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活動記録（１） 

• 10回の例会講演と、芸能クラブの講演、パネルディスカッショ
ンを実施。 

• 新しく３つのサークル活動を開始、合計24サークルへ 
– 合唱クラブ、 

– 私の健康法、 

– インターネット世界旅行、 

– カラオケサークルの中に、カラオケ研究会も設けた 

• 会計年度の変更 
– 4月から次年の3月までとし、新年会で会計報告はしないことにした。 

• 2月大雪、９～10月大型台風による活動の一部停止 

• 豪雨災害地へ、義援金を贈る（7月例会で募集） 

• ホームページの記事、毎月多数掲載 

 

 

 



例会講演 

月 演題 講師（敬称略） 

1月 「第五回新年会」 

2月 「福井県アイバンクの活動と移植医療への理解」 平澤ゆみ子  

3月 「映画館を愛して」 高橋 忠栄 

4月 「２０１８年福井はこう動く！」 議会議員 井ノ部航太。 

5月 「東日本大震災におけるボランティア活動について 後藤勇一 

6月 「災害から命を守るために」 福井防災士の会  飛田幸平  

7月 「福井県の観光について」  福井県観光営業部 江端誠一郎 

8月 「私たちの健康は私たちの手で」 食生活改善推進員 重久博子  

9月 「ポジティブなイキイキ！人間関係の捉え方Ｑ＆Ａ」 県教育委員会小・中学校委託 
カウンセラー 吉弘淳一 

10月 「薬についての話」 薬学博士 上坂征夫 

11月 芸能クラブ十一月公演 「絵姿婆女房」 劇団幸齢者 

12月 「パネルディスカッション いきいき会をさらに魅力的
にするには」 



  新サークル   
合唱クラブ誕生 

リーダは、小林久子さん 



新サークル 
私の健康法 

世話役  
寺岡顧問 

健康体操の 
トレーナーは、 
濱本たけ子さん 



新サークル  インターネット世界旅行 

インターネットに接続したパソコンで、ほぼ、世界中のどこにも出かけられる 



精密機械採点、90点以上を目指すカラオケ研究会 



35年ぶりの大雪で、サークル活動の中止も続いた。 



各地で 豪雨災害が発生。本会からも義援金を集め赤十字社に贈った。 





活動記録（2） 

• ホームページの記事、毎月多数掲載 

• 演芸クラブの劇団「幸齢者」は、活発に外部公演を行いまし
た。 

• 歴史を楽しむ会も、毎回充実した講演が行われました。 

• 会員の活躍がありました。 
– 鯖江市の狂歌募集で、濵田氏が最優良賞を受賞 

– 市美展ふくいで、井上氏の絵画が、奨励賞を受賞、吉岡が「小さい
絵の部門」でお気に入り大賞を受賞 

– 吉野氏の川柳が福井新聞の暮らしの川柳に掲載 

– 向川氏が、カラオケ大賞福井県代表選出大会に、予選を通って出場 

 

 

 

 







