
のびのびキャンパス岡山２０２０

主催：岡山県・岡山県教育委員会

事務局（問合せ先）：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
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ぱるネット岡山

新しい学びの輪が広がります

一部、６月開催の講座も含んでいます

より詳細な情報については、

岡山県生涯学習センターホームページ「ぱるネット岡山」
から検索可能です。ぜひご覧ください。

「受講案内」は、６月（前期）・１０月（後期）に発行し、
公民館・図書館に配布します。

©岡山県「ももっち」

生涯学習マスコット「マナビィ」

検索

＜令和２年３月発行＞



令和２年度＜速報版＞　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

岡山県立記録資料館
第78回所蔵資料展展示解説

2020/4/25
13時30分～15時
※都合により延期

岡山県立記録資料館
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2
丁目13-1
電話：086-222-7838

2

岡山県立記録資料館
第15回アーカイブズウィー
ク記念講演会

2020/6/7
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
（3階 301会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2
丁目13-1
電話：086-222-2666

3

岡山県立記録資料館
きろくる岡山ゼミナール

2020/6/29、7/19、9/6、
10/4、11/22、
2021/1/24、2/21
13時30分～15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
電話：086-222-7838

4

生存と環境の歴史学 2020/6/27
13時30分～15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

5

岡山県消費生活センター
設立50周年記念シンポジウ
ム
「消費者市民社会を目指し
て～今　私達に出来ること
～」

2020/5/18
13時30分～16時

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・NPO会館　きら
めきプラザ
（3階 301会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2
丁目13-1
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

6

リラクセーションセミナー
4月
冷えや便秘解消の腸セラ
ピー

2020/4/15
13時30分～15時

7

リラクセーションセミナー
6月
手足のむくみ緩和マッサー
ジ

2020/6/17
13時30分～15時

8

健康づくり栄養講座4月
カルシウムいっぱい　骨を
強くするレシピ

2020/4/17、4/22
10時30分～13時

9

健康づくり栄養講座6月
旬の食材で栄養満点！　イ
タリア料理

2020/6/19、6/24
10時30分～13時

10

初心者のための栄養講座5月
家族に好評！麻婆豆腐

2020/5/9、5/13
10時30分～13時

岡山県立記録資料館
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2丁目
13-1
電話：086-222-7838
FAX:086-222-7842
E-mail:
kirokushiryoukan@pref.oka
yama.lg.jp

岡山県南部健康づくりセ
ンター
〒700-0952
岡山県岡山市北区平田
408-1
電話：086-246-6250

岡山県南部健康づくりセン
ター
〒700-0952
岡山県岡山市北区平田408-1
電話：086-246-6250
FAX:086-246-6330
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11

刀剣の里　工芸製作講座
～小刀製作講座～

2020/4/18、5/2、5/16、
6/6、6/20、7/4、7/18、
8/1、8/15、9/5、9/19
10時～16時

備前長船刀剣博物館
（研修棟 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

12

日本の近現代史をふり返る
－『日本近現代史講義－成
功と失敗の歴史に学ぶ』を
読みながら－

2020/4/11、5/9、6/13、
7/11、8/8、9/12
13時30分～15時

津山市立図書館集会室
（アルネ津山4階）
〒700-8520
岡山県津山市新魚町17
電話：0868-24-2919

13

生命倫理への招待（9）
「人生最大の恐怖である死
について考える」

2020/4/16、4/23、
5/14、5/21、5/28
15時10分～16時40分

14

生きた英語への扉 2020/4/18、5/16、6/6、
8/29、9/12
10時10分～11時40分

15

微生物の生き方 2020/4/21、5/19、
6/16、8/18、9/15
13時30分～15時

16

能・狂言入門 2020/4/23、5/28、
6/25、8/27、9/24
13時30分～15時

17

岡山大学
デジタル灯篭をプログラミ
ング　5月開催

2020/5/10
未定

岡山大学
（津島キャンパス　一般
教育棟A棟　(準備中)）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中
2-1-1
電話：086-251-7585

18

岡山大学
彫刻を楽しむ

2020/5/21、6/18、
7/16、8/20、9/17、
10/21、11/18、12/16、
2021/1/20、2/17
16時30分～18時

岡山大学
（津島キャンパス 教育
学部東棟3階　1327(彫刻
実習室)）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中
3-1-1
電話：086-251-7585

