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　端午の節句、七夕…節句にはいわれと節句料理がつきも
のです。節句を題材にした古典や詩歌を扱い、節句料理に
ついて「読んで味わう」講座です。日本古来の季節感と情
趣を再発見し身近な生活に目を向けてみませんか。

節句にまつわる文学と食を楽しむ
日　時　平成29年 9月 9日㈯ 10:00～11:30
申込締切日 　 9月 1日㈮
講　師　教育学部
　　　　こども教育学科　准教授
　　　　山下　敦子
場　所　神戸常盤大学

　健康長寿には、“しっかり噛んでしっかり食べる”ことが重要
です。そのためには、歯や口腔の健康を保つことが不可欠ですが、
「歯磨き」だけではお口の健康を守れません。さて、どんな方法が？

健康長寿は歯とお口の健康から
日　時　平成29年 7月15日㈯ 10:00～11:30
申込締切日 　 7月 7日㈮
講　師　短期大学部

口腔保健学科　准教授
上原　弘美

場　所　神戸常盤大学

講座番号
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　親子ヨガで、自分時間を作りませんか？子育てをしていると、自分のこと
は後回しになり、こども中心の生活になってしまいがちです。本講座は、親
子で楽しみながらも、ママ自身のリラックスタイムにしていただけるもので
す。ママが癒されれば、こどもも自然と笑顔になること間違いなしでしょう。

親子ヨガ
日　時　平成29年 7月29日㈯ 10:00～11:30
申込締切日 　 7月14日㈮
講　師　山本ヨガ研究所所長　山本　正子
場　所　ふたば学舎
対　象　 3歳から 5歳のお子さんとおかあさん
定　員　15組程度

講座番号
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神戸常盤大学は、地域の皆様の生涯教育に対するご要望にお応えし、本学の知的財産を広く
地域社会に還元するために、公開講座を開講しています。多くの皆様のご参加をお待ちしてい
ます。

2017年度前期 公開講座一覧
公開講座の申し込み方法

⑴�氏名（フリガナ）、郵便番号、住所、電話番号、年齢、性別、ご希望の講
座名と講座番号を記入し、次のいずれかの方法でお申し込み下さい。
　・は�が�き：神戸常盤地域交流センター宛にお送り下さい。
　　　　　　�また、裏表紙にあるはがきでもお申し込みできます。
　・Ｆ�Ａ�Ｘ：078-643-4361（24時間受付）
　・ E-mail：community@kobe-tokiwa.ac.jp
⑵�複数の講座を希望される場合も1枚のはがき（申込書）にご記入頂いて
結構ですが、各講座の申込締切日（必着）を厳守して下さい。
⑶�申込締切後、受講決定者に受講票を郵送致します。また応募者多数の場
合は抽選させて頂きますが、抽選により受講出来ない方にも通知致します。

◆�申込・問い合わせ先
　〒653-0838�神戸市長田区大谷町2-6-2
　学校法人玉田学園　神戸常盤地域交流センター
　ＴＥＬ�078-611-1821　ＦＡＸ078-643-4361

◆会場・交通案内
　・神戸常盤大学　山陽電鉄　　　 西代駅　　　北へ徒歩 ９分
　　　　　　　　　JR・地下鉄　　新長田駅　　　〃　　15分
　・長田区役所　　阪神電車　　　 高速長田駅　南へ徒歩 1分
　・ふたば学舎　　JR・地下鉄　　新長田駅　　　〃　　13分

受講にあたって
・教室内を含め、館内での喫煙は厳禁です。
・�本学が実施する講座内で事故等が発生しても本学は責任を一切もちませ
ん。体調等不良の場合はご無理をされないようにお願いいたします。
・�貴重品は必ず手元に置き、受講生各自の責任において管理してください。
損害賠償等の責任は一切負いません。
・駐車場スペースはございますが、できるだけ公共交通機関をご利用くだ
さい。

・本学および他の受講生に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断
りすることがあります。

個人情報の取り扱いについて
　本センターにお申し込みされた方の個人情報は、受講時のご案内、セ
ンターが主催する講座の案内等の目的に使用する以外は、無断で使用ま
たは第三者に開示、提供されることはありません。

講座番号
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　介護保険の申請方法ご存じですか？色々サービスはあり
ますが、どのようなサービスを使うと生活が変わるので
しょうか。一度一緒に考えてみませんか。

やさしく学ぶ介護保険
日　時　平成29年 8月26日㈯ 10:00～11:30
申込締切日 　 8 月10日㈭
講　師　保健科学部
　　　　看護学科　准教授
　　　　鵜飼　知鶴
場　所　神戸常盤大学
定　員　30名

講座の受講を希望される方は
このはがきでお申し込みできます。
講座番号 講 座 名

（　　　　）

男　・　女

ふ り が な

受付後、本センターからの情報（講座のご案内等）を無料でお送りす
る予定です。
送付を希望されない方はチェックをして下さい。

希望しません

氏　　　　名

住　　　　所

電 話 番 号

年　　　　齢

性　　　　別

〒
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お知らせ
TOKIWA健康フェア2017

日　　時：平成29年10月1日㈰
場　　所：神戸常盤大学
主　　催：神戸常盤地域交流センター

　皆さんは健康には自信ありますか？楽しく充実した
生活を送るためには健康維持が欠かせません。医療と
教育のプロフェッショナルを育成する本学で、恒例の
TOKIWA健康フェアに参加して健康について考えてみ
ませんか？
 また、今年もさまざまな楽しい企画を準備しており
ますので、本学の学生とともに盛り上げていただくこ
とで地域のコミュニティを再確認し、新たなつながり
を築いていきま
しょう！多数の
方のご来場心よ
りお待ちしてい
ます！

