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平成31年4月18日

令和元年5月16日

令和元年6月20日

テーマ●安倍政権と今後の日本

テーマ●次世代のために、今できること

テーマ●マイドリーム

長谷川 幸洋 氏

橋下

徹氏

大林 素子 氏

令和元年7月18日

コシノ ジュンコ 氏

テーマ●美しい日々の過ごし方

平成 年・令和元年度

ご登壇頂いた講師の方々
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令和元年8月22日

令和元年9月19日

令和元年10月17日

テーマ●グローバリゼーションの中の江戸

テーマ●心をのせたコミュニケーションが
人生を豊かにする

テーマ●オリンピックから世界の
未来が見える

令和元年11月28日

令和元年12月19日

令和２年1月16日

テーマ●フリーインプロヴィゼーションから
のメッセージ ～その先へ～

テーマ●人生いかに学ぶか

テーマ●今後の日本経済をどう読むか

田中 優子 氏

池田 千鶴子 氏

福澤

朗氏

浅田 次郎 氏

玉木 正之 氏

須田 慎一郎 氏

2
2020

須田慎一郎 氏

本山

飛躍的新時代に備えて
佐世保市世知原町

弘子

太郎浦

話を聞いて納得
佐世保市京坪町

幸子

を取り巻く外国の言動、行動
等ニュースを見て、今後の日
本はどうなるのだろう、子や
孫の将来は？ と気がかりで
す。
これからのニュースに注目
したいと思います。

■まずはいつものように会場いっぱい
の観客に、今夜のお話も期待できる･･･
と思う。胸はずむ思いだ。フリージャ
ーナリストの須田慎一郎さんのお話は
さすがである。一般人にもよくわかる
お話は、
“ 話を聞くことのよろこび ”を
強く感じて、寒夜の中も元気に帰途に
ついた。
佐世保市早苗町●牧 多津江

令和元年度最後の講師 須田
氏は、恰幅も良く堂々として
とても聴き易く、昭和一桁生
まれの私は、戦中戦後の耐乏
生活を強いられ何もない時代
を経験し、今やＡ Ｉ時代にそ
の恩恵に甘んじている。
２０２０ 年 に つ い て は 、 日
本政治の大激動と仰っしゃる。
何時あってもおかしくない衆
議院選挙、７月の都知事選、
中でもアメリカの大統領選挙
は目が離せない。イランのソ
レイマニ司令官殺害への報復
で、かの戦争を危惧したりし

庄村

雅子

たが、お話を聞いて納得。Ｉ
Ｒ 問 題 、 新 幹 線 の 件 等 、新 し
い 情 報（ 国 内 、国 際 間 ）を し
っかりと把握し技術革新につ
いて行く。此の恵まれた時代
を私なりに過ごしたい。

西松浦郡有田町

％増量の講演

スがあり、妙に納得しまし
た。ただこの政策も６月迄で
すが、支払が現金よりスムー
ズで、カードを持っていたら
旅行に行っても、交通費もホ
テル代もとても便利です。ス
マホを持つようになってから
全てわからないことはスマホ
頼りで、辞書も電話帳も不要
になりました。職業もこれか
らはＡ Ｉが仕事をするように
なれば、人々は何の仕事をす
るのでしょうか。社会に出た
若い人が無職になり、生活に
影響するようにならない事を
願っています。
月のアメリカ大統領の選
挙は、日本はもとより世界中
に影響を与える目を離せない
選挙です。日本の政治も大き
な変化の年、どのように変わ
るのかオリンピックも楽しみ
ですが、これまで以上にラジ
オや新聞に関心を持っていき
たいと思いました。わかりや
すい講演で ％増量の素晴ら
しい内容でした。

■本日の夢のひろば楽しみでした。近
頃着物を着る回数が減ってきています
が、高校生の彼女たちが大勢の人の前
で堂々と披露してくれた事、感激しま
した。
佐世保市赤崎町●木村 典子

