
 

 

 

 

 

 

１ 聴講対象講座 

別紙、聴講講座一覧表のとおり 

２ 聴講料 

(1) 一般（県高齢者大学の学生・卒業生以外）の方 １，５００円 

(2) 県高齢者大学の学生・卒業生の方       １，３００円 

３ 聴講手続き等 

(1) 聴講希望者は、講座前日までに、聴講料と聴講申込書により申込んでください。 

※ 聴講申込書は、ホームページからダウンロードできます。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.hyogo-ikigai.or.jp/ikigai/ 

(2) 前日までに電話申込みされた方は、当日の聴講料を学園事務室で納付してくださ 

い。 

(3) 講座当日は、いなみ野学園が発行する聴講許可証を提示して聴講してください。 

４ 注意事項 

・講師都合あるいは気象条件等により講義を変更または中止することがあります。 

・新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、対象となる講座を限定するとともに、 

別教室での同時配信となる場合があります。 

５ 照 会 先 

兵庫県いなみ野学園（加古川市平岡町新在家９０２－３） 

TEL 079-424-3342   FAX 079-424-3475 

聴 講 生 募 集 
 ～令和３年度２学期聴講生募集～ 

 

兵庫県いなみ野学園 

『今、知りたい』旬の講義をお届けします！ 



午前（10:00～11:30） 午前（10:00～11:30） 午後（13:15～14:45）

共通講座 園芸学科 健康づくり学科 文化学科

越冬隊員　南極越冬を語る 世界の中の日本

9月2日 ※阪神シニアからのリモート ～国際情勢を読む～

第53次日本南極地域観測隊

（木） （越冬隊　環境保全部門） 京都産業大学

宮下　康尚 教授　岩本　誠吾

講談 　（渋沢栄一物語） シニアのための食生活Ⅳ 播磨学

9月3日 ～認知症予防の食生活～ ～加古川の舟運について～

　

