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 “奈良吉野 高見の郷 枝垂れ桜“🌸”で急な坂を上り山に 

着くと・・・ 

ま～素敵！すごい！見事！絶景で姉妹 3 人大満足でした。 

この山を作った島崎さん家族が枝垂れ桜の庭園を造りたい 

という思いが、この景色を見ながら伝わってきました。 

ここまでするのに、大変な御苦労があっただろうな～と 

つくづく感じました。大勢の方が見に来られ感動して本当に 

幸せを頂いて帰られたと思います。 

 

パソコン初級科ＣＤ 小島英子さんより 

 

想い出の 1枚 

目次 

奈良、春日大社から下の禰宜道を通り、高畑方面へぬけ、 

新薬師寺、入江泰吉記念奈良市写真美術館へ。 

奈良での撮影はいつもこのコースです。母鹿の慈愛に満 

ちた様子と小鹿の可愛さに思わずカメラを向けました。 

講師 深井美智代先生より 
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理事長 和田征士 

異常に暑い昨今ですが、皆さんお元気にお過ごしのことと喜んでいます。今年創立

11 周年になりますが令和元年を迎え新たなる気持ちで対応していきたいと考えてい

ます。 

入学時の慌ただしさから解放されて少しは落ち着いてこられたのではないでしょ

うか？遠足・社会参加活動（準備）はいかがでしたか？授業は予想したような授業に

なっていますか？趣味を楽しんでいますか？クラスミーティングは楽しい議論の場

になっていますか？クラスの独自性を発揮してくださいね！ 

ビッグイベントの 1つであるコーダイジョイフルゲームズが 10月 11日（金）大阪市中央体育館で開催さ

れます。ニュースポーツに加え全員で楽しむ場ですから積極的に参加してください。委員の方はご苦労様で

す。被災地復興支援のための物産展も用意しています。 

第 2弾としてコーダイフェスタが 11月 28日（木）豊中市文化芸術センターで開催されます。体制も出来

上がりプロジェクト毎に動き始めています。今回は演芸関係は広いし場所も確保さ

れているので結構楽しめると思いますよ。イベントは校友会、大阪区民カレッジ・

府民カレッジも参加し、コーダイグループとして実施します。 

 

 

 

 

 

 

