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秋晴れの快晴のもと爽やかな日々をお過ごしのことと思います。 

10月 1日より、来年度受講生募集を開始しました。 

67科目の中から十分検討して頂き 12月 6日までに申し込んでください。 

周りにお知り合いの方がおられましたらご紹介お願いします。 

来年も楽しく、元気に、一緒に頑張りましょう。 

 

10月 11日は名称を新たに変えたジョイフルゲームズを楽しみました。 

ヒットだ・ターゲット、ラダーゲッター、バスケシュート、河内音頭、体力測定等いろいろ行いました。 

被災地支援の物産店は、なにわの宮会が実施し完売でした。 

2100 名の参加者で大いに盛り上がりましたね！ 70％以上の出席率となりました。最後まで残って応援

をされていました。本当にお疲れ様でした。 

皆さん自分が若い！ と再認識されたのではないですか？ 実行委員会の皆さんをはじめ関係者の方々

心よりお礼申し上げます。 

 

11月 28日にはコーダイフェスタを豊中市立文化芸術センターで実施します。 

各クラスで喧々諤々話し合いながら作品つくりをされています。自然と仲間つくりが出来て、クラスは盛り

上がってくると思います。 展示、演芸、模擬店、バザーと多岐に亘っています。 

何かに参加することにより一生の思い出として残っていくでしょう。  

“ともに学び、ともに楽しむ”を合言葉にコーダイライフを謳歌してください。 

 

 

 

 

 

☆ 理事長からのメッセージ    ･･･ P2 

☆ 受講生募集案内       ‥ P3～4 

☆ 校友会            ･･･ P5 

☆ クラス紹介         ‥ P6～7 

・家庭園芸を楽しむ科 

・日本の京（みやこ）探訪科 

・基礎から学ぶ美術科 

・シニアの健康と医療を易しく学ぶ科 
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・東日本被災地ボランティア交流会ツアー 

・夏期英語特別講座 Hello ENGLISH! 

・夏期特別講座 楽しいボイストレーニング 

・2019 年度子ども科学フェスティバル 

・法円坂子どもプラザ・パソコン体験講座 
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☆川柳広場・なにわの宮会        ･･･   P15  
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理事長 和田 征士 
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- 3 - 

 

 

 

令和元年 10 月 1日(火)より募集を開始しました。 

★ 初めて受講される方は優先入学できます。 

★ 年齢・居住制限はありません。 

★ ６7講座を開講します。 

              

 

 

 

 

★ 受講者募集案内パンフレットに添付している 

2020 年度「受講申込書」に必要事項を記入し、

郵送、またはご本人が持参ください。 

★ ホームページからの申込も出来ます。 

https://osaka-koudai.or.jp/ 

★ 上記以外の FAX、電話、Eメールなどの受付はで 

  きません。 

★ 受講希望科目は１科目のみです。 

複数科目の受講申込はいずれも無効となります  

 ので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

★ 募集申込受付日：令和元年 10月１日より、 

12月６日(金)午後３時まで 

★ 締切日に募集人数を超えた科目は 

12月９日(月)抽選します。 

★ 募集人数に満たない科目は 12月 10日以降も 

先着順で受付をします。 

★ 募集人数に満たない科目は中止する場合が 

あります。 

★ 申込状況は 11月１日よりホームページにておこ 

  ないますのでご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「結果通知書」は 12月中旬ごろに郵送します。 

12 月 12 日及び 13 日に合格者の発表の掲示を

行います。同時に募集受付も行います。 

★ 受講決定者には、「結果通知書」と併せて受講料 

納入の郵便振込用紙を、又、抽選漏れの場合、 

申込用紙を同封します。指定期日までに納入さ 

  れない場合は、合格が取消されます 

＊ 詳しくは受講者募集パンフレットをご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講申し込み 

締め切りは 12 月 6日

（金）午後 3時です 

 

〒540-0006  大阪市中央区法円坂 1-1-35    

大阪市教育会館(アネックス パル法円坂)内 

認定 NPO 法人 大阪府高齢者大学校募集委員会 

 

 

そ郵送先先 

結 果 通 知・そ の 他 

募集委員会 

◆ 豊 中 市 11月 19日(火) 

会場：豊中市千里文化センター(コラボ) 