昨年の消費税アップで景気
が悪くなった話を周りから聞
くようになりました。実際、
我が家も節約モードです。今
年も新年からテレビやラジオ
では景気が良くなる要素は見
当たらない等、オリンピック
が終わったら更に不景気にな
るなど、不安な情報が話題に
なります。講演を聞いて、世
の中はものすごい勢いで変化
がおきていると私も感じてい
ます。支払をするにも現金よ
りカードやラインペイの方が
お得感があります。カード明
細を見てもいくらかのマイナ
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■講演会では言葉が印象に残りまし
た。5G、LINEペイ、ウーバーイーツ、
オーバーツーリズム等々です。5Gにな
ると暮らしが変わるのかなーと。オリ
ンピックで5Gの実感を期待しようと思
います。
佐世保市黒髪町●川副 箏子

久田学園の生徒さんの「装
道」を見せていただきました。
和 服 の 「 自 装 」「 他 装 」 そ し
て基本の礼儀作法を学んでお
られることは、とても素晴ら
しいと思います。きっと良妻
賢母まちがいなし！ そして、
コーラスも素敵なハーモニー
でした。
須田慎一郎氏は「そこまで
言って委員会」のテレビ番組
でよく拝見しておりますが、
本日の講演はとても興味深く
拝聴致しました。
戦後を慎ましい生活で生き
てきた私は今、オール電化の
生活、そしてスマホの便利さ
に感動！ 先端技術のネットワ
ーク５Ｇが、世界のあらゆる
社会をつなぐ飛躍的新時代が
来ると言われています。しか
しメリットがある一方、社会
が脅かされることがあるので
はないかと懸念します。日本

■夢のひろばの装道は、私自身着付け
に大変興味があり、短時間のうちに
色々な帯を締める事には、目を見張る
ものがあった。須田さんの講演はわか
りやすく、経済の変化と現状、今後の
アメリカ選挙のゆくえ、また新聞に目
を通して自分自身も変革していく事が
大切だと学んだ。今年も変化の年にな
ると思った。
佐世保市原分町●吉村 和美
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■久田学園の帯の結び方素敵でした。
リラックスして聞いてくださいと、90
分休むことなく話された須田氏。前の
オリンピック後の右肩上がりの時代で
働いてきた世代ですが、今年のオリン
ピック後、子供達世代が普通に暮らせ
る経済になればと思っています。
佐世保市木風町●西
照美
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■あまり考えたこともなかったのです
が、今回のお話で刺激され、日本の経
済に関心を持ち、技術革新の波に乗り
遅れないようにしたいと思います。
佐世保市万徳町●今泉 節子

令和2年2月1日発行・第三種郵便物認可
夢のつづき

輝いていた装道
公子

11

中溝

悦美

※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

山下

尚子

今年度の開講式は、朝長市
長をお迎えし、荘厳なうちに
執り行われました。アルカス
は受講生二千人の人で満員。
普段はＴ Ｖや雑誌でしかお目
にかかれない分野の方が、目
の前で話されていることに大
変興奮し、家に帰り、家族や
友人に説明をしました。私は
年を取って耳も大分遠くな
り、出来るだけ前の方に座っ
ていますが、目の前にダイナ
ミックで生き生きとしたきれ
いな花達が、見てくれと言わ
んばかりに咲き誇っていま
す。毎回素晴らしい花です。
今年度は自然災害の多い年
でもあり、会場の全員で黙祷
から始まった時もありまし
た。
夢のひろばは、色々な分野
の方々でどれも良かったで
す。皆瀬中里小の金管バンド
の皆さんによる演奏は皆が輝
いて見え、目頭が熱くなりま

佐世保市松山町

させぼ夢大学の一年間

イラクの関係は穏やかではな
いが、大統領選挙を控えて、
国全体が内向きになってい
て、自分の国の事で手いっぱ
いで、大事には至らないとの
コメントでホッとした次第で
ある。イノベーション、意識
の変化、大統領選の行方、こ
の三つ、それこそ肩の力を抜
いて、見極めて毎日を過ごそ
うと思っています。

