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令和元年度 卒業式 修了式

令和 2 年度 入学式 再開

おめでとう

令和２年度富良野市ことぶき大学が７月２９日水曜日に再開しまし
た。皆さん大変元気で本当に嬉しかったです。
三密を避け校歌斉唱と体操なしの短時間での再開日ではありましたが
が、令和元年度の卒業並びに修了証書をお渡しすることができました。
マスク姿の授与式です。きっと思い出深いものになりますね。
また、８月５日水曜日１０時から本科卒業の武内昭子さん、研究生修
了の岡田博子さん、藤野良昭さんが来館され、応接室にて高田校長から
卒業並びに修了証書授与され、その後思い出の映像を見るとともに少しの時間でしたが近
況報告などお話することができました。
5 か月遅れではありましたが、ようやく令和２年度がスタートすることができました。
切り絵クラブの皆さんのへそ丸くんの作品もとても良かったですね。
新型コロナウイルス感染拡大が全国的に広がっています。GO TO トラベ
ル、夏休み、お盆帰省等々ウイルスとの共存の道を歩み出したのですから見え
ないものへの不安から逃れることはできません。
高齢者の私たちは如何に生きるべきか。どれだけの三密や不要不急の外出を
避けての生活ができるのか、マスク着用、適度な運動で体を温めること、睡眠時間をしっ
かりとること、きちんと栄養をとる事、そしてことぶき大学でしっかりと「コミュニケー
ション」と「知的好奇心」を育てることが私たちの新しい生活の「基本」とならなくては
いけないと思っています。何も難しいことではないはずです。生きる上での基盤がしっか
りしていれば心配はいりません。
再開日には、自治会役員さんと早く来校された方々にテーブルと椅子の除菌をしていた
だきました。
これからの学習日には、当番学年の方が中心となりこ
の除菌作業をすることになりますが各学年の使用教室に
つきましても昼食時になるかとは思いますが、除菌スプ
レーをお渡ししますので忘れずに除菌作業をお願いしま
す。
また、ソーシャルディスタンスをしっかり守って昼食をされますようテーブルの配置も
1 テーブルにお一人とし、部屋の換気も小まめに行ってください。
皆さん方のご協力をお願いいたします。

TODAY’Ｓ

Schedule

次回 26 日、前期分の自治会費を徴収します。
前期分２、０００円ですのでよろしくお願いしま
す。（富良野校自治会より）
８時 45 分 当番学年登校（本科１年・本科２年）
会場設営・除菌・換気
９時 15 分♢朝のつどい
校歌を聴きます。ラジオ体操は中止です。
10 時 00 分♢クラブ学習・同好会活動の確認
連絡網・学習計画について説明
パークゴルフ交流会のチーム分け
映画上映に係っての説明（ここまで早めに
終われば 11 時前に映画上映をしたいと思
います）
11 時 00 分♢源氏物語を学ぶにあたって
映画鑑賞会 1 部
12 時 00 分♢昼食・休憩
13 時 00 分♢映画鑑賞会２部
14 時 50 分♢解散・後片付け
同好会打合せ（予定）
自治会全役員会の開催（２Ｆ第一会議室）

本日は、クラブ学習や同好会活動、
そして、これからの学習についての概
要や準備についてお話します。
特に、今年度は新型コロナウイルス
感染防止に伴い、山部校との合同学習
が少ない状況にありますが、できる範
囲での交流を考えています。
その１回目が９月２日（水）開催の
パークゴルフ大会です。山部の太陽の
里パークゴルフ会場で行われるます
が、コミュニケーションの一環ですの
でみんなで運動したいと思います。初
心者の方でも楽しく交流できます。も
し道具がない方でも貸出が可能です
ので、各学年に参加者名簿をお配りし
ましたのでご記入ください。
なお、本日チーム編成もしたいと思
いますのでよろしくお願いします。
編成につきましては、パークゴルフ
同好会の皆さんのご協力をお願いし
ます。

源 氏 物 語 の世 界
昨年は太宰治、一昨年は宮沢賢治、その前は夏目漱石、三浦綾子、そして
令和 2 年度は「源氏物語」です。
時は一千年前の平安時代。平安時代ってどんな時代だったのでしょうか。
どんな言葉で会話をしていたのでしょうか。衣・食・住はどうだったのでしょうか。
世界３０カ国以上の国で翻訳されている源氏物語。日本人であれば、誰もが知っている
だろう源氏物語のはずですが……
さて、ことぶき大学の皆さんにはどこからスタートしたらよいのか、とても迷っていま
したが長編です。長編といっても計算してみますと、ここにある文庫本で換算すると、何
と約１７００ページになりました。結構ですね。
最初は第 1 帖「桐壺」のみを取り上げてと思いましたが、時代背景や作者の紫式部、そ
して平安時代の生活一般（貴族ですが…）に関する全体像＝「イメージ」が欲しいと思っ
ていたところ吉永小百合＝紫式部という映像資料に出会いました。
源氏物語のスタートはこの作者、紫式部＝吉永小百合でスタートしたい思っています。
原作も長編ですから映像も長編です。午前と午後に分けて大ホールで視聴します。