 入学式から 1ヶ月、GWの明けた 5月 8日、なにわの宮ホールで「新入生歓迎会」を

開催しました。168 名の参加を頂き、Opening は小澤先生の日本歌曲「初恋」で開演。

小澤先生の圧倒的な歌唱力に魅了されました。後、コーダイなにわの宮会からあいさ

つとメンバーの紹介。料理のラップも取られ、つまみと共にアルコールで乾杯も。和

田理事長から挨拶を頂戴した後、「関西笛の会」のメンバー4 人によるフルートの演奏があり、アルルの女

からの「メヌエット」は、最高に素敵でした。そして江本先生の時には歓迎会も最高潮に。拍手の中、ミュ

ージカル「オペラ座の怪人」より「Think of Me」他 1曲、“ボイトレで

健康を”から、若さを保つ体操、誤嚥性肺炎予防の舌だし訓練など楽し

いパフォーマンスをして頂きました。参加者の皆さんも大きな口を開

けて舌だし「あっかんベー」。藤田先生と Team LinoLaniによるフラダ

ンスも素晴らしかったですね。アイアラ オペレなど 4曲でハワイに行

かなくともハワイアンムード満点。トリは、クラブ「校歌を歌う会」の皆さんによる“みんなで歌おう“。

漕げよマイケル、若者たちなどを歌い最後に参加者全員でコーダイの校歌を歌って、大きな拍手のもと、お

開きになりました。  

♪新入生歓迎会♪を開催しました 

和田理事長  

なにわの宮：小泉謙三 

理事長からのメッセージ 
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募集委員会委員長 西脇圀博 

４月１８日（木）より 2020 年度受講生募集のための活動がスタートしました。令和という新しい時代を迎え、新たな気

持ちで取り組みたいと考えています。15 回の募集委員会や種々の募集活動を行なう予定です。募集に係る基本事

項の確認のもと、講座改革委員会と連携して開講する講座の見直しを行っています。その結果を募集案内に反映し

ていきたいと考えています。今年度の主たる計画と日程は以下の通りです。 

募集案内の各教室への配布 9 月 9 日（月）～13 日（金） 

大阪府下各市町村への配布  ９月 18 日（水）～10 月 18 日（金） 

受講生募集受付開始   10 月 1 日（火）より開始します 

第 1 回オープンキャンパス            10 月 16 日（水） 大阪市教育会館 

第 2 回オープンキャンパス            10 月 24 日（木） 大阪市教育会館 

第 3 回オープンキャンパス（英語）   10 月 29 日（火） 大阪府社会福祉会館 

講座説明会（豊中市） 11 月 19 日（火） 千里中央コラボ 

講座説明会（吹田市）     11 月 20 日（水） 千里市民センター（予定） 

講座説明会（東大阪市）   11 月 20 日（水） 東大阪市布施駅前リージョンセンター（予定） 

講座説明会（大阪市 午前・午後）   11 月 21 日（木） 大阪駅前第２ビル５階 

講座説明会（枚方市）   11 月 23 日（土） ラポール枚方（予定） 

講座説明会（堺市）   11 月 23 日（土） 堺東東洋ビル（予定） 

講座説明会（大阪市）  11 月 29 日（金） 大阪市教育会館 

講座説明会（大阪市）   11 月 30 日（土） 大阪市教育会館  

講座申込み締め切り日   12 月 6 日（金） 午後３時まで（要注意！） 

講座申込み抽選会  12 月 9 日（月） 午前１０時より 

抽選結果の通知    12 月 11 日（水） 夕方、発送 

合格者の発表掲示・再募集受付  12 月 12 日（木）～13 日（金） 

入金締め切り(第１次)       12 月 31 日(火) 厳守をお願いします 

 

 

 

4月 17日（水）からの 1週間、なにわの宮ホールにて合同オリエ

ンテーションと特別教材の勉強会が行われました。これは受講生に

コーダイの考え方や進む方向を 1 日も早く理解していただく事を意

図したものです。最初は小野教育部門長からコーダイの概要、コー

ダイ生の 1 日と 1 年の説明がありました。その後、各曜日部長から

クラスミーティング、社会参加活動及び振り返りアンケートの説明。

最後に和田理事長と古矢理事長代理より「超高齢社会へのコーダイ

の挑戦」（高齢者が変われば社会が変わる）の話がありました。特に最後のお二人の説明はコーダイの歴史

や使命、受講生アンケートの結果等幅広く興味深い内容で皆さん熱心にお聞き頂きました。来年度は特別

教材の勉強会はやらないことが決定しています。来年どんな内容の合同オリエンテーションにするか、現

在教務部を中心に検討中です。 

2019年募集委員会の計画と日程 

合同オリエンテーション 教育部門：茂木孝夫 
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平成最後の大阪場所、高大相撲観戦クラブから、約 90 人が本場所に行かれました。もちろん貴景勝の大

関取りが最大の話題です。場所前に、どうしても、お願いしたいという事で、千賀ノ浦部屋の稽古見学に、

普通は見学禁止でしたが、親方の好意で、3 日間、日を分けて、観戦クラブから延べ 50 名が、厳しい稽古

を見学いたしました。 

泉南から、東大阪市へ宿舎を移しての場所でしたが、同窓会東部の役員さんの好意で、マンションを貸し

て頂き、駐車場に土俵を作り、ちゃんこ場にコンテナを購入し、何かと大変でしたが、関取が個室という事

で、部屋にお香を焚き、好きな音楽でリラックスした所為でしょうが、関取全員が頑張り、特に貴景勝関が、

千秋楽で、大関取りを決め、皆さん大喜び！打ち上げにもクラブから、15 人が出席し、お祝いいたしまし

た。 

（財）日本相撲協会と直の契約をしていますので、切符はそのままの値段で入りますので、来年の大阪場

所を見たいと思われる方は、相撲観戦クラブに申し込んで頂きましたら、ご案内をいたしますので、遠慮な

く下記まで、電話又は、メール下さい。 

担当：砂畠 携帯 090-1585-0918  

 

 

 

 

 

高大同窓会の活動報告 

高大同窓会推進協議会会長  山岡 信義 

 

 高大同窓会は８地域（大阪、東部、北部、南部、枚方、八尾、東淀川、旭区）

の地域同窓会からなり、それぞれに長い歴史の下幅広い活動をしています。 

受講生の皆様も同窓会には加入出来ますし、現に山岡も受講生兼同窓会員で

す。ＰＣ、オカリナ、英会話、歌声喫茶、書道、カラオケ等学び、遊び、出会う

機会を沢山設けて、受講生の皆様を各同窓会がお待ちしています。又、地元にこ

だわらず、どの同窓会に入会されても構いません。 

 写真は同窓会同士の親睦をより深める為、6月 5日行われた各同窓会選抜のチームが競い合ったボウリン

グ大会の一コマです。（東部の成績が抜群でした） 

 高大３階奥には各同窓会の魅力を載せたパンフレットを置いていますので、手に取ってご覧ください。 

ぜひ受講生の皆様にご加入頂き、ともに活躍の場を広げ、人生百年時代を元気よくエンジョイしていきま

しょう。 

東大阪市役所へ、表敬訪問した時

の写真です。小さく見えますね。 

大関昇進祝いの席で、6.3Kg の

鯛、感無量です。 

大相撲観戦クラブ 報告 

大阪府高齢者大学校校友会長 砂畠仁之 
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第 11 回通常総会 