19

岡山大学
社会・地域と企業経営を考
える

2020/6/20
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
電話：086-251-7347

岡山大学　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

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丁目1-1
電話：086-254-9240

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丁
目1-1
電話：086-254-9240
FAX:086-254-9286
E-mail:
okayama-sc@ouj.ac.jp

岡山大学　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
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20

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2020－

2020/4/9、4/16、4/23、
4/30、5/7、5/14、
5/21、5/28、6/4、
6/11、6/18、6/25、
7/2、7/9、7/16、7/23、
7/30、8/6、8/20、
8/27、9/3
15時(14時)～16時 
4/30は、10時～11時

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
電話：086-251-8811

21

岡山大学
岡大ピオーネづくり名人を
めざそう

2020/6/6、9/26
13時～15時

岡山大学
（津島キャンパス　農学
部附属山陽圏フィールド
科学センター実験棟　実
習室）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中
3-1-1
電話：086-251-8811

22

岡山大学
スポーツ講座

2020/4/22、5/20、
6/24、7/15、10/21、
11/11、12/9、2021/1/20
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）
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中
2-1-1
電話：086-251-7181

岡山大学　全学教育・学生
支援機構高大接続・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
FAX:086-251-7181
E-mail:
isec@okayama-u.ac.jp

23

岡山大学
「入れ歯マイスター」養成
講座

2020/6/2、7/7、8/4、
9/1、10/6
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
電話：086-235-6605

岡山大学　医歯薬学総合研
究科
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1
電話：086-235-6605

24

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

2020/4/15、4/22、
5/13、5/20、6/3、
6/10、6/17、6/24、7/8
19時30分～21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
電話：086-235-6823

25

岡山大学
摂食・嚥下障害研究会
～食支援ネットワーク～

2020/5/14、7/9、9/3、
11/12、2021/1/14、3/11
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
電話：086-235-6823

26

岡山大学
「歯っぴぃスマイル2020
～目指そうお口の金メダル
～」

2020/6/4
13時10分～14時50分

岡山大学
（岡山大学病院 歯科棟
１F ｺﾃﾞﾝﾀﾙｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝｾﾝ
ﾀｰ）
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町
2-5-1
電話：086-235-6787

岡山大学　総合歯科
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-
5-1
電話：086-235-6787

岡山大学　自然系研究科等
総務課総務グループ
〒700-8530
岡山県岡山市北区津島中3-
1-1
電話：086-251-8811
E-mail:
kikaku@adm.okayama-
u.ac.jp

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
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27

