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受講案内受講案内

岡山県
生涯学習大学

受講したい講座が見つかったら、
申し込み方法などを確認して
開設機関へ直接申し込みます。

2
●「受講案内」
●「ぱるネット」
　で講座を探そう！

1

　　　　の受講で
「のびキャンシール」
　　を1枚もらおう！

3
1時間

各講座を受講

「生涯学習の集い」

のびキャンシート

単位認定証書

シールが10枚以上
集まったら、シート
に貼って事務局へ
送ってね。

4 おめでとうございます♪
シール10枚で1単位を
認定します！単位認定証
書を「生涯学習の集い」
でお渡しします。

シートは講座機関または、
生涯学習センターに
あります。

学んだ成果を生かし、
「生涯学習社会☆おかやま」

の実現を目指すぞ。

活動例
地域ボランティア

地域コーディネーター

学び
を生
かそ
う。

5

「岡山県生涯学習大学（愛称：のびのびキャンパス岡山）」は、県民の
方々が自分に適した学習内容を選択できるよう、県内各地の講座や
学習機会の情報を提供するものです。講座1時間で1枚シールが配
布されますので、シール10枚以上をシートに貼って12月までに岡山
県生涯学習大学事務局に送ってください。「生涯学習の集い」で、単
位認定証書をお渡し、シートを返却します。「生涯学習の集い」に参加
されない場合、事務局に取りに来る、または郵送（有料）も可能です。
（ご希望がない場合、証書の作成やシートの返却はされません。）

「岡山県生涯学習大学とは」受講
案内



岡山県生涯学習大学事務局

岡山県生涯学習センター
〒700-0016　岡山市北区伊島町３丁目１番１号

メール　syogaise05@pref.okayama.jp

ホームページ　http://www.pal.pref.okayama.jp/

フェイスブック　https://www.facebook.com/okasyogaise/

交通案内
車　　ＪＲ岡山駅運動公園口（西口）から約５分

　　　山陽自動車岡山ＩＣから約１０分

　　　伊島小学校前を西進、つきあたり

バス　岡電バスＪＲ岡山駅運動公園口（西口）から中央病院線

　　　京山入口下車　約１３分

徒歩　ＪＲ岡山駅運動公園口（西口）から約２５分（約１．７ｋｍ）
※カーナビゲーションシステムで「岡山県生涯学習センター」が見つからない時は、
「岡山県立烏城高等学校」で入力してください。

『岡山県生涯学習大学』とは
「岡山県生涯学習大学(愛称：のびのびキャンパス岡山）」は、県民の方々が
自分に適した学習内容を選択できるよう、県内各地で開催されている様々
な講座を体系化し、学習機会を提供しています。
講座には主催講座と連携講座があります。

受講を希望される県民の方ならどなたでも
受講していただけます！

入学試験や年齢制限などはありません。
主催講座と連携講座がありますが、それぞれの
開設機関へ直接申し込んでください。

ぱるネット岡山では、講座の最新情報を詳しく
掲載しています。
受講案内をご覧になった後は、「ぱるネット岡
山」で検索をお願いします。

「ぱるネット岡山」で探す

受講案内は、県内の全ての公民館、図書館、教
育委員会、連携講座実施機関にて無料配布し
ています。6月、10月に発行しています。

「受講案内」で探す

受講累計時間によって単位が認定され、
取得した単位数によって認定証書が授与
されます。

受講したらどうなるの？

講座を
探そう

検索ぱるネット岡山

受講するには？

Ⓒ 岡山県「ももっち」

Ⓒ 岡山県「うらっち」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下記までお問い合わせくだ

さい。
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平成３０年度＜前期＞　連携講座一覧
※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

１

岡山県生涯学習センター・
人と科学の未来館サイピア
夏休み企画☆ワクワク古代
体験！

2018/7/24、7/25、7/26、
7/27
10時30分～12時
13時30分～15時
（初日は午後のみ、最終日
は午前のみ）

２

岡山県生涯学習センター・
人と科学の未来館サイピア
こども体験教室2

2018/8/25 13時～16時

３

岡山県立博物館
報告会　「大地からの便り
2018」

2018/6/23 13時～16時30分

４

岡山県立博物館
津島遺跡文化財講座「争乱
の考古学1」

2018/9/29 13時～16時

５

岡山県立記録資料館
和綴じ本を作ろう

2018/6/2
13時30分～15時30分

岡山県立記録資料館
（研修室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1（旧国立岡山病院
跡）
電話：086-222-7838

６

岡山県立記録資料館
第13回アーカイブズウイー
ク記念講演会

2018/6/3 13時30分～15時 岡山県総合福祉・ボラン
ティア・NPO会館　きらめ
きプラザ
（401会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1（旧国立岡山病院
跡）
電話：086-222-7838

７

岡山県立記録資料館
きろくる岡山ゼミナール
（夜の部）

2018/6/22、8/24、10/26
18時30分～20時

岡山県立記録資料館
（研修室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1（旧国立岡山病院
跡）
電話：086-222-7838

８

岡山県立記録資料館
古文書解読講座

2018/7/6、7/20、9/7
10時～11時30分

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・NPO会館　きらめ
きプラザ
（706会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1（旧国立岡山病院
跡）
電話：086-222-7838

９

岡山県立記録資料館
きろくる岡山ゼミナール
（昼の部）

2018/7/8、8/5、9/9、
11/18、2019/1/20、2/3
13時30分～15時
※2018/8/5は13時30分～15
時30分

岡山県立記録資料館
（研修室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1（旧国立岡山病院
跡）
電話：086-222-7838

１０

岡山県立記録資料館
企画展記念講演会

2018/10/28 13時30分～15時 岡山県総合福祉・ボラン
ティア・NPO会館　きらめ
きプラザ
（401会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1（旧国立岡山病院
跡）
電話：086-222-7838

岡山県立記録資料館
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-1
電話：086-222-7838
FAX:086-222-7842
E-Mail:
kirokushiryokan@pref.okayama.j
p

岡山県生涯学習センター
人と科学の未来館サイピア
〒700-0016
岡山県岡山市北区伊島町3-
1-1
電話：086-251-9752 岡山県古代吉備文化財センター

〒701-0136
岡山県岡山市北区西花尻1325-3
電話：086-293-3211
FAX:086-293-0142

岡山県立博物館
〒703-8257
岡山県岡山市北区後楽園1-
5
電話：086-272-1149
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