日時：令和元年 5 月 18（土）午後 1 時～午後 3 時 30 分 

場所：大阪市教育会館 7 階なにわのみやホール 

会員数：138 名  出席者数：111 名(うち委任状による出席者 54 名) 

 

審議事項 

第一号議案・ 平成 30年度活動報告承認の件 

     ・平成 30年度活動決算報告承認及び監査報告承認の件 

     ・活動報告について基調報告並びに各部門報告を和田理事長が行い引き続き活動決算報告を 

宮下経理部長、監査報告は佐藤監事より報告がなされ、質疑がなされた。 

・採決を諮ったところ満場一致をもって原案どおり可決承認された。 

第二号議案 役員選任承認の件が油谷総務部門長から付議され、理事・監事の選任に採決を諮った 

ところ満場一致で承認された。 

報告事項  2019年度活動方針及び活動予算について、報告事項として満場一致で同意を得た。 

 

臨時総会 

日時：令和元年 6月 11日（月）午後 3時～午後 4時 

場所：なにわのみやホテル 2階会議室 

会員数：147名  出席者：116名（うち委任状による出席者 77名） 

審議事項 

第 1号議案・平成 30年度活動決算報告の修正承認及び監査報告承認の件 

      未払金の計上漏れについての報告を油谷総務部門長より、監査報告は佐藤監事からなされ、 

質疑がなされた。 

      採決を諮ったところ満場一致を持って原案通り可決承認された。 

報告事項  2019年度活動予算書の当期正味財産増減額の変更が山本経理部長から報告し満場一致 

で同意を得た。 

 

 

 

 

5 月 28 日、NTT ドコモ主催の「スマホ・ケータイ安全教室」を当校で行いました。 

応募多数のため、抽選で 32 名の皆さまに参加して頂きました。 

講座内容は、第1章では自然災害や日常における様々なトラブルなどから身を 

守るためのポイントの説明。 

第2章では振り込め詐欺などの犯罪やトラブルに巻き込まれないようにするため 

の対策を、再現ドラマ等のビデオ閲覧も織り交ぜながらの説明。 

この講座で学んだことをもう一度再認識し、より安心・安全かつ快適で豊かな暮らしを送って下さい。 

広報部：菅野寿人 

 

2019年度「第 11回」通常総会 

スマホ・ケータイ安全教室 

総務部門 土居繁樹 
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 大阪のことをどれだけ知っているか腕試ししてみませんか？ 

 大阪府域の歴史から最新のトピックスまで、幅広い知識を問う第 11 回「なにわ

なんでも大阪検定」の受験申込受付を開始しました。 

今年のテーマは「大阪の祭・イベント」です。 

◆試験日：2019年 12月 8日(日) 

◆試験会場：大阪市教育会館（20名以上応募に限り） 

◆受験料：（団体 10名以上に限り）：初級（3,4級）3,420円（小中高生は無料）、上級（1, 準 1, 2級）5,220円 

◆合格点：（初級）60点以上→3級合格、40～59点→4級合格 

（上級）80点以上→1級合格、75～79点→準 1級合格    50～74点→2級合格 

◆申込締切日： 9月 30日(月) ６F コーダイ広報部で受付     振り込み：10月 15日（火） 

詳細：大阪検定公式ホームページ (https://www.osaka-kentei.jp) 

広報部門：木下明・野村孝子 

 

 

 

 

 

今年度の避難訓練については火災想定だけでなく、防災を意識した訓練を想定しました。 

①教育会館 

 6月 7日(金)～6月 13日(木) 

 雨天中止（G20サミット関連で難波の宮跡公園の許可制限のため） 

 最後の 13日は他テナント(車いす使用)連携しながら避難訓練をしました。 

②住之江教室 

 6月 14日（金） 

 地震発生時の津波を想定して避難場所の確認などを机上訓練しました。 

③福祉会館 

 6月 18日(火)～順次各曜日に実施 

 非常階段を使用し避難ルートの体験訓練をしました。 

④森ノ宮ホール 

 6月 18日（火）19日(水) 7月 5日（金） 

 非常階段を利用し、大阪城公園に避難訓練しました。 

暑さ指数などを考慮すると、次年度は学期始まりの早い時期に計画したいと思います。 

また、防災については自主勉強してもらうようにパワーポイントを作成しましたがクラスにより濃淡が

あったと思います。皆さんの意見を伺いながら精度向上に努めていきます。 

 

第 11回大阪検定 受験者募集 

避難訓練について 

総務部門：油谷弘志郎 
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シルバーアドバイザー養成講座の当クラス