慶應ＭＣＣ夕学講座⑥
（サテライト講座）
「子どもを育む遺伝の力、
環境の力」

2020/5/14
18時30分～20時30分

28

慶應ＭＣＣ夕学講座⑦
（サテライト講座）
「ボクが慶應大学院で学ぶ
理由」

2020/5/21
18時30分～20時

29

慶應ＭＣＣ夕学講座⑧
（サテライト講座）
「ゼロからつくるビジネス
モデル：3つの基本アプロー
チ」

2020/5/22
18時30分～20時30分

30

慶應ＭＣＣ夕学講座⑨
（サテライト講座）
「企業と個人の健全な関
係」

2020/6/2
18時30分～20時30分

31

慶應ＭＣＣ夕学講座⑩
（サテライト講座）
「築地本願寺の経営改革
～ビジネスマン出身僧侶の
お寺改革～」

2020/6/5
18時30分～20時30分

32

慶應ＭＣＣ夕学講座⑪
（サテライト講座）
「組織にいながら、自由に
働く。」

2020/6/9
18時30分～20時30分

33

慶應ＭＣＣ夕学講座⑫
（サテライト講座）
「経営人材に必要なリベラ
ルアーツ」

2020/6/18
18時30分～20時30分

34

山陽学園大学・山陽学園短
期大学　公開講座
講演「正倉院ガラス研究の
最新の成果」

2020/6/6
14時～16時

35

山陽学園大学・山陽学園短
期大学　公開講座
講演「終末期がん患者の
“声”とわたし～自分で決
める今日一日の過ごし方へ
の理解～」

2020/6/27
13時～14時30分

36

静止画が動く
－絵巻物の表現の可能性－

2020/6/6
10時～11時30分

37

平安貴族は「走る」のか
－「動きのことば」の日本
語史－

2020/6/13
10時～11時30分

38

映像の哲学入門 2020/6/20
10時～11時30分

39

肖像の表現史
－初代岡山藩主池田光政を
中心に－

2020/6/27
10時～11時30分

岡山商科大学
（地域交流談話室（学生
会館2階））
〒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

山陽学園大学・山陽学園
短期大学
（本館401教室）
〒703-8501
岡山県岡山市中区平井1-
14-1
電話：086-272-6254

山陽学園大学・山陽学園短
期大学ボランティア支援・
地域連携推進センター
〒703-8501
岡山県岡山市中区平井1-14-
1
電話：086-901-0705
FAX:086-273-3226
E-mail:
rc-center@sguc.ac.jp

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:086-271-8310
E-mail:
soumu@shujitsu.ac.jp

就実大学・就実短期大学
（S館101教室）
〒703-8516
岡山県岡山市中区西川原
1-6-1
電話：086-271-8290
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40

実技講習会　デッサン
「立体的に描く」

2020/5/9
13時～15時30分

41

実技講習会　色彩構成
「色と形」

2020/6/6
10時～12時30分

42

実技講習会　デッサン
「形をとる」

2020/6/6
13時～15時30分

43

慈圭病院
メンタルヘルス講座

2020/4/4(延期)、6/6、
10/3、12/5
10時30分～11時45分

慈圭病院
（本館4階 講義室）
〒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
〒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

44

赤十字救急法基礎講習
5月20日開講

2020/5/20
10時～16時

45

赤十字救急法基礎講習
5月26日開講

2020/5/26
10時～16時

46

赤十字救急法基礎講習
6月6日開講

2020/6/6
10時～16時

47

赤十字救急法基礎講習
6月11日開講

2020/6/11
10時～16時

48

赤十字救急法救急員養成講
習　5月開講

2020/5/27～2020/5/28
10時～17時

49

赤十字水上安全法救助員Ⅰ
養成講習

2020/6/7、6/13、6/14
10時～18時

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

50

赤十字健康生活支援講習支
援員養成講習　6月開講

2020/6/21、6/28
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
（デイルーム）
〒706-0002
岡山県玉野市築港5-16-
25
電話：0863-31-5295

51

赤十字健康講座 　5月開講 2020/5/16
10時50分～14時40分

52

赤十字健康講座 　6月開講 2020/6/20
13時30分～16時

日本赤十字社岡山県支部
事業推進課　健康安全係
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内2丁
目7-20
電話：086-221-9595
FAX:086-221-9599
E-mail:
jigyo@okayama.jrc.or.jp

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

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

日本赤十字社岡山県支部
（4階 講習室）
〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内
2丁目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
丁目1-1
電話：086-222-8811

岡山赤十字病院　医療社会
事業課
〒700-8607
岡山県岡山市北区青江2丁目
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。
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53

木堂祭 記念講話 2020/5/15
14時～15時

犬養木堂記念館
（企画展示室）
〒701-0161
岡山県岡山市北区川入
102-1
電話：086-292-1820

犬養木堂記念館
〒701-0161
岡山県岡山市北区川入102-1
電話：086-292-1820
FAX:086-292-1825
E-mail:osiete-
bokudo@island.dti.ne.jp

54

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」

2020/5/12、5/26、6/9、
6/23、7/7、7/21、
8/25、9/8、9/29
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

55

操山公園里山センター
楽しく里山の自然発見
4～6月

2020/4/9(中止)、5/8、
6/4
10時～15時

56

操山公園里山センター
里山の森林観察会

2020/4/17
9時30分～12時

57

操山公園里山センター
ノルディックウォーク体験
（初級）4月開講

2020/4/18、5/22、6/3、
9/18
10時～12時

58

操山公園里山センター
ノルディックウォーク体験
（中級）4月開講

2020/4/22、6/13
9時～12時

59

操山公園里山センター
バードウォッチング
4月開講

2020/4/24
9時～12時

60

操山公園里山センター
竹を使って楽しもう

2020/4/25、5/6
9時30分～11時30分

61

操山公園里山センター
竹炭を簡単に作ろう！
（簡易炭化炉と七輪体験）
5月開講

2020/5/16
9時～12時

62

操山公園里山センター
ロープワークにチャレン
ジ！　6月開講

2020/6/6、7/25
9時30分～11時30分

63

生涯現役ワクワク大学
「伝える力」～効果的なプ
レゼンテーション～

2020/4/9
13時30分～15時

64

生涯現役ワクワク大学
やさしいかな書道教室

2020/5/14
13時30分～15時

65

生涯現役ワクワク大学
認知症について

2020/6/11
13時30分～15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

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

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・NPO会館
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2
丁目13-1
電話：086-227-2666