１１

岡山県自然保護センター
満喫自然体験　「ホタル観
察会（夜）」　6月2日開講

2018/6/2 19時～21時

１２

岡山県自然保護センター
満喫自然体験　「ホタル観
察会（夜）」　6月9日開講

2018/6/9 19時～21時

１３

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「こっそり教えます。タン
チョウのヒミツ」

2018/6/3 10時～12時

１４

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「ササユリの咲くとこどん
なとこ」

2018/6/11 10時～12時

１５

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「日本一小さなとんぼ。
ハッチョウトンボ」

2018/7/1 10時～12時

１６

岡山県自然保護センター
満喫自然体験　「ライトに
集まる夏の虫観察会
（夜）」

2018/7/1 19時～21時

１７

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「探してみよう！夏のきの
こ」

2018/7/9 10時～12時

１８

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「セミせみ調査隊」

2018/7/22 10時～12時

１９

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「サギソウと湿原の草花」

2018/8/19 10時～12時

２０

岡山県自然保護センター
初心者のための自然観察会
「秋の花の彩り」

2018/9/2 10時～12時

２１

岡山県消費生活センター
消費生活講座　「消費者市
民社会をめざして～若者と
一緒に考えよう～」

2018/8/23 13時30分～15時 岡山県総合福祉・ボラン
ティア・NPO会館　きらめ
きプラザ
（401会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1（旧国立岡山病院
跡）
電話：086-226-1019

２２

岡山県消費生活センター
消費生活講座　「くらしの
中の危険」

2018/9/27 13時30分～15時 岡山県消費生活センター
（きらめきプラザ5F 研修
室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1（旧国立岡山病院
跡）
電話：086-226-1019

岡山県消費生活センター
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-1
電話：086-226-1019
FAX:086-227-3715
E-Mail:
syohi@pref.okayama.lg.jp

岡山県自然保護センター
〒709-0524
岡山県和気郡和気町田賀
730
電話：0869-88-1190

岡山県自然保護センター
〒709-0524
岡山県和気郡和気町田賀730
電話：0869-88-1190
FAX:0869-88-1195
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

２３

言葉と告白と～コミュニ
ケーションのもどかしさを
考えてみる～

2018/7/7 13時30分～15時

２４

自伝的記憶-懐かしい思い
出の心理学－

2018/10/13 13時30分～15時

２５

岡山県立博物館
特別展「サムライアーマー
甲冑－岡山ゆかりの名品と
変わり兜－」第1回記念講
演会

2018/6/3 13時30分～15時

２６

岡山県立博物館
特別展「サムライアーマー
甲冑－岡山ゆかりの名品と
変わり兜－」第2回記念講
演会

2018/6/24 13時30分～15時

２７

岡山県立博物館
博物館講座　スタンダード
コース　火曜日班

2018/6/5、6/12、6/19、
6/26 13時30分～15時

２８

岡山県立博物館
博物館講座　スタンダード
コース　木曜日班

2018/6/7、6/14、6/21、
6/28 13時30分～15時

２９

岡山県立博物館
博物館講座　スペシャル
コース

2018/7/1、8/5、9/2、10/7
13時30分～15時

３０

犬島自然の家
夏の星空観望

2018/9/1、9/2
9/1　15時～22時
9/2　8時～12時

岡山市立犬島自然の家
〒704-8153
岡山県岡山市東区犬島119-
1
電話：086-947-9001

岡山市立犬島自然の家
〒704-8153
岡山県岡山市東区犬島119-1
電話：086-947-9001
FAX:086-947-9303
E-Mail:
inujima@city.okayama.jp

３１

めだかの学校
アユモドキの不思議・田地
子川の魚とり

2018/6/24 9時30分～12時

３２

めだかの学校
夏休み自由研究応援

2018/7/8 9時30分～12時

３３

めだかの学校
親子環境学習サマースクー
ル①水辺体験

2018/7/28 9時～16時

３４

めだかの学校
親子環境学習サマースクー
ル②里山体験

2018/8/25 9時～16時

３５

めだかの学校
稲刈り体験、建部米の学習

2018/9/30 9時30分～14時

３６

めだかの学校
めだかの学習・田地子川の
水生昆虫観察

2018/10/21 9時30分～12時

岡山県立図書館
（2階多目的ホール）
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2-
6-30
電話：086-224-1286

岡山県立図書館
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2-6-30
電話：086-224-1286
FAX:086-224-1208
E-Mail: okayama-sc@ouj.ac.jp

岡山市環境学習センター
「めだかの学校」
〒709-3142
岡山県岡山市北区建部町建
部上609
電話：086-722-1231

岡山市環境学習センター「めだか
の学校」
〒709-3142
岡山県岡山市北区建部町建部上
609
電話：086-722-1231
FAX:086-722-3100

岡山県立博物館
〒703-8257
岡山県岡山市北区後楽園1-
5
電話：086-272-1149

岡山県立博物館　学芸課
〒703-8257
岡山県岡山市北区後楽園1-5
電話：086-272-1178
FAX:086-272-1150
E-Mail:
kenhaku@pref.okayama.lg.jp
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

３７

岡山市半田山植物園
四季と自然を楽しむ会

2018/4/12、5/10、6/14、
7/12、8/9、9/13、10/11、
11/8、12/13、2019/1/10、
2/14、3/14 9時30分～12時

３８

植物をみてかこう 2018/5/27、7/22、9/23、
11/25、2019/1/27、3/17
14時～16時

３９

日曜植物園 2018/6/10、10/14、
2019/3/3
10時～12時

４０

岡山自然塾 2018/6/17、8/9、10/14、
2019/2/17
13時30分～15時30分

４１

刀剣の里　工芸製作講座
～小刀製作講座～

2018/4/7、4/21、5/5、
5/19、6/2、6/16、7/7、
7/21、8/4、8/18、9/1、
9/15、10/6、10/20、11/3、
11/17、12/1、12/15、
2019/1/5、1/19、2/2、
2/16、3/2、3/16
10時～16時

備前おさふね刀剣の里
（研修館 大研修室）
〒701-4271
岡山県瀬戸内市長船町長船
966
電話：0869-66-7767

備前長船刀剣博物館
〒701-4271
岡山県瀬戸内市長船町長船966
電話：0869-66-7767
FAX:0869-66-7971

４２

奈義町文化センター
奈義町人権教育講演会
「夢と絆」

2018/8/5 14時～15時30分
13時30分開場

奈義町文化センター
〒708-1323
岡山県勝田郡奈義町豊沢
327-1
電話：0868-36-3034

奈義町文化センター
〒708-1323
岡山県勝田郡奈義町豊沢327-1
電話：0868-36-3034

４３

言葉で作る世界・言葉で作
られる世界～声にされる詩
の現象と自分を考える～

2018/4/10、5/10、6/12、
7/10、8/28、9/25
10時30分～12時

４４

歴史って何だろう 2018/4/10、5/8、6/12、
7/10、8/8、9/11
13時30分～15時

４５

岡山の気象環境と温暖化 2018/4/11、5/9、6/13、
7/11、8/8、9/12
13時30分～15時

４６

近代日本とアジア
津山市立図書館

2018/4/14、5/12、6/9、
7/14、8/11、9/8
13時30分～15時

津山市立図書館
（集会室）
〒708-8520
岡山県津山市新魚町17
アルネ・津山4階
電話：0868-24-2919

４７

地域開発・地域問題と地域
再生・地域づくり

2018/4/19、5/17、6/21、
7/19、8/23、9/20
14時30分～16時

４８

生命倫理への招待（5）
関連編「正義のためには世
界は滅びよ、か？」

2018/4/20、5/18、6/15、
6/29、7/6、7/20
13時30分～15時

４９

ヒトの栄養動物の栄養ー草
を食べる動物の秘密ー

2018/4/21、5/20、6/16、
7/14、9/8、9/15
13時30分～15時

５０

近代日本とアジア　放送大
学岡山学習センター

2018/4/21、5/17、6/16、
7/21、8/18、9/15
10時30分～12時

放送大学岡山学習センター
〒700-0082
岡山県岡山市北区津島中3-1-1
電話：086-254-9240
FAX:086-254-9286
E-Mail: okayama-sc@ouj.ac.jp