は、福祉（介護≒高齢者）のイメージが強いも

のの、他科を落選したので何をしているのか

良く知らないままに受講された方が、今年も

約 3 割在籍しています。 

今は「傾聴の体験シリーズ講座」です。よい

聴き手になるためのコミニケーションスキルを 3つのパスポートなどのツール

を使って楽しくトレーニングするものです。実践へ向けて、事例と共にロール

プレイ実習などで楽しく学んでいます。カリキュラム内容は多岐に渡り、初回の社会参加活動は「ＡＴＣエ

イジレスセンター（福祉用具の見学と体験）」へ出向くなど、毎週が想定外で役立つ講座ばかりです。 

「身近な親の介護に役立てば！」や「自身がサポートされる側の心構えをする」などの思いをお持ちの方も

多くおられ、受講生（男性 8 名、女性 14 名は少ないものの、少数精鋭で仲の良いクラスです。次回は皆さ

んも笑顔で楽しみながら一緒に学びませんか！ 

 

 

ボンジュール！明るくにこやかなフランス語の挨拶が教室内に飛び交っています。 

そう！フランス語講座の始まりです。前半は《フランスの魅力》…幼少期か

ら約 20年間、フランスで生活されたエリカ先生ならではのフランスの魅力。

実体験を基にして、ガイドブック等には決して紹介されていない生きた魅力

をパフォーマンス一杯に、プロジェクタ－も使って紹介して下さいます。 

これはとても好評で受講生さんは興味津々で聞き入っておられます。後半

は日常会話練習。フランス語は難しくてややこしい！という印象をお持ちか

もしれませんが、決してそうではありません。 

エリカ先生の素敵な笑顔・美しい会話。その魅力と優れた指導力に、まるで魔法にかかった様にフランス

語会話の世界へと引き込まれていきます。常に笑いが絶えない講義。街角で・フランス旅行ですぐに使える

日常的な会話を席の隣同士で練習していますが、お互いに教え合う事で大切な仲間作りにも一役かってい

る様な感じが致します。 

 

 

科目名だけでは何をするのかわからないとか、今更おしゃれなんてと言われます。 

でも学び始めると、今まで知らなかったことを実践したい、楽しい雰囲気でワクワ

クしますなど 

喜びの一口レポートが寄せられます。 

構えてするおしゃれではなく、日常生活の中で少し視点を変えると「そうなんだ！」

と発見する。そんな授業です。見た目だけではない、気持ち(心)に学んだ事を取り入

れてこそより若々しくなっていかれるのだと思います。 

又毎月一日だけ、テーマカラーを決め、その色の物を身につけて出席します。5月は緑でした。ブラウス、

パンツ、靴紐、ネックレスなど様々に。その中で「今迄着た事のなかった母の形見を着られて感無量です」

という方が。それを見て私も感動しました。又何も無いからとお茶のペットボトルを持って来た方！ 

これこそお洒落なユーモアですね。一日中とても楽しく笑顔で過ごして頂けるクラスです。  

【

ロールプレイ実習風景 

 

家族と社会に役立つサポートデザイン科 

 クラス便り 

フランス語魅力と初めてのフランス語を楽しむ科  

男と女のおしゃれライフ科 

CD大上 美知子 

CD：新庄正雄 

CD：深尾眞義 
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毎週、「アンニョンハセヨ」で始まる私たちのクラスは、授業中、ウォン先

生のユーモアたっぷりのお話しで笑いが絶えません。いつも大きな声で繰り

返し発音され、またボードにも大きな字で書いてくださるのでたいへん助か

ります。毎回、使える韓国語を少しずつ学ぶので、話す楽しさを実感できま

す。そして、これまでの復習を何度も繰り返していただけるので、とても理解

しやすいです。演習は隣どうしのペアで会話することも多く、緊張しながらも

会話が自然に身に付きます。また、授業中は韓国での暮らしや習慣なども話していただけるので、韓国文化

を知ることができて興味深いです。 

 午後のクラス活動では校外学習に出掛けることもあり、班ごとに韓国料理を食べに行ったり韓国映画を

見に行くなどして、韓国文化も体験しています。また、修学旅行は毎年２泊３日で韓国へ行くなど、コーダ

イ生活を満喫できる楽しいクラスです。 

 

 

 

 

 

色んな事があり過ぎた大激動の平成でした。その中

で何があるのかと思い出すと？高大関係では、「東日

本ボランティア交流会」が頭をよぎります。2012年 8月 20日 27名の方々と。震災

後の町へと。勿論バスも通らない、道なき道をタクシーで。2 度にわたり下見をし

て下さった方がおられて、高大で考えられて東北へ。 

思い出すと、参加者の気持ちはそれぞれに複雑な思いで、現地の目の当たりの風景はあまりにも、驚きに

啞然とするものが有りました。それらは、何度か建物を保存するのか、取り壊すのかと、テレビのニュース

でも話題になった所もあります。存続期間を決めて残る建物もあります。 

時間ばかりが過ぎて行きました。東北の行き先は変わっても、今年も継続されています。 

今年は参加させて頂こうと思いました。復興状況も見たいのもその一つかな。震災にあわれた方々には一日

も早く、元の元気な生活に少しでも近づけられればとの思いです。老婆心ながら 8月を待つ私です。 

  