大ホールの座席
大ホールの座席表です。新型コロ
ナウイルス感染防止に係わりソーシ
ャルディスタンスを守っての配置と
いうことです。
緑色の座席をご利用ください。
最前列は見えずらいのかも知れま
せんので前２列目から座ってくださ
い。座席は自由です。
２時間半ですので、昼食休憩を挟
んで２部構成で視聴します。

（追記）
春はあけぼの ようよう白くなりゆく 山際は少し明かりて 紫だちたる 雲の細くたなびきたる

夏 は夜 月 のころはさらなり 闇 もなほ 蛍 の多 く飛 びちがひたる
また ただ一 つ二 つなど ほのかにうち光 て行 くもをかし
雨 など降 るもをかし
ご存じ「枕草子」です。作家の清少納言は紫式部と同時代
に活躍した女流作家の随筆文学です。映像にも出てきます。

Next

Schedule

次回は、社会福祉協議会の桝竹さんによる講
座を開きます。
本日と９月３０日（水）の２回の講座です。
新型コロナウイルス感染防止対策での３密や
不要不急の外出を避けてのこの５か月でもあり

朝の内に学年ごとまとめて納入ください。

ました。
運動不足で「コロナ太り」という方ももしかし

8 時 45 分 本科３年当番

ていらっしゃるのかも知れません。（失礼です

9 時 15 分 朝の集い
校歌視聴

ね）

10 時 00 分 講座
ちょっとだけ体を動かしますの
で、スポーティな服装がいいと思
います。

コロナウイルス感染に対応するための、心と
体の健康方法をしっかりと学びましょう。
少しずつ、体を動かしながら、体調を整えてい
きましょう。

12 時 00 分 昼休み・休憩

午後は、源氏物語の第２回目です。お楽しみ

13 時 00 分 源氏物語 ②

に、なお、９月２日（水曜日）に開催の山部校と
の合同パークゴルフ交流会のチーム編成や日程

14 時 00 分 9 月２日の合同パークゴルフ
交流大会の準備について
14 時 50 分 終了 後片付け

等の確認をします。
初心者でも楽しめるパークゴルフですので楽
しみにしていてください。ただし、昼頃で終了と
なりますので昼食はいりません。

令和元年度卒業証書・修了証書授与
令和２年３月１８日に予定していました卒業・修了式を約５か月振りに行いました。
ことぶき大学の
皆さんはとても立
派です。三密、不要
不急の外出を控え
ることは勿論のこ
と、健康にはいろいろ気をつけての毎日だったようです。
ことぶき大学の学習日は年間約３２日ですが、同好会活動やボランティア活動などを含
めると多い方で年間５０日を越える方もい
らっしゃるかもしれません。
現役で仕事をしている方もいらっしゃい
ますし、趣味を広げるということでは、地
域のサークル活動に通われている方もおり
ますし、老人クラブや町内会活動、また各
種ボランティア活動で社会貢献をされている方も大勢いらっしゃることと思います。
富良野市ことぶき大学が目指す目標の中には、１自ら考える学習と行動
幸せより自ら築く幸せの学習

３自分たちの幸せを他の人々に広げる行動

２与えられた
４知識と経験

の交換による学習の４つがあります。

ことぶき大学で学ぶということは、より積極的にこれからの生き方を学ぶことになりま
すし、経験を活かしさらに地域社会への貢献者として地域を活性化させることになります。
８月５日（水）に集まっていただいた本科卒業生の武内さん、研究生修了された岡田さ
んと藤野さんもそれぞれサークル活動、ボランティア活動、町内会役員等で地域に貢献さ
れています。
与えられた人から与えられる人になることが私たち高齢者の使命であることに自覚と誇
りを持ちたいと思っています。武内さん、岡田さん、藤野さんにはいつでもことぶき大学
の門は開いていることをお伝えしました。学ぶことには何の制限もありません。

令和２年度富良野校本科１年生生
令和 2 年度は、ことぶき大学創立以来初めて
の休校、それも５か月もの長い期間でした。
今日は、お仕事で休まれた今村磨里子さん、そ
して堂向トメさんにとっても大変遅い入学とな
りました。学習計画も例年とは大きく異なります
が、その分新しい発見や出会いもたくさんありま
す。楽しみにしていてくださいね。

