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NPO法人高知県生涯学習支援センターでは、2015年度事業として、連続講座「土佐の文化皿鉢」を開催いたしま

した。大変好評で「これからも開催してほしい」という嬉しいお言葉がたくさん寄せられました。そこで2016年度も、

しばてん大学「土佐の文化皿鉢2」 と題して、素晴らしいお話を聴かせてくださる高知在住の講師をお招きして毎月 1

回/全 10回の講座を開催いたします。土佐には伝統料理の「皿鉢」があります。これは大皿に様々な料理を盛り合わ

せたもので、講座名の「文化皿鉢」も型にとらわれず様々なテーマを盛り込むという意味を含んでいます。一緒に考え

たり、笑つたり、しみじみと語りあつたり、楽しく学んで、「参加して良かつたなぁ」と思える時間を作りたいと考えてお

ります。1人でも多くの県民の皆様に、こ参カロいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

鰈事 業 名 「土佐の文化皿鉢2」

靡主催団体 特定非営利活動法人 高知県生涯学習支援センター

隋会  場 高知県教育センター分館南棟 1階大講義室 (高知市大原町132番地)

鰈事業日程 平成28年 6月 ～平成29年 3月  (毎月1回 /計 10回開催)13:30～ 15100
鰈参 加 費 無 料

平成28年|10月10日(全) ″な 義%興計 桐野 伴秋氏 (写真家)

キャノンの世界カレンダーにも選ばれ世界を舞台に活躍する今注目の写真家。桐野伴秋氏の美の世界
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平成23年 |‐7月‐10日 (火) ‐嵩

…

イF 竹村 昭彦氏 (司牡丹社長 )

創業4百余年、坂本龍馬と最も縁が深い蔵、司牡丹の社長が熱く語|り ます

3
平成28年

`月

30日(火 ) 1健康,テ妨 す01 オト  啓彰氏 (高知検診クリニック)

脳を守って健康寿命を延ばしましょう

4
平成28年 9月2,日体 ) 宮脇 修氏 (かっぱ館館長)

四万十に観光客を呼ぶ海洋堂四万十ホビー館。かっぱ館の館長の楽しいお話です

5
平成28年10月28日 (全 ) 日本で■翻田||でOS■.. 矢野 富夫氏 (梼原町町長)

今や全国から注目される梼原町、人口減少に立ち向かった雲の上の町ゆすはらの歩みとは

6
平成a珀■1月17Bl肉 寒テ|,||||■|´ 淀家 萬月氏 (吉本興業)

昨年は台風の影響で参加できなかった受講者からの多くのリクエスト、応え再び高座に

7
平成28年 1‐ 2月1●日(本 ) 絲

・
‐・ 尾崎 美樹氏(Ofice eMius)

大人になっても、大人だからこそ、今、すばらしい絵本の世界ヘ

8
平成29年■月20日(本) 土佐0塩| 佐藤 京二郎氏 (塩二郎)

日本一の塩を作るために、東京から田野町にやってきた佐藤氏の。・

9
平成20年12月 116‐日(本) 中  宏文氏 (アクティブ̀ブレイン認定講l雨 )

あなたの脳の仕組みと働きを知って、いつまでも元気で美しい脳をつくりましょう
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平E29年 3月10日(本) 印報

==倒
FF5■ IJ 筒井 秀一氏 (自 由民権記念館)

自由民権の理想を掲,六 日本の近代化のために先駆した土佐の自由民権家から学ぶ

】特定非営利活動法人 高知県生涯学習支援センター

理事長 高木 義夫 電話 088‐ 833‐ 0022(担当:井上)
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講師:山崎真理氏 (オフイス山崎)

演題:「色の力を活用した心穏やかな生き方」

黒い洋服だとシワが増えるとは衝撃でした。

顔周りには明るい綺麗な色をもってくるなど色を味方につ

け人生を楽しく生きるヒントを教えていただきました。

講師:見定吉信氏 (高知気象台)

演題 :「気象と防災」

天候が回復しても警報や注意報が解除されないのは、地

中に泌み込んだ大量の雨が、土砂崩れなどの災害を引き起

こす危険性があることなど、過去の台風や大雨被害の状況を

基に説明してくださり、的確な情報を得てすばやく避難するこ

との大切さを学びました。

講師:くさか里樹氏 (漫画家)

