「学びＥｙｅはしま」は、市⺠の皆さんの生涯学習活動の⽀援を⽬的とした情報誌です。
市及び市の関係機関の講座や教室などの情報を一覧にして発行しています。今回は主に
8 月〜翌年３月初旬に実施・募集開始されるものをまとめました。
ご利用の際は、次のことにご留意ください。

◆申し込み方法
ご希望の講座や教室を主催する施設・担当部署へ直接お申し込みください。

◆参加費等
参加費や教材費は表中に記載してあります。ただし、計画変更により、費用が必要にな
る場合もあります。

◆注意事項
※特に明記がない限り、各講座等は定員になり次第締め切りますので、ご了承ください。
※掲載内容には、確定されていない事項も含まれています。開催日時や会場等をやむを
えず変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※既に始まっている講座等への途中参加については、各施設・担当部署に相談ください。
※新型コロナ等の発生状況により、実施方法の変更または中止となる場合があります。

◆問い合わせ先
各講座や教室の詳細は、記載してある各施設・担当部署へ直接お問い合わせください。
全体についてのお問い合わせは、羽島市教育委員会生涯学習課☎（３９３）４６７２
【平日８：30〜17：15】へお願いします

◆目次
市・市関係機関等の講座・イベント
中央公民館
保健センター（子育て・健幸課）
羽島市民病院
高齢福祉課
国際交流協会
歴史民俗資料館
老人福祉センター
児童センター(社会福祉協議会)
地域包括支援センター

市・市関係機関等の講座・イベント
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社会福祉協議会(地域福祉課)
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さらに学びたい方へのご案内
岐阜大学
岐阜聖徳学園大学
伝統文化羽島こども囲碁教室
岐阜天文台

編集・発行/羽島市生涯学習都市推進会議（羽島市教育委員会
〒501-6241 羽島市竹鼻町 226-2
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生涯学習課内）

FAX（391）0906
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申し込みや内容については各担当課・施設にお問い合わせください。

この冊子では、小学校 1〜6 年⽣は義務教育学校 1〜6 年⽣、中学校 1〜3 年⽣は義務教育学校 7〜9 年⽣を含みます。
特に記載のない場合は申し込みが必要です。

お問い合わせ 生涯学習課
TEL ３９３−４６７２ FAX ３９１−０９０６
まなび こ と はじめ

行事名・講座名

はしま 学 事 始 〜身近にあるもの、その未来〜

日 時 ・ 場 所

①８/３(火) ②９/１4(火) ③１０/１２(火)
福祉ふれあい会館 地域ふれあいスペース

１３:３０〜１５:００

対象：①③中学生以上 ②一般成人 各３０人(先着順)
参加無料 ※１つの講座から申し込みが可能です
対象・参加費等
受付開始７/７(水)〜
申込方法：生涯学習課あてメール、申込フォーム(QR コード)
講座名・講師・内容

夏季休暇開催

河川と共にあるまち 〜川の成り立ちから羽島を知る〜
①

国土交通省

中部地方整備局木曽川上流河川事務所
調査課⻑ 奥山 聡俊志 氏

河川と共にある羽島。自然豊かな川や土地の成り立ち、またその地形や地質について、
川と地域の歴史を交えながら学びます。これからの河川づくりについても紹介します。

健康診断を読み解く 〜身体をよく知り健幸な未来を〜
②

⽻島市⺠病院

健康管理センター⻑

⻑井

孝太郎 氏

定期的に受けている健康診断。自身の身体のこと、しっかり理解していますか？血液検
査などの診断結果の見方、結果からわかる身体の状況、健康な未来のためにできること
を交えてお伝えします。
キッズウィーク開催

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０ 〜人とモノがつながる快適な社会を目指して〜
③

岐阜県産業技術総合センター

情報技術部⻑

平湯

秀和

氏

日本は、IoT、AI、自動車の自動運転、ドローン等の革新的な技術を農業や工業、医療、
福祉などのあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立す
る新たな社会「Society 5.0」の実現を目指しています。Society 5.0 についてわかりやす
く解説し、IoT や AI 等の技術概要、将来の展望など、事例を交えてお話します。
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お問い合わせ 保健センター
TEL ３９２−１１１１（内線５３０３）
FAX ３９１−５９３４
行事名・講座名

