
 

 

 

平成２３年９月２８日 

 

河 内 長 野 市 

南海電気鉄道株式会社 

     

     河内長野市と南海電鉄による 

河内長野市民大学「くろまろ塾」講座 

企業連携講座の開催について 
 

河内長野市（市長：芝田啓治）と南海電鉄（社長：亘 信二）では、相互の発展に資する

ための包括的な連携協力に関する基本協定を、今年５月に締結しました。 

同協定では、連携事項として「まちづくり」「教育・子育て支援」「定住・転入の促進」

「観光振興」の４つをテーマとして掲げ、生涯学習・文化振興の推進に協力することで、

地域社会の発展に貢献していくことを目的としています。 

そしてこのたび、同協定に基づき、市民等に広く生涯学習の機会を提供することを目的

として、河内長野市が今年開講した市民大学「くろまろ塾」の講座において、南海電鉄が

６本（講座回数は８回）の講座プログラムを企画します。主な講座内容は、河内長野市と

南海電鉄との関わりを学ぶ歴史講座のほか、河内長野市以外の各地で「地域社会の発展」

に取り組む実践者を講師として招き、今回の講座をきっかけとし、より充実した連携を目

指してまいります。 

 

１．講座内容 

(１)河内長野市と南海電鉄との関わりを学ぶ講座 

 ①開校講座 『南海電鉄の歴史～高野線・河内長野市を中心に～』 

明治１８年に創業者・松本重太郎氏を中心に、日本ではじめて民間資本による鉄道会社として南海電鉄の前

身となる阪堺鉄道が誕生しました。本講座では、今年創業１２６年を迎える当社の歴史を振り返りながら、

懐かしの車両や昭和３０年代頃の駅前風景の写真を紹介してまいります。 

・講 師 南海電鉄社員 

・日 時 平成２３年１０月２２日（土） １０時～１１時３０分 

・場 所 市民交流センター（キックス）大会議室 

・定 員 １００名 

   
 

 



 ②南海電鉄千代田工場見学会 

千代田工場では日頃、どんな作業を行っているのか？実際に業務に従事する社員が、工場内の概要を説明し

ます。日頃は見ることのできない鉄道の安全運行を支える裏側にご案内いたします。 

  ・案 内 南海電鉄社員 

  ・日 時 平成２３年１１月２４日（木） １０時～１２時 

  ・場 所 南海電鉄千代田工場（９時３０分市役所集合） 

  ・定 員 ３０名 ※くろまろ塾受講生限定 

 

     

 

(２)セカンドライフを考えるシリーズ講座（全３回） 

・講座名 「『次の住まいを考える』 今の住まいを有効活用！」 

  ・講 師 一般社団法人 移住・住みかえ支援機構 

副代表理事  斉藤 道生 氏  

  ・日 時 第１回 平成２３年１０月２０日（木） １４時～１５時３０分 

第２回 平成２３年１１月３０日（水） １４時～１５時３０分 

第３回 平成２３年１２月１５日（木） １４時～１５時３０分 

  ・場 所 市民交流センター 中会議室 

  ・定 員 各回とも３０名  

 

(３)実践者から「まちづくり」を学ぶ講座 

①「病児保育」事業の活動事例など   

 ※「病児保育」とは、子どもが熱を出した時に働く親御さんの代わりにお預かりすることをいいます。 

・講座名 「子どもたちを地域で育てよう～今日からできること～」 

  ・講 師 NPO 法人ノーベル 代表 高 亜希 氏 

  ・日 時 平成２４年１月２２日（日） １４時～１５時３０分 

  ・場 所 市民交流センター 中会議室 

  ・定 員 ５０名 

②体験型教育プログラム「まちときどきカエル」事例紹介など 

・講座名 「誰もが、まちをデザインできる仕掛けづくり」 

  ・講 師 NPO 法人スマイルスタイル 代表 塩山 諒 氏 

  ・日 時 平成２４年２月１８日（土） １４時～１５時３０分 

  ・場 所 市民交流センター 中会議室 

  ・定 員 ５０名 

③大阪上町台地のまちづくり事例紹介など 

・講座名 「まちづくり事始め～『まちづくり』って何だろう」 

  ・講 師 上町台地からまちを考える会 理事 

髙田 光雄 氏 （京都大学大学院工学研究科建築学専攻教授）  

  ・日 時 平成２４年３月３日（土） １５時～１６時３０分 

  ・場 所 市民交流センター 中会議室 

  ・定 員 ５０名 



 

