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「東区年輪大学」 
の ご 紹 介 

～健康的で生きがい豊かな生活を送るために～ 

札幌市東区市民部地域振興課  
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■内  容  陶芸教室、体育のつどい、社会科見学、札幌の歴
史や生活に役立つ講義など、概ね 12 回の講座を開催 
※講座内容・回数は、年度により変更する場合があります

■期  間  7 月～8月の概ね 2 か月間 
※開催期間は、年度により変更する場合があります

■会  場  東区民センター（北 11 条東 7丁目）ほか 

■受 講 料  無料 
※材料費などは実費負担となります（2千円～3千円程度） 

■対 象 者  65 歳以上（開催年度内に 65 歳に達する方を含む）
の東区にお住まいの方で、全日程受講できる見込み
の健康な方 
※過去に受講された方は除きます 

■定  員  50 名 
※申込希望多数の場合は、抽選となります

■募集方法  広報さっぽろ「東区からのお知らせ」でご案内します 

■お問い合わせ  〒065-8612  東区北 11条東 7丁目 
東区役所市民部地域振興課 地域活動担当（3階） 

電話：011-741-2429  FAX：011-722-2794 

東区年輪大学の概要 

修了生は『東区年輪の会※』に入会する
ことができます。 

OB の皆さんと一緒に、生きがい豊かな
生活を目指し、サークル活動や交流会など
活動してみませんか？ 

修了後は・・・必 見！ 

※6ページ中段 「東区年輪の会」とは… を参照ください
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開催期間：令和元年 7月 2日～令和元年 8月 30日 

★ここからは令和元年度に実施した
講座内容をご紹介します！！

“年輪大学” 

令和元年度「第 46期東区年輪大学」日程

時　間 内　　　　容 講　師　等 会　場

1 7月2日 火 10：00～12：00 開講式 東区役所
東区民センター

視聴覚室

2 7月5日 金 9：00～12：00 陶芸に挑戦①
北海道陶芸協会

下沢　敏也
東区民センター

実習室

3 7月9日 火 10：00～12：00
あなたの話し方が変わる！

印象アップのコツ！
株式会社ブレスト

油矢 紗也香
東区民センター

視聴覚室

4 7月19日 金 10：00～15：00
東区年輪の会交流会

体育のつどい
東区年輪の会 美香保体育館

5 7月23日 火 10：00～12：00 みんなの災害対策講座
ホップ障害者地域
生活支援センター

杵渕　なつき

東区民センター
実習室

6 7月26日 金 10：00～12：00

ふるさと札幌の歴史を歌にのせて
～札幌にまつわる歌をうたいながら、

札幌の歴史を辿る～

北海道教育大学
特任教授　田山 修三

東区民センター
視聴覚室

7 8月2日 金 9：00～12：00 陶芸に挑戦②
北海道陶芸協会

下沢　敏也
東区民センター

実習室

8 8月6日 火 13：00～16：30

　社会科見学
　　　福山醸造株式会社
　　　道央札幌郵便局

施設職員
福山醸造株式会社
道央札幌郵便局

9 8月20日 火 10：00～12：00
アイヌ文化体験講座
東区年輪の会説明会

札幌アイヌ協会
川上　裕子

東区年輪の会

東区民センター
視聴覚室

10 8月23日 金 10：00～12：00 フロアカーリング体験！
東区スポーツ
推進委員会

東区民センター
大ホール

11 8月27日 火 10：00～12：00 東区からはじめよう介護予防
東区地域包括支援センター

介護予防センター
東区民センター

視聴覚室

12 8月30日 金 10：30～11：30 閉講式 東区役所
東区民センター

大ホール

日　程
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1.開講式

【開催日時】 令和元年７月２日（火）10：00～12：00 

【会  場】 東区民センター視聴覚室 

■ 受講証授与 

☆受講者全員に受講証を交付します！ 

■ 式  辞   学長（東区長） 佐々木 康之 

学長（東区長）から受講証を受け取る受講生

式辞を述べる年輪大学佐々木学長

第 46期（令和元年度）東区年輪大学開講式の様子

年輪大学ってど

んなことをする

のかしら？ 
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■ 来賓祝辞  東区年輪の会会長 橋本 武 様 