放送大学岡山学習センター
（岡山大学津島キャンパス
内）
〒700-0082
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1
電話：086-254-9240

放送大学岡山学習センター
（岡山大学津島キャンパス
内）
〒700-0082
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1
電話：086-254-9240

岡山市半田山植物園
〒700-0004
岡山県岡山市北区法界院3-
1
電話：086-252-4183

岡山市半田山植物園
〒700-0004
岡山県岡山市北区法界院3-1
電話：086-252-4183
FAX:086-252-2208
E-Mail: handa@okayama-
park.or.jp
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

５１

岡山大学
「入れ歯マイスター」養成
講座

2018/6/5、7/3、8/7、9/4、
10/2 18時10分～19時30分

岡山大学鹿田キャンパス
（歯学部棟4階第一講義
室）
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1

５２

岡山大学　市民フォーラム
「お口の機能の有名研究者
が、やさしく解説　―どう
すれば健康に食べて、肺炎
にならない？　お口と体の
健康法―」

2018/6/7 13時～15時 岡山大学鹿田キャンパス
（マスカットキューブ）
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1

５３

岡山大学
岡山健康講座2018ーやさし
い保健と健康の話ー

2018/8/23、8/30、9/6、
9/13、9/20 14時～15時30分

岡山大学鹿田キャンパス
（Jホール）
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1

医歯薬学総合研究科等総務課総務
グループ
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
電話：086-235-6605
FAX:086-235-7046
E-Mail: kad7004@adm.okayama-
u.ac.jp

５４

岡山大学
医療・教育現場の指導に必
要なベーシックスキルコー
ス

2018/6/7、6/21、7/5、
7/19、9/13、9/27、10/11、
10/25、11/8、11/22、12/22
18時～19時

岡山大学鹿田キャンパス
（岡山大学鹿田キャンパス
MUSCATCUBE1階）
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1

５５

岡山大学
第2回シミュレーションス
タッフ研修会

2018/6/23 10時30分～16時
※開催日変更の可能性あり

５６

岡山大学
高校生のための夏休みメ
ディカルスクール2018

2018/7/26 10時～15時30分

５７

岡大サイエンスカフェ
6月

2018/6/18 18時～19時30分

５８

岡大サイエンスカフェ
10月

2018/10/26 18時～19時30分

５９

岡山大学
摂食・嚥下リハビリテー
ション従事者研修会　初級
コース

2018/4/8、4/25、5/2、
5/16、5/30、6/13、6/27、
7/11、7/18
19時30分～21時
4/18、5/2のみ19時～

岡山大学鹿田キャンパス
（臨床講義棟　第一講義
室）
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1

岡山大学病院スペシャルニーズ歯
科センター
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
電話：086-235-6823
FAX:086-235-6823
E-Mail: pimq5049@okayama-
u.ac.jp

６０

岡山大学
岡山大学摂食・嚥下障害研
究会　～食支援ネットワー
ク～

2018/5/10、7/12、9/13、
11/8、2019/1/10、3/14
19時～20時30分

岡山大学鹿田キャンパス
（歯学部棟4階第一講義
室）
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1

岡山大学病院スペシャルニーズ歯
科センター
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
電話：086-235-6823
FAX:086-235-6823
E-Mail: murata-n@md.okayama-
u.ac.jp

６１

岡山大学　スポーツ講座 2018/6/20、6/27、7/4、
7/11、7/18、10/10、
10/17、10/24、11/7、
11/14、12/12、12/19、
2019/1/9、1/23
18時40分～20時

岡山大学津島キャンパス
（一般教育棟E棟1階E11教
室）
〒700-8558
岡山県岡山市北区津島中2-
1-1

学生総合支援センター　スポーツ
支援室
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中2-1-1
電話：086-251-7181
E-Mail: isec@okayama-u.ac.jp

医歯薬学総合研究科等総務課総務
グループ
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
電話：086-235-6605

医療教育センター
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
電話：086-235-6597
FAX:086-235-6597
E-Mail: momosim@okayama-
u.ac.jp

岡山大学創立五十周年記念
館
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中1-
1-1
電話：086-251-7112

岡山大学研究推進産学官連携機構
電話：086-251-7112
FAX:086-251-8467
E-Mail: sciencecafe@okayama-
u.ac.jp

岡山大学鹿田キャンパス
（岡山大学鹿田キャンパス
医歯薬融合型教育研究棟4
階）
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

６２

岡山大学　先端研究講座
IoT時代の情報セキュリ
ティ技術と解読攻撃

2018/9/29
13時30分～15時45分

岡山大学津島キャンパス
（文化科学系総合研究等2
階共同研究室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中2-
1-1

学務部学務企画課総務・企画グ
ループ
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中2-1-1
電話：086-251-7186
FAX:086-251-7186

６３

岡山大学
ジュニア体操教室（初級）

2018/8/20、8/21、8/27、
8/28 9時30分～12時

岡山大学津島キャンパス
（清水記念体育館）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

６４

岡山大学
木工教室（中級）

2018/9/1、9/8、9/15、
9/22、9/29 13時～16時

岡山大学津島キャンパス
（教育学部東棟1階木工教
室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

６５

岡山大学
みんなの金融リテラシー入
門

2018/10/27 13時～15時 岡山大学津島キャンパス
（教育学部講義棟5階
5208）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

６６

岡山大学
育てて食べよう美味しい夏
野菜－家庭菜園のツボ2018
－

2018/4/11、4/18、4/25、
5/2、5/9、5/16、5/23、
5/30、6/6、6/13、6/20、
6/27、7/4、7/11、7/18、
7/25、8/1、8/8、8/22、
8/29、9/5
15時（14時）～16時30分

岡山大学津島キャンパス
（農学部附属山陽圏フィー
ルド科学センター岡山農
場）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

６７

岡山大学
どうしょうるん？容器包装
ごみとリサイクル～最近の
話題～

2018/6/10 10時～17時 岡山大学津島キャンパス
（環境理工学部棟101講義
室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

６８

岡山大学
牛について知ろう-牧場で
学ぶ畜産-

2018/7/28、7/29
9時30分～12時

津高牧場
〒701-1131
岡山県岡山市北区日応寺
1321-31

６９

岡山大学
血液型や腫瘍マーカーに関
係する「糖鎖」の化学：糖
鎖に結合するタンパク質を
取ってこよう！

2018/8/25 9時30分～17時 岡山大学津島キャンパス
（岡山大学農学部3号館2階
化学・生物実験室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

７０

岡山大学
再生可能エネルギーの収穫
とワイヤレス給電

2018/8/25 10時～16時30分 岡山大学津島キャンパス
（工学部3号館E-103室な
ど）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

