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【受講生
募集】

駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
自転車・バイクの方は、地下に公共駐輪場（有料）がございます。

 【電車】袋町電停から徒歩約３分　　 【バス】袋町バス停から徒歩約３分　　 【アストラムライン】本通駅から徒歩約６分

一般社団法人教育ネットワーク中国、広島市、公益財団法人広島市文化財団、安田女子大学、
広島文化学園大学、広島都市学園大学、広島女学院大学、広島工業大学、広島経済大学、
比治山大学・比治山大学短期大学部

主
催

合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）（広島市中区袋町６番３６号）会
場

シティカレッジは、県内の大学や短期大学、一般社団法人教育ネットワーク中国と

広島市、公益財団法人広島市文化財団が連携して、大学などが持つ優れた研究・教育

機能を市民生活に生かすことを目的に、社会人の皆様に学習機会を提供しています。

日常の暮らしに生涯学習の時間を取り入れてみてはいかがでしょうか。

（シティカレッジは、大学・短大などで構成する教育ネットワーク中国の加盟校が提供

する生涯学習講座「ひろしまカレッジ」の一部としても実施しています。）

申　込　方　法
１． 電話、ファックス、来所でお申し込みください。
　　（受付時間 ： 月～金（祝日、８月６日、12月29日～１月３日を除く。）８時半から17時15分まで。来所の場合は９時半から）
 ①希望講座名もしくは大学名　②氏名（ふりがな）　③住所　④連絡先（電話番号・ファックス番号等）をお知

らせください。 ※郵送（はがき等）による申し込みは受け付けておりません。
 なお、申し込みの際にお寄せいただいた個人情報については、各大学・教育ネットワーク中国と共有しますが、

事業運営以外の目的には使用しません。
２． 各講座とも全回参加を前提に受け付けております。
３． 申込開始日が講座によって異なりますので、ご確認ください。（申込開始日までは受け付けできません。）
４． 各講座ともに先着順で受け付けます。定員になり次第、締め切ります。

受講上のお知らせ
１． 北棟１階エレベーターをご利用ください。研修室は北棟５階です。
２． 受講当日の開場・受付は、各講座開始30分前からです。
３． 合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）の開館は９時半からです。
４． 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、または受講当日の大雨や台風などの気象状況等により、講座を中

止する場合があります。休講等の情報は教育ネットワーク中国のホームページ（https://www.enica.jp/）に
掲載します。

5. シティカレッジは、「高齢者いきいき活動ポイント事業」の対象（1P）です。

シティカレッジ会場

申込・問合せ
公益財団法人広島市文化財団ひと ・ まちネットワーク部管理課

電話０８２－５４１－５３３５　Fax０８２－５４１－５６１１
〒730-0036  広島市中区袋町６番36号

（合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市民交流プラザ）北棟５階）
※土曜日・日曜日・祝日・８月６日・年末年始は閉所しています。

   〔合人社ウェンディひと ・ まちプラザ　　
　　　　（まちづくり市民交流プラザ）〕
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注　意　事　項

1. 発熱等症状のある方、また、健康や体調に不安のある方は、参加を控えてください。

2. 毎回受付時に検温を行います。体温が37.5℃以上の方は、参加をご遠慮いただきま
すのでご了承ください。

3. 受付時には手指消毒用アルコールでの消毒をお願いします。

4. 感染拡大の状況等によっては、講座が中止等となる場合があります。

（上記「注意事項」はチラシ作成時点のものです。今後、変更になる場合
があります。）



 修了証  は、全回出席された方に大学独自の修了証を発行する講座です。

　みなさんはリハビリテーションを担う専門職についてどのくらいご存
知でしょうか。この講座では、口から食べる機能やその障害、脳とコミュ
ニケーションについて、子どものことばの発達について、コミュニケー
ションや食べることの専門職である言語聴覚士がお話します。そして、脳
の病気による障害とこころの病気による障害に対するリハビリテーショ
ンについてを作業療法士がお話します。

専門職から学ぶリハビリテーション

広島都市学園大学
申込開始日

8月1日
定員 30名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ｃ受講料 無料

10月14日㊏ 准教授　川畑　なみ

■こころの病気と作業療法

〈13:00～14:30〉4

9月30日㊏ 教　授　本多　留美

■脳とコミュニケーション

〈13:00～14:30〉3

9月23日㊏ 助　教　岩本　優士

■脳の障害と作業療法

〈13:00～14:30〉2

9月9日㊏ 講　師　平松　哲哉

■いつまでも口から美味しく食べるために

〈13:00～14:30〉1

10月28日㊏ 助　教　河村　千夏

■ことばをはぐくむ

〈13:00～14:30〉5

修了証

人の心の不思議とその対応

安 田 女 子 大 学
申込開始日

5月1日
定員 60名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室A受講料 無料

修了証

　人の心は不思議なものです。目に見えず、手で触ることもできません。
でも、その人の心のために、人間関係で困ったり、思春期の人が悩みを抱
えたり、子どもが苦しんだりすることがあります。そんな時、その人は、ま
た、周囲の人はどうすればよいのでしょうか。
　そんな対応のヒントを、臨床心理学と養護教育学の立場から考えてみ
ます。