離乳食教室

８/１９(木)、９/１６(木)、１０/１４(木)、１１/４(木)、１２/１６(木)
１/１３(木)、２/１０(木)、３/１０(木)
日 時 ・ 場 所 受付 ①前期クラス：９：３０〜９：４０
②後期クラス：１０：３０〜１０：４０
保健センター
① 前期クラス：生後５〜６ヵ月児の希望者 １５人
対象・参加費等 ② 後期クラス：生後７〜１１ヵ月児の希望者 １５人
持ち物：⺟⼦健康⼿帳、バスタオル
内容

離乳⾷・⻭の話、希望者に相談

行事名・講座名

はみがき教室とフッ化物塗布

８/２６(木)、９/３０(木)、１０/２１(木)、１１/１８(木)、１２/２３(木)
１/２７(木)、２/１７(木)、３/１７(木)
日 時 ・ 場 所
受付 ９：５０〜１１：０５
保健センター
対象・参加費等

内容

２歳、２歳６ヵ月児の希望者 ３０人(定員になり次第締め切ります)
持ち物：⺟⼦健康⼿帳、⻭ブラシ、タオル、バスタオル

⻭科健診、⻭科保健指導、フッ化物塗布、希望者に保健・栄養相談
(⻭をみがいてからお越しください)

行事名・講座名

パパママ教室

日 時 ・ 場 所

９/３(金)、１２/７(火)、３/１３(日)
受付 ９：５０〜１０：００ 保健センター

対象・参加費等

妊婦とその夫(１人でも参加できます) ７組
持ち物：⺟⼦健康⼿帳、必要な⽅はひざ掛け、飲み物

内容

妊娠期と産後の健康についての話、赤ちゃんのお世話体験(お風呂、着替え)等
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては実施方法を変更する可能性があ
ります。市ホームページで確認してください。
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お問い合わせ 市民病院総務課
TEL ３９３−０１１１ FAX ３９3−０８２１

市民公開セミナー

行事名・講座名 健幸ポイント対象事業

※申込不要

新型コロナウイルス感染症のため、９月末までは中止しています。１０
日 時 ・ 場 所 月以降は感染状況を鑑みて、⽻島市⺠病院ホームページでお知らせしま

す。
対象・参加費等 参加無料
内容

市⺠・患者様向けに、毎回健康についてのテーマを決めて、医師・看護師・その
他職種等が講演します。

行事名・講座名

糖尿病教室

※申込不要

新型コロナウイルス感染症のため、９月末までは中止しています。１０
日 時 ・ 場 所 月以降は感染状況を鑑みて、⽻島市⺠病院ホームページでお知らせしま
す。
対象・参加費等 参加無料
内容

糖尿病に関する事について、医師・看護師・薬剤師・検査技師等が詳しく説明
します。
お問い合わせ 高齢福祉課
TEL ３９２−１１１１（内線２５５６）

行事名・講座名 健幸ポイント対象事業
日 時 ・ 場 所 ９/８〜

内容

２０人

福祉ふれあい会館
教材費：２，２００円／月

簡単な読み書き・計算をし、認知症予防

行事名・講座名 健幸ポイント対象事業

内容

申込先：高齢福祉課

いきいき体操教室

①福祉ふれあい会館
②柔剣道道場
日 時 ・ 場 所
③防災ステーション
④資源物ストックヤード
対象・参加費等 対象：６５歳以上

３９４−１２４０

脳の健康教室 全２０回

毎週水曜日

対象・参加費等 ６５歳以上

FAX

月曜日
金曜日
火曜日
金曜日

１０:００〜
１０:００〜
１０:００〜
１３:３０〜

参加費：①②７５０円／月、③④５００円／月

身体機能維持と健康増進のための軽体操
申込先
①②はしまなごみスポーツクラブ(TEL 322-2161 月・水・金 14:00〜17:00)
③④はしま南部スポーツ村(TEL 398-1020 火・木・金の 13:30〜15:30)
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行事名・講座名 健幸ポイント対象事業

