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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 

 ～令和４年度　第３学期～ 

『今、知りたい』旬の講義をお届けします！ 
 

年度２学期聴講生募集～ 
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月日 曜日時間 講座テーマ 講師氏名 所属

古和　久朋 神戸大学大学院　教授
吉本　雅彦 神戸大学　名誉教授

1/10 (火) AM 文化によるまちづくり－芸術文化観光専門職大学の挑戦－ 平田　オリザ 芸術文化観光専門職大学　学長

1/12 (木) AM 兵庫における地域づくり 木村　晶子 兵庫県県民生活部　新県政推進次長

1/17 (火) AM 比較優位と国際貿易　※「連携講座」のため無料 渡邉　正 兵庫教育大学　准教授

1/19 (木) AM 毎日の食で延ばせる健康寿命 家森　幸男 兵庫県健康財団会長・京都大学名誉教授

（仮）山城を歩く－歴史文化遺産の楽しみ方－
※西播磨文化会館からのリモート　※10:15～11:45

1/23 (月) AM スマホやネットに潜む危険 　松尾　由香里
ＮＩＴ情報技術推進ネットワーク株式会社
兵庫県インターネット安全安心　インストラクター

1/26 (木) AM 日本の家族の大変化と高齢者の役割 田間　泰子 大阪府立大学　名誉教授

1/27 (金) AM エンディングノートの書き方 　𠮷原美由紀 兵庫県弁護士会所属　弁護士

2/3 (金) AM 地域活動のとびら いなみ野学園　地域活動支援センター

2/6 (月) AM 農業・農村の現状と今後の展開 宮島　康彦 兵庫県農林水産部総合農政課　課長

2/7 (火) AM 町の将来と子育て～私たちにできること～ 藤原　誠 元公立小学校校長・鷹巣活性化委員会事務局長

2/9 (木) AM 神戸開港物語 楠本　利夫 芦屋大学　元教授

2/17 (金) AM 生きるを考える さくらい　りょうこ オカリナ奏者

2/20 (月) AM 世界無形文化遺産　狂言 岩﨑　拓治 いなみ野学園　名誉講師

2/21 (火) AM 地域コミュニティ 廣岡　徹 兵庫教育大学教職大学院　元教授

兵庫教育大学教職大学院
廣岡　徹 元教授　　廣岡　徹

2/28 (火) AM 落語の世界 露の吉次 落語家

3/2 (木) AM ロボット技術を活用した介護予防 陳　隆明 総合リハビリテーションセンター　所長

　　　AM　10：00～11：30
　　　PM　1：15～2：45

月日 曜日時間 講座テーマ 講師氏名 所属

1/6 (金) PM 県農で教えるバイオテクノロジー 今村　耕平 県立農業高等学校　教諭

1/12 (木) PM ランの栽培 廣瀬　健司 県立フラワーセンター　課長

1/13 (金) AM 美の空間日本庭園を楽しむ 西　桂 日本の名園を考える会　代表

1/16 (月) AM 栽培の基礎知識（栽培計画） 北井　学 いなみ野学園　技術顧問

1/17 (火) PM モモ・スモモと鉢植えでできる果樹の栽培 真野　隆司 いなみ野学園　学科主任

1/19 (木) PM 里山林の管理 服部　保 兵庫県立大学　名誉教授

1/20 (金) PM 果樹の繁殖と苗木の育成 井瀬　俊一 いなみ野学園　元教授

1/23 (月) PM 栽培と農薬 長田　靖之 農林水産技術総合センター　元研究主幹

1/24 (火) AM 兵庫の伝統野菜 小林　保 農林水産技術総合センター　元部長

2/2 (木) AM 雑草の生態と対策 三崎　恒敏 いなみ野学園　技術顧問

龍野農業改良普及センター元所長
２級造園技能士

2/10 (金) AM 地産地消～ファーマーズマーケットの取組み～ 外川　哲男 姫路農業改良普及センター　元所長

AM 中井　均

地域コミュニティ 

　　　大　学　共　通　講　座　　　　　　　　　 大講堂 　　　AM　10：00～11：30

　　　園　芸　学　科　　　　　　　　　　　　 ふれあい館

1/6 (金) AM 認知症予防のためにいますべきこと

2/27 AM(月)

滋賀県立大学　名誉教授1/20 (金)

