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長岡市・津南町・魚沼市・聖籠町・胎内市・
関川村・柏崎市・村上市・上越市・
県立生涯学習推進センター

新潟大学・長岡技術科学大学・上越教育大学・日本歯科大学新潟生命歯学部
新潟産業大学・敬和学園大学・新潟国際情報大学・新潟工科大学
長岡造形大学・長岡大学・新潟経営大学・新潟青陵大学・新潟医療福祉大学
新潟県立大学・新潟青陵大学短期大学部・新潟工業短期大学・明倫短期大学
新潟薬科大学・長岡工業高等専門学校・新潟リハビリテーション大学
新潟中央短期大学

主催／新潟県教育委員会

にいがた
連携公開講座 2017
にいがた
連携公開講座 2017

詳しくは、
中面をご覧ください

詳しくは
ラ・ラ・ネット
トップページから
ご覧ください。

 会　場　一　覧
講座 日　時 会　　　場

１ 6 月23日（金）
13：30～15：30

長岡市 栃尾産業交流センター（おりなす）
〒940-0233　長岡市栃尾宮沢1765� TEL（0258）51-1331

２ 6 月24日（土）
13：30～15：30

津南町役場
〒949-8292　中魚沼郡津南町大字下船渡戊585� TEL（025）765-3111

３ 7 月 1 日（土）
13：30～15：30

魚沼市 堀之内公民館
〒949-7494　魚沼市堀之内130� TEL（025）794-6026

４ 8 月31日（木）
13：30～15：30

聖籠町 町民会館
〒957-0117��北蒲原郡聖籠町諏訪山1280� TEL（0254）27-2121

５ 9 月12日（火）
10：00～12：00

胎内市 黒川地区公民館
〒959-2807��胎内市黒川1647-1� TEL（0254）47-3405

６ 9 月15日（金）
13：30～16：00

県立生涯学習推進センター
〒950-8602　新潟市中央区女池南3-1-2� TEL（025）284-6110

７ 10月19日（木）
13：30～15：30

関川村 村民会館
〒959-3264��岩船郡関川村上関1285� TEL（0254）64-2134

８ 11月 1 日（水）
13：30～15：30

柏崎市 市民プラザ 波のホール
〒945-0051　柏崎市東本町1丁目3-24� TEL（0257）20-7500

９ 12月 5 日（火）
13：30～15：30

村上市 市民ふれあいセンター
〒958-0000　村上市岩船3270� TEL（0254）52-0201

１0 12月19日（火）
13：30～15：30

上越市 市民交流施設 高田公園オーレンプラザ
〒943-0835　上越市本城町8番1号�＊現在施設建設中のため、電話を設置していません。

★県立生涯学習推進センターホールで開催する第 6 回講座【 9 月15日（金）】につい
ては、開場が12：30です。開場時より受付にて整理券をお渡しします。（先着150名）
また、同施設内大研修室（定員100名）にてライブ中継を行います。

〔お知らせ〕

問い合わせ先
第 1回講座 6月23日（金）長岡市栃尾支所�市民生活課保健係� TEL（0258）52-5836
第 2 回講座 6月24日（土）津南町教育委員会�生涯学習班� TEL（025）765-3134
第 3 回講座 7月 1日（土）魚沼市教育委員会�生涯学習課社会教育係� TEL（025）794-6073
第 4 回講座 8月31日（木）聖籠町教育委員会�社会教育課� TEL（0254）27-2121
第 5 回講座 9月12日（火）胎内市教育委員会�生涯学習課社会教育係� TEL（0254）47-3409
第 6 回講座 9月15日（金）県立生涯学習推進センター� TEL（025）284-6110
第 7 回講座 10月19日（木）関川村教育委員会�教育課生涯学習班� TEL（0254）64-2134
第 8 回講座 11月 1 日（水）柏崎市教育委員会�生涯学習課� TEL（0257）20-7500
第 9 回講座 12月 5 日（火）村上市教育委員会�生涯学習課社会教育推進室� TEL（0254）53-2446
第10回講座 12月19日（火）上越市教育委員会�社会教育課社会教育係�� TEL（025）545-9245

「にいがた連携公開講座」
〒950-8602 新潟市中央区女池南3-1-2

事務局：県立生涯学習推進センター
TEL（025）284-6110　FAX（025）284-6019
ラ･ラ・ネット http://wwｗ.lalanet.gr.jp/



「にいがた連携公開講座」は、新潟県教育委員会と県内の大学や市町村などが連携して、
県民の皆様にとって身近でかつ地域ニーズに対応したテーマで開催する公開講座です。
今年度は、県内の大学等と連携し10講座を開催します。どうぞ、お気軽にご参加ください。