７１

岡山大学
都市の防災を考える

2018/8/25、8/26
10時15分～16時

岡山大学津島キャンパス
（環境理工学部1階104講義
室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

７２

岡山大学
素粒子を観てみよう

2018/9/1
10時30分～16時15分

岡山大学津島キャンパス
（コラボレーション棟3階
コラボレーション室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

７３

岡山大学
自然科学の最先端　―自然
災害から身を守る―

2018/9/30 10時～16時15分 岡山大学津島キャンパス
（理学部本館1階11講義
室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

教育学系事務部
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-1-1
電話：086-251-7585

自然系研究科等総務課戦略グルー
プ
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-1-1
電話：086-251-8005
E-Mail: kikaku@adm.okayama-
u.ac.jp
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

７４

岡山大学
マーケティングと税とから
見る経済社会

2018/6/2
13時30分～15時30分

岡山大学津島キャンパス
（文化科学系総合研究等2
階共同研究室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

社会文化科学研究科等事務部庶務
グループ
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-1-1
電話：086-251-7347
E-Mail: nishi-m@adm.okayama-
u.ac.jp

７５

岡山大学
個人所得課税の過去・現
在・未来

2018/7/14 13時～14時30分
岡山大学津島キャンパス
（文化科学系総合研究等2
階共同研究室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

社会文化科学研究科等事務部庶務
グループ
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-1-1
電話：086-251-7347
E-Mail: nishi-m@adm.okayama-
u.ac.jp

７６

岡山大学
インターネットの安全利用
技術

2018/8/24 9時30分～13時 岡山大学津島キャンパス
（情報統括センター 情報
実習室2）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

情報統括センター総務・広報グ
ループ
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-1-1
電話：086-251-7231
E-Mail: citm@okayama-u.ac.jp

７７

岡山大学
10代からはじめるキャリ
ア・デザイン入門　ー著名
人から学ぶ人生（逆境）の
切り開き方ー

2018/8/23 13時～16時 岡山大学津島キャンパス
（一般教育棟A棟1階・プレ
ゼンテーションルーム(予
定））
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中2-
1-1

全学教育・学生支援機構　学生総
合支援センター
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中2-1-1
電話：086-251-8345

７８

岡山大学
岡山後楽園と絵図

2018/9/18 14時～16時 岡山大学津島キャンパス
（附属図書館　中央図書館
本館3階　セミナー室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1

附属図書館学術情報サービス課利
用者支援グループ
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-1-1
電話：086-251-7322

７９

岡山大学
現代の薬学（第30回）

2018/7/1 9時～14時40分 岡山大学津島キャンパス
（薬学部2号館中講義室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中1-
1-1

薬学部庶務担当
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中1-1-1
電話：086-251-7913
E-Mail: ph-koukai@adm.okayama-
u.ac.jp

８０

川崎医療短期大学　ＶＲ
(バーチャル・リアリティ)
から認知症の人の｢世界｣を
体験～新たな寄り添い方を
みつけよう～

2018/7/7 10時～12時 川崎医療短期大学
（体育館101教室）
〒701-0194
岡山県倉敷市松島316
電話：086-464-1032

８１

川崎医療短期大学
がんの治療と一緒に「緩和
ケア」～つらい症状や気が
かりを和らげる～

2018/10/20 10時～11時30分 川崎医療短期大学
（体育館102教室）
〒701-0194
岡山県倉敷市松島316
電話：086-464-1032

８２
現代社会における「性別」
の意味とは

2018/6/2 10時～11時30分

８３
日本中世の「未亡人」 2018/6/9 10時～11時30分

８４
近世都市大坂における庶民
の暮らし

2018/6/16 10時～11時30分

８５
前近代中国の皇太后と皇后 2018/6/23 10時～11時30分

８６
たたかうインド・ムスリム
の女性たち

2018/6/30 10時～11時30分

８７
オランダ史の中の女と男 2018/7/7 10時～11時30分

川崎医療短期大学　公開講座係
〒701-0194
岡山県倉敷市松島316
電話：086-464-1032
FAX:086-463-4339
E-Mail: koukai@jc.kawasaki-
m.ac.jp

就実大学・就実短期大学
〒703-8516
岡山県岡山市中区西川原1-
6-1
電話：086-271-8290

就実大学・就実短期大学　総務課
〒703-8516
岡山県岡山市中区西川原1-6-1
電話：086-271-8290
FAX:086-271-8222
E-Mail: soumu@shujitsu.ac.jp
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

８８

慶應ＭＣＣ夕学講座⑨（サ
テライト講座）
「幸福学と脳科学の文脈で
語り合う平成30年」

2018/6/6
18時30分～20時30分

８９

慶應ＭＣＣ夕学講座⑩（サ
テライト講座）
「国語辞典から現代日本語
が見えてくる」

2018/6/21
18時30分～20時30分

９０

慶應ＭＣＣ夕学講座⑪（サ
テライト講座）
「貯信時代のお金の作り
方、使い方」

2018/6/29
18時30分～20時30分

９１

慶應ＭＣＣ夕学講座⑫（サ
テライト講座）　「テクノ
ロジーが変えた経営戦略：
進化を振り返り、未来を考
える」

2018/7/3
18時30分～20時30分

９２

慶應ＭＣＣ夕学講座⑬（サ
テライト講座）
「東京五輪後の日本経済」

2018/7/6
18時30分～20時30分

９３

慶應ＭＣＣ夕学講座⑭（サ
テライト講座）
「問いを立てるデザイン」

2018/7/12
18時30分～20時30分

９４

慶應ＭＣＣ夕学講座⑮（サ
テライト講座）
「日本経済の近未来」

2018/7/24
18時30分～20時30分

９５

実技講習会　デッサン
「形をとる」

2018/6/16 13時～15時30分

９６

実技講習会　色彩構成
「色と形」

2018/6/16 10時～12時30分

９７

実技講習会　デッサン
「デッサン1日講習会」

2018/7/14 10時～15時30分

９８

実技講習会　色彩構成
「色彩構成1日講習会」

2018/8/2 10時～15時30分

９９

実技講習会　デッサン
「構図の工夫」

2018/9/8 13時～15時30分

１００

実技講習会　色彩構成
「アイデアの広げ方」

2018/9/8 10時～12時30分

１０１

平成30年度障害児（者）
療育支援総合課程

2018/5/26、6/2、6/9、
6/16、6/23、6/30、7/7、
7/14、7/21、7/28、8/4、
8/11、8/18、8/25、9/1、
9/8、9/15、9/22、9/29、
10/13、10/20、10/27、
11/10、11/17
9時～16時10分

旭川荘療育アカデミー
〒703-8555
岡山県岡山市北区祇園866
電話：086-275-0011

旭川荘療育アカデミー
〒703-8555
岡山県岡山市北区祇園866
電話：086-275-0011
FAX:086-275-0024

中国デザイン専門学校　本
館
〒700-0842
岡山県岡山市北区船頭町12
電話：086-225-0791

中国デザイン専門学校
〒700-0842
岡山県岡山市北区船頭町12
電話：086-225-0791
FAX:086-225-0792
E-Mail: info-c@cdc-de.ac.jp

