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平成27年4月16日

平成27年5月21日

平成27年6月18日

平成27年8月16日

テーマ●今後の政治経済をどう読むか

テーマ●一瞬に生きる

テーマ●美と健康と、人生の楽しみ方
夏樹陽子流

テーマ●脳を生かして、創造的に
生きる方法

岩田 公雄 氏

小久保 裕紀 氏

夏樹 陽子 氏

茂木 健一郎 氏

平成 年度 ご登壇頂いた講師の方々
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平成27年10月15日

平成27年11月19日

テーマ●拉致24年間の苦悩を乗り越えて

テーマ●大切なあなたへ
～明日への希望を歌う〜

テーマ●心と体の錆びない生き方
〜Dr.ナグモの若返り健康術

平成27年12月17日

平成28年1月19日

平成28年2月18日

テーマ●狂言の笑いと楽しさ

テーマ●キラキラ輝く人生のために

テーマ●尾木ママの七つの人生力
～ありのままに、今を輝かせる力〜

平成27年9月17日

蓮池 薫 氏

茂山 千五郎 氏

サイ イエングアン 氏

あき 竹城 氏

南雲 吉則 氏

尾木 直樹 氏

3
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尾木直樹 氏（尾木ママ）

佐世保市峰坂町

本山
正喜

どんな人にも感謝の気持ちを
忘れずに

近藤理事長は、開会の挨拶
で「４月で夢大学設立 周年
を迎えます。今まで２４０人
の講師を迎え、講演をしてい
ただきました。現在は、定員
２０００名に対して、入会申
込者は、２８００人となって
おります。」と述べられた。
小生は、第１回夢大学の講
演が市民会館で開催されて以
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来、 年間連続出席した。当
時の出席者は、１４００名位
であったように思う。尾木講
師の第一声は、１階から３階
まで満席となった約２０００
名の聴講者の姿を見て「いや
いやすごい引力ですね」であ
った。
聞けば、約２００名出席の
会場で講演されたこともあっ
た 由 。「 歳 以 上 の 方 は 手 を
挙げてください。こんなに高
齢者の多いのは初めて」と。
これにも感動された模様。
24
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■時間を忘れるような楽しいひととき。た
めになる心強いあたたかい言葉、時には思
い出して頑張りたい。
佐世保市大岳台町●井上 秀子
■尾木ママの著書が多くてビックリしまし
た。語り口がやわらかで老人から子供達まで
安心して話を聞いて貰えそうですね。
佐世保市鵜渡越町●宇田須 庶子
■底冷えの市民会館からアルカスへと、も
うすぐ25年。途中、山も谷もありながら夢
大学生として学び、喜怒哀楽の色々なエネ
ルギーを頂戴し、ありがとうございまし
た。焦らず、ゆっくり前向きに少しずつ、
おだやかに…。そして今日の尾木氏のあり
のままに、今を輝かせられますように…。
感謝！
佐世保市比良町●岡井 眞紀

一ヵ月程前に発生した軽井
沢のバス転落事故で、法政大
学の教え子４名が死亡。通夜
と告別式にそれぞれ４回参
列。また、入院中の４名の学
生 を 見 舞 わ れ た 由 。「 私 が や
らなければならないことは後
回しにして自動車会社に乗客
の名簿が無かったので、名簿
作成の手伝いも致しました」
と。氏の前向きな姿勢と責任
感の強さに、すっかり敬服。
今生きていることを精一杯
やる。あせっては駄目。これ

■「夢のひろば」の幕開けは、「ツヨシです
…」のサプライズ。組織の中で永年勤めてこ
られた男性の人生を、ストーリーとコーラス
で演出され、
「男のありがとう」や「心のひと
みで君を見つめる」なんて…、女性をうれし
くさせてくれた時間でした。コーラスも、と
ても素晴らしいハーモニーにも感動しました。
そして、尾木先生の講演は、「七つの人生
力」をソフトな語り口で解りやすく、面白く
お話しいただき、大切な孫との接し方や、自
分の今の生活に教えられるものが沢山ありま
した。ありがとうございました。
佐世保市世知原町●本山 弘子