   大阪メトロ千里中央駅 

◆ 吹 田 市 11月 20日(水) 

会場: 「大阪シティアカデミー貸会議室」 

    JR吹田駅前 吹田さんくす１番館４階 

◆東 大 阪 市 11月 20日(水 

会場：「ハリーえいわ」近鉄・JR河内永和駅前 

10：00～11：30 ご注意下さい！ 

◆ 大 阪 市 11月 21日(木) 

会場：大阪市立総合生涯学習センター研修室 

       大阪駅前第 2 ビル 5 階 

午前の部１０:００～１１：３０  

午後の部１４:００～１５：３０ 

◆ 枚 方 市 11月 23日(土) 

   会場:「ラポールひらかた 4 階」 京阪枚方市駅前 

◆ 堺 市   11月 23日(土) 

  会場:「東洋ビル 4 階 7 号室」 南海高野線堺東駅前 

◆ 大 阪 市 11月 29日(金)  

11月 30日(土)  

会場：「大阪市教育会館(アネックスパル法円坂)7 階」 

    

＊ 開始/終了 14:00～15:30 ですが、東大阪市は 

10時より、大阪駅前は午前、午後の２回行います。    

＊お友達、知り合いの方に是非おすすめください。 

「講座説明会」のご案内 

２０２０年度 受講生募集 が始まりました 

コーダイ「オープンキャンパス」 

第 1回 10月 16日(水)、第 2回 10月 24日(木),

及び 10月 29日(火)英語関係を開催しました。      

（○教室見学  ○講座相談会） 
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募  集  科  目 (分 野 別)  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
<募集受付>令和元年 10月 1日(月）～12月 6日(金）午後 3 時まで 
 

◆お申込みは､持参・郵送・HP、お問合せ時間(月～金）10時～17時 
認定 NPO法人大阪府高齢者大学校 募集委員会 
〒540－0006大阪市中央区法円坂 1－1－35大阪市教育会館 

(アネックスパル法円坂)内   ☎06－6360－4400  

              HP:https://osaka-koudai.or.jp 
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校 友 会 報 告                   会長 砂畑 仁之 

高大同窓会推進協議会、SA 連絡協議会、SA ネット大阪、生涯スポーツディレクターの会、子ども教室、

国際ハーモニーシ―合唱団、オカリナクラブ、相撲観戦クラブ、の８団体

が校友会の構成団体です。（通称団体名で記載） 

「同窓会」は、大阪府下 8地区の組織で、各地区それぞれの特色を活かし、

各種イベント、日帰り旅行、各クラブの多彩な活動活動を行っています。 

「ＳＡ連協」は、20地区で、歌体操、オモチャ作り等、各地区で活動して

います。 「ＳＡネット大阪」は、国際交流に力を入れており、留学生就活

支援活動等を行っています。 

「生涯スポーツディレクターの会」は、国のスポーツ庁からの依頼で、中学生の部活推進の指導や、各種

のスポーツ活動を推進しています。また、「子ども教室」は、写真添付の通り、各地で、おりそめ教室や、

スライム、科学教室など、子ども達に大好評で、休む間もない活動を行っています。 

「国際ハーモニーシ―合唱団」も、各地で活動しています。 

「オカリナクラブ」は、老人会や施設などのあちらこちらの慰問活動、南大阪オカリナフェスタなどで活

躍しています。また、「相撲観戦クラブ」は、（公財）日本相撲協会との提携で、3 月大阪場所の切符が直接

販売できるのと、相撲部屋の稽古見学もでき、喜ばれています。 

このように、受講生の皆さん、修了生の皆さんにとって気軽に参加いただけ、

いろんな多岐に渡る活動にも取り組んで頂ける組織づくりをしています。 

校友会には、いろんなメロディがあります。いずれかの団体に参加して、 

あなたも心のピアノを弾いてみませんか？ 

 