「にいがた連携公開講座」のめざすもの 　　　　　　　　　　　　　  
●多様化、高度化する県民の生涯学習ニーズに応えるため、県内の大学等と連携して良質かつ
高度な学習機会を提供します。

№ 日時・講師 テーマ 講　座　概　要

1

６ 月２３日（金）
1３：３0~15：３0

足腰鍛えて、
いきいき人生

～ロコモ予防、
介護予防～

ロコモ（運動器症候群）とは、年をとると骨・関節・筋肉
など運動器の弱化により筋力低下、ひざ痛、腰痛などが生じ
「将来寝たきりになる危険性の高い状態」をいいます。中年期
から運動器を鍛え、足腰を丈夫にしておくことが介護を必要
としないポイントです。運動は継続することが最も難しい課
題であり、運動継続のコツとして「正しいラジオ体操」を勧
めています。本講座では、「正しいラジオ体操」と自宅でもで
きる運動を通して体づくりについて考えます。

新潟医療福祉大学
教授　　小林　量作 様

【会場】　長岡市　栃尾産業交流センター 〒940−0233�長岡市栃尾宮沢1765� TEL�0258−51−1331

2

６ 月２4日（土）
1３：３0~15：３0

野生動物との
共存にむけて

～自然豊かな新潟で
人間と動物はどうやって
暮らしていくのか～

秋にどんぐりが不作の年はクマが人里に降りてきて人を
襲ったり、棚田にイノシシが出没し稲を踏み倒したりと野生
動物の事件がニュースをにぎわせています。山と海に囲まれ
た自然豊かな新潟県で、私たちは彼らとどのように共存して
いけばよいのでしょうか？山の生態系と人間の社会に起こっ
ている変化の視点から、野生動物と人間の関係について考え
ていきたいと思います。クマに山で出遭った時の対処法など
いざという時に役立つ知識満載です。

長岡技術科学大学
准教授　　山本　麻希 様

【会場】　津南町役場 〒949−8292�中魚沼郡津南町大字下船渡戊585� TEL�025−765−3111

3

７ 月 1 日（土）
1３：３0~15：３0 古文書の読み方入門　

～江戸時代の人々の
くらし～

地域にのこる江戸時代の古文書の解読をとおして、当時
の人々のくらしについて考えます。
重い年貢の負担や厳しい生活の規制、相次ぐ飢饉や百姓

一揆など、暗いイメージが強調されがちの江戸時代の人々
のくらし。こうしたイメージに偏りはないでしょうか。古
文書を読み解きながら、皆さんと一緒に考えてみたいと思
います。
古文書に初めて触れる方も大歓迎です。

長岡工業高等専門学校
教授　　田中　　聡 様

【会場】　魚沼市　堀之内公民館 〒949−7494�魚沼市堀之内130� TEL�025−794−6026

4

８ 月３1日（木）
1３：３0~15：３0 ストレスとの関わり方、

解消法

ストレスは悪く働けば、「キラーストレス」となり、私
たちの心と体をむしばみます。けれども、上手に付き合え
ば、健康を害することもなく、かえって私たちの生活を充
実させます。
ストレス自体をなくすのではなく、ストレスの害を解消

しましょう。上手に、しなやかにストレスと付き合い、職
場でも家庭でも、仕事も人間関係もハッピーになれる方法
をお伝えします。

新潟青陵大学大学院
教授　　碓井　真史 様

【会場】　聖籠町　町民会館 〒957−0117�北蒲原郡聖籠町諏訪山1280� TEL�0254−27−2121

5

９ 月1２日（火）
10：00~1２：00

あなたの知らない
歯ひふへほ

～歯の不思議から
ひもとく健口の大切さ～

歯も私たちの神秘的な体の一部です。歯の不思議がわか
れば、お口の健康が大切だという気持ちが自然に身につき
ます。「歯磨きしなくてはならない」というマイナス思考
から、「歯磨きが楽しい」というプラス思考へ転換しましょ
う。それは、美味しくご飯を食べることに、そして、生き
る楽しみにつながります。そんな「歯」にまつわる「びっ
くり」「ふ～ん」「へ～」「ほ～」というおもしろいお話を
集めてみました。