5月27日㊏ 教　授　金坂　弥起

■人間関係と心の健康について

〈10：30～12：00〉1

5月27日㊏ 教　授　宮﨑久美子〈13：00～14：30〉2
■思春期の心の摩訶不思議

5月27日㊏ 教　授　西　まゆみ

■こどもの心の不思議とその対応

〈14：40～16：10〉3

　長きにわたる新型コロナウイルス感染拡大のなかで、一昨年、昨年の
シティカレッジでは「ウイズ・コロナ時代の生き方を考える」をテーマに講
座を提供いたしました。本年度はその流れを受けつつ、「コロナ禍」を契
機に多方面で表面化・深刻化する社会の「分断」状況をふまえ、「共生」を
切り口に４つの講座をご用意いたしました。ご参加いただく皆様に資す
るものとなれば幸いです。

「共生社会」を考える

広 島 経 済 大 学
申込開始日

10月2日
定員 60名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室Ｃ受講料 無料

11月22日㊌ 教　授　宮岡　弥生

■異文化理解を考える
　～留学生に接する者の視点から～

〈18:00～19:30〉3

11月29日㊌ 准教授　阿部　　純

■墓の古今東西：
　私たちは死者とどのように向き合ってきたのか

〈18:00～19:30〉4

11月8日㊌ 准教授　後藤　心平〈18:00～19:30〉1
■メディアと人権の諸問題
　～ネット社会におけるメディアとのつきあい方～

11月15日㊌ 准教授　宮地　英和〈18:00～19:30〉2
■デザインは誰のためのもの？：
　これからのユニバーサルデザイン

生活のなかのデザイン─
ファッション・恋愛・ビジネス

広島女学院大学
申込開始日

8月1日
定員 60名

会場 研修室C受講料 無料

9月12日㊋ 教　授　三木　幹子〈18：00～19：30〉2
■ブランド心理～同調行動と差別化～

9月11日㊊ 准教授　熊田亜矢子

■アパレル産業の現状と課題

〈18：00～19：30〉1

9月13日㊌ 教　授　三木　幹子

■現代イケメン学～日本女性の男性観と美意識～

〈18：00～19：30〉3　戦後、日本で生まれた独自のカルチャーは、今やクールジャパンと呼ば
れ、海外から高い評価を得るまでになりました。衣食住といった身近な生
活文化からは、その時代の社会背景や、人々の価値観、ライフスタイルを
知ることができます。この講座では、日本のアパレル産業（ビジネス）、日
本人のブランド心理、恋愛観の変遷（イケメン学）について学び、日本人
の感性と、現代社会が抱える課題について考えます。

修了証

　「老いる」とは、どういうことでしょうか？経験したことのない未知の世
界だからこそ、一人ひとりが正しく理解する必要があります。元気で健康
な生活を送るためのヒントについて一緒に考えていきませんか。

9月2日㊏ 教　授　棚﨑由紀子

■加齢に伴うからだの変化と元気で健康な生活を送るヒント
　「食べる：消化・吸収」

〈10：30～12：00〉1

9月2日㊏ 教　授　棚﨑由紀子〈13：30～15:00〉2
■加齢に伴うからだの変化の理解と元気で健康な生活を送る
　ヒント「排尿・排便」

9月2日㊏ 教　授　中村　　哲

■免疫と老化

〈15:10～16:40〉3

シニア世代が元気で健康な
生活を送るためのヒント

広島文化学園大学
申込開始日

8月1日
定員 60名

会場 研修室C受講料 無料
対象 社会人

修了証

暮らしを豊かにする建築デザイン

広 島 工 業 大 学
申込開始日

9月1日
定員 60名 対象 社会人、大学生、高校生

会場 研修室C受講料 無料

10月4日㊌ 准教授　宋　　城基〈18:30～20:00〉2
■快適な居住環境とネットゼロエネルギー

9月28日㊍ 准教授　光井　周平

■木造住宅の耐震性を考える

〈18:30～20:00〉1

10月11日㊌ 教　授　平田　欽也

■終の棲家の造り方　～在宅介護時代に向けた住環境とは～

〈18:30～20:00〉3

10月18日㊌ 教　授　森田　秀樹

■オフィス空間の内装木質化

〈18:30～20:00〉4

※第1回目講座のみ木曜日実施のため、ご注意ください。

　暮らしの豊かさは、多様な面を持っています。
　私たち建築デザイン学科では、自然環境との持続的共生を基本としな
がら、質の高い生活と心豊かな居住環境を実現することを目標としてい
ます。具体的にそれを実現するためには、どのようにしたらよいのでしょ
うか。建築の構造、設備、設計、木工・インテリアの立場から、災害対策、日
常的な安全性の確保、健康で快適に過ごすためのポイントなどを解説し
ます。

修了証

※毎週実施ではありませんので、ご注意ください。

対象 社会人、大学生、高校生

　G7サミットの開催など、全国・世界から注目される広島。本講座では
「広島」をテーマとして、3名の講師が歴史、芸術、防災と様々な角度から、
魅力や課題について分かりやすく解説します。

広島を学ぶ

比治山大学・比治山大学短期大学部
申込開始日

10月2日
定員 60名

会場 研修室Ｃ受講料 無料

11月26日㊐ 講　師　宇多　　瞳〈14:00～15:30〉2
■広島の前衛美術・文学運動

11月11日㊏ 助　教　川﨑　梨江

■広島における防災

〈14:00～15:30〉1

12月2日㊏ 講　師　山口　佳巳〈14:00～15:30〉3
■鎌倉時代の厳島神社－海上社殿を中心に－

※第2回目講座のみ日曜日実施のため、ご注意ください。

対象 社会人