はつらつ元気教室 全６回

９/９(木)９：３０〜
９/１７、２４(金)１３：３０〜
日 時 ・ 場 所
１０/４(月)、１４(木)、１８(月)１０：００〜
保健センター、福祉ふれあい会館
対象・参加費等 ６５歳以上
内容

全６回参加できる方

参加無料

⻭科健診、軽体操、おいしく⾷事を⾷べるための講義やお⼝の体操
申込先：高齢福祉課

行事名・講座名 健幸ポイント対象事業
日 時 ・ 場 所

シニアカレッジ

８/２４(火)、９/３０(木)、１０/２８(木)、１１/１６(火)
１３：３０〜１４：３０ 福祉ふれあい会館

対象・参加費等 ６５歳以上の方とその支援者
内容

２４人

３０人

参加無料

体操講師、医師、⻭科医師、⻭科衛⽣⼠によるフレイル予防の講義
申込先：高齢福祉課

お問い合わせ 市民協働課（国際交流協会）
TEL ３９２−１１１１（内線２３１２） FAX ３９４−００２５
行事名・講座名

幼児向け英語遊び

日 時 ・ 場 所 ８〜３月(各月 1 回)
対象・参加費等
内容

資源物ストックヤード

３歳までの幼児と保護者 各回親子１０組
参加費：会員無料、非会員 1 回５００円

外国人講師と一緒に、遊びを通じて親子で英語に触れ合います。

行事名・講座名

夏休みこども英語教室

日 時 ・ 場 所 ８/２０(金)
対象・参加費等
内容

１０：３０〜１１：１５

１０：００〜１１：００

資源物ストックヤード

小学校１〜３年生 １０人程度 (保護者同伴可)
参加費：会員無料、非会員５００円

外国人講師と一緒に、英語の歌やエクササイズを通じて楽しく英語を学びます。
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行事名・講座名

ハロウィンイベント

日 時 ・ 場 所 １０/２８(木)

１６：１５〜１７：００

福寿コミュニティセンター

小学校３年生までの児童と保護者 親子８組
対象・参加費等 参加費：会員３００円、非会員５００円
ハロウィンの仮装をしてお越しください。
内容

外国人講師と一緒に、ハロウィンをテーマにしたゲームや英語の歌を楽しみま
す。

行事名・講座名

初級英会話講座 全１０回予定

日 時 ・ 場 所

１０〜１２月(毎週火曜日)
１０：００〜１０：５０ 福祉ふれあい会館

対象・参加費等 １０人
内容

受講料：会員３，０００円、非会員５，０００円

自己紹介や簡単なやりとりを通じて英語に興味を持つことで、国際感覚を身に
つけます。

行事名・講座名

クリスマスイベント

日 時 ・ 場 所 １２/２３(木)
対象・参加費等
内容

１６：１５〜１７：００

福寿コミュニティセンター

小学校３年生までの児童と保護者 親子 8 組
参加費：会員３００円、非会員５００円

外国人講師と一緒に、クリスマスをテーマにしたゲームや英語の歌を楽しみま
す。

お問い合わせ 歴史民俗資料館
TEL ３９１−２２３４
FAX
行事名・講座名

古文書学習会

日 時 ・ 場 所 毎月第４土曜日
対象・参加費等 １５人
内容

３９１−７６６３

１０：００〜 歴史⺠俗資料館

研修室

受講料：１，０００円/半期

講師 高木 傭太郎

氏
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行事名・講座名

俳諧歴史入門

日 時 ・ 場 所 毎月第４土曜日
対象・参加費等 １５人
内容

講師

磯部

１３：３０〜

歴史⺠俗資料館

研修室

受講料：１，０００円/半期

摂子

氏

お問い合わせ 老人福祉センター
TEL・FAX ３９２−７１６３

申込期間：令和３年９/１(水)〜９/１１(土) ９：００〜１６：４５
申込方法：老人福祉センターにある申込書類に必要事項を記入
※定員を超えた場合は、抽選を行い受講者を決定します。
◆ すべて市内６０歳以上の受講希望者が対象です。
◆ 開催期間：令和３年１０⽉〜令和４年３月
すべて受講無料、健幸ポイント対象事業です。
講