(金) 講談師 兵庫県立大学 姫路市立城郭研究室

旭堂 南海 教授　吉村　美紀 主事　三角　菜緒
減災に向けた都市と コミュニティ シニアのための食生活Ⅰ 神戸学

9月6日 ～自分で組み立てる ～西南戦争と神戸～
　ヘルシーメニュー～

(月) 神戸大学 兵庫大学 芦屋大学
教授　北後 明彦 教授　矢埜　みどり 元教授　楠本　利夫

最先端医療 キャベツ・ハクサイの栽培 日本の歴史３ 播磨の民俗行事

9月7日 ～粒子線治療について～ ～福留日岡神社の獅子舞～

県立農林水産技術

(火) 兵庫県立粒子線医療センター 総合センター 神戸学院大学 いなみ野学園

副院長  徳丸　直郎 元研究主幹　長田　靖之 特任講師　 山下　恭 特任講師　高田　繁範

栽培の基礎知識 体操Ⅰ 日本の文学

9月13日 （栽培と環境） ～メロディ体操①～ ～金子みすゞこころの旅～

(月) いなみ野学園 フィットネスインストラクター 姫路大学

午前 技術顧問　北井　学 吉田　裕子 教授　和田　典子
異文化理解１ベリーズ

9月13日 ～カリブ海の宝石

ベリーズはどんな国？～

(月) JICA兵庫シニアOV会

午後 会員　長田　守
地域参加・社会貢献と レクリエーションⅢ 日本語の世界

9月14日 ソーシャルメディアの可能性 ～挨拶表現からみる日

本人の文化とこころ～

(火) 兵庫県立大学大学教育改革室 生涯学習サポート兵庫 兵庫教育大学・大学院

室長  行司 高博 講師　　　伽羅（きゃら）　 教授　田中　雅和
グローバリゼーションと 地域社会 ダイコン・ニンジンの栽培 笑いと健康 日本の歴史

9月16日 ～アクティブこそ人生～ ～その名 千姫～

姫路千姫顕彰会 会長

（木） 芦屋大学 県立播磨農業高等学校 救世忍者乱丸 歴史研究家

元教授　楠本 利夫 元教諭　池上　秀平 黒田 美江子

現代社会と歴史 ナシの栽培法 ライフイズクリエイティブ ミュージカルに挑戦７

9月17日 ソプラノ歌手・ボイストレーナー

元劇団四季団員

(金) 園田学園女子大学 いなみ野学園 神戸芸術工科大学 　　　　江本　あきこ

名誉教授　田辺 眞人 元教授　井瀬　俊一 教授　見寺　貞子 ピアノ　寺嶋　千紘　

花鉢物の育て方 ストレスマネージメントⅡ 食文化 超高齢社会のまちづくり１

9月21日 ～タッピングタッチ～ ～こめ物語～ ～だれがまちを担うのか？～

(火) いなみ野学園 ヒューマンヘルス研究所 奈良女子大学 市民まちづくり研究所

午前 技術嘱託員　小山　佳彦 代表取締役　神保　栄子 名誉教授　的場　輝佳 所長　松本　誠

体操Ⅰ 日本語の世界 いなみ野ため池ミュージアム

9月21日 気功体操② ～現代に息づく十二支

　　　干支（えと）～ 東播磨県民局地域振興室県民課

(火) 宝塚健康教室講師 兵庫教育大学・大学院 水辺地域づくり担当

午後 谷内　順子 教授　田中　雅和 長谷坂　兼司

どうなる日本の経済 イチゴの栽培法 イベント企画 播磨学 地域活動と指導者のあり方２ 歴史文化を活かしたまちづくり

9月24日 ～健康体操～ ～芸能と信仰～

県立農林水産技術

(金) 関西外国語大学 総合センター 兵庫県鍼灸マッサージ師会会長 兵庫大学 生涯学習コーディネーター 神戸大学　

教授　滝川 好夫 元研究主幹　長田　靖之 賀内　進一 教授　金子　哲 清水　勲夫 特命准教授　松下　正和

異文化理解

9月28日 オーストラリア人と日本人

(火) 兵庫県庁国際交流課 放送作家

国際交流員　トミー・リー  三条 杜夫

歯から健康を考える わかる世界史

10月4日 ～東洋史１～

(月) 兵庫県歯科衛生士会 兵庫県いなみ野学園
副会長　岩崎小百合 元教授　新井　壽

身近な法律相談２ 歩く人　～ウォーキング講座～ アナウンサー体験 交通から環境を考える

10月5日 ～おしゃべりがちょこ

　っと上手になる話～ 京都大学経営管理大学院

(火) つつじの総合法律事務所 フィットネスインストラクター アナウンサー 経営研究センター

弁護士　中森　真紀子 吉田　裕子 藤原　正美 特命教授   西田 純二

いなみ野学園　令和３年度　　２学期聴講講座（令和３年９月～１２月）

月　日