演題 :「まんが王国土佐の可能性」

演題どおりの土佐の可能性を大いに感じられる講座でした。

まんが脳、発想の転換で困難を乗り越えられる気がしてくる前

向きな楽しい講演でした。

講師:淀家高月氏 (吉本興業)

演題:「笑う門には幸福来る」

台風が近づいてくる中、来た甲斐があったと多くの参加者

が喜ぶ満点大笑いの会場でした。

毎日笑うことの大切さを教えていただきました。

講師:海老塚和秀氏 (竹林寺住職)

演題:「心の栄養足りていますか?」 ～仏の教えに学ぶイキイキ人生術～

心に響くありがたい言葉や笑いがたくさんあり、心にたっぷ

り栄養をいただきました。
「一日一生」で心をこめて、人の「こだま」となってきて行きた

いと感じさせられた時間でした。



講師:下田起義氏 (下田食品)

演題:「食と健康」

身近にある大豆、豆腐の素晴らしい力を改めて感じる講演

でした。家計にやさしい食材である大豆、料理方法を工夫して

食卓にどんどん載せたいとみんなが思いました。

講師:中島重勝氏 (土佐南学研究家・講談師)

演題:「高知の城跡から歴史を学ぶ」

演題の内容よ|り も雑学のほうが多い講演でしたが、これも

土佐人らしも`というところでしょうか(∧ 0∧ )
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講師:イケダハヤト氏 (プロブロガー)

演題:「ブログを活用した豊かな人生」
イケダ氏のトークの面白さにインターネットやブログについて

不案内な参加者も前のめりで受講しました。

都会から高知に移住されたイケダハヤト氏から見た高知の

文化など楽しいお話であっという間に時間が過ぎました。

講師:片岡典代氏 (細木病院)

演題:「 自分でできる健康チエック」

日々 、糖尿病診療に関わっていらっしゃる片岡氏からの健

康に生きるための情報が満載の講座でした。

講師:石橋照久氏 (明 日への絆 )

演題 :「幸せなエンディングノートの記し方」

元税理士の石橋氏ならではの相続についてのお話もあり、

これからするべき課題など、長くなった老後をどう生きるかを考

える日寺間となりました。
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高矢ロインターナショナル
プリスクーリレ

高知ロータリーク
クラブ会長杯

岡本天愛奈さん
友永 夏蓮さん

高知小学校
泉野小学校

高知市長杯 ブレイク未亜さん 高須小学校

ジョン万杯 市川 莉瑚さん 高知大学附属小学校

龍馬杯 駄場早優美さん 高須小学校

熱演賞 佃 陽那太さん 別府小学校

牛寺別賞 中原 拓己さん 高知大学附属小学校

高矢口県内の3歳以上小学6年生までの児童45名が5分以内の英語によるスピーチ(課題

暗誦又は自由弁論)を保護者並びに関係者の前で発表しました。(幼児 :19名 /′」ヽ学低学年 :

16名 /小学高学年 :10名 )審査員からは、弁論内容や発表態度、発音等、大変レベルが高い

との評価をいただきました。

第44回大会は平成28年 12月 23日 (金・祝)に開催いたします。

魃 10105～ 11100

(高知市出身歌手 )

「自分自身」

魃 講師 :矢野り|1 令 氏

輻 11100～ 13100
0就学支援団体…9団体大講義室
○就労支援団体…3団体 第 1研修室

○親の会…1団体 第 3研修室

○心の相談団体…2団体 中講義室 (2階 )

参加者 :63名

平成28年度進路相談会は9月 3日 (土)開催です。

NPO法 人高矢口県生涯学習支援センターでは定

期的に16ミ リフィ

ルムの点検、修理、

乾燥剤入れを会員

がボランティアで

行つております。

お手伝いいただ

ける方 、募 集 中で

す。

渕
眈

珀ぷ痣鬱晰晰瘍ぱ咤饉驀骰鞣鏃馘靱令>褥―鰺痣

イオン高知旭町店で

本年度も美味 しいコー

ヒーや紅茶をいただき

ました。

毎月 11日 のイエ□一

レシー トの日にレシー ト

をBOXに投函いただき

感謝申し上げます。

く高知市総合体育館