2/9 (木) PM 庭木の周年管理のポイント 田中　哲
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2/13 (月) AM 栽培の基礎知識（成長と繁殖） 小山　佳彦 いなみ野学園　技術嘱託員

2/14 (火) AM 野生ランの育て方 高見　敬次 いなみ野学園　講師

2/16 (木) AM 園芸療法 横田　優子 淡路景観園芸学校　非常勤講師

龍野農業改良普及センター元所長
２級造園技能士

2/27 (月) PM ２１世紀は農の世紀 保田  茂 神戸大学　名誉教授

　　　AM　10：00～11：30
　　　PM　1：15～2：45

月日 曜日時間 講座テーマ 講師氏名 所属

1/16 (月) PM ストレスマネジメントⅠ～自分を知ろう～ 神保　栄子 ヒューマンヘルス研究所　代表取締役

1/17 (火) PM 運動概論　加齢による身体機能の変化 西垣　利男 兵庫県立大学　名誉教授

1/23 (月) PM スポーツボランティアのすすめ 山口　泰雄 神戸大学大学院　　名誉教授

1/24 (火) PM 薬と健康Ⅱ 岡本　正志 神戸学院大学　教授

1/26 (木) PM シニアのための食生活Ⅲ　加工食品の表示について 嶋津　裕子 兵庫大学　准教授

2/7 (火) PM 生活と介護～楽しく暮らすために～ 小倉　毅 兵庫大学　教授

2/14 (火) AM シニアのための食生活Ⅱ～地産地消・食品自給について～ 中井　玲子 兵庫大学　准教授

2/16 (木) AM シニアのための食生活Ⅲ　～高齢者に必要なミネラル～ 坂元　美子 神戸女子大学　准教授

2/21 (火) PM 健康概論Ⅱ～健康とホルモン～ 加治　秀介 神戸女子大学　特任教授

2/24 (金) AM 世界のアクティブシニア 山口　泰雄 神戸大学大学院　名誉教授

2/27 (月) PM 緩和ケア 和田　光徳 兵庫大学　教授

　　　AM　10：00～11：30
　　　PM　1：15～2：45

月日 曜日時間 講座テーマ 講師氏名 所属

篠原　良三 歌手
大津はるみ 歌手
安岡　典子 ピアノ 

コミュニケーション「あーよかったな あなたがいて」

～つながりと感動そして笑顔～

1/12 (木) PM 比較文化論～東洋と西洋～ 田辺　眞人 園田学園女子大学　名誉教授

1/13 (金) AM 日本語の世界～日本語のおもしろさ～ 髙濵　隆 いなみ野学園元副学園長

1/13 (金) PM 神戸学～人生100年時代のシニアルネサンス～ 楠本　利夫 芦屋大学　元教授

1/16 (月) AM 播磨学～伊能忠敬の歩いた播磨路～ 高塚　洋 地域マイスター

1/16 (月) PM 伝統文化～和歌の世界～ 髙濵　隆 いなみ野学園元副学園長

1/17 (火) PM 日本の文学～宮沢賢治、イーハトーブの世界～ 和田　典子 姫路大学　元教授

1/20 (金) PM 播磨学～はりま山歩き２～地質がつくる兵庫の景観 橋元　正彦 兵庫県自然保護指導員

1/23 (月) PM 韓国の文化～隣国からのメッセージ～ 黄 　晶禧 韓国文化ナビゲーター

1/24 (火) AM 播磨学～郷土の偉人・山片蟠桃～ 高塚　洋 地域マイスター

1/24 (火) PM 比較文化論～文化と文明～ 田辺　眞人 園田学園女子大学　名誉教授

江本　あきこ ソプラノ歌手・ボイストレーナー・劇団四季元団員

徳留　通恵 元宝塚女優

1/27 (金) PM 日本語の世界「呼称～人の呼び方～」 佐竹　秀雄 武庫川女子大学　元教授

2/3 (金) PM 日本の文学～宮尾登美子の世界～ 松帆　知昭 日本語パフォーミング研究家

2/21 (火) PM 庭木・花木の種類と特性 田中　哲

　　健　康　づ　く　り　学　科　　　　　　　　　　　　大教室

　　　文　化　学　科　　　　　　　　　　　　 大講堂

1/6 (金) PM 音楽の世界～世界音楽散歩～

1/10 (火) PM 仲島　正教 教育サポーター