 

 人生の半分を過ごした平成の時代。平成元年は、まさにバブルの真っ只中。現役の営業職で東京に勤務

していました。同僚・部下と一緒に仕事を終えると毎日のように夜の世界に・・・。今は夢のようです。 

 一方、平成は自然災害の多い時代でもありました。7 年 1 月 17 日の阪神淡路大震災。前年の夏に大阪か

ら福岡に転勤となり、初めて購入したマンションを売却しましたが、まさかその半年後に大震災が発生する

とは。その後マンションを見に行きましたが、外壁にヒビが数か所見られ修繕費にかなりかかったと聞きま

した。東日本大震災のときは、2 度目の福岡勤務で単身赴任生活でした。午後 3時ごろ広島の得意先からの

電話で知り、事務所のテレビを見て唖然としたのを覚えています。近頃は南海トラフ地震が 30 年以内の発

生確率 80％とも言われています。皆さん対策はしておられますか？ ところで、転勤が多いと思われまし

たか？実は現役時代に 13回の辞令（当時は赤紙と言ってました）を受け、平成だけで 8回もありました！  

旅で使えるハングル会話科の紹介 

 
平成時代の 

思い出 

CD圓岡 和子 

クラス委員長：野村三郎 

ローカル文化探検科 

源氏物語の面白さを学ぶ科 

CD：伊藤勝久 
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令和の御代になっていきなりやらかした。大事な春の遠足の集合時間

を間違って、この「平成時代の思い出」を書くという光栄なご褒美をいた

だいた次第。こんなドジをしても、平成時代は、企業戦士として活躍？し

ていた時と重り、題材には事欠かないものの、高大には相応しくない。と

なれば、一挙に「平成ジャンプ」し、昭和の終焉についての思い出に行き

ついた。ニューヨーク駐在も漸く 2 年が過ぎた新年、届いたニューヨー

クタイムズ一面に、マッカーサーと一緒に撮影された昭和天皇の写真と“第 124代天皇が崩御”との見出し

が掲載されていた。この“第 124 代”に特別な意義を感じ、そのまま保管している。世界で 124代も続いて

いる家系は他になく、称賛に値すると初めて認識した。米国は偉大な国であるが、歴史の無さはどうしよう

もなく、世界に誇れる日本の伝統・文化を大切にしなければと思うきっかけになった。笑いの創造科専攻と

して、落ちが無く研鑽の必要性を痛感。 

 

  

 

 

私は、平成 26 年度（今から 6 年前）に高齢者大学校の「大阪の史跡探訪科」に入学して班長を経験し、

大変楽しく大阪の歴史を学びました。 

歴史に興味が湧きましたので、平成 27 年度は「歴史学近世科」を選択し、班長となり、班員のみなさま

と協力して高大祭の作品を作りました。 

平成 28年度は地元で「まち案内」のボランティア活動をしているので、「大阪のまち案内科」現在の「大

阪の良さを世界に楽しくアピールしよう科」で学び、班長をして、まち案内の資料の作り方、案内の仕方等

を学び参考になりました。 

平成 29 年度は「歴史学中世科」を学び、クラス委員長兼班長をしました。クラス及び班員の皆様は、大

変協力的でクラスを盛り上げてくださいました。班活動で京都、滋賀、奈良等の現地に行きました、現在も

班員の付き合いがあり、姫路城に見学に行く、京橋で食事をする等、又、6 月 14 日は住吉大社の御田植神

事に参加します。 

平成 30 年度は、現在、私はボランティアで大阪市グリーンコーディネーター大阪の会長をしております

ので、「野菜・花・樹木を育て楽しむ科」現在の「家庭菜園を楽しむ科」を学び、施設の住之江公園は私の

自宅の近くで（徒歩 7 分程度）、副班長で花グループのリーダーをしました。花グループの作業は、種蒔き

から始まり、水遣り（夏休み、年末年始を含む）して、花を咲かし、住之江公園や近くの公園等に植え楽し

みました。「祝・創立 10周年記念」コーダイフェスタ 2018の会場玄関で花を贈呈しました。10月には大阪

マラソンのボランティアリーダーとして会議に出席し、住之江区玉出の交差点で清涼飲料水の配布を行い

ました。1月には大阪国際女子マラソンのボランティアリーダーとして会議に出席し、JR森ノ宮駅の近くの

道路で街道にいる見物人の整理を行いました。パワーポイントで「ビオラの会」を作り、平成 31年 2月 12

日なにわの宮ホールで DDS の発表会に参加し、受け取った賞金を修学旅行（私は病気のため修学旅行を欠

席）の一部と次年度「家庭菜園を楽しむ科」の種代にしました。以上が平成時代（最後）の思い出となりま

した。 

平成 31 年度（5 月 1 日より令和元年度）は IT・デジタルフォトアート科で学び、現在、クラス委員長を

しています。 

神野厚英 

笑いの創造科 

クラス委員長 富田 寛 

IT・デジタルフォトアート科 
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今回のテーマは、「桶狭間合戦の真実」で