岡山商科大学
〒700-8601
岡山県岡山市北区津島京町
2-10-1
電話：086-252-0642

岡山商科大学　社会総合研究所
〒700-8601
岡山県岡山市北区津島京町2-10-1
電話：086-252-0642
　　　086-256-6656
FAX:086-256-6656
E-Mail: syaken@po.osu.ac.jp
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

１０２

慈圭病院
メンタルヘルス講座

2018/4/7、6/2、10/6、
12/1、2019/2/2
10時30分～11時45分

慈圭病院
〒702-8508
岡山県岡山市南区浦安本町
100-2
電話：086-262-1191

慈圭病院　総務課
〒702-8508
岡山県岡山市南区浦安本町100-2
電話：086-262-1191
FAX:086-262-4448
E-Mail: hospital@zikei.or.jp

１０３
赤十字健康講座　6月開講 2018/6/16 13時30分～16時

１０４
赤十字健康講座　7月開講 2018/7/21 13時30分～16時

１０５
赤十字健康講座　9月開講 2018/9/15 13時30分～16時

１０６
赤十字健康講座　10月開講 2018/10/20 13時30分～16時

１０７

赤十字救急法基礎講習
6月開講

2018/6/2 10時～16時 日本赤十字社岡山県支部
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2-
7-20
電話：086-221-9595

１０８

赤十字救急法基礎講習
7月開講

2018/7/1 10時～16時 岡山赤十字病院
（南館1階研修室）
〒700-8607
岡山県岡山市北区青江2-1-
1
電話：086-222-8811

１０９

赤十字救急法基礎講習
8月19日開講

2018/8/19 10時～16時

１１０

赤十字救急法基礎講習
8月22日開講

2018/8/22 10時～16時

１１１

赤十字救急法基礎講習
9月開講

2018/9/21 10時～16時

１１２

赤十字救急法基礎講習
10月開講

2018/10/14 10時～16時

１１３

赤十字救急法救急員養成講
習　7月開講

2018/7/7、7/8 9時～17時 岡山赤十字病院
（南館1階研修室）
〒700-8607
岡山県岡山市北区青江2-1-
1
電話：086-222-8811

１１４

赤十字救急法救急員養成講
習　8月開講

2018/8/23、8/24 9時～17時

１１５

赤十字救急法救急員養成講
習　9月開講

2018/9/22、9/23 9時～17時

１１６

赤十字幼児安全法短期講習
7月開講

2018/7/28 10時～12時 岡山赤十字病院
（南館1階研修室）
〒700-8607
岡山県岡山市北区青江2-1-
1
電話：086-222-8811

１１７

赤十字幼児安全法支援員養
成講習　8月開講

2018/8/25、8/26 9時～17時 日本赤十字岡山県支部
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2-
7-20
電話：086-221-9595

岡山赤十字病院
（南館1階研修室）
〒700-8607
岡山県岡山市北区青江2-1-
1
電話：086-222-8811

日本赤十字社岡山県支部
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2-
7-20
電話：086-221-9595

日本赤十字社岡山県支部
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2-
7-20
電話：086-221-9595

日本赤十字社岡山県支部
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2-7-20
電話：086-221-9595
FAX:086-221-9599

岡山赤十字病院　社会課
〒700-8607
岡山県岡山市青江2-1-1
電話：086-222-8811
FAX:086-222-8841
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

１１８

赤十字幼児安全法支援員養
成講習　10月開講

2018/10/13、10/14
9時～17時

岡山赤十字病院
（南館1階研修室）
〒700-8607
岡山県岡山市北区青江2-1-
1
電話：086-222-8811

１１９

赤十字水上安全法短期講習
6月開講

2018/6/3 13時～15時

１２０

赤十字水上安全法救助員Ⅰ
養成講習　6月開講

2018/6/3、6/9、6/10
10時～18時

１２１

赤十字水上安全法救助員Ⅱ
養成講習　7月開講

2018/7/14、7/15、7/16
10時～16時

宝伝海水浴場
岡山県岡山市東区宝伝

１２２

赤十字健康生活支援講習支
援員養成講習　6月開講

2018/6/17、6/24
9時～16時30分

岡山赤十字老人保健施設玉
野マリンホーム
〒706-0002
岡山県玉野市築港5-16-25
電話：0863-31-5295

１２３

赤十字健康生活支援講習支
援員養成講習　10月開講

2018/10/4、10/11
9時～16時30分

岡山赤十字看護専門学校
（体育館）
〒700-8607
岡山県岡山市北区青江2-1-
1
電話：086-223-6800

１２４

赤十字健康生活支援講習短
期講習　8月開講

2018/8/18 14時～16時 岡山赤十字病院
（南館1階研修室）
〒700-8607
岡山県岡山市北区青江2-1-
1
電話：086-222-8811

１２５

赤十字健康生活支援講習短
期講習　9月開講

2018/9/15 10時～12時 岡山赤十字老人保健施設玉
野マリンホーム
〒706-0002
岡山県玉野市築港5-16-25
電話：0863-31-5295

１２６

児島蛍遊の水辺・由加ホタ
ル観察会

2018/6/2 18時～21時 倉敷市児島　「蛍遊の水
辺・由加」
〒711-0901
岡山県倉敷市児島由加

１２７

日生アマモ種取り体験とア
マモ場いきもの観察会

2018/6/9 10時～12時30分 日生町漁業協同組合
〒701-3204
岡山県備前市日生町日生
801-4

１２８

大野川ホタル調査会 2018/6/16 19時30分～21時 御津大野公会堂
〒709-2137
岡山県岡山市北区御津虎倉

１２９

第17回水環境フォーラム 2018/7/7（予定）
13時～17時

オルガビル5階
〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町1-
7-7

１３０

笠岡アマモ再生教室･種子
採取体験

2018/8/7 10時～12時 笠岡見崎集会所
〒714-0044
岡山県笠岡市神島840

１３１

大野川　川あそび 2018/8/18 10時～13時 御津大野公会堂
〒709-2137
岡山県岡山市北区御津虎倉

公益財団法人おかやま環境ネット
ワーク
〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町1-7-7
電話：070-2355-1420
FAX:086-256-2565
E-Mail:
kankyounet@okayama.coop

岡山市立市民屋内温水プー
ル
〒700-0942
岡山県岡山市南区豊成1-4-
22
電話：086-226-4523

日本赤十字社岡山県支部
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2-7-20
電話：086-221-9595
FAX:086-221-9599
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