講座番号
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　化学は、楽しい！日常生活にある物質を使って実験したり、
物質の意外な性質を観察したり、“手品？！”と思われるよ
うな現象の観察や体験をしたりなど、実験・観察を交えな
がら、楽しく化学の世界で遊びましょう。

【サルビア講座】
楽しく、化学の世界で遊んでみよう！

日　時　平成29年 6月 3日㈯ 10:00～11:30
申込締切日 　 5月26日㈮
講　師　保健科学部

医療検査学科　教授　栗岡　誠司
－第13回小柴昌俊科学教育賞受賞者－

場　所　長田区役所
定　員　80名

・健康チェック 　　　・肺年齢測定
・認知症予防 　　　・まちの保健室
・炊き出し、屋台 　　　・アロマセラピー
・その他ちびっこ企画　　　　　　　 　etc．

実施企画（予定）

「生きる意味」はあるのか？
日　時　平成29年 6月24日㈯ 10:00～11:30
申込締切日 　 6月16日㈮
講　師　保健科学部

看護学科　講師
永島　聡

場　所　神戸常盤大学
対　象　人生に悩んでいる人。

人生が楽しい人。
別にどちらでもない人。
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　どうすれば人生に満足できるのか？なぜ人生に不満を感
じてしまうのか？そもそも人生に意味などあるのか？これ
らの問題について自由な雰囲気の中、皆さんとともに、心
理学的、哲学的に考えていきたいと思っています。

講座番号
117

　暮らしの中に緑を添えて、日常を心豊
かに過ごしませんか。ころんと可愛い
苔玉をリビングにおいて眺めてみると、
ほっとひと息、心が和らぎます。敬老の
日のプレゼントにもぴったりです。
※写真のミニ観葉植物は一例となります。

※苔玉を置く器はご用意しておりません。ご自宅にてお好
みの器に乗せてお楽しみ下さい。

苔玉づくりワークショップ
日　時　平成29年 9月11日㈪ 10:00～12:00
申込締切日 　 8月25日㈮
講　師　株式会社ホームセンターアグロ
　　　　アグロガーデン神戸駒ヶ林店　園芸担当
　　　　佐潟　千佳子
場　所　神戸常盤大学
定　員　20名
※教材費として当日1,000円必要です。
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S E M I N A R  G U I D E

受講料

無料

神戸常盤地域交流センター 行

52円切手を
貼ってください

TEL.078-611-1821　FAX.078-643-4361
E-mail : community@kobe-tokiwa.ac.jp

神戸常盤地域交流センター

【サルビア講座】楽しく、化学の世界で遊んでみよう！
日時 6月3日（土）  10：00～11：30

「生きる意味」はあるのか？
日時 6月24日（土） 10：00～11：30

健康長寿は歯とお口の健康から
日時 7月15日（土）  10：00～11：30

親子ヨガ
日時 7月29日（土）  10：00～11：30

やさしく学ぶ介護保険
日時 8月26日（土）  10：00～11：30

節句にまつわる文学と食を楽しむ
日時 9月9日（土）  10：00～11：30

苔玉づくりワークショップ
日時 9月11日（月）  10：00～12：00

【講義「芸術文化論」①】伝統芸能を知る～落語～
日時 7月12日（水）  14：40～16：10

【講義「芸術文化論」②】日本の放送文化を知る
日時 7月19日（水）  14：40～16：10
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2017年度 地域交流センター

【講義「芸術文化論」】

セミナーガイド

神戸常盤大学
K o b e  T o k i w a  U n i v e r s i t y

前 期

どなたでも
受講して
いただけます

公開講座一覧

学校法人 玉田学園
神戸常盤大学・神戸常盤大学短期大学部

神戸常盤女子高等学校・神戸常盤大学附属ときわ幼稚園

〒653-0838 神戸市長田区大谷町2丁目6-2

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

〈キリトリ線〉

特別聴講生募集！神戸常盤大学の学生と共に授業を聴講する方を募集します。
（応募者多数の場合は抽選させて頂きます。）

　「笑いの大使」として英語落語で24カ国105
都市を笑わせた桂かい枝さん。歴史・成り立ち・
楽しみ方など、海外経験豊富なかい枝さんならで
はの楽しい講義です。もちろん落語もご披露いた
だきます。

【講義「芸術文化論」①】
伝統芸能を知る～落語～
平成29年7月12日（水）
14：40～16：10
　 6月28日（水）
落語家　桂かい枝
神戸常盤大学

　ABCラジオ「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司で
す」（毎週月～金9：00～12：00）でおなじみの三代
澤康司アナウンサーが本学で講師として教鞭をとら
れます。「感動を伝える。」「心と心で人とつながる。」
日本の放送文化の奥底にある温もり、想いを学んで
みませんか。

【講義「芸術文化論」②】
日本の放送文化を知る
平成29年7月19日（水）
14：40～16：10
　 7月5日（水）
朝日放送株式会社
三代澤康司
神戸常盤大学

日　時
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