
兵庫県補助事業
（兵庫県高齢者放送大学）

AM 558kHz・FM 91.1MHz
（豊岡 AM1395kHz・香美 FM77.8MHz）

ラ ジ オ 関 西
毎週土曜日放送
（朝7時～7時30分）

放 送 時 間

サヘル・ローズ足立基浩 春川正明田辺眞人

主 な 講 師 （令和4年度の例、敬称略）

ひょうごラジオカレッジ

ひょうごラジオカレッジは、こころ豊かな人生を過ごすために役立つ講座を
各分野の著名な講師によりお届けするラジオ番組です。

～年齢・住所を問わず　どなたでも受講できます～

（当日消印有効）

(公財)兵庫県生きがい創造協会
ひょうごラジオカレッジまで
TEL 079-424-3343　FAX 079-424-3475
〒675-0188 加古川市平岡町新在家902-3
（ひょうごラジオカレッジは、学校教育法に基づく大学等ではありません。）

お問い合わせは…

申込期間

～年齢・住所を問わず　どなたでも受講できます～

令和5年度 受講生募集

（当日消印有効）（当日消印有効）

令
和5年２月１日（水）～４月7日（金）

５月　文芸祭
６月　中央スクーリング（前期）
９月　中央スクーリング（後期）

10月　地方スクーリング（県内６地区で実施）
11月　研修旅行
３月　春のつどい

●ひょうごラジオカレッジの一年 

（修了証書授与式）

● 入学方法
　入学案内に添付の願書に記入のうえ郵送してください。
　なお、（公財）兵庫県生きがい創造協会ホームページからも、資料・願書のダウンロードができます。
ダウンロードした願書は、電子メールでも受け付けます。
　詳しくは、（公財）兵庫県生きがい創造協会のホームページで。（⇒「ひょうごラジオカレッジ」で検索）

　　
（公財）兵庫県生きがい創造協会は

を応援します。

◆ 友の会
　県内の各地域に、友の会があります。　　　　　
　友の会では、地域ごとに学習会、懇親会や旅行などの事業やボランティア活動、会報誌の発行
など様々な自主的な活動が行われ、会員の皆さんは、学友との交流を深め、学生生活を楽しまれ
ています。
　また、先輩から学習の仕方、感想文の書き方などのアドバイスも受けられます。

ラジオ放送以外でも受講したい！

そんな要望にお応えします

●兵庫県生きがい創造協会の
　ホームページから

パソコン、スマホで聞けますすす！

●ラジオ関西のホームページから

CDライブラリー

講座を収録したCDを
実費でお送りします

もう一度聞きたい！聴き
逃し
た！

（日帰り）



● ひょうごラジオカレッジについて 
　「学び続ける人は輝いている」をキャッチフレーズに、兵庫県がラジオ関西の協力を得て、
昭和52年からラジオ放送を通じた生涯学習の機会を提供しています。
　毎週土曜日、朝７時からの30分間、各分野で活躍されている著名な講師が様々なテーマであ
なたに語りかけます。また、パソコン、スマホでも受講が可能です。
　さらに、令和４年度から、年齢や居住地の要件をなくし、ラジオ講座による学習に意欲のあ
る方なら誰でも受講していただけるようになりました。現在、学んでおられる方の最高齢は106
歳、居住地は兵庫県内だけでなく、九州から関東の広域にわたっています。 
みなさんも、ぜひ一緒に学んでみませんか。

毎月お届けするテキスト

◆毎週土曜日、朝7時から30分間、ラジオ
関西で放送する講座をお聴きください。
◆年間52回の放送のうち、18回分の「課
題番組」について、はがきやメールで感
想文を提出してください。
◆「往復課題番組（年間９回）」は、往復
はがきで感想文を提出していただくと、
ラジオカレッジ講師から返信されます。
◆テキストは、毎月郵送します。
・優秀な感想文を掲載
・俳句、短歌、川柳の投稿も募集
◆スクーリング（講師との対面授業）
番組に出演した講師から、直接、講義を
受けることができます。
・中央スクーリングは、年2回、加古川市の
いなみ野学園で開催
・地方スク―リングは、県内各地区で開催
◆文芸祭、研修旅行、春のつどいも実施

中央スクーリングでの講義 地方スクーリングの様子

学習方法は･･･

本科生について

学生の皆さんの声

対　象　者

学 習 年 限

学　　　費
（テキスト代他）

修 了 要 件

そ　の　他

ラジオ講座を通した学習に意欲のある方
（年齢・居住地は問いません）

１年間
未修了の場合、再入学可能（通算２年間まで）

兵庫県に居住されている方　　年間6,000円
兵庫県外に居住されている方　年間7,000円

年間52回放送のうち、本科生対象の課題番組18回分について、
10回分以上、はがきやメールで感想文を提出した場合、
修了証書を授与

課題番組のうち、９回分の往復課題番組は、ラジオカレッジ講師
からの返信があります。
（往復はがきでの感想文提出が必要です。）

　私は今年、本科生を修了して生涯聴講生となりました。生涯学習に興味があって入学したのです
が、早朝にラジオを聞き感想文に取り組むことで、文章校正力や漢字の勉強になります。また、
様々な分野で活躍されている講師のお話は、自らの知識・見識を広めることができます。それに加
えて「友の会」では、共に学ぶ同士との語らいや見学会（遠足）で、楽しく交流させていただいて
います。生涯学習のすばらしさを、「ひょうごラジオカレッジ」で体感でき私の人生に大きなプラ
スとなっています。（56歳　生涯聴講生）

　四月に友人からラジカレ入学を勧められ、これからの一人暮らしにプラスになると思い、本科生
への入学を決めました。講義を聞いた感想を文字に表すことによって、自分の「想い」が具体化す
る。そんな一年間の繰り返しで、迷いもとれ、自らも楽しみ、人の役に立つ生き方も見い出せた気
がします。（80歳　本科生）

生涯聴講生について
対　象　者

学 習 年 限

学　　　費
（テキスト代他）

表　彰　等

そ　の　他

本科生を修了した人
本科生として、２年間受講した人（未修了でも構いません）

１年間。翌年度以後、毎年更新できます。（在籍期間の制限なし）

年間5,000円（居住地は問いません）

年間52回放送のうち、対象課題番組17回分について、11回分以上
はがきやメールで感想文を提出した場合、努力賞を贈呈
生涯聴講生としての在籍５年ごとに永年在籍表彰を授与
（特製色紙などの記念品を贈呈します。）
※令和４年度は、在籍30年13名、在籍25年23名等を表彰
往復はがきによる感想文の提出はありません。

ひょうごラジオカレッジ

学長
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