座

名

実施日・時間

定員・持ち物等

シニアの色鉛筆の世界教室

第 1・3 金曜日
10：00〜11：30

１０人 教材費実費
２４色色鉛筆
水分補給用の飲物

シニアのエンジョイ
昭和歌謡教室

第 2・4 金曜日
10：00〜11：30

２０人
筆記用具
水分補給用の飲物

シニアの消しゴムはんこ教室

第 2・4 水曜日
13：30〜15：00

１０人
教材費実費
水分補給用の飲物

シニアの健康フィットネス教室

第 2・4 水曜日
13：15〜14：30

２０人
バスタオル等
水分補給用の飲物

シニアの美容と健康教室

第 2・4 金曜日
13：30〜15：00

２０人
バスタオル等
水分補給用の飲物

シニアの脳トレ教室

第 1・3 土曜日
13：30〜15：00

２０人
水補給用の飲物
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お問い合わせ 児童センター(福祉ふれあい会館 4 階)
TEL ３９１−１２２６ FAX ３９１−１６２２
行事名・講座名

チビッ子夢広場 全５回

日時・ 場所

１０〜３月(２月は休み)の毎月１回 １０：３０〜１１：３０
児童センターアリーナ 申込期間：９/７(火)〜１８(土)

０・１歳児クラス：０・１歳児と保護者
対象・参加費等 ２・３歳児クラス：２・３歳児と保護者
参加費：１，０００円 (５回分)

１５組
１５組

内 容 親子で楽しくふれあい遊び。新しいお友達作りのきっかけに。

行事名・講座名

小学生土曜クラブ

日時・ 場所

１０〜３月の毎月 1 回 福祉ふれあい会館２階
申込期間：９/７(火)〜１７(金)

対象・参加費等

①マンガ・イラストクラブ 講師：広東もな先生
１４：００〜１５：００
小学３〜６年生 １８人 参加費：１，５００円(6 回分)
内容：プロの先生から絵を描くコツを教えてもらおう。
②キッズイングリッシュクラブ 講師：ジョン先生
１４：００〜１５：００
小学１〜６年生 ３０人 参加費：１，５００円(6 回分)
内容：ネイティブな英語に触れてみよう。

行事名・講座名

クリスマス会

日時・ 場所

１２/１７(金) １０：３０〜１１：３０
申込期間：１１/１１(木)〜２４(水)

対象・参加費等 乳幼児と保護者

２５組

児童センターアリーナ

参加費：１００円(プレゼントのお菓子代)

内 容 クリスマスのお話やクラフトを楽しみましょう。サンタさんもやってきますよ。

行事名・講座名

おひなさま会

日 時 ・ 場 所

２/１０(木) １０：３０〜１１：３０
申込期間：１/１１(火)〜２５(火)

対象・参加費等 乳幼児と保護者
内容

２５組

児童センターアリーナ

参加無料

おひなさまミニコンサート(予定)やクラフトを楽しみましょう。男の子も参加
してくださいね。
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お問い合わせ 地域包括支援センター(社会福祉協議会)
TEL ３９４−２５２１ FAX ３９４−２５２２
行事名・講座名 健幸ポイント対象事業
日時・ 場所

おたっしゃ教室

各コミュニティセンター １３：３０〜１５：００
(竹鼻コミュニティセンターのみ １０：００〜１１：３０)

開催地区にお住いの６５歳以上(２回とも参加できる方)
参加費無料
対象・参加費等
事前申込制(先着順)
申込方法：申込開始日から、電話または窓口へ
内 容 １回目：地域包括支援センター職員による介護予防体操

２回目：音楽健康指導士による音楽健康教室

会場

堀津

福寿

正木

小熊

足近

竹鼻

日程

９/８
９/２２
(水)

１０/１３
１０/２７
(水)

１１/８
１１/２２
(月)

１２/８
１２/２２
(水)

１/１２
１/２６
(水)

２/１８
２/２５
(金)

申込
開始日

８/２(月)

９/１(水)

１０/１(金) １１/１(月) １２/１(水)

１/４(火)