２．申込方法 

  （１）申込先 河内長野市「企画政策室」および「まちづくり推進室」 

  （２）受付方法 電話にて先着順で申込みを受け付けます 

※講座により、申込先と受付開始日が異なりますのでご注意ください。詳しくは

別添「くろまろ塾講座ガイド」をご覧ください。 

  （３）電話番号 ０７２１－５３－１１１１ 

※すべて無料。くろまろ塾受講生限定の講座以外は、どなたでも参加できます。 

 

＜参考＞ 

  「くろまろ塾」は、大化の改新のとき国博士（くにのはかせ）として活躍した河内 

長野ゆかりの偉人「高向玄理（たかむこのくろまろ）」にちなみ、学びの象徴として市民  

大学の名称としました。 

以 上 



【資料】講師プロフィール 

 

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構 副代表理事  斉藤 道生 氏 

  
 

NPO 法人ノーベル 代表 高 亜希 氏 

  
 

 

 

 

NPO 法人スマイルスタイル 代表 塩山 諒 氏 

 

 

 

上町台地からまちを考える会 理事（京都大学大学院 工学研究科 建築学専攻 教授）髙田 光雄 氏 

 

1960年生まれ。日本大学商学部会計学科卒業。住宅メーカーと不動産会社での住宅販売や

賃貸管理とリフォーム等の経験を生かし、創設メンバーとして、移住・住みかえ支援機構

へ。業務を通じ、日本全国の住宅地の現状分析と今後の展開を検討。『年金になる家』とい

うキーワードのもと、賃貸できるマイホームという切り口で高耐久の家を分析。現物主義

を掲げ自身の足で物件を調査している。 

1979 年、大阪市生野区に生まれる。2003 年 関西学院大学商学部を卒業後、(株)JTB に入

社。関西初の女性営業として男性社会の中で活躍。2005 年(株)リクルート HR マーケティン

グに転職。その後、2007 年韓国『延世大学語学堂』に留学。留学中に同僚や友達など女性

がどんどん会社を辞めていくことに疑問を感じ、どうにかせねばと使命を感じ『女性が働

き続けられる環境を作る』と起業を決意し帰国。そして、病児保育問題に出会う。病児保

育ノウハウを学ぶために 2008 年 NPO 法人フローレンスに入社。主に全国に病児保育を広め

る病児保育市場創造事業部プロジェクトを統括する。2009 年 4 月に帰阪し、ノーベルを立

上げ代表に就任。8 月、大阪市男女共同参画審議会委員にも選ばれる。2010 年 2 月から関

西初となる共済型病児保育事業をスタートさせる。女性が子どもを産んでも当たり前に働

き続けられる社会を築くために活動している。 

1984 年兵庫県生まれ。2007 年、社会問題に対する「無関心」に社会的課題を感じ、sumasuta

（NPO 法人スマイルスタイル）を設立。企業・行政・地域とともに、社会的課題の解決に向

けた仕組みの構築を目指す。「社会ゴト」を「自分ゴト」と考えられるような「きっかけ」

づくりをテーマに、「オールナイトごみひろい」など新しいライフスタイルを提案する「ス

マイルスタイル」・世の中ちょっと良くなるユメを応援するプロジェクト「ユメコラボ」・

小学生向けキャリア教育プログラム「まちときどきカエル」・社内環境再生インナーブラン

ディングプロジェクト「感動への一歩宣言」など、社会的課題解決に向けた様々な企画・

プロジェクトを展開している。 

1951 年生まれ、博士 (工学)、一級建築士 

地域の歴史や文化を活かした住まい･まちづくりの実践的研究、少子高齢社会に対応した住

まい･まちづくりと都心居住空間のデザイン、スケルトン･インフィル方式の住宅ストック

再生への適用、集合住宅団地の再生、シナリオ･アプローチによる住まい･まちづくり計画

手法の開発などに取り組む｡ 

主な著書（共著）： 

『NEXT21：その設計スピリッツと居住実験 10 年の全貌』（エクスナレッジ／2005）、『現代

住宅研究の変遷と展望』（丸善／2009）、『日本における集合住宅計画の変遷』（日本放送出

版協会／1998）、『地域を活かすつながりのデザイン』 (創元社／2009)、『体験！まちづく

り学習』（学芸出版／2003）、『都心・まちなか・郊外の共生』（晃洋書房／2010）、『少子高