した。私自身、2 年前に現地に行って来ま

した。小和田先生の「今日の講演」を先に

聞いておれば、もっと見識が変わったかも

しれない。 

「桶狭間合戦の真実は？」 

 太田牛一が書き留めた「信長公記」に基づくと「正面攻撃」が真実のよう

だ。今川義元の油断と天候の急変にかけた一か八かの奇襲戦法ではなかっ

た。織田信長の読みがズバリ当たった作戦で勝利した。 

 

「主戦場跡は 2説あり！ 真実はどちら？」 

主戦場として伝わる場所は、2箇所ある。名古屋市と豊明市の間でバトルを起

こしている。実際に歩いてみて、桶狭間古戦場公園（名古屋市緑区）になって

いる方だと思った。それは、釜ヶ谷から荒天の中、おけはざま山の今川義元本

陣へ突撃の機会をうかがった場所が有り、「信長公記」に「今川義元は、おけ

はざま山に人馬の息を休めこれあり」と記されているためです。真相の解明

は難しい。それが歴史かなぁ！ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 6 月 14 日(金)大阪市教育会館において、同

志社大学社会学部 

上野谷加代子教授による市民公開講座が開催

された。長寿化が進む人生 100 年時代におい

て、「たすけられ上手・たすけ上手に生きる」

という身近なテーマに、府民の皆さんや先生

の教え子の保護者の方々や高齢者大学/区民カレッジ受講生など 80 名の参加で会場は満員の盛況であった。 

  40年以上にわたって、社会福祉の教育活動や社会貢献活動を実践してこられた

講師ご自身の体験が終始なごやかな雰囲気の中、時には懐かしい昭和の映像や歌

も流れ、皆さん引き込まれていくのが感じられた。と同時に、地域福祉の担い手

としてのボランティア・市民の役割、やがて訪れる自分の「老い」と家族の「老

い」にバランスをとって生きることの大切さを学んだ。 

 結びの「たすけ上手・たすけられ上手の学び人に」という先生のお言葉は、高

大の理念とも重なり、有意義な公開講座であることを確認した。 

戦国武将の生き方に学ぶ科 

ＣＤ 小林 孝二 

 

市民公開講座 

小和田哲男先生 

静岡大学名誉教授 

桶狭間合戦の真実

基礎英会話科火曜コース 

ＣＤ 髙橋 佐知子 
同志社大学教授 

上野谷加代子先生 

たすけられ上手・ 

たすけ上手に生きる 



12 

 

今回は、世界的視野に立った CSR（企業の

社会的責任）活動に取り組んでいる株式

会社クボタを訪問し、企業としての考え

方・目指すものを、人事部長の近藤渉氏

（理事）にお伺いしました。 

 

◆クボタグループが目指すものとは何 

でしょうか。 

「食料・水・環境」分野で事業を通じて世界に貢献することです。

2015年に国連は、国際社会の共通目標として「飢餓をゼロに」「安全な

水とトイレを世界中に」など 17 に及ぶ*SDGs（持続可能な開発目標）

を決議していますが、クボタは事業活動そのものが SDGsに合致してい

ますので、これを羅針盤として事業を進め SDGsの達成に貢献します。 

 

*SDGs とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称。

2015 年 9 月の国連サミットで採択されたもので、詳細は国際連合広報センターの Web サイトをご覧ください。 

 

◆クボタグループの事業活動を具体的にお話しいただけますか。 

食料分野では、世界的に増加し続ける食料需要に向けて農業機械を提供しています。また、ICT（情報通

信技術）やロボット技術を農業にいち早く取り入れることで省力化や精密化を実現するスマート農業を進

めています。日本の食料自給率を守るために、GPS搭載農機を製品化するなど、自動化技術をスピードア

ップして進めていくのも大切な仕事です。 

水環境の分野では、水道用鉄管を製造するだけではなく、ICT技術を活用して処理場の運転状況を効率

化するシステムまで提供しています。日本以外に中国でも浄化槽を提供して下水設備を整備しています。 

 

◆クボタグループの企業理念が素晴らしいとお聞きしましたが… 

以前は「社是」と言っていたのですが、その中に『会社の繁栄と従業員の幸福を希
ねが

って今日を築き明日

を拓
ひら

こう』というのがあります。創業当時からのものですが、この考えは脈々と受け継がれて、従業員が

生き生きと働きやすい職場づくりを進めています。いろいろな理由で一度辞めた人でも需要があれば復帰

できる「リ・エントリー制度」というのがありますし、障がい者も同じ社員として一緒に働ける会社を目

指しています。 

 