■ 東区年輪の会からのＰＲタイム 
年輪の会橋本会長から、年輪の会の概要、会則、各サークルの定例

活動などについて説明を行いました。 

＜概 要＞ 

･年輪大学修了生の会（年輪大学修了生が入会できる） 

･区の行事等への貢献度が高く、各種サークル活動・交流会を活発に実施 

＜設 立＞ 昭和 50 年 5 月 

＜目 的＞ 

（１）モットー『健老和楽』 

（２）お互い仲良く励ましあい、心と力を合わせいろいろな活動を通じ生きが 

いを求め、会員相互の親睦をはかりながら、文化生活の向上に努める 

＜各サークル＞ ※主に東区民センターで活動 

（１）教養関係・・・書道、俳句、詩吟、器楽（大正琴） 

（２）芸能娯楽・・・カラオケ、囲碁、麻雀、映画 

（３）体育関係・・・パークゴルフ、ゲートボール、健老、旅行、リズムダンス 

社交ダンス、舞踊、ボウリング、太極拳、フロアカーリング 

＜会員数＞  303 名 

＜年会費＞ 3,600 円 

■ オリエンテーション 

祝辞を述べる 
年輪の会 橋本会長

ガイダンス、自己紹介、班長・副班長の選出、班写
真撮影の流れでオリエンテーションを行いました

「東区年輪の会」とは・・・ 

☺はじめまして

お互いに頑張り

ましょうね！ 
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２.陶芸に挑戦（全2回） 

【開催日時】 第 1回 令和元年７月５日（金）9：00～12：00 

        第 2回 令和元年８月２日（金）9：00～12：00 

【会  場】 東区民センター実習室 

【内  容】 

講師：北海道陶芸協会 下沢 敏也 様 

■ 第１回 成形 

はじめに、講師が皿、花瓶、茶碗などの作り方のポイントを解説し、

作業工程を実演。 

その後、作品を各自で決め、形を作っていく成形作業をしました。 

受講生が制作した成形後の作品 

成形作業をする受講生 作品の解説と作業工程を実演する講師 

茶碗・カップは、中心に穴をあけ
厚さと大きさを整えていきます 

お皿は、のし棒を使って伸ばします 

※1～2週間乾燥させた後、素焼き
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■ 第２回 釉（うわぐすり）かけ

素焼きした作品に釉をかけ、色味を付ける作業をしました。

それから３週間後・・・ 

※完成した作品は、東区民センター1階ロビーで展示します。 

陶芸作品展示の様子 
（東区民センター1階ロビー） 

素焼きした器の色味を付け
たくない部分に、撥水剤を
塗ります

お好みの色の釉をかけます! 

素敵な色合いね！ 

＜受講生の作品＞
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準備運動は万全に！
全員でラジオ体操♪ 

あんパン、メロンパン… 
パンをとっていざゴールへ！！

玉が落ちないように
スプーンにのせましょう！

３.体育のつどい

【開催日時】 令和元年７月 19日（金）10：00～15：00 
【会  場】 美香保体育館（東区北 22条東 5丁目） 
【内  容】 
  年輪大学の卒業生で構成される「年輪の会」との合同運動会で、総勢

200 名程が参加しました。年輪の会は赤・白・黄の 3チーム、受講生の

年輪大学は紫チームに分かれ、競技スタート！！ 

①パン食い競争 

②玉運びリレー（団体） 

③札幌イエス・ノーゲーム（札幌に関する 3 択クイズ） 

答えはこっちだ！ 

あれ？ 

人数少ないな・・・ 
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大玉を頭上で次の人に送ります！
大接戦に会場は大盛り上がり♪ 