    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 

 皆様、秋と言えば何を思い浮かべられるでしょうか？芸術の秋、スポーツの秋、旅行の秋、読書の秋、収

穫の秋、食欲の秋、お酒もいいなぁ、思い浮かべれば何でもありですね。高大も 10 月のジョイフルゲーム

ズ、11 月 28 日のコーダイフェスタとスポーツ・芸術の収穫祭が続きます。 

高大同窓会推進協議会もそれぞれに参加して、日ごろの成果を受講生の皆様に披露しています。 

また、受講生の皆様もそのまま同窓会会員になれますし、現に大勢の方が受講

生兼同窓会会員で色々な場面で活躍されています。 

8つの同窓会（東部・北部・南部・枚方・八尾・東淀川・旭区・大阪）は、

歴史も異なればカラーもそれぞれ違います。お住まいと関係なく、どの地域の

同窓会にも入会可能です。もちろんイベント・クラブ活動等にも相互乗り入れ

も可能です。是非この機会にご入会頂き、大いに活動の場を広げましょう。  

 受講生の皆様の新しい力をお待ちしています。 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1488346845/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTUucGltZy5qcC8wMDAvNzA2LzY5NS8xLzcwNjY5NS5qcGc-/RS=^ADBo_JiS0U164azZ6H1AvCVITateBg-;_ylt=A2RCAwxdDbVYVUgAwhCU3uV7
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「家庭園芸を楽しむ科」 

 

 住之江公園という素晴らしい環境の中で、野菜・花・果樹 そして樹木の剪定など、講義と実習で分かり

易く楽しく学べるクラスです。  

午前中の講義ではテキスト等で詳細に栽培方法を学び、午後のクラスミーテ

ィングの時間に実習で実践します。    

 

野菜作りは、約 350 ㎡の圃場でナス、トマト、キュウリなどの夏野菜からダ

イコン、ハクサイ、キャベツなどの秋冬野菜、そしてサツマイモ、年度またぎ

のタマネギ、ジャガイモなど沢山の野菜栽培が体験できます。     

「サツマイモの収穫祭」では、近隣の幼稚園児を招待しての楽しい交流や、「タ

マネギ･ジャガイモの収穫祭」では、OB･OGを招待しての交流会等、高大では珍

しい修了後の楽しみがあります。 

 

植物学では、四季折々の花やハーブ、観葉植物の育て方や殖やし方などそれぞれ専門の先生方から学べま

す。 また、樹木学では住之江公園内の実物の樹木を使っての剪定実習があり、公園管理ボランティアを兼

ねて剪定技術などが習得できます。 楽しいですよ！                      (CD：神邉 昌明) 

 

 

「日本の京（みやこ）探訪科」 

 

「日本の京(みやこ)探訪科」は、飛鳥時代から平安時代までの主な京（みやこ） 

を座学で学び、それから現地を探訪します。 

 

 探訪では、現地での寺院、博物館や資料館等も見学し、当時の遺物や遺構 

などを見て京の‘今’を探ります。 そこから京の貴族や庶民の生活、そして 

思想なども垣間見る事が出来ます。 

 京が形つくられる前の纏向遺跡や飛鳥京・大津京・藤原京・平城京・平安京 

など、それぞれの時代の京へご案内いたします。 

  

また「日本の京（みやこ）探訪科」は、色々なことを体験する科です。 

古代の丸瓦を、粘土をこねて作り、野焼きで焼成し、最後にそれを拓本にとります。 

 私たちの生活の中に、古代から伝わり残っている言葉や生活習慣があり、それを 

知れば驚かれることでしょう。 

 この講座は、体験する講座です。目で見て、手足を使い、頭と体で感じていただきます。 

（CD：藤坂 和雄） 
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「基礎から学ぶ美術科」 

 

基礎から学ぶ美術科では絵を描く為の色んなテーマを体験しながら、絵の勉強をします。 

そのヒトこまを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（CD：山中 貴良） 

 

「シニアの健康と医療を易しく学ぶ科」            

 

当科は「いつまでも心身の健康を維持したい」との願いをかなえるためのクラスです。 

講義の内容は健康維持に関するあらゆる分野の内容が盛り込ま 

れており、特に正しい姿勢での歩き方（ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｳｵｰｷﾝｸﾞ）を 

体験習得できる話題性のある講座です。 

日常生活の健康に関係する自分自身の身近な問題をテーマに 

して易しく解説して頂き、目から鱗の落ちる話も沢山聴くこと 

ができます。 

受講生の皆さんからは月曜日が来るのが待ち遠しいとの好評 

を得ております。 いつまでも「活き活きシニアを目指したい」 

方は是非来年度受講して下さい。 お待ちしております。 

  

 

 

 

 

 