が人生のコツです。今日出来
ることを明日に延ばすな。

明日ありと思う心のあだ桜
夜半に嵐の吹かぬものかは
（親鸞上人）

思考力、判断力、実行力が
大事。多岐にわたっての熱
演。最後は「どんな人に会っ
ても感謝の気持ちを忘れぬよ
うに」と結ばれた。
今回の講話の内容を、しか
と心に留め実行に移すべく努
めたい。

■楽しい講演で笑いながらだったが、教育
について興味深い話が聞けた。子どもが成
長し、自分の視野が狭くなっていたと感じ
た。明日から新聞を幅広く読もうと思った。
佐世保市下本山町●山口 八重子
■17日に思いもよらない災難にあって、何
から手をつけたらいいのか？呆然としてい
た時に尾木氏の講演を聞き、元気をもらい
ました。今、やるべき事をやる、そうすれ
ば時間が解決すると思いながら、19日は行
動に移していたら、夢大学からの当選の通
知が届きました。今の私には何よりのプレ
ゼントです。
また一年、主人と共に充実した時間が送れ
そうです。ありがとうございました。
佐世保市田原町●中村 京子

■とても素晴らしい講演で幸せでした。三
年間、運に恵まれまして、楽しく勉強させ
ていただきました。厚く御礼申し上げま
す。体調のこともあり、今日が私の卒業式
になります。戦前「海行かば」しか歌わせ
てもらえなかった卒業式を思い出し、感無
量です。
佐世保市谷郷町●江頭 和子
■「今日出来る事は今日やれ。のばすな。
何が起こるかわからない。即実行」との話
から、苦手な事や厄介な事から逃げずに優
先的に処理する必要性を感じます。どうし
ても好きな事や得意な事から先にすぐ手を
つけ、苦手で厄介な事は後回しにしがちで
す。私の経験から苦手な事ほど最優先にす
べき重大懸案が多いです。トラブルに発展
してから「即対応しておくべきだった」と
後悔しないためにも、先延ばしにせずに、
今日すべき事は今日すべきです。
佐世保市早苗町●牧
千尋
■人生のコーラス良かったです。
尾木先生、事故に遭われた学生の方々の
心のケアで日々大変だったと思います。早
い回復を願っています。
なぜ尾木ママと
（？）
でしたが、分かりま
した。御両親を鏡に、山あり谷ありで、そ
れが今の先生を作られたのですね。授業を
受けられる学生さんは、幸せです。「七つ
の人生力」努力して日々一つでも出来たら
と思います。最後まで笑わせていただき楽
しい講演でした。
夢大学の皆様、一年間ありがとうござい
ました。
佐世保市木風町●西
照美
■今年度、最後の講演が尾木ママとは、何
と素晴らしい事なのか。楽しみにして待っ
ていました。ニコニコ笑顔で登壇されまし
たが、先のスキーバスツアーのバス事故で
教え子を亡くされた事、昼間のＴＶ画面で
しっかりと拝聴していただけに、お心いか
ばかりかと思っておりました。しかし、き
ちんと本日の講演テーマをお話ししていた
だきました。子育ては終わりましたが、
今、孫育てをしている私に希望を伝授して
いただきました。勇気と愛情の大切さ。も
う一度、頑張りましょう。
佐世保市赤崎町●木村 典子
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尾木ママの七つの人生力

佐世保市大宮町

吉次

ママってどうして ？
公子

男声コーラスの素敵なハー
モニー、そして語りの演出効
果には驚かされ、本当に楽し
い一時でした。
講師の尾木先生の愛称「尾
木 マ マ 」。 マ マ っ て ど う し て
と思っていたのですが、生み
の親がさんまさんだったと
は。幅広く活躍される先生な
らではと思っていました。
色々なお話の中で、スキーツ
アーのバス事故で、教え子を
亡くされた事にふれられ、あ
れは単なる事故ではなく事件
ですよと。そして報道されて
いない部分の深さをも感じま
した。亡くなられた方も重傷
の方々も若い学生さんばか
り。もしも自分の子どもだっ
たらと、御家族の皆様の無念
さが伝わって参りました。
小さな子供達とのかかわり
方。失敗を恐れるなと。先生