１３２

日生アマモ種選別・種蒔
えびの食べ比べとさかなの
話

2018/10/13 10時～13時 日生町漁業協同組合
〒701-3204
岡山県備前市日生町日生
801-4

１３３

大野川いきもの調査会 2018/10/20 10時～12時 御津大野公会堂
〒709-2137
岡山県岡山市北区御津虎倉

１３４

公益財団法人岡山市ふれあ
い公社　「ふれあいシニア
カレッジ」

2018/5/8、5/22、6/5、
6/19、7/10、7/24、8/7、
8/21、9/4、9/25
10時30分～15時

岡山ふれあいセンター
〒702-8002
岡山県岡山市中区桑野715-
2
電話：086-274-5143

公益財団法人岡山市ふれあい公社
在宅福祉課
〒702-8002
岡山県岡山市中区桑野715-2
電話：086-274-5143
FAX:086-274-4556
E-Mail: oka035@mx.okayama-
fureai.or.jp

１３５

ノルディックウォーク体験
（初級）　4～6月

2018/4/7、5/21、6/25
10時～12時

１３６
楽しく里山の自然発見
4～6月

2018/4/12、5/10、6/14
10時～15時

１３７
里山クラフトデイ　4～6月 2018/4/22、5/27、6/24

9時30分～12時

１３８
ノルディックウォーク体験
（中級）　4～6月

2018/4/25、6/9
9時～12時

１３９
おじさんから学ぼう「昔遊
び」　4～6月

2018/4/29、6/16
13時30分～15時

１４０

2～5歳の虫取りごっこ
5～6月

2018/5/6、6/3
10時～12時

１４１
竹林の整備体験　5月 2018/5/13

9時30分～11時30分

１４２
トンボ（昆虫）の観察会
5～6月

2018/5/20、6/17
10時～12時

１４３
いもほり「ワイワイ」
（3回シリーズ）

2018/5/26、9/8、10/21
10時～12時

１４４
2～5歳の虫取りごっこ
7～9月

2018/7/1、9/2 10時～12時

１４５
自然の遊びをしよう森のよ
うちえん　夏

2018/7/7 9時30分～13時

１４６
操山キノコ観察会　7月 2018/7/7 9時～12時

１４７
トンボ（昆虫）の観察会
7～9月

2018/7/8、8/19、9/9
10時～12時

１４８
里山クラフトデイ　7～9月 2018/7/21、8/25、9/23

9時30分～12時

１４９
草木染め（藍の生葉） 2018/7/22、8/26

10時～15時

１５０
ノルディックウォーク体験
（初級）　7～9月

2018/7/25、8/25、9/21
10時～12時

操山公園里山センター
〒703-8234
岡山県岡山市中区沢田649-
2
電話：086-270-3308

公益財団法人おかやま環境ネット
ワーク
〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町1-7-7
電話：070-2355-1420
FAX:086-256-2565
E-Mail:
kankyounet@okayama.coop

操山公園里山センター
〒703-8234
岡山県岡山市中区沢田649-2
電話：086-270-3308
FAX:086-270-8353
E-Mail: satoyama@okayama-
park.or.jp

− 14−



※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

１５１
四季のネイチャーゲーム
7月

2018/7/29 10時～13時

１５２
四季の森の音楽会
夏、秋、冬

2018/8/1、9/26、12/19
10時～12時

１５３
操山キノコ特別観察会（冬
虫夏草）

2018/8/5 9時～12時

１５４
藍の葉のタタキ染め 2018/8/5 10時～13時

１５５
草を使ってバッタを作ろう 2018/8/8 9時30分～12時

１５６
星空観察会　夏 2018/8/11 19時～21時

１５７

おじさんから学ぼう「昔遊
び」　8月

2018/8/24 13時30分～15時

１５８
松ぼっくりを炭にしよう
9月

2018/9/15 10時～12時

１５９
里山のどんぐりさがし 2018/9/30 10時～12時

１６０
楽しく里山の自然発見
10～11月

2018/10/4、11/1、11/29
10時～15時

１６１
ノルディックウォーク体験
（上級）　10～12月

2018/10/6、12/22
10時～15時

１６２

山と海をつなごう　～いっ
しょに考えよう「海ごみっ
てなあに？」～　10月

2018/10/6 10時～13時

１６３
2～5歳の虫取りごっこ
10月

2018/10/7 10時～12時

１６４
操山キノコ観察会
10～12月

2018/10/8、12/15
9時～12時

１６５
四季のネイチャーゲーム
10月

2018/10/13 10時～13時

１６６

ノルディックウォーク体験
（中級）　10～11月

2018/10/27、11/16
9時～12時

１６７

里山クラフトデイ
10～12月

2018/10/28、12/16
9時30分～12時

１６８

岡山国際交流センター
留学生と県民との交流会

2018/6/30 岡山国際交流センター
（7階　多目的ホール）
〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町2-
2-1
電話：086-256-2905

１６９

岡山国際交流センター
岡山のCOOL発見！

2018/7/1～2018/10/31
岡山国際交流センター
〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町2-
2-1
電話：086-256-2905

操山公園里山センター
〒703-8234
岡山県岡山市中区沢田649-
2
電話：086-270-3308

操山公園里山センター
〒703-8234
岡山県岡山市中区沢田649-2
電話：086-270-3308
FAX:086-270-8353
E-Mail: satoyama@okayama-
park.or.jp

一般財団法人　岡山県国際交流協
会
〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町2-2-1
電話：086-256-2914
FAX:086-256-2489
E-Mail: info@opief.or.jp
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

１７０

岡山国際交流センター
地域共生サポーター養成講
座

2018/7/1～2018/7/31

１７１

岡山国際交流センター
日本文化紹介～日本文化体
験・交流会～

2018/7/14

１７２

岡山国際交流センター
英語で話そう

2018/9/1～2018/9/30 岡山国際交流センター
（地階　レセプションホー
ル）
〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町2-
2-1
電話：086-256-2905

１７３

岡山国際交流センター
国際貢献・協力セミナー

2018/10/14 岡山国際交流センター
（2階国際会議場）
〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町2-
2-1
電話：086-256-2905

１７４

岡山県立図書館
講演会「7か国語で話そ
う」英語も日本語も我がま
まに。

2018/6/2 14時～16時 岡山県立図書館
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2-
6-30
電話：086-224-1286

１７５

御南西公民館
多言語活動体感体験
6月開講

2018/6/2、6/9、6/16、
6/23、6/30 18時～20時

御南西公民館
〒700-0951
岡山県岡山市北区田中157-
110
電話：086-244-1855

１７６

岡山県立図書館
ワークショップ「7か国語
で話そう」

2018/6/3 10時～12時

１７７

岡山県立図書館
親子で参加ワークショップ
「7か国語で話そう」
7月7日開講

2018/7/7 10時～12時

１７８

岡山県立図書館
親子で参加ワークショップ
「7か国語で話そう」
7月8日開講

2018/7/8 14時～16時

１７９

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・ＮＰＯ会館「生涯
現役ワクワク大学」

2018/4/5、4/12、5/10、
6/14、7/12、9/13
13時30分～15時

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・NPO会館　きらめ
きプラザ
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1
電話：086-231-0532

一般社団法人健康生きがいづくり
おかやま
〒703-8228
岡山県岡山市中区乙多見97-8
電話：086-279-4077
FAX:086-279-4077
E-Mail:
Kawasaki_yh@trad.ocn.ne.jp