お問い合わせ 社会福祉協議会(地域福祉課)
TEL ３９１−０６３１
FAX ３９１−０６３２

行事名・講座名

令和３年度
第１回介護予防ボランティア養成講座 全８回

８/２７〜１０/１５の毎週金曜日
日 時 ・ 場 所 １３：３０〜１５：３０(１０/１、８は１３：００〜１５：００)
福祉ふれあい会館２階 コミュニケーションルームほか
地域住⺠が運営する介護予防の場づくりに興味・関心があり、講座終了
対象・参加費等 後に、その設置に向けた話し合いや、運営に携われる方
１５人(申込順) 受講料無料 申込締切：８/２０(金)
内 容 地域における介護予防の拠点づくりや高齢者との接し方などについて学んだ

り、介護予防を目的とした運動を学び、指導体験を行ったりします。
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お問い合わせ 岐阜羽島ボランティア協会
TEL ３９３−０７５１ FAX ３９３−１２１８

行事名・講座名

羽島市地域子育て支援拠点事業

子育てひろばかみなりくん

日 時 ・ 場 所 月〜金曜日

９：３０〜１４：３０

対象・参加費等 乳幼児とその保護者

※申込不要
かみなり村本館

参加費無料

内 容 障がいの有無にかかわらず、親子で自由に遊べる場を開放しています。おもち

ゃや遊具もあります。
※混雑時には利用時間の制限をさせて頂くことがあります。

お問い合わせ 羽島学園
TEL ３９8−８３３１ FAX ３９８−４６６７
行事名・講座名

はしまふるさと福祉村 は字書き教室

日 時 ・ 場 所 ８/２２(日)、１２/１２(日)、１/９(日)

１０：００〜１１：３０

どなたでも参加可能 ３００円(１回)
対象・参加費等 持ち物：参加費・書道筆・硯・墨(墨汁)など
書道具の貸出も可能です
内 容 羽島学園の入所利用者と地域の方達を対象に開催している書道教室です。気軽

にご参加ください。

羽島市は「地域づくり型生涯学習」を推進しています
生涯学習とは、生涯にわたって主体的に続ける自発的な学習活動のことです。
その活動には、２つの役割があります。
・料理、健康、スポーツ、絵画、音楽など趣味・教養的な講座の受講のように、個人
的生活の充実を求めて自己の知識、技術、経験を高める
・子育て、福祉、環境、まちづくり、防犯などの身近な地域の課題を解決する活動の
ように、自己の知識、技術、経験を地域社会に役立て社会的生活の充実を図る
皆さんが持っている知識、技術、経験を、個人をはじめ NPO 活動やボランティア
活動を通して地域社会に役立てていく学習活動を地域づくり型生涯学習と呼びます。
学習で培った知識や技術などの学習成果を地域に活かしましょう。
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大学で公開されている講座等、様々な機関主催の講座情報をお届けします。

問 い合 わせ・申 込 先 (電 話 番 号 )
教育
応用
地協
研究

実施部局に直接お問い合わせ、申し込みください。

教育学部 058-293-2243
地科 地域科学部 058-293-3002
応用生物科学部 058-293-2834
連創 連合創薬医療情報研究科 058-230-7602
地域協学センター 058-293-2028 社会 社会システム経営学環 058-293-2179
高等研究院科学研究基盤センター(研究推進部研究事業課) 058-293-3352
講座名・内容・実施部局

実施日・時間・定員・参加費・会場等

教育 ５/１(土)〜１１/２８(日)内２日
金属を使ったものづくり(バングルの製作体験) 午前と午後の２回実施
岐阜大学重点講座（ものづくり）

手作業でも加工しやすい銀合金、色彩が異なる種々の銅合 中学生・高校生 各回５人
参加無料、岐阜大学
を用いたバングルを製作する。
岐阜大学重点講座（ものづくり）

教育

５/１(土)〜１１/２８(日)内 2 日午後
中学生・高校生 各回５人
低融点金属、錫を用いて，タンブラーなどを製作し，歴史 参加無料、岐阜大学
ある金属の加工方法を体験。

金属を使ったものづくり（鋳造体験）

中高生のための美術教室

教育 ６/１(火)〜２/２８(月)