「食物栄養学」講義風景      「ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｳｵｰｷﾝｸﾞ」練習風景                    （CD：今中 道雄) 

校外に出て写生 

 

クロッキー 

先生をモデルにクロッキーに

挑戦している写真です。 

思うように描けないのですが

まずはチャレンジあるのみ。 

中之島公会堂の前で写生をしています。 一人では外に

出ての写生は恥ずかしくて、なかなか出来ないのですが、

クラスの皆と写生するのであれば恥ずかしくなく、楽しい

時間になります。 

校外での写生はとても気持ちの良いものです。 

世界に 1つだけの絵の完成です。 

クロッキーは短い時間

でする写生です。 

今回は 10分から 20分

でチャレンジしました。 

＜ 講 義 テ－ マ＞ 

区 分 内   容 

心 
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力の培い方 

・ｽﾄﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ（解消法） 

食生活 

・食物栄養学・食の安全性 

・健康食品（ｽｰﾊﾟｰﾌｰﾄﾞ､ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ） 

・生活習慣病を予防する食生活 

運 動 ・ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｳｵｰｷﾝｸﾞ ･ｴｸｻｻｲｽﾞ 

身 体 
･スポーツと病気 

・加齢に伴う変化 

医 療 

・漢方薬  

・歯の健康と介護予防 

・膝の話 ・骨粗鬆症と腰痛 

・統合医療、再生医療について 
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「高槻・北摂校」が開校します            理事長  北田 一誠 

大阪府民カレッジ（OFC）は令和 2年度には大阪府下高槻市を中心とした「高槻・北摂校」開校をします。

OFC は平成 28年度に東大阪市に開校以来各市町に拡大し、現在 10市町に 10校の開校となります。 

姉妹校大阪区民カレッジは大阪市内に 7 校開校しており、地域密着カレッジ全体では 17校、 受講生は当

初の 77 名から 700 名へ増加します。 そして、各地域で新たなカレッジ設立の希望も寄せられており、志

を同じくする方々と共に支援してまいります。 

 

少子超高齢化社会が進む中で、私たちが健康で、より地域で活動することが求められています。 

本カレッジは仲間とともに地域活動を楽しく学び、自ら持つ経験、知恵、その豊かさを地元地域のために活

かし、自らの健康づくり、生きがいづくりの充実を図ります。 

 カリキュラムの満足度が高く、受講料、授業日数が手ごろで、また、会場は交通

至便の所に開校しており、気軽に受講できるカレッジとして知名度も上がっており

ます。 

私たちの大好きなまちを仲間とともに一緒に盛り上げていきましょう。 

 

 

 

 

教務曜日部長 角田 史朗 

講師交流会が 10 月 9 日に先生約 70 名のご出席の下、なにわの宮ホールで開催されました。 

各クラスＣＤさん、事務局スタッフも合わせて 130 名余の会になりました。 

今回は先生方に 4 項目について事前にアンケートをお願いし、150 名の方々から回答を頂きました。 

 

冒頭の和田理事長の挨拶では、OKALS－V についての説明、ボランティアによる日本有数の学習機関で

あること、高齢者の活性化へ向けての波を起こすことへの意欲が表明され、さらに行動の牽引としてカリキ

ュラム・先生・ＣＤの重要性を強調。また、将来の夢を描くことの必要性にも言及。最後に、体制の再構築

と有望事業への挑戦、コーダイグループの一体化構想で話を締め括りました。 

引続き、小野教育部門長よりアンケート結果の項目別概要説明

があり、先生方の高大への思いの一端を共有。 

 

全体会合の後は、曜日別に分かれ、ＣＤさんも出席し先生との

懇談会。各先生方からより具体的なご意見が出され、新しい高大

へ向けての指針となるべきものが示されました。 

最後に、なにわの宮ホテルで先生・ＣＤ・スタッフ合計 110 名

による懇親会、先生同士の交流で大いに盛り上がり、講師交流会を終えることができました。 
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2019 年度 ジョイフルゲームズ 

高齢者大学校の秋のイベント「2019 年度ジョイフルゲームズ」大会が 10 月 11 日（金）丸善インテック

アリーナ大阪にて開催されました。台風 19 号の接近で開催を危ぶむ声もありましたが、高大受講生及び関

係校の皆さんの思いが一つになり、無事かつ、盛大に行うことが出来ました。 

 