ゴムボールを 5ｍ先のゴール
目指して転がします！

優勝チームにはボーナス
ポイントが入ります！！
逆転なるか？

途中でおみくじを 
拾いゴールへ！！
大吉が 1位です 

参加者全員でにぎやかに 
締めくくりました♪ 

④ 大玉送り（団体） 

⑤ 上手に転がしましょう（団体） 

⑥ おみくじ競走 

⑦ 逆転玉入れ（団体） 

⑧ 北海盆踊り 

大吉が当たり

ますように！ 

お願い 

〰入って ！ 
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４.社会科見学

【開催日時】 令和元年８月６日（火）13：00～16：30 
【会  場】 福山醸造株式会社（札幌市東区苗穂町２丁目） 

道央札幌郵便局（札幌市東区東雁来８条３丁目） 
【内  容】 

東区民センターに集合し、各施設へ貸切りバスで移動 

①福山醸造～②道央札幌郵便局の順に見学スタート

① 福山醸造では、お醤油の種類や、お醤油ができるまでの過程について

説明を受け、その後、工場見学と創業当時の看板などが展示されてい

る資料室を見学  お土産に昆布醤油をいただきました（感謝!!）

② 道央札幌郵便局では、最初に施設についての説明を受け、道内最大の 

集配施設内で、最新鋭の郵便・小包の選別装置、冷凍室内等を見学

福山醸造の工場を見学する受講生

道央札幌郵便局を見学する受講生
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■コカ・コーラボトリング札幌工場（札幌市清田区清田 1条 1丁目）

第 45 期 平成 30年 8 月訪問 

■ホクレン パールライス工場（石狩市新港西 2丁目）

第 44 期 平成 29年 7 月訪問 

■雪印メグミルク札幌工場（札幌市東区苗穂町 6丁目）

第 43 期 平成 28年 7 月訪問 

お土産のドリンクで乾杯♪ 

牛乳を試飲（美味しい ）

このページでは・・・ 
過去に社会科見学で訪問した施設をご紹介します！

お米の歴史や精米工程を見学

歴史案内 

説明を聞く受講生 

説明を聞く受講生 

説明を聞く受講生 



- 13 - 

５.フロアカーリング体験

【開催日時】 令和元年８月 23日（金）10：00～12：00 
 【会  場】 東区民センター大ホール 
【内  容】 
 講師：東区スポーツ推進委員 

講師である東区スポーツ推進委員からルール説明とお手本を見せて

いただき、その後チームに分かれ練習し、試合を開始

徐々にコツをつかみ歓声が沸きとても会場は盛り上がりました

  平成５年、木材の町新得（しんとく）町の特徴を生かしながら季節や天候に

左右されない室内競技として「フロアカーリング」は誕生しました。 

木製の「ターゲット（緑色）」を的に、キャスターが付いている木製の「フロ

ッカー（赤・黄色）」を送球し、得点を競うもので、ルールも簡単。子どもから

お年寄りまで、男女を問わずだれでも手軽に楽しめるスポーツです。 

白熱した試合に歓声が沸きました！

チームに分かれて実践練習 

握手をして試合開始！

東区スポーツ推進委員に
よる実技指導 

勝負の 

一投よ！ 

「フロアカーリング」とは・・・ 
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６.東区からはじめよう介護予防

【開催日時】 令和元年８月 27日（火）10：00～12：00 
【会  場】 東区民センター視聴覚室 
【内  容】 
講師：東区地域包括支援センター・介護予防センター職員 

体や心の機能を維持・改善し介護予防につなげる取組みについてや、

脳トレ体験、「みんなのタッピー体操※」などを行いました。 

※「みんなのタッピー体操」は、いつまでも元気に過ごせるような身体づくりや、

転倒予防のために作られた東区オリジナルの体操です！ 

体操の説明資料（付録）を本冊子に添付しましたのでご活用ください。

講師も参加し、介護予防の活動や介護
に関する疑問などを話し合いました 

受講生は終始笑顔で体験☆ 
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７.その他の講座

■あなたの話し方が変わる！印象アップのコツ！ 

■みんなの災害対策講座 

■ふるさと札幌の歴史を歌にのせて～札幌にまつわる歌をうたいながら～

■アイヌ文化体験講座 

防災意識、防災対策に関する講義、パッククッキング
を使った蒸しパンを調理し、非常食を試食

アイヌ文様の切り絵
づくりを体験 

第一印象の重要性や呼吸法・腹式呼吸
の方法を学んだほか、顔や舌の筋ト
レ、早口言葉と舌のマッサージなどの
実習も行いました

美味しい！

札幌の文化財や東区にまつわる歴史な
どをスライドショーで紹介しながら、
「時計台の鐘」「好きですサッポロ」
「恋の町札幌」などの歌を講師の伴奏
によりみんなで歌いました♪～♬

