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お知らせ

第2回すこラボ講座のご案内
今年4月学内に「すこラボ（健康生活研究所）」を開設しました。すこラボは、健康について様々な学科の教員が
多職種連携のなかで研究し、成果等の情報を社会に発信する施設です。今年度は「糖尿病」をテーマとした講
座を全3回開催予定で、8月に開催した第1回すこラボ講座「糖尿病と歯周病」は多くの方にご視聴いただき大
変好評でした。
第２回は、医療検査学科及び診療放射線学科の3名の教員が「糖尿病と検査」についてお話しいたします。健
康診断などで目にする検査項目を正しく理解することは、自分自身の健康の向上に役立ちます。講座では糖尿
病に関する検査だけでなく、糖尿病に合併する腎臓病や心臓病に関する検査についても解説いたします。
第2回「糖尿病と検査」はWEB講座オンデマンドにて12月11日（土）～25日（土）まで配信予定
です。
ご興味のある方は右記QRコードより12月9日（木）までにお申し込み下さい。
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兵庫県神戸市長田区大谷町2-6-2

学校法人 玉田学園

どなたでも受講して
いただけます！

受講料

無料

を始めています！
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公開講座の
LINEも
始めましたので
友達登録
お願いします！

神戸常盤大学キャラクター「ときワン」

「TOKIWA健康ふれあいフェスタ」について
例年開催しております「TOKIWA健康ふれあいフェスタ」は、新型コロナウイルス感
染症の状況を受け、今年度は中止することとしました。
開催を楽しみにされていた皆様にはお詫び申し上げるとともに、地域の方々と本学
をつなぐ、年一度の大イベントですので、次年度はぜひとも開催し、皆様にお会いで
きますことを楽しみにしております。



新型コロナウイルス感染症の拡大防止等に伴い予定が変更・中止となる場合があります。

Web講座はメールでのお申し込みが確実です！

神戸常盤大学キャラクター「ときワン」

講座の受講を希望される方はこの
はがきでもお申し込みできます。

Web講座はメールでの
お申し込みが確実です！

講座番号 講 座 名

（　　　　）

男　・　女

ふ り が な

受付後、本学園からの情報（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

メールアドレス

電 話 番 号

年　　　　齢

性　　　　別
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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、メールアドレス、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。Web講座はメール推奨。
　・ E-mail：community@kobe-tokiwa.ac.jp
　・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）
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。
　なお、受講生が一定数に満たない講座は開講できない場合があります。
◆�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

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。

◆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
・ノエビアスタジアム神戸　　地下鉄海岸線　　御崎公園駅　　東へ徒歩 5分
　　　　　　　　　　　　　　地下鉄海岸線　　和田岬駅　　　西へ徒歩 6分

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、本学園が主催
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
251 関西文学散歩

日　時　令和３年₁₁月₂₇日㈯ ～ ︵１週間予定 ︶
講　師　教育学部こども教育学科　教授

山下　敦子
視聴方法　オンデマンド
申込締切日 　11月17日㈬

旅行、外出もままならない昨今ですが、講座の中で散歩し
てみましょう。関西にゆかりのある和歌、俳句、文学の地
を案内します。身近なところ、思わぬところに文学との出
会いがあるかも。

講座番号
254

昨今、AI（人工知能）やディープラーニング（深層学習）
について度々耳にされているのはないでしょうか。第三次
AI ブームを牽引してきたディープラーニングについて、画
像をテーマにお話いたします。

AI とディープラーニング
日　時　令和４年 ₂月₁₂日㈯ ～ ︵１週間予定 ︶
講　師　保健科学部 診療放射線学科　講師

伊藤　彰
視聴方法　オンデマンド
申込締切日 　 2月 2日㈬

講座番号
252

終活や相続について、何から始めていいか、疑問や不安に
思われていることはありませんか？
終活や相続は、親族や身の回りの方との共同作業です。お
ひとりで抱え込まずに、みんなで楽しく考えてみましょう。

「 終活・相続のホントのところ ～パートナー選びが大事です～」
日　時　令和３年₁₂月₁₁日㈯ ～ ︵１週間予定 ︶
講　師　あんどぷらす株式会社

代表取締役　中川　正也（行政書士）
取締役　　　常行　伸嘉（税理士）

視聴方法　オンデマンド
申込締切日 　12月 1 日㈬

講座番号
211

パラリンピックで多くの感動がありました！そこで、障が
い者スポーツでの経験についてお話を聞いて頂き、障がい
者への理解を深めませんか。さらには、街中での障がい者
への声かけの方法など一緒に学びましょう！

障がい者とスポーツ～「みんなの声かけ運動」出前講座～
日　時　令和４年 ₂月 5日㈯ ₁₀：₀₀～₁₁：₃₀
講　師　神戸市障害者スポーツ指導員　講師

久保　秀男
場　所　神戸常盤大学
申込締切日 　 1月26日㈬

対
面
講
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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。

