うらやす市民大学学生会企画

オープン講座2017のご案内

うらやす市民大学学生会が企画・主催するオープン講座（全21講座）を開催します。
オープン講座の講師は、現役の市民大学生や卒業生、市民講師で、今回も面白く興味深いテーマの講座を数多くご
用意しました。この講座は、学生の皆さんはもちろん、一般の方も参加は自由で大歓迎ですからお誘いあわせの上、
是非ご参加ください。お待ちしています。

会

場 ：うらやす市民大学

(TEL 047-351-4811)

（浦安市美浜3-15-1 美浜南小学校内）
その他 ：市民大学は美浜南小学校の施設の一部を利用
しています。出入りは市民大学専用門を利用
してください。市民大学には駐車場がありま
せんので、公共交通機関自転車、徒歩での通学
をお願いします。
【交通のご案内】
●JR新浦安駅から徒歩７分 ●バス２・３・１１・１８系統で「美浜東団地」下車徒歩７分●バス４・５・８・１２ 系統で「NTT
浦安前」下車徒歩８分 ●おさんぽバス医療センター線で「境川中央歩道橋」下車徒歩５分 ●おさんぽバス舞浜線で「富岡中学
校」下車徒歩８分

講座NO.1

『異文化交流で新しい生きがいを』豪州在住３０年の興味ある話です
1

2

29年3月22日(水)
13:00～14:30

オーストラリアの世界に類を見ない成り立ちと発展、そして日本との関わり

29年3月28日(火)
13:00～14:30

異文化交流の楽しさとは？

【講師】上田 徹

【講師】上田 徹

講座NO.2

『私の夏目漱石考シリーズ』
1

29年3月27日(月)
10:00～11:30

2

29年4月24日(月)
10:00～11:30

『漱石と森鴎外二人の間』
近代日本を代表する文豪二人の間には直接出会い、交際
があったか？その辺りにスポットを当て考証します
【講師】立松 和宏
『漱石・山に登る』 気難しくて胃弱や神経質なイメージですが、意外や富士登山や器
械体操が得意というアスリートな一面を考証します
【講師】立松 和宏

講座NO.3

皆で考える健康講座
1

2

3

4

5

29年3月30日(木)
10:00～11:30
29年4月13日(木)
10:00～11:30
29年6月15日(木)
10:00～11:30
29年7月13日(木)
10:00～11:30
29年9月14日(木)
10:00～11:30

『知って得する健康と薬の話』

認知症と薬
治る認知症、治すことが難しい認知症。認知症予防について最近の話題を交えお話します。

【講師】辻 純一郎
癌リスクを確実に減らす法
二人に一人が癌に、話題の免疫チェックポイント阻害薬やリスク減はどうすれば？

【講師】辻 純一郎
高血圧＆糖尿病と薬
世界標準の降圧剤処方のＡＢＣＤルールと我が国は？多くの高血圧＆糖尿病薬を詳しく

【講師】辻 純一郎
ジェネリック薬の賢い使い方
ワーファリン他の替えてはいけない後発薬は、何か？正しい服用法は？

【講師】辻 純一郎
睡眠薬＆抗不安薬
依存性があり,長期服用は認知症に？止める方法や生き抜く力には,またストレス解消法は・・

【講師】辻 純一郎
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講座NO.4

チョッと役に立つ『不動産講座』
1

2

29年3月30日(木)
13:00～14:30

29年4月20日(木)
13:00～14:30

地価は「一物四価とも一物五価とも」称されます
・・・土地の価格の種々なあり方につき説明します
【講師】西邨 昭一
不動産取引トラブルあれこれ
・・・講師の実際の対応事例を紹介します
【講師】西邨 昭一

講座NO.5

ＮＰＯ理事長と一緒に考える発達障害
1

29年3月31日(金)
13:00～14:30

発達障害児への支援活動を行っている
ＮＰＯ法人『発達わんぱく会』理事長が、発達障害とその社会課題についてお話します
【講師】小田 知宏

講座NO.6

人と動物にやさしい街づくり『浦安地域猫連絡会』
1

29年4月4日(火)
13:00～14:30

猫と快適に暮らすために、野良猫問題化解決法だけではなく、猫の健康管理やフード選
びまで、猫情報満載
【講師】中原 久美子・成田 智子

講座NO.7

『ニッポン人の国際化を考える』元外交官が詳しく解説します
1

29年4月5日(水)
13:00～14:30

2

29年5月17日(水)
10:00～11:30

優しい国ニッポン。外国人労働者や難民の流入、ＰＫＯ自衛隊の戦死、外人との社会的
共生へ我々は覚悟ができてる？
【講師】堀江 副武
在外公館の基礎知識を紹介します。大使館・領事館とは？何をしてるのか？何をしてく
れるのか？
注）10：00～ 午前の開催です
【講師】堀江 副武