一般社団法人健康生きがい
づくりおかやま
〒700-0013
岡山県岡山市北区伊福町1-
10-17
電話：090-7225-8547
FAX:086-214-5505
E-mail:info@kensei-
okayama.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。
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66

岡山国際交流センター
留学生と県民との交流会

2020/6/21(予定) 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：086-256-2914

一般財団法人　岡山県国際
交流協会　企画情報課
〒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

67

いきいきライフ講座
ダンススポーツのあれこれ

2020/4/18
13時30分～15時

68

いきいきライフ講座
小地域の福祉活動

2020/5/16
13時30分～15時

69

いきいきライフ講座
手作り作品を楽しみましょ
う

2020/6/27
13時30分～15時

70

わが家終活セミナー 2020/4/9
10時～12時

北ふれあいセンター
（第2・3研修室）
〒700-0071
岡山県岡山市北区谷万成
2丁目6-33
電話：086-251-6500

くらしき終活支援センター
〒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

71

シニアのためのマインドフ
ルネスとヨーガ

2020/5/4、5/11、5/18、
5/25、6/1、6/8、6/15、
6/22、6/29、7/6、
7/13、7/20、7/27、
8/3、8/10、8/17、
8/31、9/7、9/14、9/28
9時30分～11時

倉敷市水島武道館
〒712-8064
岡山県倉敷市水島青葉町
5-28
電話：086-446-2556

ＮＰＯ法人　イキイキ・マ
イフルの会
〒710-0061
岡山県倉敷市浜ノ茶屋150-5
電話：080-1937-6994
FAX:050-3435-0199

72

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
内観的実践心理講座基礎編
パート1

2020/4/25、5/23、
6/27、8/22、9/26、
10/24、11/28、12/26、
2021/1/23、2/27
10時～12時

73

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
内観的実践心理講座応用編
パート2

2020/4/25、5/23、
6/27、8/22、9/26、
10/24、11/28、12/26、
2021/1/23、2/28
13時～15時

74

ＮＰＯ法人マザーリーフ
コラージュ心理研究会

2020/5/16、6/20、
7/18、8/15、9/19、
10/17、11/21、12/19、
2021/1/16、2/20
10時～12時

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

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-
13-1
電話：086-231-0532

岡山県総合福祉・ボラン
ティア・NPO活動支援セ
ンター
（会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2
丁目13-1
電話：086-231-0532

岡山生涯学習インストラク
ター協会
電話：090-4574-3692
FAX:086-522-4078
E-mail:
chariy55@hi.enjoy.ne.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：川﨑）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-
1
電話：090－2005－3501
E-mail:
katarina@tea.ocn.ne.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

75

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
絵本内観心理講座
金曜日コース

2020/4/10、5/8、6/12、
7/10、9/11、10/9、
11/13、12/11、
2021/1/8、2/12
10時～12時

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：大林）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-13-
1
電話：080－6328－6366
E-mail:
katarina@tea.ocn.ne.jp

76

ＮＰＯ法人マザーリーフ協
賛
絵本内観心理講座
土曜日コース

2020/4/11、5/9、6/13、
7/11、9/12、10/10、
11/14、12/12、
2021/1/9、2/13
13時～15時

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:
katarina@tea.ocn.ne.jp

77

マインドフルネス瞑想講座
（全5回）

2020/6/6～2020/11/7
10時～12時

東山公園集会所
〒703-8277
岡山県岡山市中区御成町
15-26

認定NPO法人岡山きのこ・
あったか会
〒703-8275
岡山県岡山市中区門田屋敷
1-3-21
電話：090-4101-3550
E-mail:
okayama_kinoko_attakakai@
yahoo.co.jp

78

第21回マンション生活支援
セミナーin岡山
（春季講座）

2020/5/30
15時～17時
セミナー終了後、相談会
の予定（40分程度）

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 研修室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-
13-1
電話：086-231-0532