齢社会の都市住宅学』（ミネルヴァ書房／2002） 

主な計画作品： 

「泉北桃山台 B 団地」（堺市／1982）、「エステ南千里」（吹田市／1989）、「実験集合住宅

NEXT21」（大阪市／1993）、「ふれっくすコート吉田」（東大阪市／1999）、「アーバネックス

三条」（京都市／2002）。 



申込み先

申込み先

２単位

河内長野市選挙啓発講演会
（講演とビデオ上映）

講師：河内長野市職員

講師：パク・ウンギョン（留学生）

詳細
●日時：１０/１６（日）13:00～15:00 ●場所：市民交流セ
ンター（イベントホール） ●定員：280名 ●受講料：無料

申込み先
１０/５（水）から電話で受付（先着順）
選挙管理委員会事務局 TEL　５３－１１１１

２単位
（各回）

●日時：１０/２０（木）13:30～15:00 ●場所：川上公民館
多目的室 ●定員：30名 ●受講料：無料

１０/５（水）から電話で受付（先着順）
川上公民館　TEL ６５－１６１２

詳細
●日時：①１０/１２（水）10:00～16:30②１０/２０（木）9:30～
12:30 ●場所：①市民交流センター②子育て支援センターかわ
ちながの ●定員：各20名●受講料：１００円程度

講師：河内ワイン専務・金銅真代「芸名：ロマネ金亭（こんてい）」

２単位

チャレンジ２５　大阪カーボンオフセット
（事例発表とパネルディスカッション）

①２単位
②3単位

子育て応援ボランティア（講座２回シリーズ）

みんなで学ぼう！子育て・孫育て

講師：大阪産業大学　教授　花田　眞理子

申込み先
当日直接会場へお越しください（先着順）
環境保全課　TEL　５３－１１１１

申込み先
ファミリー･サポート・センターに電話で受付（先着順）
TEL　５０－４６７０

２単位

南海電鉄連携  まちづくり事始め
「まちづくり」って何だろう

講師：京都大学大学院工学研究科教授　髙田光雄

詳細
●日時：３/３（土）15:00～16:30 ●場所：市民交流セン
ター（中会議室） ●定員：50名 ●受講料：無料

詳細
●日時：２/１８（土）14:00～15:30 ●場所：市民交流セン
ター（中会議室） ●定員：50名 ●受講料：無料

申込み先 申込み先
２/１６（木）から電話で受付（先着順）
 企画政策室 TEL　５３－１１１１

３単位
身辺をきれいに整理しよう贈与税や相続税って、今どうなってるの？

講師：管理栄養士　松井　順子

申込み先
１１/８（火）から電話で受付（先着順）
企画政策室 TEL　５３－１１１１

２単位

南海電鉄連携  子どもたちを地域で育てよう
～今日からできること～ ２単位

南海電鉄連携

誰もが、まちをデザインできる仕掛けづくり

講師：ＮＰＯ法人ノーベル　代表　高　亜希 講師：ＮＰＯ法人スマイルスタイル　代表　塩山　諒

１０/６（木）から電話で受付（先着順）
企画政策室　TEL　５３－１１１１

申込み先

申込み先 １０/５（水）から電話で受付（先着順）　生涯学習課　TEL ５４－０００１

２単位
（各回）

南海電鉄連携  「次の住まいを考える」
セカンドライフを考える3回シリーズ講座 ２単位

南海電鉄の歴史講座
～高野線･河内長野市を中心に～ ２単位

南海電鉄千代田工場見学会
※くろまろ塾生限定

講師：移住・住みかえ支援機構　副代表理事　斉藤　道生

まちづくり市民講座　地域で安心して暮らすために
～東日本大震災から何を学ぶのか？2回シリーズ講座～

講師：㈱ランドシステム　代表取締役　岡本　茂

４単位
（各回）

詳細
●日時：①１１/４（金）②１１/１１（金） 各10:00～12:00●場所：市民交流セン
ター（イベントホール） ●定員：280名 ●受講料：無料

４単位
（各回）

詳細

まちづくり地域デビュー講座　７回シリーズ
～みんなで一緒につくるまち・人づくりから始まるまちづくり～

市の主要施策（７Ｋ）について学びながら、地域のまちづくり活動をはじめよう
●日時：☆基礎編（講義）①１０/１９（水）②１１/２（水）③１１/９（水）④１１/１６（水）
⑤１/１８（水）☆実践編（コミュニティデザイナー山崎亮氏の監修のワークショップ）
①２/１（水）②２/１５（水） 各10:00～12:00 詳細は１０月広報掲載
●場所：市民交流センター（大会議室） ●定員：60名●受講料：無料