当日は、3つの競技（ゲーム）と並行して体力測定・被災地支援物産販売を行いました。特に体力測定は、

初めて大阪体育大学に測定指導等の協力を得て正確な自己体力を把握出来たのではないでしょうか。物産

販売店も早々に完売しました。 

 

最後は“河内音頭”で威勢よく踊り、締めることが出来ました。 ここ迄ジョイフルゲームズの準備に携

わって頂いた方々のご協力で、大きな事故もなく終了できたことに安堵しています。 

この勢いと熱気を「コ―ダイフェスタ」11月 28日（木）へ繋げて行きたいと願っています。 

本当にお疲れ様でした。                         JOY 実行委員長 井本 弘嗣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸善インテックアリーナ大阪 

ラダーゲッター 
体 力 測 定 

河 内 音 頭 バスケシュート 

ヒット だ・ターゲット 
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東日本被災地ボランティア交流会 

 
今年は今までの被災地支援ボランティアツアー（被災地見学ツアー）

と違って、宮城県南三陸町地域住民の方々との交流に集約してのボラン

ティアツアーでした。 

 

南三陸町は私たちにも記憶にある防災庁舎。無残にも鉄骨だけを残

し、最後まで「早く高台まで逃げて」と避難放送をしつづけた女性をは

じめ、多くの人々や大切な物の全てを津波で失ったところです。 

震度 6、20ｍ以上の津波で死者・行方不明者 840名、地域全体の 65％

が流失などの建物被害を受けた地域が、未だ仮設入居者がいるものの、人口 75％、世帯数 85％まで回復。 

 

地域外・県外への流出をくい止め復興への歩みと熱い思いを町長はじめ、社会福祉協議会の方、地域語り

部の方、地域復興協議会の方々からお聞きしました。又、志津川湾観光遊覧で海から南三陸町を視ました。 

そして、今回のメインイベントは地元住民の方々との交流会、50 名弱の皆さんが待っていてくださいま

した。まるでお隣のご近所さんという感じで、自己紹介やたわいないおしゃ

べりをしながら、あっという間に時間が過ぎていきました。 

 

南三陸町復興 10年計画も終盤。「海とともに生きる南三陸」というキャッ

チフレーズの元防災庁舎の屋上のアンテナに必死にしがみついて助かった

町長を筆頭に、繋がりなくして再建できずと震災直後から避難先を訪れ合い、

町民が一丸となって町の再建を推し進めてきた行動力や組織力を学ぶと共

に感服しました。 

 

 海上から南三陸町を見て、又海抜 22 メールの位置に立ってみて、志津川湾の海水が海底の見えるほど引

き、それが一気に襲ってくるというまさしく想定できないようなことが実際にあったという自然の力。想定

外どころか、あり得ないと思うことが実際にあったという事実を想像・恐ろしさを体感できたことは改めて

「百聞は一見に如かず」でした。 

  

「（東北を）忘れないで！」という言葉が心に残り、私は震災直後から毎年何らかの形で被災地に出向く

ようにしています。毎回 実際 現地で聞き、見ることで勉強になります。 

以前に女川の町長が原風景を壊したくないと言われたのですが 自然や故郷のみならず、ここ南三陸町も

人と人の原風景を取り戻そうと未来に繋ぐ老若男女のエネルギ―を感じるツアーでした。 

                         記：歌を愛し歌を楽しむ科 福永 和代 

 

追伸：南三陸町の方も、自分たちも悲しく苦しかったけれど、福島の方たちはもっと気の毒だ 

   自分たちはこの空気・この故郷に戻れた・・と。何もできないけれど 気になりますね！ 

   交流会で交わした言葉です。  私も同感ですが言葉が出ませんでした。 
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夏期英語特別講座 3日間コース、 

Hello ENGLISH！『もっと話そう英会話を！』 

トライアル講座で 8/21-23 ＆ 追加講座 8/26-28 を盛況で終了しました。各クラスとも満員で英会話科

現役生以外の方にも参加頂き大変反響のでた企画でした。 

 

