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⑴ 講座、教室、学級
講座名 「生涯学習推進講座」　様々な歴史に触れてみよう

趣　旨 歴史を学ぶことで、生き方の知恵を学ぶことができます。様々な歴史に触れ、心豊かに充実した生活を送るヒ
ントを見つけましょう。

対　象 市内在住または在勤の人
定　員 80人
受講料 無料
時　間 午前10時～11時30分

開催日 内　容 講師（敬称略） 会　場

第1回 5月28日（土） 鎌倉仏教の成立とその教え 愛知学院大学　講師
菅原　研州

中央公民館
大会議室

第2回 6月25日（土） 明治・大正時代の日本語 愛知教育大学　教授
矢島　正浩

第3回 8月6日（土） 明治初年の博覧会と三河地域 愛知学院大学　教授
中川　すがね

第4回 8月27日（土） 『伊勢物語』を楽しく読もう 愛知教育大学　教授
田口　尚幸

第5回 9月24日（土） 考古学とは何か
～その研究と方法論を紐解く～

愛知学院大学　教授
白石　浩之

第6回 10月29日（土） 寺社文化財の見方
～『新編知立市史』の文化財を巡って～

愛知教育大学　教授
新編知立市史文化財委員会
委員長　鷹巣　純

講座名 「知を立てる講座」

趣　旨 人生100年時代がいずれ到来すると言われるようになった現在、多様な知識に触れることで、人生をより豊か
なものにしましょう。

対　象 市内在住または在勤の人
定　員 80人
受講料 無料
時　間 午前10時～11時30分

開催日 内　容 講師（敬称略） 会　場

第1回 5月8日（日） 東海、東南海、南海地震を知って備える 名古屋大学　准教授
山中　佳子

中央公民館
大会議室

第2回 6月5日（日） 社会と暮らしとマイナンバー法 愛知県行政書士会
鍋田　建治、吉川　明宏

第3回 7月3日（日） わかりやすい病気の基礎知識 藤田保健衛生大学　准教授
山本　直樹

第4回 8月7日（日） マネーの歴史とバブルの歴史 愛知教育大学　講師
西尾　圭一郎

第5回 9月4日（日） 食の安全について 藤田保健衛生大学　講師
内藤　久雄

第6回 10月2日（日） 運動することはからだによい。
どこにどうよいか？

藤田保健衛生大学　教授
山田　晃司

　市民の皆さんが自分自身の将来像「マイライフ」を実現する第一歩として、各自のライフスタイルに応じたそれ
ぞれ特色ある講座を設定しました。
　◆申 込 み　�4月16日㈯から開始します。中央公民館で申込書を記入のうえ教材費を添えてお申込みください。

なお、申込み順に受付を行い、定員になり次第締切ります。
　◆受付時間　午前8時30分～午後9時（月曜日を除く）
　◆問 合 せ　生涯学習スポーツ課　生涯学習係（中央公民館内　☎83-1165　月曜休館）

生きがい・ふれあい　発見　知立の生涯学習
【平成28年度生涯学習講座】
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講座名 「高齢者教室」

趣　旨

高齢者が意欲的に学習の機会を持つことは、自らが自立して生きているという実感と人間として充実感が得ら
れることであり、長寿社会において極めて大切なことです。心豊かに生きがいのある生活を築くことをめざす
とともに、心身の健康管理を図りながら自分をよりよく生かす方向で、地域社会に生きる自らのあり方を考え
る場とします。

対　象 市内在住または在勤の人
定　員 80人
受講料 無料
時　間 午前10時～11時30分

開催日 内　容 講師（敬称略） 会　場

第1回 5月13日（金） 都築弥厚の新田経営と明治用水新開計画 愛知大学文学部　教授
神谷　智

中央公民館
大会議室

第2回 6月10日（金） 役に立つ医学・健康情報の集め方
その2（大衆薬について）

愛知教育大学　教授
古田　真司

第3回 7月1日（金） 高齢者の交通安全 安城警察署交通課
小﨑　良夫

第4回 9月2日（金） 狂言と歌舞伎の比較 名古屋女子大学　教授
文学博士　林　和利

第5回 9月13日（火） 食べ物よもやま話
　−健全な食生活の構築をめざして

名城大学農学部　教授
小原　章裕

第6回 10月7日（金） 松本清張から見た民俗学 愛知教育大学　教授
野地　恒有

第7回 11月4日（金） 暮らしの法律
　相続･遺言、あなたは、何を残しますか？

司法書士・行政書士
矢田　良一

第8回 12月9日（金） 落語を生で楽しもう
　～笑いは心のエネルギー～

社会人落語家
若鯱亭　笑天

講座名 「女性学級」

趣　旨
人生において最も大切なことは、人間として充実感や生きがいを持つことであろう。常に生き生きと情熱を輝
かせている人は美しい。心豊かに女性としての品性を一層高め、激動する今の世の中に的確に対応するための
自己啓発を促し、生きがいのある生活設計を求める場とします。