地域力アップのため、関西で活躍するゲスト講師７名によるリレー講座
●日時：①１１/２７（日）②１２/４（日）③１２/１１（日）④１/８（日）⑤１/１５
（日） ⑥１/２２（日）⑦１/２９（日） 各14:00～15:30
●場所：市民交流センター（大会議室） ●定員：100名●受講料：無料

講師：南海電鉄社員

１０/５（水）から電話で受付（先着順）　市民協働室　TEL ５３－１１１１

詳細

４単位
（各回）

講師：南海電鉄社員

詳細

申込み先

紙芝居講話『稲村の火』

講師：寛弘山観念寺住職　宮本　直樹

●日時：①１０/２５（火）②１１/８（火）各13:30～15:00
●場所：天見公民館 会議室３・４ ●定員：30名
●受講料：無料

申込み先
１０/１３（木）消印有効。往復はがきで受付（抽選あり）
千代田公民館（〒586-0009 木戸西町1-2-9）まで
TEL ５５－１１２５

申込み先

●日時：１０/２５（火）13:30～15:00 ●場所：千代田公民
館 会議室５ ●定員：30名 ●受講料：無料

申込み先
１０/１３（木）消印有効。 往復はがきで受付（抽選あり）
天見公民館（〒586-0061 岩瀬1244）まで
TEL ６３－４０７４ ※2回とも参加できる方

●日時：①１０/２０（木）②１１/３０（水）③１２/１５（木）
各14:00～15:30 ●場所：市民交流センター（中会議室）
 ●定員：各30名 ●受講料：無料

詳細
●日時：１０/２２（土）10:00～11:30 ●場所：市民交流セ
ンター（大会議室） ●定員：100名 ●受講料：無料

詳細
●日時：１０/２１（金）14:00～15:30 ●場所：加賀田公
民館 多目的室 ●定員：20名 ●受講料：無料

１/６（金）から電話で受付（先着順）
企画政策室 TEL　５３－１１１１

申込み先
２/１（水）から電話で受付（先着順）
企画政策室 TEL　５３－１１１１

詳細
●日時：１/２２（日）14:00～15:30 ●場所：市民交流セ
ンター（中会議室） ●定員：50名 ●受講料：無料

２単位

１/４（水）～１/１３（金）消印有効。往復はがきで受付（抽選あり）。生涯学習課宛
TEL ５３－１１１１　※１回の申込みで５回全て受講可能。詳細は1月広報掲載。

国際理解「韓流ブームを考察する」

「まちづくりを考える」　７回シリーズ日曜講座
～現場からのメッセージ～（関西ネットワークシステム連携）

　企業等連携講座

２単位

詳細
●日時：１１/２４（木）10:00～12:00（9:30集合）
●場所：市役所集合 ●定員：30名 ●受講料：無料詳細

１０/７（金）消印有効。 往復はがきで受付（抽選あり）
加賀田公民館（〒586-0071 加賀田617-4）まで
TEL ６２－２１１６

２単位
人権講座　認知症の理解と予防体操

健康講話と運動講話
「効果を高めるウォーキング」

講師：絵本･加藤啓子  紙芝居･杉山尚輝

詳細

くろまろ塾特別講座

１１/５（土）から電話で受付（先着順）　生涯学習課 TEL ５４－０００１

１０/５（水）から電話で受付（先着順）
まちづくり推進室　TEL　５３－１１１１

申込み先

大人のための絵本・紙芝居講座
２回シリーズ

４単位
（各回）

詳細

モックルいきいき講座（後期）
「ゼロからの創造･モノづくり」をテーマにした5回講座

●日時  ①１/２４（火）暖簾を守ることの使命 　②１/３１（火）自然を使った手作りあそび
③２/７（火）リフォームで快適な住まいづくり  ④２/２０（月）ＣＭづくりの目線
⑤３/６（火）人工衛星はヒトづくり　各10:00～11:30※④は13:30～15:00
●場所：ラブリーホール（小ホール） ●定員：460名 ●受講料：無料

