
《問い合わせ先》

（公財）兵庫県生きがい創造協会 淡路文化会館
〒656-1521 淡路市多賀６００
TEL 0799-85-1391 FAX 0799-85-0400
淡路文化会館ホームページもご覧ください

令和５年１月１１日（水）～４月７日（金）

いざなぎ学園の詳しい様子はホームページ内の「学園だより」でご覧いただけます。

申込方法
詳しい申し込み方法は、下記まで問い合わせください。
また、「淡路文化会館」のホームページからも申し込みできます。

募集期間



９：３０ 朝の集い

１０：００ 講座等

１１：５０ 学年ホームルーム

１２：１０ 昼休み

１３：１５ サークル活動等

１５：００ 終了

９：３０ 受 付
９：４５ 朝の集い

１０：００ 講座
１１：５０ 終了
１２：００ 学年ホームルーム

令和５年度講座 予定日

２年制大学院（金曜日を基本に計画しています）

4月 19 8月 25 12月 8

5月 12,19,26 9月 1,8,29 1月 12,19

6月 9 ,23 10月 6,20 2月 2,16

7月 7 11月 8,17,24 3月 6

自分たちでテーマを決めて
「新しいチャレンジ」を体験します。

４年間で「共に学ぶ仲間」をつくり、幅広い知識を身に
着け、様々な体験活動をします。

大 学 大 学 院

研修旅行

検温･消毒の実施 会場使用後の消毒受講生用アクリル板の設置

新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。

４年制大学 （水曜日を基本に計画しています）

4月 19,26 8月 30 12月 6,13

5月 10,17,24,31 9月 13,27 1月 10,17,24

6月 14,21 10月 1,4.11,25 2月 14,28

7月 5,19 11月 1,8,15,29 3月 6

令和５年度は、11/8(水)「いざなぎ学園」５０周年記念行事を計画しています。

【兵庫県からのお知らせ】
高齢者大学の一層の充実とより学びやすい講座とするため、運営事業者の選定を公募方式とし、令和６年

度から、学習機関や講座内容を変更する方向で現在検討中です。詳細は決まり次第お知らせします。
お問い合わせ先 : 078-362-3894  (兵庫県県民生活課)

令和５年度 講座予定日

「いざなぎ学園」の一日

研修旅行



サークルA ①文芸(俳句) ②シニアスポーツ ③音楽 ④詩吟 ⑤園芸 ⑥民踊 ⑦美術 ⑧ふるさと学

サークル活動
いざなぎ学園には、趣味の輪、友人の輪を広げるため自治会の活動としてサークル活動

があります。サークルＡ、Ｂからそれぞれ１つ選んで参加できます。(R4年度例)

開講式 「生きがいと高齢者の学び」
兵庫教育大学大学院元教授 廣岡 徹氏

専門講座１「鉄から見た国生みの島淡路」
淡路市教育委員会 伊藤 宏幸 氏

令和４年度の講座内容(抜粋)

専門講座５ 「淡路島の未来の姿」
兵庫県淡路県民局交流渦潮室

大橋 雅史 氏

学年別講座１・学年HR

サークルB ①カラオケ ②手芸 ③彫刻 ④PC初級 ⑤民謡 ⑥書道 ⑦社交ダンス ⑧PC中級

専門講座４
「淡路島を造り上げた活断層と大地震」
県立人と自然の博物館 加藤茂弘氏

専門講座２「鎌倉殿の13人①」
歴史家 黒田 美江子氏

教養講座３ 「地域活動と音楽」
淡路島小唄制作委員会

ChizuRu & 村上 二郎 氏

教養講座４
「スマホと情報モラルと消費者トラブル」
C・キッズ・ネットワーク 大森 節子氏

淡路文化会館創立50周年記念式典
佐竹裕子氏 倉本 しず代 氏

記念講演「人との絆に込めた想い」
オリンピアン 小林 祐梨子氏

学年別講座４ 「卓球」

学年別講座３ 「囲碁ボール」

専門講座７ 「戦後政治史」
兵庫教育大学大学院元教授

小南 浩一氏

教養講座６
「身体を動かして健康寿命を伸ばそう」

徳島大学教授田中 俊夫 氏

教養講座５
「今日からできるセルフマネジメント」
兵庫教育大学准教授 伊藤大輔氏

教養講座８
講談「徳川家康 危機一髪物語」

上方講談師 旭堂 南海 氏



★申込書記入の上、文化会館窓口、郵送、FAX、または淡路文化会館HPからお申込み下さい。

【申込・問合せ先】 〒656-1521淡路市多賀６００ 淡路文化会館

「いざなぎ学園」担当 宛 TEL 0799-85-1391 FAX 0799-85-0400

いざなぎ学園の詳しい様子はホームページ内「学園だより」でご覧いただけます。→

★受講の決定は、先着順で順次お知らせします。

令和５年度淡路文化会館「いざなぎ学園」受講申込書
淡路文化会館いざなぎ学園長 様 申込日 令和５年 月 日

受講を希望する講座に
○印を記入してください。

４年制大学講座

２年制大学院講座（地域活動実践講座）

ふりがな 性別（○で囲む）

氏 名 男 ・ 女

生年月日 年 月 日（ 才） R５.4.1現在

住 所
〒 －

連絡先
携帯電話（ ） － 自宅電話（ ） －

自宅以外の緊急連絡先 名前 電話（ ） －

「いざなぎ学園」申込と受講決定について

◆４年制大学講座 ※「いざなぎ学園」は学校教育法に基づく大学等ではありません。
学習年限 ４年間（修了された方には、県知事から修了証が授与されます）

募集定員 ６０名（先着順） ※予定

受講資格 概ね６０歳以上の県内在住者

受講料等 ①受講料 年間12,500円 ②自治会費 年間9,500円 ③その他 実費が必要な場合があります。
※自治会費は、主としてサークル活動、また自治会活動の運営に充てられます。

講座内容等
(年間26回予定)

・歴史文化、社会、自然、芸術、生活、健康等について学ぶ講座 ・スポーツ等の体験を伴う講座
・学年単位で計画・実践する講座 ・その他（★サークル活動、特別講座、自治会活動など）

募集期間

受講者特典

令和５年１月１１日（水）～４月７日（金）

県内一部施設にて割引サービスが受けられます

「いざなぎ学園」募集概要と講座内容

◆２年制大学院講座 （地域活動実践講座）

学習年限 ２年間（修了された方には、県知事から修了証が授与されます。）

募集定員 ３０名（先着順） ※予定

受講資格 県立４年制又は市町の高齢者大学等を修了、地域活動に関心意欲がある概ね６０歳以上の県内在住者

受講料等 ①受講料 年間12,500円 ②自治会費 年間4,000円 ③その他、実習費等
★サークル活動に参加される場合は別途3,500円が必要となります。

講座内容
(年間21回予定)

○大学院１年 淡路探究講座、実践実習講座を受講し、地域づくり活動に必要な基礎を学びます。
○大学院２年 １年での学びを活かして、受講生自らがテーマを決めて、より専門的に学びます。

※ご記入いただいた個人情報は、「いざなぎ学園」の運営にかかる目的以外には使用しません。
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