大　学　講　座 大学院講座

午後（13:15～14:45）

まちづくり・地域活性化の
実際例



午前（10:00～11:30） 午前（10:00～11:30） 午後（13:15～14:45）

共通講座 園芸学科 健康づくり学科 文化学科

いなみ野学園　令和３年度　　２学期聴講講座（令和３年９月～１２月）

月　日

大　学　講　座 大学院講座

午後（13:15～14:45）

兵庫県の地質・自然環境 野菜のプランター栽培Ⅰ レクリエーションⅢ 神戸学

10月7日 と自然災害史 ～諏訪山物語～

（木） 兵庫県立大学大学院 県立播磨農業高等学校 生涯学習サポート兵庫 芦屋大学

教授　森永　速男 元教諭　池上　秀平 講師　　　伽羅（きゃら）　 元教授　楠本　利夫

病院の放射線検査について 口から始まる健康づくり 異文化理解４　ケニア 東播磨のため池 文章の作成（応用）

10月8日 （健康づくり推進員について） ～コンピュータ教育、および ～その歴史と伝説～
兵庫県健康財団  松野郁子部長 大自然とポレポレな人々～

(金) 兵庫県立がんセンター 県歯科衛生士会 JICA兵庫シニアOV会 明石市史編纂委員 甲南大学

放射線専門員　沢田 又一 副会長　岩崎　小百合 会員　奥野　裕志 森本　眞一 元教授   橘　幸男

体操Ⅰ コミュニケーション論

10月11日 気功体操① ～講義＆ワークショップ～

(月) 宝塚健康教室講師 ＮＰＯ法人シミンズシーズ

午前 谷内　順子 常務理事　阪口　　努
ミュージカルに挑戦４ 超高齢社会のまちづくり２ 超高齢社会のまちづくり３

10月12日 ～実践者を招いての演習～ ～実践者とグループワーク～

ｿﾌﾟﾗﾉ歌手・ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾅｰ

(火) 元劇団四季団員 市民まちづくり研究所 市民まちづくり研究所

午前 江本　あきこ 所長　松本　誠 所長　松本　誠

日本語の世界

10月14日 ～語源の楽しみ～

（木） 武庫川女子大学

午前 元教授　　佐竹　秀雄

地域福祉 受けておしまいではもったいない 播磨学

10月18日 ～検診結果からわかること～ ～東播磨のため池の
　　　　歴史と伝説～

(月) 兵庫大学 加古川総合保健センター 明石市史編纂委員
副学長　田端 和彦 保健師　小澤　加奈 森本　眞一

地域と時代区分 体操Ⅱ 伝統文化

10月19日 チェアエクササイズ ～能面の魅力～

　

(火) 園田学園女子大学 健康運動指導士 能面師 生涯学習コーディネーター NPO船場城西の会

名誉教授　田辺 眞人 政井　貴子 川井　清雲 清水　勲夫 理事   中山　栄一郎

コントラバスの和尚 ブドウの栽培 健康概論 日本の文学

10月21日 ～体の仕組みを知ろう～ ～樋口一葉の世界～

　

（木） 教信寺　 いなみ野学園 神戸大学 日本語パフォーミング研究家

住職　長谷川慶悟 技術顧問　三崎　恒敏 名誉教授　山口　泰雄 松帆　知昭
認知症予防のために 今すべきこと 日本の文学 播磨の考古学事情

10月22日 神戸大学大学院 ～宮本輝の世界～

教授　吉和　久朋

(金) 神戸大学 日本語パフォーミング研究家 兵庫県立考古博物館 兵庫大学

名誉教授　吉本　和彦 松帆　知昭 元発掘担当課長   森内　秀造 教授　　北島　律之

農村集落の活性化事例と 実技Ⅰ 音楽の世界

10月25日 担い手・後継者対策 ～ウォーキング～ 　～心きらめく歌のハーモニー～

　 ＢLＥＮＤＹ

(月) 兵庫県農政環境部 兵庫県立大学 歌手　山田　直毅
楽農生活室長　永田　学 名誉教授　西垣　利男 歌手　羽生　知央

高齢者の身体変化と精神変化 体操Ⅳ 古典文学 地域活性化とビジネス

10月26日 ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ～近松の世話物を中心に～

＜大講堂＞

(火) 東加古川病院 ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾅｰ･ソプラノ歌手 日本語パフォーミング研究家 兵庫県立大学大学院 バンバンラジオパーソナリティー