講師とミーテイングを重ねて curriculumを充実 ①もっと smooth ②もっと speedyとのワンランク上の

学習狙いで、Hard＆ソフトな内容を組み合わせ、段階的にレベルアップさせていく方向でしたが、参加者全

員の向学心が素晴らしく、Senior の意欲は本当に誰にも負けない！ を実感。熱心さに頭が下がる思いがし

た 6 日間でした。いまやコーダイ英語科が 5 科もありますが、インバウンドのガイド必要性に加え、それ以

上に英語への熱意も高まっています。  

 

Hearing の充実、受講生にとって消化不良的な要素解消のサポートが

できたらと今回の企画に至り、又これからも可能な範囲で継続出来たら

と思います。 

マットカーンズ先生には一味違う講師力で頑張って頂き、 

① hard だったがレベルアップできたと思う。  

② 楽しい有意義な授業であった。 ③ 丁寧な教えかたで解りやすかった等 etc,,,   

アンケートや後日頂いたメール等には圧倒的に次回を望む声があり満足度が伺えました。 （記：大﨏綾子）       

（挿絵はマット先生手製の curriculum 表紙の一部）               

 

 

夏期特別講座 江本講師直伝楽しいボイストレーニング    

年をとると声がかすれる、こもる、滑舌が悪くなる…等々、声の悩みを訴える人が多くなります。 

そこで今年 8月、コーダイ初めての試みとして、アンチエイジングボイストレーニングの短期特別講座を

4日間にわたり開催しました（別に追加講座を 1回実施）。 

 講師はコーダイの人気講座「ボイストレーニングを楽しむ科」の江本あきこ先生。4日間すべて参加され

た方も、1 日だけの参加の方も、腹式呼吸や姿勢矯正等を教わった

後は、驚くほど声が出るようになったと満足されていました。 

 

今回の特別講座は通常のコーダイの講義とは異なり、会場も淀屋

橋にある 「クラシック音楽サロン」と「中央公会堂」を 2日間ずつ

使用し、優雅な雰囲気の中で、ボイストレーングを学びながら音楽

を楽しんでいただけるように企画しました。特に、講義後の江本先

生のミニコンサート（美味しいケーキとドリンク付き）は、先生の

素晴らしい歌声を間近に聴くことが出来た至福の時間でした。 

 

講座終了後は、「今後もこのような短期特別講座を定期的に企画して欲しい」との声も多くいただき、 

アンチエイジングボイストレーニングの大切さを改めて認識した次第です。           （記：野村尚子） 

 

（サロンでの講義風景） 
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2019 年度 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！> 

2019 年 8月 4日（日）【10 時～15時 30分】 大阪市立天王寺区民センターにて、

子ども科学フェスティバルが開催されました。 

猛暑の中にも拘らず、子ども達が楽しみに待っていたのか、開場前から長い行列

が出来ていました。子ども達,父兄など約 1,500名の来場で、大変盛り上がった一

日になりました。 

会場 2 階・実験教室で（午前・午後で 6 プログラム）1階ホールの科学もの作り

体験ブースでは、色々な科学工作、感動体験・不思議体験などで、一日中子どもたちの驚きの声、笑い声、

歓声などが響き渡っていました。普段できないことを “みて〟“ふれて〟体験したことは子供たちにとっ

て大変貴重な１日になったことでしょう！ 来年も又、子ども達の笑顔を見たいですね！   

 

 

 

 

 

(記：菅野 寿人) 

 

法円坂子どもプラザ・パソコン体験講座 

大阪電気通信大学との交流講座が、8月 20日（火）

21日（水）22日（木）各日同じ内容で行われました。            

小学生を対象に大学生と一緒に Scratch（スクラッチ）を使

って「プログラミングに挑戦！」ゲームを作ってみようという

内容で「モグラたたき・サメよけ」ゲームが完成しました。 

子供たちの感想は「分かりやすかった、楽しかった、また来たい」が多く、電通大生は「小学生に教え

る楽しさや難しさを経験できた、緊張したが達成感が得られた、伝えることの難しさや大変さを学んだ」

など有意義な時間を過ごせました。                    （情報管理部門：尾﨑） 

 

祝  
内閣府から「エイジレスライフ実践者」として推奨 

されました。 

9 月 20 日（金）、６Ｆ会議室において内閣府特命担当大臣から

贈られる「エイジレス章」の伝達式が行われ、和田理事長から表

彰状及び楯を代理授与されました。 

詳しくは、2019.09.11［内閣府 HP］を参照して下さい。 

  https://www8.cao.go.jp/kourei/kou-kei/age_list_all.htm 

 