１８０

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
絵本心理感性を深める研究
会第8期生

2018/4/13、5/11、6/8、
7/13、9/14、10/12、11/9、
12/14、2019/1/11、2/8
10時～12時

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・NPO会館　きらめ
きプラザ
（2階会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1（旧国立岡山病院
跡）
電話：086-231-0532

１８１

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
箱庭研究会

2018/4/25、5/16、6/20、
7/18、9/19、10/17、
11/21、12/19、2019/1/16、
2/20 10時～15時

ＮＰＯ法人マザーリーフ事
務所
〒709-0635
岡山県岡山市東区草ヶ部

一般財団法人言語交流研究所ヒッ
ポファミリークラブ岡山
電話：0120-557-761
　　　090-1683-0797
FAX:086-244-5337
E-Mail: info@hfcw.jp

岡山県立図書館
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2-
6-30
電話：086-224-1286

岡山国際交流センター
〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町2-
2-1
電話：086-256-2905

一般財団法人　岡山県国際交流協
会
〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町2-2-1
電話：086-256-2914
FAX:086-256-2489
E-Mail: info@opief.or.jp

ＮＰＯ法人マザーリーフカタリナ
カウンセリング研究会（担当・光
岡）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-1
電話：090-4692-7197
E-Mail:
motherleaf.okayama@gmail.com
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

１８２

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
絵本心理感性を深める研究
会　土曜日コース

2018/4/14、5/12、6/9、
7/14、9/8、10/13、11/10、
12/8、2019/1/12、2/9
13時～15時

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・NPO会館　きらめ
きプラザ
（2階会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1（旧国立岡山病院
跡）
電話：086-231-0532

ＮＰＯ法人マザーリーフカタリナ
カウンセリング研究会（担当・江
川）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-1
電話：090-4693-9463
E-Mail:
motherleaf.okayama@gmail.com

１８３

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
音楽コラージュ講座

2018/4/3、5/1、6/5、7/3、
9/4、10/2、11/6、12/4、
2019/2/5、3/5 10時～12時

ＮＰＯ法人マザーリーフ事
務所
〒709-0635
岡山県岡山市東区草ヶ部

ＮＰＯ法人マザーリーフカタリナ
カウンセリング研究会（担当・石
合）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-1
電話：080-1932-4483
E-Mail:
motherleaf.okayama@gmail.com

１８４

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
コラージュ心理研究会　第
9期生

2018/4/21、5/19、6/16、
7/21、9/15、10/20、
11/17、2019/1/19、2/16、
3/16 10時～12時

１８５

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
自分を活かし人をも活かす
実践心理講座パート1

2018/4/28、6/2、6/23、
7/28、9/22、10/27、
11/24、2019/1/26、2/23、
3/23 10時～12時

１８６

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
自分を活かし人をも活かす
実践心理講座パート2

2018/4/28、6/2、6/23、
7/28、9/22、10/27、
11/24、2019/1/26、2/23、
3/23 13時～15時

１８７

吉備創生カレッジ
仕入・在庫管理について学
ぶ　中国学園大学

2018/4/20、6/15、6/29
18時30分～20時

１８８

吉備創生カレッジ
『出張！！栄養長寿教室』
岡山学院大学・岡山短期大
学

2018/4/21、5/19、6/16
10時～11時30分

１８９

吉備創生カレッジ
カラダと脳に効く運動の科
学　就実大学

2018/5/11、5/25、6/8
15時30分～17時

１９０

吉備創生カレッジ
自分らしく生きる　岡山商
科大学

2018/5/14、5/28、6/11
15時30分～17時

１９１

吉備創生カレッジ
身体を守る臨床検査　川崎
医療福祉大学

2018/5/16、6/6、6/20
15時30分～17時

１９２

吉備創生カレッジ
性格と幸福な生き方　岡山
商科大学

2018/5/21、6/4、6/25
15時30分～17時

１９３

吉備創生カレッジ
脳を解剖するとは　岡山県
立大学

2018/5/24、6/14、6/28
15時30分～17時

１９４

吉備創生カレッジ
松本清張と日本社会　ノー
トルダム清心女子大学

2018/5/25、6/8、6/22
18時30分～20時

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・NPO会館　きらめ
きプラザ
（2階会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁
目13-1（旧国立岡山病院
跡）
電話：086-231-0532

ＮＰＯ法人マザーリーフカタリナ
カウンセリング研究会（担当・川
崎）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-1
電話：090-2005-3501
E-Mail:
motherleaf.okayama@gmail.com

山陽新聞社本社ビル
〒700-8634
岡山県岡山市北区柳町2-1-
1
電話：086-803-8018

山陽新聞社（吉備創生カレッジ事
務局）
〒700-8634
岡山県岡山市北区柳町2-1-1
電話：086-803-8018
FAX:086-803-8117
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

１９５

吉備創生カレッジ
少年非行を考える　岡山商
科大学

2018/5/28、6/11、6/25
18時30分～20時

１９６

吉備創生カレッジ
個人情報と私たちの暮らし
吉備国際大学

2018/5/29、6/12、6/26
15時30分～17時

１９７

吉備創生カレッジ
社会保障と税の一体改革と
は　中国短期大学

2018/6/4、6/21、7/11
18時30分～20時

１９８

吉備創生カレッジ
健康増進のための栄養学
環太平洋大学

2018/6/6、6/20、7/4
18時30分～20時

１９９

吉備創生カレッジ
「がん」を正しく知ろう
岡山大学

2018/6/14、6/28、7/12
18時30分～20時

２００

吉備創生カレッジ
国際姉妹都市交流を知る
新見公立大学

2018/6/18、7/9、7/23
18時30分～20時

２０１

吉備創生カレッジ
自己肯定感を高めるために
岡山学院大学・岡山短期大
学

2018/6/23、6/30、7/7
10時～11時30分

２０２

吉備創生カレッジ
山田方谷漢詩講読　岡山理
科大学

2018/6/30、7/7、7/14
15時30分～17時

２０３

吉備創生カレッジ
「がん」について　シーズ
ン2　川崎医科大学

2018/7/5、7/19、8/2
15時30分～17時

２０４

吉備創生カレッジ
医療機器が支える先端医療
川崎医療福祉大学

2018/7/5、7/19、7/26
18時30分～20時

２０５

吉備創生カレッジ
タッピングで健康と快適生
活　吉備国際大学

2018/7/6、7/20、8/3
10時～11時30分

２０６

吉備創生カレッジ
面白生物学講座　倉敷芸術
科学大学

2018/7/6、7/20、8/3
15時30分～17時

２０７

吉備創生カレッジ
人類と農作物の伝染病　岡
山大学

2018/7/13、7/27、8/10
18時30分～20時

２０８

吉備創生カレッジ
食と健康　山陽学園短期大
学

2018/8/8、8/29、9/12
10時～11時30分

２０９

吉備創生カレッジ
健康づくりのウォーキング
川崎医療福祉大学

2018/8/17、8/31、9/14
15時30分～17時

山陽新聞社本社ビル
〒700-8634
岡山県岡山市北区柳町2-1-
1
電話：086-803-8018

山陽新聞社（吉備創生カレッジ事
務局）
〒700-8634
岡山県岡山市北区柳町2-1-1
電話：086-803-8018
FAX:086-803-8117
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※詳細（内容等）につきましては、各開設機関へお尋ねください。内容は、都合により変更になる場合があります。