1/26 (木) PM ミュージカルに挑戦６



2/6 (月) PM 日本の文学～夏目漱石の世界～ 松帆　知昭 日本語パフォーミング研究家

2/7 (火) PM 日本の文学～上田秋成の世界～ 松帆　知昭 日本語パフォーミング研究家

2/9 (木) PM 日本の文学～中島　敦の世界～ 松帆　知昭 日本語パフォーミング研究家

コミュニケーション「あーよかったな あなたがいて」

～つながりと感動そして笑顔～

2/10 (金) PM 日本の文学～宮城谷昌光の世界～ 松帆　知昭 日本語パフォーミング研究家

2/13 (月) AM 日本の歴史1 山下　恭 神戸学院大学　講師

2/14 (火) AM 世界の中の日本～国際情勢を読む～ 岩本　誠吾 京都産業大学　客員教授・名誉教授

2/16 (木) AM 地域史入門 小林　誠司 兵庫県文化財保護指導員

2/17 (金) PM 食文化3 的場　輝佳 奈良女子大学　名誉教授

2/20 (月) PM さまざまな表現～演劇に挑戦～ はせなか　りえ 町劇Ａｋａｓｈｉ　代表

奥田　愛 ソプラノ歌手
寺下　亜衣 ピアニスト

2/24 (金) AM 老子に学ぶ現代の生き方 田中　哲也 老子研究家

2/27 (月) PM 日本の歴史２ 山下　恭 神戸学院大学　講師

2/28 (火) PM 中国文化～言葉から見る日本文化と中国文化～ ポン・フェイ 京都外国語大学　教授

　　　AM　10：00～11：30
　　　PM　1：15～2：45

月日 曜日時間 講座テーマ 講師氏名 所属

1/6 (金) AM コミュニティ２ 廣岡　徹 兵庫教育大学　元教授

1/6 (金) PM 発表の仕方 川邊　暁美 言の葉OFFICEかのん　代表

1/10 (火) AM 地域コミュニティの再生２(地域を支える公民館） 萬浪　佳隆 兵庫県公民館連合会　会長

1/10 (火) PM 環境保全と地域活動 富木　攻 富木地区環境保全協議会　　会長

1/17 (火) PM これからの地域の暮らしを考える３ 清水　勲夫 野外活動協会　理事長兼生涯学習コーディネーター

1/20 (金) AM 原子力発電所をめぐる状況 関西電力担当者

1/20 (金) PM 人生100年時代の地域づくり 内平　隆之 兵庫県立大学　地域創造機構　教授

1/24 (火) AM 播州歌舞伎を活かした地域づくり 杉原　光平 播州歌舞伎クラブ事務局

1/24 (火) PM 花と緑のまちづくり 平田　富士男 兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科  教授

1/27 (金) AM 生涯学習としての地域活動 清水　勲夫 野外活動協会　　理事長兼生涯学習コーディネーター

1/27 (金) PM ブランディングによる地域活性化 内海　芳宏 内閣府　地域活性化伝道師

2/3 (金) AM 兵庫の地域づくり 木村　晶子 兵庫県県民生活部　　新県政推進次長兼県民生活部次長

2/17 (金) AM オリンピックと神戸・阪神間モダニズム 髙木　應光 NPO神戸外国人居留地研究会　事務局

2/17 (金) PM 心理学から見える高齢者の生きる心構え 北島　律之 兵庫大学　教授

2/21 (火) AM NPOと地域コミュニティ支援 阪口　努 ＮＰＯ法人シミンズシーズ　常務理事

2/21 (火) PM 地域福祉～福祉社会を創るための活動～ 田端　和彦 兵庫大学　副学長

2/24 (金) AM 地震と火山の国日本～歴史地震から学び 災害から身を守る～ 上野　匡則 いなみ野学園　特任講師

2/28 (火) AM 知っておきたい消費者トラブル～狙われる高齢者と若者～ 當房　順美 東播磨消費者センター　消費者教育推進員

2/10 (金) AM

　　　大　学　院　　　　　　　　　　　　 中教室

仲島　正教 教育サポーター

2/21 (火) PM 音楽の世界～ソプラノ歌手、心の声を歌に～