 

西村征雄さん・棚原安子さん 

おめでとうございます！！ 

記：野村 孝子 
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【奈良市高畑町にて】  柳生街道の入口、土塀や石垣のある古い町並みが展開する。 

昨年、入江泰吉記念館に行く途中出逢ったお婆さん。 

「お婆さんと土塀」、これは良いと思いお婆さんに

声掛け、快く了解を得た。  お婆さんからは 

「奇麗に撮ってや！写真送ってや！」と、 

後日お婆さんに送ったところお礼の手紙が！ 

今年 5 月にも入江泰吉記念館に行きました。なんと

お婆さんと逢うことができました。 

90 歳を超えておられますがお元気な様子。昨年高大に入学し写真を始めたばかり。お婆さんの姿を 

見て、私も頑張って良い写真が取れるよう勉強しようと力づけられました。                 

 

 

高大カメラ芸術科の１期生。  

カメラ科で知り合った仲間たちと冬の五箇山へ。 

 雪がやみ、満月に照らされ青く光る雪原。そして始まる月食。 

ロマンテック･･･💛と感じる間もなく、寒さを忘れて撮影しました。 

      （記：IT・デジタルフォトアート科 筒井 利枝子） 

  

 

 

秋、外に出る最適の季節です。高大からの帰り道、クラスの仲間と連れだって、 

   高大周辺をブラ歩きしてみませんか。今回は高大から北西、淀屋橋までの歴史探訪をご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(記：IT・デジタルフォトアート小泉 好司 ）                 
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青春 18 切符とは？ 
「1 日 2410 円」でどこまで行けるか！ 

 

「青春 18きっぷ」とは、日本全国の JR線の普通・快速列車の普通車自由席及び、BRT（バス高速輸送システ

ム）、JR 西日本宮島フェリーに 1 日乗り放題で、自由に乗り降りができるきっぷです。年齢制限は一切なく、

誰でも購入・利用することができます。 

基本情報 

・発売額は 12050円で、5回（日）分で１セッになっています。よって、1日分（1回分）が 2410円。

これで JR全線の普通列車の普通車自由席が 1日乗り降り自由になります。 

例：1人で日帰り旅行．．． 1回分を使用  

1人で 2泊 3日旅行．．．3回分を使用  

2人で 1泊 2日旅行．．．4回分を使用） 

・利用期間： 春期： 3月 1日～4 月 10日  

夏期：7月 20 日～9月 10 日  

冬期：12月 10日～1月 10日 

・有効期限：基本的に 1日とは「0:00～24:00」なのですが、日付をまたぐ列車の乗っている場合は

「0時」を過ぎて最初に停車する駅」まで有効となります。 

(2019-2020年冬季分より値上げになりました。) 

実例コース①大阪～浜松 乗車時間：(往)4：29 (復)4：22 （通常運賃：片道 5,080円） 

浜松にて、約 4時間滞在。うな丼の昼食を食べ、浜松城、浜松音楽博物館などが観光出来ます。 

 

行き：大阪発 8:30～JR東海道山陽本線・新快速 近江塩津行～米原着 9:55／発 10:00 

 ～JR東海道本線・大垣行～大垣着 10:32／発 10:41～JR東海道本線・新快速 豊橋 

行～豊橋着 12:09／発 12:24～JR東海道本線・浜松行～浜松着 12:59 

 

帰り：浜松発 16:20～JR東海道・豊橋行～豊橋着 16:56／発 17:01～JR東海道本線・新

快速 米原行～米原着 19:09／発 19:18～JR 東海道山陽本線・新快速 姫路行～

大阪着 20:42 

 

 

実例コース②  大阪～備中高梁 乗車時間：(往)4：13 (復)3：32 （通常運賃：片道 4,000円） 

備中の小京都と呼ばれる「高梁」。備中松山城、美観地区、高梁川沿いの散策は如何ですか？ 

 

行き：大阪発 9:00～JR東海道山陽本線・新快速 姫路行～姫路着 10:05／発 10:09～ 

 JR山陽本線・播州赤穂行～相生着 10:40／発 10:42～JR山陽本線・福山行～岡山 

着 12:01／発 12:18～JR伯備線・備中高梁行～備中高梁着 13:13 

 