詳細

講師：健康運動指導士　保健師　

詳細
●日時：１０/１８（火）14:15～16:30 ●場所：市民総合体
育館 ●定員：70名 ●受講料：無料

講師：税理士　山本　貴子

１０/５（水）から電話で受付（先着順）
保健センター　TEL ５５-０３０１

申込み先

詳細

申込み先

詳細

１０月講座

申込み先
10/5（水）から電話かFAXで受付（先着順）
かわちながの消費者協会 TEL ５６－２３６０ FAX ５６－０７０１

申込み先

２単位

消費生活啓発講演会「自分らしい老後に備
える！-あなたと共に成年後見を考える-」 ２単位

ＮＰＯ法人成年後見支援・普及センター評議員　山口　春美

詳細
●日時：１０/１０（月･祝）13:30～15:30 ●場所：三日市
市民ホール（会議室Ａ） ●定員：50名 ●受講料：無料

講師：家族カウンセラー　奥谷　壽香子

詳細
●日時：①１２/１５（木）②２/１０（金）各10:00～13:00 ●場所：
河内長野ガス料理教室 ●定員：各18名 ●受講料：各1800円 詳細

●日時：１１/２７（日）14:00～17:00 ●場所：高向保育園
子育て支援センター ●定員：30名 ●受講料：500円

詳細
●日時：１２/１８（日）14:00～17:00 ●場所：高向保育園
子育て支援センター ●定員：30名 ●受講料：500円

３単位
（各回）

「美的食生活」（※前期ガイドにも記載）

～健康志向の方やメタボ予防にも～
①和食②イタリアン ３単位

講師：内科医　小豆澤　瑞夫

申込み先
①１０/２４（月）迄②１２/６（火）～１２/２０（火）迄にはがきかＦ
ＡＸでそれぞれ受付（抽選あり） 河内長野ガス（〒586-0025昭
栄町14-31）まで TEL ５３－３５６１ FAX ５３－８７７５

申込み先
１１/５（土）～１１/１５（火）迄にFAXで受付（先着順）
ＮＰＯ法人ＡＳＵＨＥ事務所 TEL･FAX ５４－５５９８

●日時：２/２６（日）14:00～17:00 ●場所：高向保育園子
育て支援センター ●定員：30名 ●受講料：500円

１２/５（月）～１２/１５（木）迄にFAXで受付（先着順）
ＮＰＯ法人ＡＳＵＨＥ事務所 TEL･FAX ５４－５５９８

３単位
遺言の書き方

３単位
成年後見人制度の知識 ３単位

予防の医学～成人病とは？～

講師：行政書士　村元　義治 講師：弁護士　田中　満

●日時：３/２５（日）14:00～17:00 ●場所：高向保育園
子育て支援センター ●定員：30名 ●受講料：500円

申込み先
１/５（木）～１/１５（日）迄にFAXで受付（先着順）
ＮＰＯ法人ＡＳＵＨＥ事務所 TEL･FAX ５４－５５９８

申込み先
２/５（日）～２/１５（水）迄にFAXで受付（先着順）
ＮＰＯ法人ＡＳＵＨＥ事務所 TEL･FAX ５４－５５９８

申込み先
３/５（月）～３/１５（木）迄にFAXで受付（先着順）
ＮＰＯ法人ＡＳＵＨＥ事務所 TEL･FAX ５４－５５９８

詳細
●日時：１/２２（日）14:00～17:00 ●場所：高向保育園
子育て支援センター ●定員：30名 ●受講料：500円

詳細

●日時：１０/１８（火）13:30～15:30 ●場所：ノバティ
ホール（多目的ホール） ●定員：50名 ●受講料：無料

講師：上田　綾子

１０月～３月

「くろまろ塾」とは、「いつでも・どこでも・だれでも・なんでも・みずから」自分にあった学びを見つけ、私たちの地域
社会のため、生涯にわたって学習を継続できるよう、様々な学習の場を提供するものです。このガイドはくろまろ塾の後期
認定講座の一覧表です。下記の講座はくろまろ塾生以外の方でも受講していただけるものもあります。受講するためには各
講座ごとに申込みが必要となります。なおこの情報は9月時点のものであり、内容が変更される場合がありますので、詳細は
広報でご確認下さい。市広報に「くろまろマーク」がついているものが認定講座です。

