵩（かさ）上げ地域に。市街地は住居用途を制限

し、商業・業務・水産加工等に活用。低地部はメモリアル公園と漁港施設に。防波堤は

耐力のある「粘り強い」構造で、高さは 4.4メートル。 

長年親しまれてきた高台の陸上競技場を解体した跡地に建設の災害公営住宅は、既に

今年３月に完成。 

説明を聞きながら、災害時に備えた安全性と日常生活の利便性の兼ね合いの難しさを感じた。 

 

復興まちづくり交流館で視聴の映像から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終わりに  震災から学んだ教訓  

  〇 普段からやっていないことは、有事には出来ない。  

 〇 咄嗟の判断が明暗を分ける。 

  〇 自分の命は自分で守る。   

〇 普段から人と人のつながりを大切にする。 

 〇 災害弱者を護る。 

「マリンホーム 奇跡の脱出」がこの教訓に先んじた事例として取り上げられていた。岩沼市の沿岸部に

あったこの特別養護老人ホームは、避難時の食料・毛布・水分・救急セットを備えていた。 

あの日、「津波迫る」のニュースを受け、職員の咄嗟の判断で、避難先を当初予定の遠くの高台から最寄り

の仙台空港ビルに変更。車５台のピストン輸送で入居者１４４人全員を無事避難させた。     

震災から３年８か月後の視察だったが、被災の甚大さ・復興への頑張りと難しさなど学ぶことが多く、貴

重な教訓を得ることが出来た。 

千年希望の丘 高さ７ｍの防潮提 

防潮林工事のダンプ 

１５基を設置予定 

被災者住宅 高台に建設中・・・ 

・中 