帰り：備中高梁発 16:56～JR 伯備線・姫路行～姫路着 19:25／発 19:26～JR東海道山陽 

  本線・新快 長浜行～大阪着 20:28 

 

 

(2019 年度) 

＊ 実例コースは 2019年度・夏期利用 
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令和元年 第 2回川柳の広場。  

今回も 53 名の方に応募して頂きました。ありがとう

ございました。 

初めて投句された方も 10数名おられたのに前回と同じ 53名、決して応募者数を制限している訳では 

ないのです。でも確実に投句人口が増えたという事ですね。 感謝！ 

 今回の選句はコーダイなにわの宮会と 10月 11日のジョイフルゲームズの会場でゲーム観戦中の所、 

無理やりお邪魔して 20名近い人に選句して頂きました。ご協力ありがとうございました。 

 第 2 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 「声（ボイス）」 

特選    のどあめをなめて元気にうた唱う 

（世界遺産を楽しく学ぶ科・福田 静香） 

 

準特選（１） 母の声聞きたくて繰る古日記 

（文芸を楽しく学ぶ科・山本 典子） 

 

準特選（２） 声出して読める漢字なぜ書けぬ 

（歴史学古代科・岩元 一美） 

 

 

２・お題 「未 来」 

特選   明日がある明るく言えたときもあり 

（日本文学の良さを楽しむ科・齊藤 保夫） 

 

準特選（１）囲碁将棋みな AIが勝つ未来 

（家族と社会に役立つ 

サポートデザイン科・吉橋 誠） 

準特選（２）お年玉キャッシュレス化でスマホから 

（文芸を楽しく学ぶ科・竹田 隆一）

特選の２句は何気ない句ですが、誰でもが共感できる明るくテンポいい句なので選ばれたのでしょう。 

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。  （なにわの宮会 川柳担当 藤本） 

2019年 11月・12 月    行 事 予 定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年もあとわずか。 台風、豪雨、水害と自然災害の多かった年になりそうです。 

これは地球温暖化の影響でしょうか。 常に私たちは危機意識をもって過ごさなければな

らない時代になりました。 コーダイでは来年度の受講生募集がすでに始まっています。 

元気に、楽しく、安全に！ また新たな第一歩を踏み出しましょう。  広報部一同 

月 日 曜日 時　間 イ ベ ン ト 名 場　所 内　容 定員 参加条件

14 木 １４：００～１６：００ 　小和田哲男 市民公開講座 大阪市歴史博物館 戦国武将の条件 ２５０名 500円

15 金 １４：３０～１７：００ 　KOUDAI-AWARD 大阪市教員会館 審査発表・表彰式 無料

16 土 １０：００～１６：００ 　メ イ ク ア ッ プ 梅田センタービル16階 自分でメイク ２０名 3000円

16 土 １０：００～１２：００ 　伝統文化親子体験教室 大阪市教員会館 からくり工作 １５組 全1000円

28 木 １０：００～１５：００ 　伝統文化親子体験教室発表会 豊中市立文化芸術センター 作品展示 無料

6 金 　受講生募集 締め切り 大阪市教育会館 ２０２０年　受講生募集

8 日 １０：００～１７：００ 　第11回 なにわなんでも大阪検定試験 大阪市教育会館　会議室 初級・上級 ３０名 受験料

9～13 月 　抽選会（９日）合格者発表（１２∼１３日） 大阪市教育会館 ２０２０年　受講生募集

14 土 １０：００～１２：１０ 　法円坂子どもプラザ 大阪市教育会館 科学ともの作り体験型教室 各４0名 全4000円

14～15 １０：００～１６：００ 　シニア語学ガイドの募集 大阪市教員会館　会議室 600分講座受講・面接・合否 ５０名 無料

　小澤聖子×山田愛子ジョイント 淀屋橋

　　　　　　　　クリスマスコンサート      サロン・ドゥ・アバェンス

28 木 １０：００～１５：００ 　コ ー ダ イ フ ェ ス タ 豊中市立文化芸術センター 展示・模擬店・演芸・被災支援 無料

日時・場所は ３頁の「講座説明会」案内 をご参照ください

11

12

４０名 4000円

19～30 　2020年度　講座説明（相談）会

１３：００～１５：００23 月 ワンドリンク、ワンプレート料理
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