院長　森　隆志 江本　あきこ 松帆　知昭 教授   安田 義郎  落語家   露の紫

日本の家族の大変化と くだものの不思議 介護実践Ⅰ ミュージカルに挑戦５

10月28日 高齢者の役割 ～腰痛を防ぐ介護の仕方～ ソプラノ歌手・ボイストレーナー

県立農林水産技術 元劇団四季団員

（木） 大阪府立大学 総合センター北部農技 ハーベスト医療福祉専門学校 江本 あきこ

教授　田間　泰子 元農業部長　永井　耕介 校長　北浜　伸介 ダンス　徳留　通恵

兵庫県の地盤と地震 ミュージカルに挑戦８ 地域コミュニティと公民館４ 地域の歴史文化

10月29日 ソプラノ歌手・ボイストレーナー ～鶴林寺が伝えてきたもの～

元劇団四季団員

(金) 神戸大学 　　　　江本　あきこ 兵庫県公民館連合会 鶴林寺宝生院

名誉教授　田結庄良昭 ピアノ　寺嶋　千紘　 会長　　萬浪　佳隆 住職　　幹　敬盛

栽培の基礎知識 認知症予防に役立つ 播磨学

11月1日 （土壌と用土） ～脳エクササイズ～ ～東播磨の仏像を巡る～

(月) いなみ野学園 認知症予防ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄ 県立歴史博物館

午前 講師　高見　敬次 理事長　福田　章 　神戸　佳文
わかる世界史

11月1日 ～東洋史２～

(月) 兵庫県いなみ野学園

午後 元教授　新井　壽

これからの地域の暮らしを
考える２

地域に残る歴史的財産を
活用したまちづくり

心理学から見える高齢者
の生きる心構え

ラジオ放送から見た地域
活性化について



午前（10:00～11:30） 午前（10:00～11:30） 午後（13:15～14:45）

共通講座 園芸学科 健康づくり学科 文化学科

いなみ野学園　令和３年度　　２学期聴講講座（令和３年９月～１２月）

月　日

大　学　講　座 大学院講座

午後（13:15～14:45）

心筋梗塞のお話 果樹栽培の基礎知識 グループで楽しむ 日本の歴史４

11月2日 レクリエーションゲーム

　

(火) 加古川医療センター循環器部 いなみ野学園 健康運動指導士 神戸学院大学 神戸大学

部長　岩田 幸代 学科主任　真野　隆司 政井　貴子 特任講師　 山下　恭 名誉教授   田結庄 良昭

介護について

11月4日 ～する側の心構え～

（木） 元兵庫県立総合衛生学院 

学院長　濱口 清子

共生の風景 菊盆栽とその鑑賞 体操Ⅳ 実践的俳句講座

11月5日 ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

菊栽培家 （13時～14時30分） 甲南大学・佛教大学講師

(金) 県立淡路景観園芸学校 いなみ野学園 ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾅｰ･ソプラノ歌手 神戸新聞読者文芸欄俳句選者

学長　中瀬 勲 特任講師　小松　芳明 江本　あき子 わたなべ　じゅんこ

公園の植栽 異文化理解３　南太平洋

11月25日 設計計画と管理 バヌアツ～コンピュータ活用への

基礎教育とシステム開発支援事例

（木） 緑のアトリエ JICA兵庫シニアOV会

午前 取締役室長　三谷　景一郎 会員　尾崎　　博

音楽療法の理論と実践 日本語の世界

11月25日 兵庫県音楽療法士会 ～漢字の不思議と面白さ１～

音楽療法士　松﨑　聡子

（木） 音楽療法士 中村　佳子 兵庫教育大学・大学院

午後 音楽療法士 中川しのぶ 教授　田中　雅和

身近な法律相談３ ストレスマネージメントⅣ笑いと健康 神戸学

11月26日 ～歌舞伎のイロハ～ ～ラフカディオ・ハーンと神戸～

(金) 兵庫県弁護士会 上方文化評論家 芦屋大学

元会長　春名　一典 福井　栄一 元教授　楠本　利夫

兵庫の地域創生 獣害対策 実技Ⅰ 話し方教室

11月29日 ～ストレッチ～ ～話しましょう、
　　　笑いましょう～

(月) 兵庫県企画県民部 県加西農業改良普及センター 兵庫県立大学 あい☆えがお
地域創生局長　川井　史彦 所長　小林　敏郎 名誉教授　西垣　利男 代表　山本　えり

野菜栽培の基礎知識 神戸学 兵庫の地域創生について

11月30日 県立農林水産技術 ～阪神間モダニズム～

総合センター北部農技

(火) 元農業部長 芦屋大学 兵庫県企画県民部地域創生局

午前 小松　正紀 元教授　楠本　利夫 局長   川井　史彦

異文化理解２アジア・タイ 生きがいしごとと地域貢献

11月30日 ～タイ国に学ぶ高齢者の

社会参加と介護予防～ 生きがいしごとサポートセンター

(火) JICA兵庫シニアOV会 播磨西 

午後 会員　中島　美樹 所長   前川 裕司
庭木の周年管理のポイント 播磨学

12月2日 ～郷土の偉人 山片蟠桃～

（木） 園芸センター 兵庫県ふるさと創生塾

午前 　元所長　國賀　正春 地域マイスター　高塚　洋
実技Ⅲ 宝塚ジェンヌ

12月2日 ～脳トレレクリエーション③～ ～桐さと実の世界～
　

（木） ヒューマンヘルス研究所 元宝塚女優　

午後 代表取締役　神保　栄子 桐　さと実
不平等条約改正への努力 ガーデニングⅡ ストレスマネージメントⅣ 播磨学 異文化理解 発表の仕方

12月3日 （洋風の庭づくり） シナプソロジー～笑って元気～ ～知られざる戦争遺跡～ ～チュニジアと日本～
神戸大学大学院農学研究科

(金) 芦屋大学 園芸家 フィットネスインストラクター いなみ野学園 付属食資源研究センター 言の葉OFFICEかのん
元教授　楠本 利夫 月江　成人 吉田　裕子 特任講師　上谷　昭夫 研究員　リム・フエキ 代表   川邊　暁美