講座NO.8

豊かな高齢期をあなたに！
『ひょっとして、明日のあなたか？認知症』健康管理士が語るエイジレスライフ
あなたが考える豊かとは、何ですか？
29年4月6日(木) 高齢者の生きがいはどこに？ 高齢者の置かれた立場を知っておこう
1
15:00～16:30
【講師】武元 弘文
豊かな高齢期を阻む最大の敵、それは認知症。
29年4月20日(木) 認知症の人の気持ちを理解する。認知症を学び実践する
2
15:00～16:30
【講師】武元 弘文
利他の精神で人に優しい街を造ろう。
29年5月18日(木) 武元流介護術とボランティア活動、認知症介護家族交流会から皿洗いまで
3
15:00～16:30
【講師】武元 弘文
注）15：00～ 午後の開催です
講座NO.9

『海外４カ国駐在滞在記』
1

29年4月12日(水)
13:00～14:30

バングラデシュ・メキシコ・イラン・ウガンダ通算１８年、国情と国民の長所短所と
は？現地スタッフを如何に活用？成功のカギとは？
【講師】田中 稔也

講座NO.10

認知症の理解と支援講座
1

29年4月13日(木)
13:00～14:30

高齢者の在宅療養家族の相談や支援を地道に続けるNPOキラキラ応援隊の活動を紹介しま
す
【講師】藤木 豊・加藤 千恵子 他
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講座NO.11

Ｐｉｌｏｔから見た危機管理と安全
1

29年4月14日(金)
13:00～14:30

想定外の事態に何が正しいのか？日本と米英の危機管理マネージメントの違いとは？元
ジャンボ機機長が世界の空を飛翔して
【講師】八條 明光

講座NO.12

再生まちづくり講座報告会
1

29年4月18日(火)
13:00～14:30

Ｈ２８年度うらやす市民大学本講座の繁治ゼミ『浦安の再生まちづくりを考えよう』の
受講生が感想を交えて報告します。今年受講される方は、是非！
【講師】吉田 浩一郎・北森 邦彦 他

講座NO.13

サッカーの楽しみ方：プリオベッカ浦安の紹介
1

29年4月26日(水)
13:00～14:30

浦安のサッカー事情、観戦の楽しみ方、浦安から世界を目指すプリオベッカ浦安のご紹
介（プロ選手も来場します）
【講師】谷口 和司

講座NO.14

ＩＴ講座 ： ITの最新トレンドを実演を交えながら
1

29年5月24日(水)
13:00～14:30

2

29年6月7日(水)
10:00～11:30

ご紹介します

ドローンの仕組み説明、教室での実施操作を見せます。
これからの利用価値について討議します。
【講師】谷口 和司
新聞やテレビでよく出てくるキーワード 「ＩｏT（Internet of Things）」 についてわかり
やすく説明します
注）10：00～ 午前の開催です
【講師】谷口 和司

講座NO.15

史記項羽本記・『鴻門之会』解説と方位とは
1

29年6月16日(金)
10:00～11:30

史記における楚漢攻防の端緒である項羽・劉邦の会見『鴻門之会』ＢＣ２０６年は、席
次が歴史を変えた、昔習った漢文の教材です。奥深いですよ！
【講師】高橋 久

講座NO.16

鉄鋼団地の誕生
1

29年7月5日(水)
13:00～14:30

昭和３８年に浦安鉄鋼団地が発足、その誕生歴史から現在に至る推移を紹介します
【講師】進藤 剛

講座NO.17

『飛行老人のアジア見聞録』
1

29年10月20日(金) 人口世界第二位で成長著しい大国インドの不思議な世界を紹介します
10:00～11:30

【講師】進藤 剛

講座NO.18

『初級者向けＰＣ教室』
1

29年5月18日(木)
10:00～11:30

2

29年6月29日(木)
10:00～11:30

3

29年7月27日(木)
10:00～11:30

4

29年9月28日(木)
10:00～11:30

ＰＣ研究会

ＰＣの初歩・基礎から学びます。
オン・オフ・キー・機能・印刷機・感染予防等を学びます
【講師】大橋 健治、清水 明、八條 明光、佐藤 治夫
Wordの基礎を学びます（Wordの宿題を出します）
【講師】大橋 健治、清水 明、八條 明光、佐藤 治夫
前回Word宿題を査定をします。
Excelの基礎を学びます（表計算とポスターを作成、宿題を出します）
【講師】大橋 健治、清水 明、八條 明光、佐藤 治夫
前回Excel宿題を査定します。メールを学びます。（受信・送信・保存・アドレス等）