◆明快にお話しいただきありがとうございました。社会を見つめて農業、水、環境づくりにチャレンジさ

れているのは素晴らしい会社だと思います。CSR活動を積極的に推進され企業としての責任を果たそう

と努力されている姿に感服しました。 

食料・水・環境分野で事業をやり続けるということを、歴代の言い続けてくれていますので、社員は安

心して勤められますね。社会に対しても人に対しても、やさしい会社だと思います。 

 

◆いいお話をありがとうございました。  

企業訪問 

株式会社クボタ 

広報部：野村 尚子 
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この演題で、戦争体験の語り部をされている、中野亘子（なかの のぶこ）さんをご紹介します。 

３年前から、堺市の語り部ボランティアとして、小中学校や高齢者や市民の集まりで、体験を話しなが 

ら、当時の様子をイラスト画にしたり、写真を見せながら、二度としてはならない戦争の悲惨さを切々と 

語っておられます。豊かだった日本の原風景が一瞬にして焼け野原となり、地獄絵のごとく、人も山も野 

も破壊された現実は、今もはっきり覚えているそうです。 

ただ、肉声で次世代へ語り継ぐ人が年々少なくなり、戦争を知らない世代が多数を占める今、ますま

す、語り部としての使命を強く感じておられます。 

 

中野亘子さん 

「日本の起源と文化を知る科」在籍。 

堺市在住の川柳、コーラス、歴史、何でもトップクラスのステキな方です。 

 

 

 

 

 

山東省老人大学・大阪府高齢者大学校交流会 

２０１９年 5 月１３日（月） 

山東省老人大学一行 28 名 （観光バスにて訪問） 

 

    大家好！  Dàjiā hǎo,    欢迎  Huānyíng  の言葉がとびかう。 

    みなさま              ようこそ    

コーダイ基礎から学ぶ役立つ中国語科、似顔絵のイロハを楽しく学ぶ科及び音楽を楽しむ科の授業参観

後、交流昼食会 わきあいあいと臨席の山東省老人大学学生・中国語（韓雪仙講師）・基礎から学ぶ役立つ

中国語科受講生全員・クラスディレクター（松本・野田 CD）・コーダイスタッフ と交流を深めた。 

聞いていると「どこから来たの？」「どこに住んでいるの？」とか筆談を交えた中国語で会話が弾んでいた。 

食事終了後 交流会が開催された。 

山東省老人大学・中国側代表とコーダイ和田理事長とで 記念品交換 

山東省老人大学 「北国の春」を熱唱  

懸命の練習された「基礎から学ぶ役立つ中国語科」受講生による中国語での「北国の春」 

受講生 「月亮代表我的心」・・月はわが心  を中国語で歌唱 

山東省老人大学 太極拳・中国舞踊 

また、受講生及びスタッフと老人大学一行で、盆踊り「炭坑節」で、全員輪になって踊り、大いに盛り上

がった。 

あと、日中合同で 故郷（ふるさと）を中国語で熱唱 

別れを惜しんで一同見送る中 バスで次の目的地に向かわれた。 

 

山東省交流 

「８歳の少女が見た堺大空襲」 

総務部：西島福佐子 

CD:尾崎智可子 
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6 月 18 日午後 1：30～4：00 まで、16 名の参加で、救急講習を開きました。 

救急隊員の到着が少し遅れたので、受講者の皆さんには待っていただきました。いつものように 30 分ほど

ＤＶＤを視聴。急変する病気にはどんなものがあるか、どんな時に急変するかなど、大人の場合、子供の場

合が紹介されていました。倒れている人に遭遇したら、どのように対応するかを救急隊員が実演してくれま

す。次に受講者は 2 つに分かれて演習です。1 分間に 80 回以上の胸骨圧迫はリズミカルに体の重みを利用

して行いますが、慣れていないと腕の力で押すのでとても疲れます。何事も経験を積んで習熟することが大

事ですね。 

救急隊員の方からは、皆さんとっても熱心で、僕たちもやりがいがあります・・と褒めてもらいました。

高大生は何事にも好奇心旺盛で一生懸命ですね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年7・8月　　行事予告

月 日 曜 日 時 間 場 所 イベント名 内 容 定 員 参加条件
7 3 水 13：15～15：15 大阪市教育会館 笠谷和比古市民公開講座 徳川家康の政治と文化 250 500円

10 水 15：15～17：00 大阪市教員会館 コーダイフェスタ　大合唱団 交響曲　第九番　村上玲子先生　8回 全2,000円
7 12～13 徳島県 関西圏・首都圏シニアカレッジ交流会 関西2府4県生涯学習団体との交流会 20
7 20 土 10：00～12：00 大阪市教員会館 伝統文化親子体験教室 ママとパパと一緒に楽しもう！ 15組 全1,000円