平成23年10月発刊
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ファミサポ交流会
「スティールパン　ファミリーコンサート」（仮題）

健康講話と運動講話
 「こころの健康を保つ　こころもからだもリフレッシュ」

講師：保健師　健康運動実践指導者

申込み先
申込み詳細は後日広報に掲載
生涯学習課 TEL ５３－１１１１

２単位

２単位

１/５（木）から電話で受付（先着順）
河内長野市総合スポーツ振興会 TEL ６２-８０１１
※スポーツリーダーを目指す一般の方対象。

●日時：１/２８（土）13:30～15:00 ●場所：市民総合体育
館（2階　会議室） ●定員：60名 ●受講料：無料

２単位

２単位

親楽習 しゃべる･気づく･ともに育つ

親楽習アドバイザー＆ファシリテーター  

詳細
●日時：①１１/１１（金）②１/２０（金）各10:00～11:45
●場所：市民交流センター（中会議室） ●定員：各20名
●受講料：無料

３月講座

詳細
●日時：１２/８（木）14:15～16:30 ●場所：市民総合体
育館 ●定員：70名 ●受講料：無料

１月講座

①５単位
②３単位 ３単位

当日直接会場へお越しください（先着順）
河内長野市人権協会事務局 TEL　５３－１１１１

詳細
●日時：①２/１８（土）10:00～15:00②３/３（土）13:00～
15:30 ●場所：岩湧の森　四季彩館 ●定員：30名
●受講料：500円

申込み先
申込み詳細は後日広報に掲載
岩湧の森　四季彩館 TEL　６３－５９８６

申込み先
２/１（水）～２/１７（金）消印有効。往復はがきで受付
（抽選あり）らくがき代表 阪本まで（〒586-0076 大矢船
北町11-11） TEL６４-８３２３

スポーツ振興講座「スポーツとコミュニケーション」
～地域スポーツのあり方を考える～ ４単位

申込み先

申込み先

詳細
●日時：１２/１８（日）10:30～12:00 ●場所：乳幼児健診
センター ●定員：80名（予定） ●受講料：無料

２単位

申込み先
当日直接会場へお越しください（先着順）
河内長野市人権協会事務局 TEL　５３－１１１１

申込み先
申込み詳細は後日広報に掲載
ファミリー･サポート・センター TEL　５０－４６７０

２単位

●日時：１２/１０（土）13:30～16:30 ●場所：市民交流セ
ンター（ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ）●定員：280名 ●受講料：無料

詳細
●日時：１２/１１（日）13:30～15:00 ●場所：ラブリーホー
ル（小ホール） ●定員：460名 ●受講料：無料

認知症フォーラム

講師：永田　久美子

詳細
●日時：３月初旬13:00～16:00 ●場所：天見公民館 会
議室３・４●定員：20名 ●受講料：無料

申込み先
申込み詳細は後日広報に掲載
天見公民館　TEL ６３－４０７４

振り込め詐欺（オレオレ詐欺等）防止策

講師：河内長野市教育委員会　　尾谷雅彦　他 

●日時：１１/２６（土）15:00～16:30 ●場所：市民交流セ
ンター（大会議室） ●定員：100名 ●受講料：無料

申込み先

講師：保健師　健康運動実践指導者

11月講座

２単位

講師：河内長野市教育委員会　尾谷　雅彦

①２単位
②３単位

詳細
●日時：１１/２２（火）9:00～12:00 ●場所：延命寺
●定員：20名●見学料：200円

申込み先
申込み詳細は後日広報に掲載
川上公民館TEL ６５－１６１２　天見公民館 TEL ６３－４０７４

講師：元警視庁警察官少年犯罪予防委員会代表　幸島　美智子

第６回　安全・安心まちづくり市民大会

１０/５（水）から電話で受付（先着順）
保健センター TEL ５５-０３０１

西代藩陣屋開所３００周年記念講演会
「河内西代藩と本多忠統」

申込み先

３単位

健康講話と運動講話
「あなたの眠りは健康ですか」

詳細

２単位
（各回）

詳細

２単位
（各回）

自分再発見セミナー（4回シリーズ）

申込み先

河内長野市自然環境保護協議会　野鳥の会
食草薬草の会・水生生物観察会　郷土を知ろう会

●日時：①１１/５（土）②１１/６（日）各9:00～10:30
●場所：石川・ノバティーホール●定員：各20名
●受講料：無料

●日時：①１１/８（火）②１１/２２（火）③１１/３０（水）④１
２/６（火）各14:00～16:00 ●場所：市民交流センター（中
会議室） ●定員：各30名 ●受講料：無料