【講師】大橋 健治、清水 明、八條 明光、佐藤 治夫
教材：市民大学所有の Windows10 ※パソコンは、持参可能。市民大学所有のＰＣも個人で利用可能。
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講座NO.19

『私の文人考シリーズ』
『その後のイザベラ・バード』

1

2

3

29年10月16日(月) 日本への再訪、韓国・中国等極東、中央アジアへの晩年の旅を紹介します
10:00～11:30

【講師】立松 和宏
『葛飾北斎・その波の系譜』
29年11月20日(月) 北斎は、水を描いた天才です 神奈川沖浪裏など、波を描いた系譜を辿ってみます
10:00～11:30
【講師】立松 和宏
『小林一茶の蝦夷（えぞ）俳句』
29年12月11日(月) 蝦夷地を詠んだ一茶の俳句には、果たしてどんな背景があったのか考えてみます
10:00～11:30
【講師】立松 和宏

講座NO.20

『中級者向けＰＣ教室』 ＰＣ研究会
1

29年10月26日(木) Powerpointの基礎を学びます。
10:00～11:30

【講師】大橋 健治、清水 明、八條 明光、佐藤 治夫

2

3

4

29年11月9日(木)
10:00～11:30

画像の取り込み、処理について学びます。

29年12月7日(木)
10:00～11:30

映像の取り込み、処理、ＤＶＤの制作について学びます。

30年1月18日(木)
13:00～14:30

音楽の取り込み、処理、ＣＤの制作について学びます。注）13：00～

【講師】大橋 健治、清水 明、八條 明光、佐藤 治夫

【講師】大橋 健治、清水 明、八條 明光、佐藤 治夫
午後の開催です

【講師】大橋 健治、清水 明、八條 明光、佐藤 治夫

教材：市民大学所有の Windows10

※パソコンは、持参可能。市民大学所有のＰＣも個人で利用可能

講座NO.21

『復刻・江戸物語』

歴史研究会

歴史未来学の受講生・卒業生が立ち上げた研究会です。昨年まで４年間にわたり江戸を舞台に『江戸物語』
『江戸の武家社会』『江戸の神社・仏閣』『五街道と江戸四宿』を各年度のテーマにして、各自が研究した
面白いテーマを発表してきました。これらの中から人気の高い講座を抜粋し復刻版として開催します。
1

2

3

4

5

6

7

8

9

29年6月2日(金)
10:00～11:30
29年7月7日(金)
10:00～11:30
29年8月4日(金)
10:00～11:30
29年9月15日(金)
10:00～11:30
29年10月6日(金)
10:00～11:30
29年11月10日(金)
10:00～11:30
29年12月8日(金)
10:00～11:30
30年1月12日(金)
10:00～11:30
30年2月9日(金)
10:00～11:30

一回目

「江戸とは・・・・」

江戸の基礎について学びます

【講師】大橋 健治
二回目

「日本橋魚河岸」

関東大震災まで魚河岸は日本橋にありました

【講師】山崎 祐二
三回目

「江戸町奉行」

江戸の治安を守った町奉行の役割とは・・・

【講師】大橋 健治
四回目

「旗本とは？」

よく聞く旗本って何・・？

【講師】清水 明
五回目

「ご存じ良寛様」

越後生まれの良寛様の真に迫ります

【講師】佐藤 治夫
六回目

「田舎侍の江戸暮らし」

参勤交代で江戸に住んだ田舎侍の暮らしに触れます

【講師】山崎 祐二
七回目

「武家官位とは」

家康は武家の統制を図るため武家に官位を設定しました

【講師】清水 明
八回目

「江戸の旅・富士講」

江戸時代に流行した富士講とは？

【講師】進藤 剛
九回目

「江戸の仏教・檀家制度」

江戸時代の仏教とその檀家制度とは？

【講師】佐藤 治夫
※日程の変更がありました際には、随時掲示板にてお知らせさせていただきます
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