8 1～2 10：00～12：00 サロン・ドゥ・アヴェンヌ アンチエイジングボイストレーニング 健康づくりに役立つ発声入門 40 全13,000円
8 4 日 10：00～15：30 天王寺区民センター 2019子ども科学フェスティバル 実験教室と科学もの作り体験 教室500円
8 6～７ 10：00～12：00 大阪中央公会堂 アンチエイジングボイストレーニング 健康づくりに役立つ発声入門 40 全13,000円
8 6・7・8 10：30～12：30 大阪市教育会館 パソコン夏期公開講座 ＳＣＲＡＴＣH入門講座 各30名　 6,000円
8 6・7・8 14：00～16：00 大阪市教育会館 パソコン夏期公開講座 EXCEL活用講座 各30名　 6,000円
8 20・21・22 10：00～12：00 大阪市教育会館 法円坂子どもプラザ　パソコン体験講座 大阪電気通信大学共催 各15名 無料
8 21 水 13：00～15：30 大阪市教員会館 夏期講座summer school 基礎学習 20 全5,000円
8 22～23 木・金 10：00～12：30 大阪市教員会館 夏期講座summer school speedy反応練習/smooth英会話 各20 全5,000円
8 26～28 東北2泊3日 南三陸町 東日本ボランティア交流会ツアー 復興支援を考える・義援金 33 59,800円
8 29 木 10：00～12：00 サロン・ドゥ・アヴェンヌ アンチエイジングボイストレーニング 「肩こり、頭痛、便秘解消！腹式呼吸 45名 3,500円  

２班に分かれ実演の開始   まずは救急隊員がお手本を示す 胸骨圧迫とＡＥＤを協力して 

救命救急講習 

事業部：原澄子 
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 高大は昨年、創立 10 周年を迎えました。そして今年 2019 年度は、新たな気持ちでのスタートの年であり、改元さ

れた令和元年でもあります。その記念すべき年の第 1 回目の川柳広場からのレポートです。 

 川柳の募集から応募締め切りまで日がなかったにもかかわらず 53 名もの方から応募いただきました。 

 一方、選句では今までお願いしていました平井先生のご都合が付かず、コーダイなにわの宮会、6 階事務所有志

で行いました。頼りないと思われるかも知れませんが、より川柳広場が身近に感じ、楽しんでもらえるものと思ってい

ます。そう、いい風が吹くのじゃないかと期待しています。 

 第 1 回目は次の句を選ばせていただきました。 

 特選・準特選に選ばれた方おめでとうございます。 

 

１・お題「新しい」 

特選    新元号私の頭はまだ昭和 

（世界遺産を楽しく学ぶ科・村上惠三） 

 

準特選（１）ニューフェイス一月たてば古だぬき 

（宇宙と生命の神秘に遭遇する科・小泉謙三） 

 

準特選（２）今日からね妻が歓喜の入学日 

（笑いの創造科・高木孝一） 

 

２・お題「学ぶ」 

特選    頷きと違うスローな首の揺れ 

（総合文化を身につける科・村松秀明） 

 

準特選（１）忘却の速さに勝てぬ学び事 

（朗読を楽しむ科・吉田和代） 

 

準特選（２）学ぶとは楽しむ事と学びけり 

（水彩画応用科・米田和子） 

 

どの句も高大生の特徴をよく掴んでいる句だと思います。ありがとうございました。 

なお、今回の選句 6 句は、年度末の川柳大賞の候補になります。 

コーダイなにわの宮会 川柳担当 藤本真理子 

 

 

 

 

 

令和元年 第 1回川柳の広場 

編集後記 

暑中お見舞い申し上げます。 

表紙のひまわりの写真は、友人「平井和男」氏が

撮影されました。 

ひまわりは、真夏のシンボルフラワーです。 

太陽の方向を追うように花が動く性質に由来します。

夏、元気を与えてくれる明るく鮮やかな黄色い花を 

咲かせるヒマワリ。 

ヒマワリの花言葉は「私はあなただけを見つめる」

「愛慕」「崇拝」。 

 

 

 

また、ヒマワリの英語の花言葉（西洋）は 

「adoration（愛情、崇拝）」「false riches 

（偽りの冨）」。 

「false riches（偽りの冨）」とは、 

インカ帝国を征服したスペイン人が太陽の神殿 

に仕えた巫女のヒマワリを形どった純金の装身 

具など、金銀財宝を略奪したことにちなむとい 

われます。 

なお、ヒマワリが太陽を追って動くのは成長が

盛んな若い時期だけで、完全に開いた花は東を向

いたりします。 

 

広報誌 編集委員一同 

認定NPO法人大阪府高齢者大学校 

電話：06-6360-4400 
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