対　象 市内在住または在勤の人
定　員 80人
受講料 無料　
時　間 午前10時～11時30分

開催日 内　容 講師（敬称略） 会　場

第1回 5月26日（木） 「愛と食と健康」をテーマに料理する生き方 栄養士「あいうえお料理塾」代表
愛野　順子

中央公民館
大会議室

第2回 6月9日（木） 美術館･展覧会を楽しむ為の絵画のお話 愛知産業大学西洋美術史学講師
阪部　晃代

第3回 6月23日（木） 女性をとりまく人間関係
フェミニスト･カウンセリング協会認定
フェミニスト　カウンセラー
水野　三佐子

第4回 7月21日（木） 正しい健康情報とのつきあい方
　−サプリメントを中心に

名城大学薬学部　教授
大津　史子

第5回 9月29日（木） 森鴎外の作品に見る家族への深い愛
第1回　山椒大夫（さんしょうだゆう）

……母と子、姉と弟の愛
第2回　高瀬舟（たかせぶね）

………………兄と弟の愛
第3回　じいさん　ばあさん

…………………夫婦の愛

文芸評論家
伊藤　加余子第6回 10月27日（木）

第7回 11月24日（木）

第8回 12月8日（木） 人生の後半に向けてのモノの整理と片づけ方 暮しの研究家
平野　敬子

備　考 ※第7回は、3回分の資料を製本します。
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⑵ 生涯学習ボランティア「自主企画講座」
　生涯学習ボランティアが主体となってテーマを決め、学習計画を立て講師を招き、生涯学習を進める講座です。

幼児・親子を考える（託児あり）
講座名 「子育ち･親育ち」

趣　旨 子どもたちは、本来自分で育つ力があるものです。親は子どもとの関わりの中で、子どもの成長を見守り、ど
うサポートするかを学び、親子・夫婦などの家族間のコミュニケーションについて考えます。

対　象 市内在住または在勤の人

定　員 60人

受講料 無料（材料費実費）

時　間 午前10時～11時30分

開催日 内　容 講師（敬称略） 会　場

第1回 4月21日（木） 乳幼児期・児童期の子育ての重要性について
　−子育ての幼児期・児童期は

人間性の土台づくり−

西三河家庭教育研究所　所長
家庭教育師・心理カウンセラー
須佐　栄子

中央公民館
大会議室

第2回 5月12日（木）

第3回 5月19日（木） 子育て中の母の心と体のリフレッシュ
健康運動指導士
スタジオDo代表
高橋　千恵子

中央公民館
講堂

第4回 6月2日（木）

命をはぐくむ「愛、食、健康」の実践
栄養士「あいうえお料理塾」
代表
愛野　順子

中央公民館
大会議室

第5回 6月23日（木） 中央公民館
料理実習室

第6回 7月7日（木） 絵本による子育て
子どもとことばの文化研究会
代表
清水　美智子

中央公民館
大会議室

第7回 9月8日（木） 子育て中の母の心と体のリフレッシュ
健康運動指導士
スタジオDo代表
高橋　千恵子

中央公民館
講堂

第8回 9月15日（木） 親と子のコミュニケーション
　～「母親ノート法」を中心に

母親ノート法カウンセラー
二宗　博美

中央公民館
大会議室

第9回 10月6日（木） 子どもは大事　私も大事

フェミニスト･カウンセリング
協会認定
フェミニスト　カウンセラー
水野　三佐子

中央公民館
大会議室

第10回 10月20日（木） ひとりひとりの声から学ぶ ナースリーハウス代表
西田　泰子

中央公民館
大会議室

備　考

※第1、2回は、子育てのことで聞きたいことがあれば事前に申し出てください。（講師に連絡します。）
※ 第3、7回は、運動のできる服装（スカート・ジーンズ不可）で。室内シューズと水分補給の水かお茶、タオ

ルをご持参ください。
※第5回は、料理実習です。当日、材料費を集めます。エプロンをご持参ください。
※託児… 第1・2和室等でおこないます。希望者は別途申込んでください。 

（保険料400円実費）20人まで。（4月2日現在で、1歳半以上のお子さん）
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