講演を聴かれた感想をお待ちしています！

佐世保市東山町

びっくりする変化ってなん
だろう
古賀理事長の挨拶の中で、
以前「どんど焼き」を行いた
いとの思いが、諸事情で中止
になったが、日本の伝統行事
は忘れたくない。とのお話で
した。
さて楽しみだった須田さん
の話に入り、最初「どうか肩
の力を抜いて聞いて欲しい」
と言われた。我々は実際日本
の経済、景気がどうかと言わ
れると分かり難いが、氏はま
ず昨年１月１日の新聞で驚い
た事、イメージ広告でトヨタ
社長自らのコメントでトヨタ
イズムとやらで、これから自
社は車作りを止めます。今ま
では幸い勝ち組であったが、
５年 年先同じ立場でいられ
るか。強い危機感を持ってい
るのは、ほかでもない自分で
あると！ 同じ事をやっていて
はダメになる。すごい考えで
ある。１９８０年頃は１Ｇ、
今や２０２０年５Ｇの時代で
あると。はて５Ｇとは何か？
つまりジェネレーション、世
代ですね。通信網５Ｇ。街の
未来を考え、新たな世界秩序
を造り、町全体を継ぐ事にな
るのか？
日本の経済にも大きな影響
を与えるアメリカの今年 月
３日の大統領選挙。これが又
大事で日本の株価にも繋が
り、目が離せない。しかし最
近ニュースでは、アメリカと
11

吉次

洋子

意図が最初は分からない。彼
が取材を進めるにつれ、我々
もその全容を知っていくとい
う仕掛けの広告だ。
トヨタは、須田氏が日本経
済を読む上で着目する３点を
象徴している。ハイブリッド
車・Ａ Ｉによる自動運転・果
ては空飛ぶ車へと技術革新を
進めている。所有からシェア
リング、あるいは持たない選
択へと消費者の価値観の大き
な変化に晒されている。ま
た、米国最大の輸入品目であ
る自動車は、貿易交渉に使わ
れる。今年 月の米大統領選
挙の結果、次期大統領が打ち
出す方針にどう対応していく
のか。たとえ新聞一紙でも注
目点を観測していると経済が
見えてくるとのこと。
須田氏は革新の波は地方か
ら、と見ている。人口減少や
高齢化問題の解決に迫られ、
新しい技術を貪欲に取り入れ
ざるを得ない。もはや高度経
済成長期の成功体験は通用せ
ず、価値観の大胆な切り替え
が必要だ。五島ではアマゾン
を最大限利用するおばあさん
方の逞しさや、商売敵とも言
えるキャッシュレス決済の使
い方を、顧客の利便性のため
に説明する銀行員を目の当た
りにしたそうだ。急激な変化
の時代、地方に生活している
私達自身も、逞しく変化に適
応していかなければならない
のだと、あらためて実感させ
られた。
10

佐世保市大宮町

本業をやめる
佐世保市梅田町

２０１９年元日、日本を代
表する大企業トヨタ自動車が
「車を作る会社をやめる」と
いう一面広告を掲載し、須田
氏は度胆を抜かれたという。
本業をやめるとは一体どうい
う事なのか？「トヨタイム
ズ」の香川照之編集長もその

森

伝統を守り続ける事の難し
さを感じる昨今、ステージの
学生さん達の着付け、帯の結
び方、昔より華やかに短時間
で仕上げられて、オブジェの
お花より輝いていました。最
近は動きやすく、着やすい洋
装になっていますけど、お祝
いなどの行事には和服を身に
つけたいですね。
そして一番私達の生活にか
かわる経済について、須田慎
一郎さんのお話がはじまりま
した。今、世界を相手に輸出
入、起業の多い時代、世界経
済の動向は私達の生活にも影
響を与えるから、しっかり見
守って欲しいとの事。今年の
二〇二〇オリンピック後、ア
メリカ大統領の選挙、国内の
総選挙等々、しっかり把握し
て欲しいとの事でした。
今年は自然災害のない、国
内政治も経済も安定感のある
日本になって欲しいです。

未来への意識改革
これからのニュースに注目 !!