番号 講座名（名称） 開催日時等 開催場所 問合せ先等

２１０

倉敷商工会議所
こころと身体の終活セミ
ナー　10月開講

2018/10/20 10時～12時
受付は9時30分～

倉敷商工会議所
（第1.2会議室）
〒710-8585
岡山県倉敷市白楽町249-5
電話：086-424-2111

くらしき終活支援センター(みか
みＦＰ事務所兼)
〒710-0834
岡山県倉敷市笹沖395-7
電話：086-426-6642
FAX:086-427-4024
E-Mail: chie-wa1@ac.auone-
net.jp

２１１

倉敷市水島会館
ドキュメンタリー映画「か
すかな光へ」上映会

2018/4/10、5/8、6/12、
7/10、8/14、9/11、10/9、
11/13、12/11、2019/1/8、
2/12、3/12
①9時30分～12時
②13時30分～16時

倉敷市水島会館
〒712-8012
岡山県倉敷市連島1-10-33
電話：086-448-1020

「かすかな光へ」上映倉敷実行委
員会
電話：080-3880-8436
FAX:086-426-4132

２１２

ライフパーク倉敷
「男おひとりさま料理カン
タン教室」

2018/9/7、9/21、10/5、
10/19、11/2、11/16、
12/7、2019/1/11、3/1
13時30分～17時
（9/7のみ13時スタート）
フォロー講座：2019/1/11、
3/1

ライフパーク倉敷
〒712-8046
岡山県倉敷市福田町古新田
940
電話：086-454-0011

シニア世代のサバイバル男料理の
会　小西
電話：090-6600-4607
E-Mail: survotoko@yahoo.co.jp

２１３

パソコン活用
ＩＴ塾ライフタウンまび連
続公開講座

2018/4/12、5/10、6/14、
7/12、8/9、9/6、10/18、
11/8、12/13、2019/1/10、
2/7、3/14 18時～21時
この時間帯で自由選択

２１４

おとなの数学塾
ライフタウンまび連続公開
講座

2018/4/26、6/28、8/30、
10/25、12/20、2019/2/28
19時～21時

２１５

おとなの国語塾
ライフタウンまび連続公開
講座

2018/5/24、7/26、9/13、
11/29、2019/1/24、3/28
19時～21時

２１６
龍泉寺　ハッチョウトンボ
と湿性植物観察会

2018/6/3 9時30分～12時

２１７
龍泉寺　サギソウ観察会 2018/8/19 9時30分～12時

龍泉寺
〒701-1454
岡山県岡山市北区下足守
900
電話：086-295-0310

龍泉寺の自然を守る会
電話：080-5231-6818
E-Mail: sizen2015@gmail.com

ライフタウンまび（老人保
健施設）（会議室）
〒710-1301
岡山県倉敷市真備町箭田
1130
電話：086-698-9000

ライフタウンまび　教育研修担当
〒710-1301
岡山県倉敷市真備町箭田1130
電話：090-3639-0993
FAX:086-698-9133
E-Mail: ookumamasa@gmail.com
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岡山県生涯学習大学事務局

岡山県生涯学習センター
〒700-0016　岡山市北区伊島町３丁目１番１号

メール　syogaise05@pref.okayama.jp

ホームページ　http://www.pal.pref.okayama.jp/

フェイスブック　https://www.facebook.com/okasyogaise/

交通案内
車　　ＪＲ岡山駅運動公園口（西口）から約５分

　　　山陽自動車岡山ＩＣから約１０分

　　　伊島小学校前を西進、つきあたり

バス　岡電バスＪＲ岡山駅運動公園口（西口）から中央病院線

　　　京山入口下車　約１３分

徒歩　ＪＲ岡山駅運動公園口（西口）から約２５分（約１．７ｋｍ）
※カーナビゲーションシステムで「岡山県生涯学習センター」が見つからない時は、
「岡山県立烏城高等学校」で入力してください。

『岡山県生涯学習大学』とは
「岡山県生涯学習大学(愛称：のびのびキャンパス岡山）」は、県民の方々が
自分に適した学習内容を選択できるよう、県内各地で開催されている様々
な講座を体系化し、学習機会を提供しています。
講座には主催講座と連携講座があります。

受講を希望される県民の方ならどなたでも
受講していただけます！

入学試験や年齢制限などはありません。
主催講座と連携講座がありますが、それぞれの
開設機関へ直接申し込んでください。

ぱるネット岡山では、講座の最新情報を詳しく
掲載しています。
受講案内をご覧になった後は、「ぱるネット岡
山」で検索をお願いします。

「ぱるネット岡山」で探す

受講案内は、県内の全ての公民館、図書館、教
育委員会、連携講座実施機関にて無料配布し
ています。6月、10月に発行しています。

「受講案内」で探す

受講累計時間によって単位が認定され、
取得した単位数によって認定証書が授与
されます。

受講したらどうなるの？

講座を
探そう

検索ぱるネット岡山

受講するには？

Ⓒ 岡山県「ももっち」

Ⓒ 岡山県「うらっち」



30
御自由に

お取りください

http://www.pal.pref.okayama.jp/
事務局：岡山県生涯学習センター
岡山県・岡山県教育委員会

平成30年6月 発行（年2回 6月・10月発行予定）

平成30年度
前 期

のびのびキャン パス岡 山  2 0 1 8

受講案内受講案内

岡山県
生涯学習大学

受講したい講座が見つかったら、
申し込み方法などを確認して
開設機関へ直接申し込みます。

2
●「受講案内」
●「ぱるネット」
　で講座を探そう！

1

　　　　の受講で
「のびキャンシール」
　　を1枚もらおう！

3
1時間

各講座を受講

「生涯学習の集い」

のびキャンシート

単位認定証書

シールが10枚以上
集まったら、シート
に貼って事務局へ
送ってね。

4 おめでとうございます♪
シール10枚で1単位を
認定します！単位認定証
書を「生涯学習の集い」
でお渡しします。

シートは講座機関または、
生涯学習センターに
あります。

学んだ成果を生かし、
「生涯学習社会☆おかやま」

の実現を目指すぞ。

活動例
地域ボランティア

地域コーディネーター

学び
を生
かそ
う。

5

「岡山県生涯学習大学（愛称：のびのびキャンパス岡山）」は、県民の
方々が自分に適した学習内容を選択できるよう、県内各地の講座や
学習機会の情報を提供するものです。講座1時間で1枚シールが配
布されますので、シール10枚以上をシートに貼って12月までに岡山
県生涯学習大学事務局に送ってください。「生涯学習の集い」で、単
位認定証書をお渡し、シートを返却します。「生涯学習の集い」に参加
されない場合、事務局に取りに来る、または郵送（有料）も可能です。
（ご希望がない場合、証書の作成やシートの返却はされません。）

「岡山県生涯学習大学とは」受講
案内