随時（オンデマンド型）
造形活動の基礎となるデッサンの基礎技法を知り表現力 中学生・高校生 各回２０人、参加無料
オンライン
を高める。

美術教育講座説明会・デッサンの基礎

日本刀の科学

教育 ８/１(日)〜３０(月) 随時

日本刀の特徴を講義すると共に，日本の歴史や文化との関 中学生・高校生・一般成人
参加無料、オンライン
わりについても触れる。

カリグラフィと文字デザイン入門

各回１００人

教育 ８/７(土)９：００〜１３：００

カリグラフィ、レタリングの実習を通して、アルファベッ 高校生・一般成人 １５人
参加無料、岐阜大学サテライトキャンパス
トの歴史と書体の特徴を解説。
中高生のための美術教室

教育

８/８(日)１３：００〜１７：００
中学生・高校生 ２０人
造形活動の基礎となるデッサンの基礎技法を知り表現力 参加無料、岐阜大学
を高める。

自画像鉛筆デッサン

８/２２(日)、１１/１４(日)
親子天文教室
教育 １７：３０〜２０：３０
天体望遠鏡の製作と、天体観測を通じて、地球や宇宙に関 小中学生とその保護者 各回２０組
参加無料、別途教材費(２，７００円程度）
する興味・関心を高める。
岐阜大学

岐阜からサスティナブル経営を考える

社会 ９/５(日)１３：３０〜１６：３０

地方都市と企業経営、企業の社会的責任と SDGs、現場改 一般社会人，高校生 ８０人
参加無料、岐阜大学サテライトキャンパス
善と人材育成を考える。
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講座名・内容・実施部局

岐阜大学重点講座（生命）

実施日・時間・定員・参加費・会場等

研究 １０/１(金)〜１１/３０(火)

１３：００〜１６：３０(予定)
生命科学をより身近なものとして捉えられる進学やリカ 高校生・大学生・一般成人 各回４０人
参加無料、岐阜大学
レント教育に資する情報提供。

研究を支える大学の先端機器を見てみよう（仮）

岐阜大学重点講座（ものづくり）

教育 １０/１(金)〜２/２８(月)

午前もしくは午後
音楽がどのように作られるのかを観察し，また自ら作って 中学生・高校生・大学生・一般成人
各回３０人、参加無料、岐阜大学
体験する。

自分の感性で音楽を作る

１０/１６、２３、３０(土)
１３：００〜１６：３０
文理融合の授業を展開する地域科学部で開講されている 一般成人（高校生を含む）各回９０人
様々な授業を体験していただく。
参加無料、岐阜大学

地域科学部の授業Ⅳ

地科

中学生のための体験科学講座

応用 １０/１６(土)

科学の面白さ、生物の不思議を体験することで、理科への １３：００〜１６：３０、中学生 ２４人
参加無料、岐阜大学
興味・関心を高める。
中高生のための美術教室

教育 １１/１３(土)

９：００〜１３：００
造形活動の基礎となるデッサンの基礎技法を知り表現力 中学生・高校生 ２０人
参加無料、⾼⼭市⺠⽂化会館
を高める。

美術教育講座説明会・デッサンの基礎

中高生のための美術教室

教育 １１/１３(土)

１３：００〜１７：００
造形活動の基礎となるデッサンの基礎技法を知り表現力 中学生・高校生 ２０人
参加無料、⾼⼭市⺠⽂化会館
を高める。

自画像鉛筆デッサン

中高生のための美術教室

教育 １２/４(土)

９：００〜１３：００
造形活動の基礎となるデッサンの基礎技法を知り表現力 中学生・高校生 ２０人
参加無料、岐阜大学サテライトキャンパス
を高める。

手のデッサン

中高生のための美術教室

教育 １２/４(土)

１３：００〜１７：００
鉛筆デッサンの基礎技法が修得でき、それによって自画像 中学生・高校生 １０人
参加無料、岐阜大学
の表現力が高められる。

自画像鉛筆デッサン講座

先端を行く連合創薬医療情報研究科

１２月(予定)午後

連創 受験希望者、一般成人、教員、大学生

本研究科が構築しているユニークな教育、研究体制ととも 高校生等 １００人、参加無料
にその成果を紹介する。
岐阜大学サテライトキャンパス
岐阜大学重点講座（環境）