ＮＰＯ法人岡山県マンショ
ン管理組合連合会
〒703-8278
岡山県岡山市中区古京町1-
3-1
電話：086-270-0075
FAX:086-206-2103
E-mail:info@okakan.net

79

吉備創生カレッジ
世界の税金事情　岡山商科
大学

2020/4/1
18時30分～20時

80

吉備創生カレッジ
腸内環境を整えて介護予防
～フレイルと腸内環境～
岡山県立大学

2020/4/11
15時30分～17時

81

吉備創生カレッジ
人生会議と救命救急医療
岡山大学

2020/4/15
15時30分～17時

82

吉備創生カレッジ
人工知能最前線　岡山県立
大学

2020/4/17
10時～11時30分

83

吉備創生カレッジ
企業不祥事とリスク　倉敷
芸術科学大学

2020/4/19
10時～11時30分

84

吉備創生カレッジ
遺伝性のがん　岡山大学

2020/4/21
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
（2階 会議室）
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方2-
13-1
電話：086-231-0532

山陽新聞社本社ビル
（山陽新聞社本社ビル6
階）
〒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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85

吉備創生カレッジ
津山の歴史町作りは鶴翼型
で　山陽学園大学

2020/4/24
15時30分～17時

86

吉備創生カレッジ
飲料、加工食品の分類・規
格と表示　岡山学院大学

2020/5/11
10時～11時30分

87

吉備創生カレッジ
ストレスとのおつきあい
就実短期大学

2020/5/11
15時30分～17時

88

吉備創生カレッジ
英語オーラルコミュニケー
ション　吉備国際大学

2020/5/18
15時30分～17時

89

吉備創生カレッジ
社会の変化とことばの問題
倉敷芸術科学大学

2020/5/19
15時30分～17時

90

吉備創生カレッジ
影響力の心理学　就実短期
大学

2020/5/25
15時30分～17時

91

吉備創生カレッジ
ディジュリドゥ健康法の紹
介　川崎医科大学

2020/5/29
15時30分～17時

92

ITクラブまび
パソコンスマホ教室

2020/4/2、5/7、6/4、
7/9、8/6、9/3、10/1、
11/5、12/10、
2021/1/7、2/4、3/4
18時～21時

倉敷市真備公民館箭田分
館
（集会室）
〒710-1301
岡山県倉敷市真備町箭田
1684
電話：086-698-2979

おとなの学習塾まび
電話：090-3639-0993
E-mail:
ookumamasa@gmail.com

93

龍泉寺
トキソウ観察会

2020/5/24
9時30分～12時
受付:9時15分～9時30分

94

龍泉寺
ハッチョウトンボとノハナ
ショウブ観察会

2020/6/14
9時30分～12時
受付:9時15分～9時30分

95

認知症サポーター養成講座 2020/6/6
13時30分～15時

和鍼灸整骨院
〒700-0013
岡山県岡山市北区伊福町
1-10-17
電話：086-214-5505

和鍼灸整骨院
〒700-0013
岡山県岡山市北区伊福町1-
10-17
電話：086-214-5505
FAX:086-214-5505
E-mail:yoshida-
216hkj@ark.ocn.ne.jp

96

吉備国の郷土史 出前講座
第四回　吉備国の語り部の
会

2020/4/5
13時30分～16時

アクティブライフ井原
〒715-0014
岡山県井原市七日市町
12-1
電話：0866-63-3347

吉備国の語り部の会
〒704-8112
岡山県岡山市東区西大寺上
1-3-4-1
電話：080-5898-4131
FAX:0865-64-2248
E-mail:
yanagirousi@gmail.com

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

龍泉寺
〒701-1464
岡山県岡山市北区下足守
900
電話：086-295-0310

山陽新聞社本社ビル
（山陽新聞社本社ビル6
階）
〒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

～　9　～



生涯学習大学のしくみ～受講から単位取得まで～

【受講案内】

講座情報は

●受講案内
●ぱるネット岡山

で情報ゲット！

1

開設機関へ直接申し込み

ます。これであなたも
受講生！

【のびキャンシート】

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。

【単位認定証書】

【生涯学習の集い】

学びを生かそう！

（活動例）
地域ボランティア
地域コーディネーター

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。

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！

2

4

5

１
時
間
の
受
講
で

の
び
キ
ャ
ン
シ
ー
ル

が
１
枚
も
ら
え
ま
す
！

3