明倫短期大学
教授　　山田　隆文 様

【会場】　胎内市　黒川地区公民館 〒959−2807�胎内市黒川1647−１� TEL�0254−47−3405

№ 日時・講師 テーマ 講　座　概　要

6

９ 月15日（金）
1３：３0~1６：00 地域を元気にするのは

学びの力！

人口減少、少子高齢化、世界に広がる保護主義の影響など、日本
がこれから抱えるであろう課題は沢山あります。しかし、実はこれら
の課題は地方にとっては大きなチャンスにつながる可能性があるので
す。地域の資源、技術をもう一度見直し、多様な人材を活用しながら
地域の元気を作り出していきましょう。そのためには、地域の人々が、
生涯を通じて学び、学んだことを生かしていくこと、そして学び合う
ことで人々がつながり絆を深めることが必要です。取材事例を通して
様々な角度から地域が果たす役割と可能性を探っていきます。

フリーアナウンサー
事業創造大学院大学
客員教授　　伊藤　聡子 様

【会場】　県立生涯学習推進センター 〒950−8602��新潟市中央区女池南 3− 1− 2 � TEL�025−284−6110

7

10月1９日（木）
1３：３0~15：３0 食事を見直し

健康寿命を延ばそう

健康寿命（医療や介護に依存せず、自立した生活を送る
ことができる期間）を阻害する要因は、トップが脳血管疾
患（脳卒中）、次いで、認知症、高齢による衰弱、骨折・
転倒等が挙げられていますが、新潟県民の健康課題をみる
と、何と「脳血管疾患の受療率」や「低栄養傾向の高齢者
の割合」が全国平均を上回っているのが実状です。
そこで本講座では、脳卒中および衰弱予防の食事に焦点

を絞り、お話をしたいと思います。

新潟医療福祉大学
教授　　斎藤　トシ子 様

【会場】　関川村　村民会館 〒959−3264�岩船郡関川村上関1285� TEL�0254−64−2134

8

11月 1 日（水）
1３：３0~15：３0

下っぱですが一応武士の
とうちゃん頑張る!!
～「柏崎日記」「桑名日
記」にみる父親像～

柏崎は、桑名藩の飛地領で陣屋が置かれていました。天
保10年（1839）、本国桑名から柏崎に渡辺勝之助一家が着
任しました。
講座では、慣れない土地で奮闘する渡辺勝之助の姿に焦

点をあて、勝之助の奮闘ぶりを紹介します。上越教育大学
教授　　浅倉　有子 様

【会場】　柏崎市　市民プラザ 波のホール 〒945−0051�柏崎市東本町１丁目 3−24�� TEL�0257−20−7500

9

1２月 5 日（火）
1３：３0~15：３0 拉致問題の本質と

解決への道

2002年日朝首脳会談で北朝鮮は日本人拉致を認め、謝罪
をしました。その結果、私を含め 5人の拉致被害者とその
家族は帰国を果たしましたが、他の被害者はいまだ誰一人
帰還していません。改めて拉致の目的、拉致の手法、北朝
鮮での拉致被害者の生活状況、北朝鮮が拉致を認めた背景
などを私の実体験を通して知ってもらうとともに、解決を
阻害している要因とその打開策などについて皆さんととも
に考えたいと思います。

新潟産業大学
准教授　　蓮池　　薫 様

【会場】　村上市　市民ふれあいセンター 〒958−0000�村上市岩船3270�� TEL�0254−52−0201

10

1２月1９日（火）
1３：３0~15：３0 拉致問題の本質と

解決への道

2002年日朝首脳会談で北朝鮮は日本人拉致を認め、謝罪
をしました。その結果、私を含め 5人の拉致被害者とその
家族は帰国を果たしましたが、他の被害者はいまだ誰一人
帰還していません。改めて拉致の目的、拉致の手法、北朝
鮮での拉致被害者の生活状況、北朝鮮が拉致を認めた背景
などを私の実体験を通して知ってもらうとともに、解決を
阻害している要因とその打開策などについて皆さんととも
に考えたいと思います。

新潟産業大学
准教授　　蓮池　　薫 様

【会場】　上越市　市民交流施設 高田公園オーレンプラザ　　〒943-0835�上越市本城町 8番 1号��＊現在施設建設中のため、電話を設置していません。

県や市町村をはじめ大学などのさまざまな機関が実施している講座が
登録されています。
登録講座は、県内に在住または在勤の方ならどなたでも受講できます。
講座は１時間１単位が認定され、一定単位の修得により希望の方には学
長（県知事）名の奨励証を交付します。
※にいがた連携公開講座は１講座２単位です。
　ぜひ、ご参加ください。

★チューリップ賞� �50単位
★雪 椿 賞� �100単位
★朱 　 � 鷺 　 � 賞� �200単位
★越 � � � 佐 � � � 賞� �300単位
★日 本 海 賞� �400単位
★学 長 賞� �500単位

　　　   いきいき県民カレッジ