2021年度後期 公開講座一覧
講座番号
212

この教室では、ヴィッセル神戸のスクールコーチがサッカーを通して子ど
もたちに体を動かすことの楽しさやチームワークの大切さをお伝えします。
サッカー経験の有無に関わらずご参加いただけるサッカー教室ですのでこ
の機会に、ぜひご応募ください。

ヴィッセル神戸サッカークリニック
日　時　令和４年 ₂月₁₂日㈯ ₁₀：₀₀～₁₁：₃₀
講　師　ヴィッセル神戸サッカースクールコーチ
場　所　ノエビアスタジアム神戸 フットサルコート
対　象　小学校１年生～４年生の男女（サッカー経験不問）※定員あり
申込締切日 　 2月 2日㈬

VISSEL KOBE
BASIC DESIGN MANUAL
クラブエンブレム

5

エンブレムは、戦闘のアイコンであり、クラブの顔となるものです。特にチーム、選手、競技場に関わるシーンで使用されます。ちなみにオフィシャルフラッグにも

このエンブレムがあしらわれています。

保護エリアには他のデザイン要素や文字などを表示しないでください。

使用の際には、必ずコピーライト                       の表記が必要です。

■ エンブレムの保護エリア

■ 使用カラーリスト

［カラー］

［モノトーン］

〈Web 講座〉は YouTube 等の配信を予定してい
ます。ご自宅等にてご視聴ください。
・オンデマンド：録画再生配信
・オンライン：ライブ配信

講座番号
401

新長田駅近くの工房で靴と服を作る若い作家に、作る人目
線での日常のケアから、ちょっと大胆な応用編まで、革靴
を長く履くためのケアを教えていただきます。工房や製作
に使う機材や技術について紹介する、ミニツアーつき。

第6回まちコラ
つくる人目線のくつのケア～工房見学ツアー付き～

日　時　令和４年 ₂月₂₁日㈪ ～ ︵１週間予定 ︶
講　師　Lilystudio 店主

清水　美早
視聴方法　オンデマンド
申込締切日 　 2月11日㈮

講座番号
255

忙しい方こそ整理収納がとても有効です！
整理収納を行うと、毎日のお片づけは15分。
家事の時短にも繋がります。整った環境は気持ちも軽く思
考もスッキリ。すぐに始められる整理収納をお伝えします。

整理収納で暮らしを快適に！
日　時　令和４年 ₂月₂₆日㈯ ～ ︵１週間予定︶
講　師　LIFECT代表　整理収納アドバイザー

片山　香南
視聴方法　オンデマンド
申込締切日 　 2月16日㈬

講座番号
451

「多文化共生」という言葉が広く使われますが、保育の場面では一体どう
いうことが多文化共生的な保育だと言えるのでしょうか。地域の多様性
を取り入れた保育を試行錯誤の中で長年に渡って実践してこられ、日々
子どもと関わっておられる現役保育士の先生にお話ししていただきます。

第3回
 「これからを生きる子どもたちに保育園でできる
こと～多様性を受け止める保育～」

日　時　令和４年 ₁月₂₉日㈯ ₁₀：₀₀～₁₁：₃₀
講　師　社会福祉法人石井記念愛染園 大国保育園

能登　浩美
視聴方法　オンライン（＋対面10名）
申込締切日 　 1月19日㈬※申込時に選択

講座番号
253

生化学検査の項目・検査値が、どのような体の異常を示し
ているのか、どの臓器の検査かを解説する

検査値は何を示しているのか
配信期間　令和４年 ₂月 ₅日㈯ ～ ︵１週間予定 ︶
講　師  　保健科学部 医療検査学科　講師

 澁谷　雪子
視聴方法　オンデマンド
申込締切日 　 1月26日㈬

講座番号
256

歯周病という病気をご存知でしょうか？歯周病は口の中だ
けではなく、様々な病気と関連があることが明らかとなっ
てきました。最新の研究をひもときながら、お口と全身の
健康について一緒に考えていきましょう！

歯周病と全身の関わり
日　時　令和４年 ₃月 ₅日㈯ ～ ︵１週間予定 ︶
講　師　短期大学部口腔保健学科　教授

山城　圭介
視聴方法　オンデマンド
申込締切日 　 2月23日㈬
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講座番号
402

春の風物詩イカナゴのくぎ煮。しかし近年イカナゴの不漁が続き、郷
土の食文化にも影響を与えています。この現象を、初めて科学的に解
明した兵庫県水産技術センターから、最新のイカナゴ事情や、海の豊
かさを持続させるための取り組みについて教えていただきます。

第6回サイエンスカフェ
「イカナゴはどうして減っているのか？

～瀬戸内の海の豊かさを守る～」
共催　ひょうご豊かな海発信プロジェクト

日　時　令和４年 ₁月₃₁日㈪ ～ ︵１週間予定 ︶
講　師　兵庫県立農林水産技術総合センター

主任研究員　魚住　香織　技術参与　反田　實
視聴方法　オンデマンド
申込締切日 　 1月24日㈪
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