SDGs×地（知）の拠点
−人がつながる地域づくりと大学−

地協 １２/１１(土)

１３：００〜１６：００
自治体・まちづくり関係者、高校生
地域のコミュニティづくりに果たす⾃治体・市⺠・⼤学の 一般成人、大学教職員、学生
２００人、参加無料、オンライン
役割について先進事例を学ぶ。
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問 い合 わせ先

岐阜聖徳学園大学

地域・社会連携センターTEL

058-279-6710

官製ハガキまたは大学ホームページからお申し込みください。( https://shotoku.ac.jp/ )
岐阜 岐阜キャンパス じゅ じゅうろくプラザ(岐阜市橋本町 1 丁目 10-11)
会場
羽島 羽島キャンパス 野球 硬式野球グラウンド(岐阜市柳津町北塚 3 丁目 105)
講座名・内容・会場

実施日・時間・定員・参加費等

SDGs コンセプト導入によるビジネス革新

９/４(土)１０：００〜１１：３０
SDGs が組織の姿勢をはかるアイコンとなる現在、規模の中小 企業、官公庁、医療関係等に現在勤務
している方 ５０人、参加無料
や業態などを問わず一緒に考えましょう。
岐阜(3 号館 1 階 313 講義室) 筆記用具、応募締切先着順
じゅ(5 階大会議室) ９/１７(金)１８：００〜１９：３０
一般希望者 １２０人、参加無料
新総裁に託せるか日本の舵取り
筆記用具
- ニューリーダーが抱える障壁を検証 岐阜聖徳学園大学客員教授「福岡政行」による特別講演会です。 抽選応募締切８/２２(日)
福岡政行客員教授講演会②

「社会の課題解決に貢献する企業」を目指して！

９/２５(土)１０：００〜１１：３０
一般希望者(現役社会人含む)
〜持続可能な社会の実現にむけた具体的な取り組み〜
ＮＴＴ⻄⽇本による、事業活動を通じた社会課題の解決に向け ５０人、参加無料、筆記用具
た取組についてご紹介します。 羽島(9 号館 1 階 9104 講義室) 抽選応募締切８/２９(日)
１０/２(土)１０：００〜１１：３０
一般希望者(日常生活で運動制限の無
- 脂質異常症・糖尿病・高血圧症を予防するために - い方) ２０人、参加無料
日々の生活習慣を変えるため、今日から改善を始めるためのポ 筆記用具・タオル・飲み物
イントを一緒に考えましょう。 羽島(9 号館 1 階 9103 講義室) 抽選応募締切９/５(日)

生活習慣を見直してみよう

からだ

こころ

いのち

１０/２(土)１０：００〜１１：３０
がん患者のいのちの全う等の実践事例から、「からだとこころ」 一般希望者 ５０人、参加無料
の在り方を語ります。
羽島(9 号館 1 階 9104 講義室) 筆記用具、抽選応募締切９/５(日)

SDGs で『探究』を考える

１１/１３(土)１０：００〜１１：３０
ＳＤＧs を使って地域の課題、日本の課題を一緒に考え、探究の 高校生(中学生も可) ３０人
方法を知りましょう。
岐阜(3 号館 1 階 311 講義室) 参加無料、筆記用具、応募締切先着順
１１/１３(土)１０：００〜１１：３０
企業、官公庁、医療関係等に現在勤務
内向型人間にとって親和性のある経済学や経営学はどのような している方 ５人、参加無料
ものか考察します。
岐阜(3 号館 1 階 310 講義室) 筆記用具、応募締切先着順

内向型人間の経済学

じゅ(5 階大会議室) １１/１５(月)１８：００〜１９：３０
一般希望者 １２０人、参加無料
一帯一路の最新状況 − 対中包囲網の効果と日本の立ち位置 − 筆記用具
岐阜聖徳学園大学客員教授「福岡政行」による特別講演会です。 抽選応募締切１０/１０(日)
福岡政行客員教授講演会③