アイヌ文化や歴史の講話、アイヌの踊りや
「ムックリ」「トンコリ」の演奏を鑑賞 
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■家庭でできる気功術～簡単動作で腰ひざスッキリ～ 

■札幌黄物語、たまねぎで血管若返り！？～たまねぎの効用で健康力ＵＰ～

■ヘタでいい、ヘタがいい、絵手紙を描こう 

歴史案内 

家庭でも簡単に取り組む
ことのできる、日々の暮
らしに役立つ気功術を、
実践しました 

「幻のたまねぎ」と言われてい
る「札幌黄（さっぽろき）」たま
ねぎの歴史や、たまねぎの健康
効果、健康効果を引き出すたま
ねぎ調理法などについて講義を
行いました

＜受講生が作った絵手紙＞ 

このページでは・・・ 
過去に実施した講座をご紹介します！ 
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８.閉講式

【開催日時】 令和元年８月 30日（金）10：00～11：30 
【会  場】 東区民センター大ホール 
【内  容】 

■ 修了証書授与 

■ 皆勤賞授与

☆全日程出席された方には 
皆勤賞が授与されます。 
※令和元年度は23名の受講生 
が表彰されました。

■ 学長式辞 

■ 修了生答辞 

受講生一人一人に修了証書が授与されました

修了生を代表して、答辞
を述べる46期佐藤さん 

式辞を述べる佐々木学長

修了証書 
●班●番  

年輪 太郎

令和元年度東区年輪 

大学の課程を修了した

ことを証します 

令和元年 8月 30日 

札幌市東区年輪大学学長 

札幌市東区長 佐々木 康之

皆勤賞 
●班●番  

年輪 太郎 

あなたは令和元年度東区

年輪大学において一日も

休まず皆勤されましたの

でここにその努力を讃え

賞します 

令和元年 8月 30日 

札幌市東区年輪大学学長 

札幌市東区長 佐々木 康之
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★式典終了後、学長（区長）、副学長（市民部長）、年輪の会会長と受講生での記念撮影

修了生答辞のご紹介 
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９.修了生の声 

楽しい 2か月間でした。 
年輪（大学）でなければ体験でき
ないことがたくさんありました。 

年輪大学の日程を受講する度、皆
さんの熱心で意欲的な姿勢を強く感
じ大変有意義な時間を共有できて楽
しかったです。今後サークル活動で
また皆さんと楽しい日々を共に過ご
せたらと思っています。 

3 回目の申し込みでやっと通え
ることとなった年輪大学。どの講
座も楽しく参加することができま
した。特に陶芸は初めての経験で
したが、どんな風に出来上がって
いるのか楽しみです。 

年輪大学とは何か？から始ま
りましたが、毎回新しい世界へ
仲間とともに歩むことができ、
また自分の学んでいる姿が大き
くも見えて、うれしくも思った
講座でした。楽しかった。 

講座も良かったのですが、仲間
づくりができた事が何よりの収穫
でした。声をかけ合うって大事で
すね。職員さんのサポートもあり
がとうございました。 

難関な抽選をパスして、新鮮な
情報と新しい仲間に接することが
できた「年輪大学」に感謝です。
「健老和楽」を心にとめ、今後も
「一日一善」をモットーに時を進
めたいと思います。

町内の人からこの年輪の話を聞
き、受講終了後も引き続き東区年
輪の会に入会することができるこ
とが魅力的で思い切って受講する
ことにしました。2か月間楽しか
ったです。 
ありがとうございました。 

知らなかったことを知り、一度
は（経験）したいと思っていたこ
ともでき、探していたサークルも
見つかり、人との出会いもあり、
本当に楽しい 2ヶ月でした。 
ありがとうございました。 

～おわりに～
令和 2年度の「東区年輪大学」は新型コロナウイルス感染症の影響により、
やむを得ず中止となりました。楽しみにお待ちいただいていた区民の皆様には
誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げます。 
東区では、次期開催に向け、受講される皆様の健康・安全面を最優先に考慮
し、安心して参加できる企画を検討してまいりたいと考えております。 
本事業の実施につきまして、今後ともご理解とご協力をお願い申し上げます。

学生時代を思い出し、楽しい
体験をさせていただきました。 
ありがとうございます。


