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大型連体、如何お過ごしてしたか.
4 月2 3 日の理事長の熱い思いが、充分、伝わつたことでしょう.
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集まる場で使える築しい授業です
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科 目名 :子 ども教富研究科

講座テーマ ,地域教育の民菫

議義者 :大阪府高齢者大学校
理事長 '丼 美智夫

年度の事なが ら理事長 のお話 の熟漬 に=き 込まれた

この教菫に入つて良力ゎ たと思 う ￨

長丼理事長 の本音をi間 見れ 高大の存在感 を再確認 しま した ぜひ本科でもやって欲 しかoた .
理李長 の話 しは解 り場かった。大学校の今後についてかな り説明 してもらえた.
高睛

大学 の成 り立ち 今復 の考え SAの

問題など 大変参考になりま した

これか らの SA子 どヽ数室に不安 と期待を覚えま した.
これか らどうするのか :!先 を知 つたt、
長丼売上の子 ども教=研 究科の理念や社会 参力!^の ステ ップ 遊び と知飩のからみ合 い

これか ら

理事長のお語には熱意を感 じま した 地域活動に熱が入 ります
高大を,き 継 ぎ 発展させ られているのは大変な舞力だ と思います

これからもよう しく。

理事長の憲体的な取 り組みに期● しま丸

グーム

理事長の話 理想的な事が多か ぅた ,実

はもつときび しい と思います

長丼理事長の高人の指針 熱 oぼ く置 され
理事長のぉ話をお岡 きして

ものづ くりの時間は有意義で楽 しかった.

ついついうつこまれ 心がまえが出来そ うた

ぐ〜ん と近 くに感 じられる● 生にな りました

高大で学び 少 しても社会貢献にお■ に立ちたいでヽ 又子供達が社会貢献の持て る様 にお役に立ち
たい
入 し振 りに限 くならない講義 を聴いた感 じが しま九
高齢者大学としての考 え方

目標 等についてよくわかつた.も ぅ と.F義を￨.7き
たかった

高大立ち上げの古労話など 本書の部分 が聰けて よかつた 高齢者の岩場所 として 楽 しめる場所 と
して 今後とも成長 しつづけてほしいと願 っていま丸
長丼理事長の熱 い思いを間かせて頂き 地域の子育て支援 のおヨ 云いをしたい と思いました.
ガンバ リマス !!
長丼理事長は 高大の経過や理 合がよくわか りました 初めにこのお話を関けたことは 今後の活動
に役 に立つ と思いまヽ
長丼理事長の高齢者大学校のお もいがよ くわかうた
理普長 のお話は 今後のクラス ミーテ ィングでのケースにな りそ うです 時 々聴かせて下さい.
『
育てるJこ とがいかに大切でむすか しいことか せヽ
つ も考えてしまいます.
午前の長丼理事長の話はよくわか り 落本ベースでよかったですが 他 の料 にも日前すれば高大が大
きく広がるのでは?
NPOの

こ営 にて 高齢者大学螢を立ち ￨デ て下さつたことに先す感謝です。理事の方達 も大変て し

ようけど 今後 ともよろしくお願 いいたしま九
SA子

ども級富で授業 を受 けるのは

とでも楽 しいてヽ

理事長 の面は良 く解 りま した。
理事長の昔労も大きい ものがあ り 大変な ことがわか りま した。私建学生のあり方が将来の高大にも
影響 を及{Fす と開き ,を

正して生活 しよ うと思いま した。
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