雅子

※締め切りは講演日の 週間後（必着）
※宛先は、させぼ夢大学事務局まで

が、自信がもてました。焦ら
ない！ 話をきちんと聞いてや
る！ 今日できる事は明日に延
ばすな！ 大変勉強になりまし
た。家族みんなに共通するお
話でした。一年間 沢山学びま
した。笑いあり涙あり感動あ
りで、とても充実した年でし
た。講演の日はお天気を気に
しながら、高速を運転しまし
た。今 年度の入学通知を見
て、大変嬉しくて、一年間学
べる事に感謝しております。
次回４月からが楽しみです。

講演を聴かれた感想をお待ちしています！

横山

晴美

の七つの人生力「楽しむ心、
言葉の力、聴く力、失敗する
力、認める力、寄り添う力、
感謝する力」これから伸びる
若い人達がこの力をしっかり
育てて下さったら、いじめ
や、犯罪のない住み心地のよ
い日本になるのではないかと
思います。
一年間いろいろな知識をあ
りがとうございました。

佐世保市南風崎町

今を大切に、前向きに
「夢のひろば」は「オール
ドダックス」。「愛燦々」で始
まったドラマ仕立ての構成
は、ユーモラスで、楽しいひ
とときだった。
講師の尾木氏は、客席から
握手攻めにあいながらの登
場。持ち前のにこやかな笑み
と、ユーモアを交えての語り
口で聴衆を引きつけていく。

まず、今ある課題に全力で
向き合うことが大切だと話さ
れ、スキーバスツアーで犠牲
になられたゼミの教え子の件
に現在全力で取り組んでいる
とのこと。亡くなられた方々
を心よりお悼みし、負傷され
た方々にお見舞いを申しあげ
ます。安全は何よりも優先さ
れなければならない。行政を
含め、業界の改善、改革が必
要だと思う。
残念ながら、子どもや青少
年の教育に関する話が少なか
ったが、子どもや青少年が関
わる悲惨な事件が、毎日マス
コミを賑わす。いじめによる
自殺や殺人、信じがたい我が
子への虐待など枚挙に暇がな
い。これらの防止策として参
考になる話があった。心のキ
ャッチボール、子どもの気持
ちになり共感する、コミュニ
ケーション力の重要性などを
説かれた。そして、相手を思
いやる心の醸成が大切だと思
う。
ありのままに今輝く。今日
出来ることは今日すべし。自
分の失敗談を例に、負けて勝
ち取れ、失敗こそ学びの力に
なる。信頼、感謝の気持ちが
大切など大いに共感、満足し
て夜寒の中を家路についた。

庄村

今日から早速実行します
西松浦郡有田町

尾木先生のお話。しっかり
メモして今日から早速実行し
ます！ これまで孫との付き合
いかたで悩む時もありました

久田

康子

オールドダックスの皆さん
のコーラスは、やさしいハー
モニーが素晴らしかったで
す。指揮者の方も踊るよう
に、めいっぱい背のびするよ
うに指揮をしていらして、団
員の皆さんもそれに合わせて
肩が揺れるようでした。あぁ
この方たちは、きっと今幸せ
なんだろうなぁ～と思いまし
た。
尾木先生。なぜ立派な男性
である先生が尾木ママと呼ば
れるんだろうと不思議に思っ
ていました。でも、その私の
疑問符も尾木先生のお話を伺
っているうちに解消されまし
た。先生は大変心の優しい方
で、生徒の話をしんそこ聞い
て下さる方なんですね。話を
一所懸命聞いているうちに、
受け答えがやさしくなられ
て、ママみたいな言葉遣いに
なられたのですね。主人も尾