した。津軽三味線の生演奏や
ゴスペルの力強さ、佐世保女
子高校の帯結び等々、どれも
感動しました。
講師の先生方では、今年は
オリンピック開催年で玉木正
之氏が登場され、スポーツの
名称の由来を聞いたり、福澤
朗氏の割りばしを使った発声
練習には会場が大爆笑でし
た。大林素子さんの小さい頃
のコンプレックスをばねにバ
レーに対する直向きな姿と良
き指導者との出逢い。池田千
鶴子さんは舞台中央のハープ
の生演奏で優しく力強い音色
で、世界中を巡られるエネル
ギーの源はどこにあるのだろ
うかと。浅田次郎氏は小さい
頃から読書が好きで作家にな
ったといとも易く述べられ、
伊能忠敬の日本地図作成は現
在の地図と大差ない事等々。
最後は須田慎一郎氏の今後の
日本経済で幕を閉じました。
一年間有意義な時間をあり
がとうございました。

1

10

4

2

28

11

令和元年5月16日㈭
「オールディーズ」
ママス＆パパス

令和元年6月20日㈭
「太極拳」
太極拳 かんわ会

令和元年7月18日㈭
「フラダンス」
ラウレア・フラ・スタジオ

令和元年8月22日㈭
「金管バンド演奏」
ブラスシューデ（皆瀬・中里小金管バンド）

令和元年9月19日㈭
「女声合唱」
花の森コーラス、コール・トワニー
リリコ・コーロ （三団体の合同合唱）

令和元年10月17日㈭
「津軽三味線演奏」
木下恒存、木下三絃会
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指揮：坂井 洋子、 ピアノ：江口 友規子、濱崎 典子

令和2年1月16日㈭
「装道、合唱」
久田学園佐世保女子高等学校
Greater Harvest Holiness Church Choir
クワイアー

チャーチ

令和元年12月19日㈭
「ゴスペル」

ホーリネス

ハーベスト

グレイター

事 務 局 だよ り

★須田慎一郎さん、ありが
とうございました
久田学園佐世保女子高等
学校の生徒さんによる、伝
統ある装道と合唱に続いて
登場された須田さん。日本
経済を取り巻く国際情勢を
含めた諸問題についてわか
りやすく説明され、急激な
変化の中で、特に新しい見
方の必要性について強調さ
れました。さらに今後特に
注目すべき三点を挙げられ
ました。

★令和２年度の受講生募集
について
今回も、定員の２，
０００名
を 大 幅 に 超 え る ３，
３００名
のご応募を頂き、まことに
ありがとうございました。
コンピューターによる厳正
な一括抽選を行い、結果は
２月中旬過ぎにはお届けす
る予定です。今しばらくお
待ちください。
当選された方は、当選通
知に同封の払込取扱票で、
期限の３月２日㈪までに郵
便局よりお振り込みくださ
い。期限までにお振り込み
がない場合は、キャンセル
待ちの方を繰り上げ当選と

しますので、ご了承くださ
い。期限までに振り込みを
された方には、３月中旬ご
ろに「緑色の学生証」をお
届けする予定です。

★平成 年・令和元年度も、
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
ことができず申し訳ありま
せん。
皆様に親しまれる紙面作
りに更につとめて参ります。
新年度もよろしくお願い致
します。

バラの折紙ツリー「 令 和 の 曙」

★２月・３月の講演会はあり
ません
今年度は８月に講演会を
行いましたので、先月号で
もお知らせしましたように、
２月及び３月の講演会はあ
りません。ご留意ください。
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