講師：①舟橋　正枝　　②横井　孝治
            ③小川　真知子　④山崎　主知子

近畿財務局金融調整上席調査官　北園　洋一

２単位

河内長野の自然を再発見しよう!（２回シリーズ）

●日時：１１/８（火）13:30～15:00 ●場所：千代田公民
舘 会議室５ ●定員：30名 ●受講料：無料

詳細

１０/２５（火）消印有効。往復はがきで受付（抽選あり）
千代田公民館（〒586-0009 木戸西町1-2-9）まで
TEL ５５－１１２５

申込み先

詳細
●日時：１１/２６（土）13:30～15:00 ●場所：市民交流セ
ンター（イベントホール） ●定員：280名●受講料：無料

申込み先

１０/３（月）～１０/１４（金）電話で受付（先着順）
ふるさと文化課　TEL ５３－１１１１

●日時：１１/１０（木）14:00～17:00●場所：ラブリーホー
ル（小ホール） ●定員：400名 ●受講料：無料

２単位
（各回）

申込み詳細は後日広報に掲載
環境保全課　TEL ５３－１１１１

１２月講座

申込み先

詳細

申込み先
申込み詳細は後日広報に掲載
自治振興課　TEL　５３－１１１１

詳細
●日時：１１/２７（日）10:00～12:00●場所：市民交流セ
ンター（イベントホール）●定員：280名●受講料：無料

２単位

申込み先

詳細

健康講話と運動講話
「今すぐできる　らくらく口腔体操」

申込み先

詳細

２単位
(各回)