『平治物語』における義経の母、常葉（ときわ）

１２/４(土)１０：００〜１１：３０
歴史資料を利用しつつ、古態本を基に『平治物語』の諸本を比べ、一般希望者(成人) ４０人、参加無料
人物像を考えます。
羽島(9 号館 1 階 9103 講義室) 筆記用具、抽選応募締切１１/７(日)

職場における発達障害のある方への理解と対応

１２/４(土)１０：００〜１１：３０
発達障害のある方々に対して、具体的な事例を通してどのよう 一般希望者(成人) ３０人、参加無料
に関われるか学びます。
羽島(9 号館 1 階 9104 講義室) 筆記用具、抽選応募締切１１/７(日)
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講座名・内容・会場

実施日・時間・定員・参加費等

１２/８(水)１８：００〜１９：３０
一般希望者 １２０人、参加無料
２０２２年の政局展望 −日本再生への期待と不安− 筆記用具
岐阜聖徳学園大学客員教授「福岡政行」による特別講演会です。 抽選応募締切：１１/１４(日)
じゅ(5 階大会議室)

福岡政行客員教授講演会④

蓮如上人と平座の姿勢 -平座にて語り合いませんか蓮如上人が特に大切された「平座」について学びます。参加者
体験型の演習講座です。
羽島(9 号館 1 階 9103 講義室)

野球教室

〜Enjoy Baseball〜

野球の楽しさ、おもしろさを体感してください。身体を動かす
ことで健康促進に繋がります。
野球

１２/１１(土)１０：００〜１１：３０
一般希望者 ３０人 参加無料
筆記用具
抽選応募締切：１１/１４(日)
１２/１２(日)１０：００〜１２：００
小学生(初心者大歓迎) ３０人
参加無料、グローブ、運動靴（スパイ
ク可）、運動の出来る服装(野球ﾕﾆﾌｫｰﾑ
可)、抽選応募締切：１１/１４(日)

問い合わせ

羽島囲碁の会 担当 渡辺
TEL・FAX 398-1560

開催日・時間

定員

受講料

会場

年間を通して每月
第２・３・４土曜日
９：３０〜１１：３０

園児・小学生・中学生
約４０人
※保護者の方の見学大歓迎

月額 500 円
※開催会場で随時
申し込み受付

岐阜羽島コスモ
スポーツプラザ
イベントホール

⽻島こども囲碁教室は「伝統⽂化親⼦教室事業」として⽂化庁に認められ⽀援を受けています。⻑い歴史の
ある囲碁は右脳を鍛え、集中力や思考力が身に付きます。礼儀を覚え人間関係も良くなります。最近では囲
碁を教える学校も増えてきています。保護者の皆さんもお子さんと共に囲碁を覚え楽しみましょう。

問い合わせ 公益財団法人 岐阜天文台
〒501-6122 岐⾩市柳津町⾼桑⻄ 3-75
TEL 058-279-1353 FAX058-241-6419
天文教室(開催日・内容)

時 間
定 員
対 象
申 込
参加費

１８：００〜２０：００
各回 ８組１６人
⼩学校⾼学年〜⼀般
団体以外は不要
５００円/人

晴天の時は、観測室にある国産最
大級の屈折望遠鏡を使って天体観
測をします。(雨天時は講座のみ)
※公共交通機関の便が良くありま
せんのでお車でお越しください。
(無料駐車場有)

9/18

「惑星の動きはおもしろい」内惑星・外惑星について学
びます。木星と土星がやぎ座で並び、観察好機です。

10/16

「月面のクレーター観察とスマホを使って拡大撮影」
月の満ち欠けと月食について学びます。

11/20

「星空の写真はかんたんに撮影できる」カメラと三脚
だけで星を撮影する簡単な方法について学びます。

12/18

「宇宙はどこまで続いている？」宇宙の誕生と進化、そ
の広がりについて学びます。

1/15

「２０２２年に見られる楽しい天文現象」２０２２年
に観察したいおもな天文現象について学びます。

2/19

「冬の一等星がつくるダイヤモンドと冬の星座」七つ
の一等星と星雲星団を見つけよう。

3/19

「天体の種類と恒星の進化」すべての元素はビッグバ
ンと輝く星の内部で作られてきたことを学びます。
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