佐世保市指方町

話すより聞いてあげること
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木先生のすっかりファンにな
ったようで、帰宅した後Ｅテ
レご出演のウワサの保護者会
を熱心に観ていました。
教育は話す事より子供の話
を聞いてあげること。肝に銘
じておこうと思います。ウワ
サの保護者会で悩みを持つ保
護者の話に耳を傾けていらっ
しゃる先生は本当に真剣で、
この方は人間を愛してらっし
ゃるんだなぁと思いました。
一時間半の講義では、まだ
まだ話し足りないようでし
た。どうぞますますお元気
で、させぼ夢大学でまた、私
たちに明るく楽しく珠玉のよ
うなお話を聞かせてくださ
い。尾木先生、スタッフの皆
さん、ありがとうございまし
た。
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平成27年5月21日
「津軽三味線演奏」
木下 恒存

平成27年6月18日
「合 唱」
しんせい

伸声会合唱団
指揮：蛭子屋 伸二 ピアノ：久野 直子

平成27年8月16日
「古楽器 リュート 演奏」
井上 周子
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平成27年9月17日
「アメリカンポップス系 オールディーズ」
ママス＆パパス

平成27年11月19日
「地域活性化の実践と地域の新たな魅力創出」
長崎国際大学 国際観光学科 尾場研究室

平成28年2月18日
「合 唱」
男声合唱団「オールドダックス」

平成28年1月19日
「佐世保の子供による創作落語」
朝長 心

平成28年1月19日
「佐世保の子供による創作落語」
松尾 壮馬

平成28年1月19日
「佐世保の子供による創作落語」
江口 慧

◎600字程度にまとめてお書き下さい。短文でも
結構です。掲載分にはささやかですが記念品を
お送りします。
締め切りは講演日の1週間後（必着）といたしま
す。感動がさめないうちになるべく早く書いて
お出し下さい。

E-mail でも受け付けます！

sasebo_yumedai@yahoo.co.jp
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講演後は、著書へのサイ
ンは当初 ～ 人ぐらいま
でと言われていましたが、
１００人をはるかに超えて
並ばれた会員の皆さんへ、
サインと写真撮影に終始に
こやかに応じておられまし
た。

◎せっかく頂いた原稿でも、紙面の都合上掲載さ
れない場合があります。また一部省略させてい
ただくこともありますので、ご了承下さい。

★平成 年度も、させぼ夢
大学会報「夢のつづき」に
沢山の感想文をお寄せいた
だき、ありがとうございま
した。紙面の制約もあり、
すべてを掲載する事ができ
ず申し訳ありません。
皆様に親しまれる紙面づ
くりに更につとめてまいり
ますので、今後ともよろし
くお願いいたします。

◎講演直後、三行感想文（60字程度）を書いて、
出口の「夢のとびら投稿箱」にお入れ下さい｡
なお､1週間以内にはがき､またはファックス等
で投稿していただいてもかまいません｡
年間に2回以上掲載の方には記念品をお送りし
ます。

★ ３月の講演会はありません。
ご留意下さい。

あて先は、〒857-0863
佐世保市三浦町4-30 松蔵ビル3F
させぼ夢大学 事務局

★尾木直樹さん、ありがと
うございました
男声合唱団オールドダッ
クスの楽しいコーラスに続
いて、客席から登場された
尾木さん。「 今あることに夢
中になる」「 失敗こそ学びに
なる」「 心のキャッチボール
をして聴く」等、七つの人
生力（～ありのままに、今を
輝かせる力～）について述べ
られました。幼児や若者及
び様々な相手に接する心構
えや、「 どんなことがあって
も『ありがとう』のひとこ
とで自然と元気がでてく
る」等、あたたかいお話の
数々に、ほぼ満員の会場か
らは大きな拍手が送られて
いました。

講演を聴かれた感想を
お待ちしています！！
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