兵庫県の植生の特色 健康管理Ⅰ 兵庫の偉人
12月6日 ～認知症予防と対応～ ～ジョセフ彦、播磨町出身～

兵庫県立大学・

(月) 淡路景観園芸学校 保健師 姫路獨協大学
准教授　澤田 佳宏 西谷　明美 元講師　兼本　雄三

より良い人間関係のために 草花栽培の基礎知識 古稀のクライマー 音楽の世界

12月7日 10000回登山物語 ～世界音楽散歩～
　　歌手 篠原　良三

(火) 須磨寺 いなみ野学園 単独行登山家 　　歌手 大津はるみ
貫主　小池 弘三 技術嘱託員　小山　佳彦 久留宮　康之 　　ピアノ 安岡　典子

神戸開港物語 ミカン・ビワの栽培 姿勢づくりのための 日本語の世界

12月9日 ストレッチと体幹トレーニング ～漢字の不思議と面白さ２～

（木） 芦屋大学 いなみ野学園 神戸学院大女子駅伝部 兵庫教育大学・大学院
元教授　楠本 利夫 技術顧問　三崎　恒敏 副監督　森田　陽子 教授　田中　雅和

福島県沖地震（2021）が教
えてくれること



いなみ野学園 令和３年度  ２学期聴講講座（令和３年９月～１２月） 
 
 

 
 
月 日 

大 学 講 
座 

大学院講座 

午前（10:00～11:30） 午後（13:15～14:45） 

午前（10:00～11:30） 午後（13:15～14:45） 
共通講座 園芸学科 健康づくり学科 文化学科 

 

12月 10 日 
 

(金) 

災害時の我が家の 
食糧備蓄 

 
甲南女子大学  
名誉教授 奥田 和子 

 レクリエーションⅣ 

  

 
生涯学習サポート兵庫 
講師  羅（きゃら）  

   

 

12月 13 日 
 

(月) 

幸せの方程式 
 
 
いなみ野学園 
 名誉講師 岩崎 拓治 

栽培の基礎知識 

（作物の特性） 

 
いなみ野学園  

技術顧問 北井 学 

実技Ⅰ 

リズミックウォーク 
 
健康運動指導士 

    政井 貴子 

播磨学 

～姫路藩の藩政改革～ 

 
神戸女子大学 

 教授 今井 修平 

  

 

12月 14 日 
 

(火) 

淡水生物について 
 
 
須磨海浜水族園 
 元飼育員 小坂 直也 

庭木・花木の種類と特性 
 

 
園芸センター 

元所長 國賀 正春 

実技Ⅱ 姿勢と健康① 

～いつまでも元気で～ 

 
美姿勢セラピスト 

 松岡 裕美 

兵庫の偉人 

～工楽松右衛門～ 

 
神戸女子大学 

 教授 今井 修平 

  

 

12 月 16 日 

 

（木） 

神戸華僑の歴史 
 
 
孫文記念館 
館長 愛新 翼 

花壇作りの基礎Ⅱ 
 
 
NPO 加古川緑化クラブ 
緑化指導員 安尾 昌子 

ストレスマネージメントⅢ 
笑いと健康 
～在原の行平・業平の虚像と 
 実像・平安朝最強兄弟の 
物語～ 

上方文化評論家 福井 栄一 

日本語の世界 
～方言講座４ 
播磨の方言の特徴～ 

 
甲南大学 

元教授 橘 幸男 

  

 

12月 17 日 
 

(金) 

コロナ禍における災害 

とボランティア 

 
ひょうごボランタリープラザ 

所長 高橋 守雄 

園芸作物の食品加工 
 

 
県立農業高等学校 教諭 

西川 康子 

 ヨーロッパ文化 

～オペラの楽しみ～ 

歌手 篠原 良三 

歌手 大津 はるみ 

ピアノ 安岡 典子 

アクティブこそ人生 
 

 
女子プロレスラー 救世

忍者 乱丸 

 

 