ホームページには、毎月多数の記事を掲載しました。 





易しい科学の話の配布資料が、ホームページには掲載されています。 



劇団 幸齢者  各地で公演（17回） 大好評 

   絵姿婆女房の一コマ 



年　月　日 時　　間 公演　ご依頼元 公　演　場　所 演　　　目

1 　３０．４．１２（木） 11:00～12:00 　坂井地区老人クラブ連合会 　坂井老人福祉センター 　三途の川の爺さん

2 　３０．６．１９（火） 13:30～15:30 　越前町老人クラブ連合会 　越前町地域福祉センター 　三途の川の爺さん

3 　３０．６．２１（木） 12:30～14:30 　美山地区高齢者 　美山町楽々亭 　三途の川の爺さん

4 　３０．７．２７（金） 13:30～15:00 　永平寺町老人クラブ 　永平寺開発センター 　絵姿婆女房

5 　３０．８．２２（水） 10:15～11:00 　湊地区社会福祉協議会 　湊公民館 　三途の川の爺さん

6 　３０．９．９（日） 10:00～11:00 　鯖江市敬老会 　嚮陽会館 　三途の川の爺さん

7 　３０．９．２２（土） 12:30～14:00 　三国町 新保地区敬老会 　新保コミュ二ティセンター 　三途の川の爺さん

8 　３０．９．２５（火） 14:00～15:30 　いきいき生協 　県民生協岡保きらめきホール 　三途の川の爺さん

9 　３０．９．２７（木） 13:30～14:30 　清水町ディサービス 　高齢者福祉センター 　だんまり比べ

10 　３０．１０．１８（木） 13:30～15:30 　美山地区高齢者 　美山公民館 　もう一つの手紙

11 　３０．１１．４（日） 12:30～14:30 　一光地区高齢者　 　下一光公民館 　もう一つの手紙

12 　３０．１１．２３（金）
10:30～12:00
12:30～13:30

　大野市社会福祉協議会
ひとり暮らし老人会

　多田記念大野有終会館
結とぴあ

　絵姿婆女房・
だんまり比べ

13 　３０．１１．２９（木） 13:00～14:00 　福井いきいき会　例会 　アオッサ　７F 　絵姿婆女房

14 　３０．１２．７（金） 10::00～11:30 　中藤大学　年忘れ会 　中藤島公民館 　絵姿婆女房

15 　３１．１．１０（木） 10:00～11:３０ 　社南えもり学級 　社南公民館 　三途の川の爺さん　

16 　３１．１．１１（金） 10:30～12:00　　 　安居ふるさと大学 　安居公民館 　三途の川の爺さん　

平成３０年度　　芸能倶楽部　劇団 「幸齢者」　　公演実施一覧

福井いきいき会　芸能倶楽部　劇団「幸齢者」



月 演　　　題 講　　師 月 演　　　題 講　　師

1 　日本的解決法　　神仏習合 井上清一 7 　 藤野厳九郎と魯迅 小坂武士

2 　    大雪で翌月に延期 8 　山伏の行くところ鉱山あり 井上清一

3 　グリフィスと今立吐酔 小坂武士 9 　九頭龍川の舟橋 小坂武士

4 　天空の城大野城を築いた金森長近 井上清一 10 　早く遷都 ! 日本がだめになるざ !井上清一

5 　「足羽山の歴史」　臼井射撃場 小坂武士 11 　杉田鶉山と父仙十郎 小坂武士

6 　木曽義仲と越前 井上清一 12   地名に秘められた日本の歴史 井上清一

分り易く、おもしろい話ばかりです。　　　　　気軽に参加して下さい

歴史を楽しむ会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年

～福井の歴史と先人に学ぶ～



鯖江狂歌作品コンクールで、 
濵田芳雄相談役の句が、鯖江市長賞を受賞 

夜も寝ず 鯖江殿様 町興し  

       狂句募りて 地元拡める 

 

毎年鯖江藩第７代藩主  

間部詮勝公の遺徳と 

有名な狂句を偲んで 

行ってる現代の世相を 

詠む狂句のコンクール 

です。 

 

 



市美展ふくいに 
井上清一さんの作品が、入賞 

「まだわからぬか！」 



小さな作品展の お気に入り大賞 

  「想い」  吉岡 



全日本カラオケボックス大賞  
福井県代表者選出大会に、 

向川さんが予選を突破して出場 



活動記録（３） 

• 旅行会  飛騨高山方面へバス旅行 

• 永平寺に早朝修行に  人が参加。禊を受ける。 

• 各サークルの行事 
– 音楽鑑賞会は、野坂氏を招いて音楽演奏会と納涼会を実施 

– カラオケサークルでは、忘年会を兼ねてカラオケ大会を、 
カラオケ喫茶ＭＡＩで実施。 

– 手作りの会では、ピアニストの中村僚子さんのピアノ演奏会と 
スペイン料理を楽しむ感謝祭を開催。 

– 健康マージャンサークルではマージャン大会を実施。 

– 囲碁サークルでも囲碁大会を実施。 

 

 

 



旅行会  飛騨高山へ 

きれいな九頭竜湖を横目に、一路飛騨へ。 

H30 年6月5日（火） 



飛騨観光ホテルで、 
豪華なバイキング料理 



昭和の街へタイムスリップ 



帰途立ち寄った金沢では、 
金箔をかぶせたソフトクリームを味わう 



永平寺の修行の日々に身近に触れる 
1泊2日の参籠(お籠り)体験修行 

平成30年11月1日から2日 
有志18名が参加 





音楽鑑賞会 納涼の夕べ 
野坂さんを招いた電子ピアノとギターによる演奏会 

H30年8月28日（火） 







カラオケ大会 各部門の優勝者 

• 懐メロの部 
– 第１位 向川 佐多夫 夜霧よ今夜もありがとう 

– 第２位 橋本 多賀子 夜のプラットホーム 

– 第３位 吉岡 芳夫   おまえに 

 

 

 

 

 

• 新曲の部  
– 第１位 増永 雅子   人生勝負 

– 第２位 上坂 征夫   うたかたの女 

– 第３位 山田 富士子  花ふたたび 

– 第３位 山口 由喜子  なみだの峠   

向川さん 

増永さん 



カラオケ大会 各部門の優勝者 

• デュエットの部 
– 第１位 増永一夫 ＆ 橋本 多賀子 ３年目の浮気 

– 第１位 辻 昌雄 ＆ 山口 由喜子 二輪草 

 

 

 

 

 

• 機械採点（JOYSOUND)の部 
– 第１位 山田 富士子  雨のタンゴ  89.160点 

– 第２位 小林 博    北の漁場   89.112点 

– 第３位 上坂 征夫   肱川あらし  88.981点 

 

 

増永さんと橋本さん 

山田さん 



手作りの会の感謝祭 

中村 領子さんのピアノ演奏 

北さんのスペイン料理 
サークル「手作りの会）の会員 



手づくりの会の皆さんの作品です。 
会場にも展示されているので、ご覧ください。 



麻雀大会の結果 

• 成績は、以下のとおりでした。 

–第１位入賞 宮田和夫さん 

–第２位入賞 神農 富子さん 

–第３位入賞 冨士佑子さん 



第２回囲碁大会の結果報告 
主催 囲碁将棋の会  

15 人の棋士（うち 3 人女性）が参加し熱戦が展開されま
した。結果は、津向氏が優勝、小林氏と豊島氏が２，３位
の栄誉に輝きました。 



会の運営について 

• 現会場のエレベータストップ（本年9月）に対
応して、新会場検討。移転見合わせ。 

• 役員、運営委員の改選として、顧問に竹内駿
夫氏、運営委員に小坂、上坂、冨士の3氏を
選出、中村理事、福岡運営委員が退任。 

• 本会をより魅力的にするにはどうしたらよい
かについて、例会の場でパネルディスカッショ
ンを行った。 
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