申込み先
申込み詳細は後日広報に掲載
介護高齢課　TEL ５３－１１１１

●日時：１２/４（日）9:00～12:00 ●場所：林業総合センター木
根館 ●定員：20名 ●受講料：4000円（キット代）

１１/６（日）から電話で受付（先着順）
林業総合センター木根館 TEL ６４－８１５１

３単位

１/５（木）から電話で受付（先着順）
保健センター TEL ５５-０３０１

３単位

申込み先

３単位

●詳細は２月広報で　●場所：市民交流センター（イベ
ントホール ●定員：280名 ●受講料：各500円

２単位

申込み先

詳細

詳細

講師：歯科衛生士　健康運動実践指導者

２月講座

●日時：１/１３（金）14:15～16:30 ●場所：市民総合体
育館 ●定員：70名 ●受講料：無料

申込み先
１０/７（金）から電話で受付（先着順）
人権推進室 TEL　５４－０００３

詳細
●日時：１１/９（水）14:15～16:30 ●場所：市民総合体
育館 ●定員：70名 ●受講料：無料

詳細

講師：登山家　田部井　淳子

歴史講座「延命寺訪問と講話」
世界の山々をめざして

～ともに輝く人生を生きる～

申込みと詳細は11/11（金）までに、るーぷらざへ
TEL ５３－８１００

詳細

２単位

健康推進講習会
テーマ「あなたの命をねらう歯周病菌」

２単位
（各回）

●日時：１１/２７（日）①10:30～12:00 ②13:00～16:00
●場所：大谷大学 ●定員：50名 ●受講料：無料

１１/１０（木）迄に往復はがきで受付（抽選あり）
teamあごら事務局（〒586-0025昭栄町７－１）まで
※当日受付なし

講師：歯科医師　福重　真佐子

●詳細は11月広報で　●場所：市民交流センター（イベ
ントホール ●定員：280名 ●受講料：各500円

申込み先

健康講話と運動講話
「油断大敵、冬太り　体重維持のコツ」

申込み詳細は後日広報に掲載
岩湧の森　四季彩館 TEL　６３－５９８６

●日時：１/２９（日）13:00～16:30 ●場所：四季彩館とそ
の周辺 ●定員：30名 ●受講料：500円

講師：ｷｯｸｽＨＰ作成ボランティアらくがきスタッフ

詳細

●日時：２/４（土）13:30～15:30 ●場所：市民交流セン
ター（大会議室） ●定員：100名 ●受講料：無料

●日時：２/１６（木）14:15～16:30 ●場所：市民総合体
育館 ●定員：70名 ●受講料：無料

問合せ先

詳細
●日時：２/２６（日）12:30～15:30 ●場所：市民交流セン
ター（視聴覚室） ●定員：12名 ●受講料：500円

申込み先

詳細

講師：大阪千代田短期大学　教授　中出　英子

詳細

２単位

パソコンを使って
「写真でつづる旅物語」を！！

申込み先
２/６（月）から電話で受付（先着順）
保健センター TEL ５５-０３０１

詳細

健康講話と運動講話
「筋トレで生活が変わる」

講師：健康運動指導士　保健師

２単位

●日時：３/６（火）14:15～16:30 ●場所：市民総合体育
館 ●定員：70名 ●受講料：無料

３単位

申込み先
２/６（月）から電話で受付（先着順）
人権推進室 TEL　５４－０００３

２単位

更年期、不機嫌な女性たち
～本心を言わない女性と察しの悪い男性～

講師：国立病院機構大阪南医療センター　神田　隆善

詳細
●日時：３/３（土）14:00～16:00 ●場所：市民交流セン
ター（中会議室） ●定員：30名 ●受講料：無料

２単位
共に生きるまちづくりをめざして

～ひきこもりを考える～

人権を考える市民の集い

講師：仲島　正教

申込み先
１１/７（月）から電話で受付（先着順）
保健センター TEL ５５-０３０１

詳細

１１/５（土）から電話で受付（先着順）
生涯学習課 TEL ５４－０００１

１１/５（土）から電話で受付（先着順）
河内長野市総合スポーツ振興会 TEL ６２-８０１１

学ぼうよ！これからの「公共」南河内の集い
①公開講座　講師　早瀬　昇

②テーマ別分科会「南河内のまちづくり」

「生命の不思議」　４回シリーズ講座①
～感覚の世界～

講師：元大阪大学　准教授　高木　雅行

公民館で救命講習会
～ＡＥＤを使っての心肺蘇生術～

講師：河内長野市消防署救急隊

炭焼き体験　（２回シリーズ）

伝統産業として行われてきた「炭焼き」を体験

講師：管理栄養士　健康運動実践指導者

２/５（土）から電話で受付（先着順）
生涯学習課 TEL ５４－０００１

「生命の不思議」　４回シリーズ講座②
～人間は生きのびることができるか～

講師：元大阪大学　准教授　高木　雅行

２/６（月）から電話で受付（先着順）
保健センター TEL ５５-０３０１

詳細

木工教室「花フレーム＆イーゼル」
阪神淡路大震災から学んだことと人権

講師：ＮＰＯ法人神戸の絆 理事　大濱　義弘

しいたけづくり（第１回）※全４回で収穫まで
地場産業として行われてきた

原木栽培の植菌講師：元朝日放送アナウンサー 嶋田　崇彦

詳細

申込み先
１１/１（火）～１１/１２（土）消印有効。往復はがきで受付
（抽選あり）加賀田公民館（〒586-0071 加賀田617-4）
まで TEL ６２－２１１６

●日時：１２/７（水）14:00～15:30 ●場所：加賀田公民館
多目的室 ●定員：30名 ●受講料：無料

講師：パネーラ

【くろまろ塾本部事務局】 教育委員会　生涯学習課

〒586-0025　河内長野市昭栄町７－１（キックス３Ｆ）

tel:0721（54）0001　 fax:0721（54）0004

【往復はがき･ＦＡＸの記入事項】
■住所 ■氏名（ふりがな） ■年齢 ■電話番号 ■講座・催し名など
※往復はがきの場合は、往信用裏面に必要事項を、返信用表面に住所・氏名の記入を。
※市役所への発信は、〒（５８６－８５０１）と宛名の記載で可。

【入学するには・・・・・・】
市内在住・在学・在勤の人（中学生以下を除く。）であれば、誰でも入学できます。
入学申込みは「くろまろ塾入学申込書」を市生涯学習課（キックス３Ｆ）へ提出するだけで
す。
申込者には、くろまろ塾の「学習手帳」をお渡しします。

くろまろ塾生を
募集中です！
みんなで一緒
に学習しよう！

開
校
式
で
開
校
宣
言
を
す
る

芝
田
学
長