令和２年度富良野校本科２年生
本科２年生に進学した５名の皆さん、
今年もよろしくお願いします。本科１年
生のお二人を仲間に入れていただきま
す。
知的で探求心旺盛の本科２年生です。
いろいろなことに挑戦しましょう。事務
局も全面的に協力します。

令和２年度富良野校本科３年生
もう本科３年生ですか。今年も、ことぶき
大学のムードメーカー的存在となって、盛り
上げていただきたいと思っています。
それぞれとても個性的、それぞれ自己主張
をすることが本当の民主主義に繋がるもの
かも知れませんね。
今年も頑張りましょう…

令和２年度富良野校本科４年生
犬上さんの好奇心を頼もしい池田さんと
伊藤さんが盛り上げ支えている本科４年
生、本科４年、卒業学年を迎えました。
今年度は、学年別研究の時間は設定しま
せんが、考えるとしたらどんなテーマにな
るのでしょうか。皆さんお忙しいこととは
思いますがよろしくお願いします。

令和２年度富良野校大学院１年生
大学院に進学した３名の皆さん、武
内さんが卒業されて少し寂しくなりま
したが、自治会長の平澤さんがいらっ
しゃるので安心ですね。
９月の末の遠足について、今後具体
化していきたいと思っています…
新年度もよろしくお願いします。

令和２年度富良野校大学院２年生
大学院２年生ですか。ことぶき大学６
年目を迎えたということは、奥田係長と
私と同じですね。
早いですね。
今年もたくさんの思い出をつくりま
しょう…皆さんのことだから、もしかし
て、来年度の学年別研究の準備などして
いるかも！？

令和２年度富良野校研究生
令和２年度は新型コロナウイルス感染
防止のため運動会もありませんでした。
東山Ｖ７達成もお預けですね。
いつも明るく、元気で、健康的で、生
き生きしているお二人です。
人生を前向きに生きている姿は実にい
いですね。よろしくお願いします。

令和２年度富良野校第２研究生
スコップ三味線、マジックショー、こ
とぶき大学をリードしていただき感謝し
ています。岡田さんと藤野さんがいなく
て寂しいですが、今年は学年研究があり
ませんから心配はいりません。
同好会活動や新しいことぶき大学づく
りに向けてもご意見をください。

令和２年度富良野校第２研究生
予想をはるかに超えた新型コロナウイ
ルス感染ですが、最近は、予想外のことが
起きるのはそれほど珍しいことではなく
なりました。
さて、今さんを中心にそれぞれ自己主張
する女性が集まりました。
つらいことも、悲しいこともすべて経験
済み！これからの人生を最高に楽しまな
きゃ！！そうですよね。源五郎さん！！

８月に入り、蒸し暑い日も増えました。暑い夏が好きだから暑さはそれほ
ど感じないと思っていたのは私の間違いでした。実は、暑さを感じなくなっ
ていたということでした。鈍感だということですね。気をつけます……
先週、自動車の周りをトンボが悠々と飛んでいました。最近、トンボが増えたと思っ
ていたところでしたが、そのトンボがなんと「オニヤンマ」じゃありませんか。早速、用意
してあるチョウやトンボ専用の大網で捕獲しました。
静かに網を、飛んでいるトンボの高さに合わせます。トンボは何度も旋回しますので
無理のないところで網を合わせることになります。やさしく捕獲しないと羽根や体を痛
めることになります。静かに狙いを定めて「ふわっ」と捕獲です。
そのオニヤンマが右の写真です。
早速、妻が娘にメールしたところ、オニヤンマ科の「ルリボシヤンマ」
というのが正式のようです。大きさからいうと、少し小さいのかも知れま
せん。オニヤンマ科には多数の種類があるようです。
とてもきれいでした。よ～く観察したのちリリースしました。
しばらくすると、また自動車の周りを旋回していたので安心、これからの時期はミヤ
マカラスアゲハもどんどん羽化することですから…楽しみにしています。
朝のＮＨＫニュースの天気予報ではセミがジンジン鳴いていました。真夏の東京に
行きたいですね。東京で生活したことはありませんが、東京に行くと懐
かしさを感じます。古いものがたくさん残っているようです。田舎は逆に
新しくなっていくようにも感じています。
新型コロナウイルス感染がどこまでいつまで続くのでしょうか。
私たち人類に課せられた試練なのでしょうか。
物事の本質を見極めること、何が本当に大切なのかを見極めよと
ということのようにも思ったりしています。いろいろと考えてしまいます…

