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第７回入学式・記念演奏会

吹田市文化会館 メイシアター

中ホールにて開催されました。

前夜からの春の嵐で入学式が心配でしたが、朝には雨も
上がり、桜満開のハレの日の入学式になりました。
平成最後の今年度は、最高齢９０歳の方をはじめとして
３５２名の方が入学されました。
御来賓の皆様や講師の先生
方から、あたたかいお祝いの
言葉や励ましの言葉を頂き有
難うございました。
【Ⅱ部】記念演奏会
早稲田摂陵高等学校ウィンドバンドＯＧ「みつばち会吹奏楽団」
の皆さんに記念演奏をして頂きました。

「懐かしい曲」や「元気の出る曲」
を演奏していただき、皆で「糸」を
歌ったり、楽しいひとときを過ごす
ことが出来ました。

新入生のみなさん、この 1 年間ＯＮＣＣでの生活を楽しんで下さい！！
大阪府北部コミュニティカレッジ

理事長

猪谷

義弘

2019 年度の活動・行事予定の案内
共通講座：

「ONCC 地域の集い」のご案内

同じ地域の受講生、同窓会やシルバーアドバイザーが一堂に会して、コミュニケーションを図り、地域のつな
がりをより深くするために下記のとおり「地域の集い」を開催します。
記
開催日： ９月１８日（水）
A ブロック 時 間： １３：００～１６：３０（予定）
会 場： 摂津市立コミュニティプラザ
B ブロック 時 間： １３：００～１６：００（予定）
会 場： 豊中市立ローズ文化センター
A 及び B のブロック分け、当日の行事の詳細は別途お知らせします。
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主な行事予定
行事名

開催日

共通講座

開催場所

行事名

９月１８日 前頁の案内参照
豊中市立
文化芸術センター
豊中市立
１２月 ４日
文化芸術センター

ふれあい交流祭

１１月２７日

７周年記念行事
「講演と音楽の集い」

開催日

開催場所

大学提携授業

１２月１１日 梅花女子大学

大学提携授業

２月１２日 立命館大学

卒 業 式

３月 ９日

豊中市立
文化芸術センター

講座と講師のご紹介
地域福祉を学ぶ科
～

-大阪府シルバーアドバイザー養成講座-

豊中教室

地域福祉の現状・問題点を学び、そして生きがい再発見！

講師紹介

～

大阪教育大学教授 新崎 国広氏
現職： 教育学部教育協働学科 教育心理科学講座
学位： 修士（学術修士）【大阪教育大学】
専門分野： 社会学／社会福祉学／社会福祉学
著書： 『教育支援人材とチームアプローチ-社会と協働する学校と子ども支援』
その他の講師： 元関西学院大学教授 牧里 毎治氏 他

プロから学ぶ身近な知識
～

他

豊中教室

シニアの暮らしに役立つ現代の知恵袋

～

元毎日新聞論説委員 ジャーナリズム研究関西の会代表幹事 滝沢 岩雄氏
現職： ジャーナリズム研究関西の会代表幹事、坂田記念ジャーナリズム振興財団監事 他
講義のポイント： 「社会・経済・政治・文化」に関する最新ニュースをジャーナリストの目で解説
著書： 「ウルフィーからの手紙」(著：パティ・シャーロック)の翻訳
その他の講師： ＮＰＯ法人高齢者法務支援ネット他の弁護士・税理士・司法書士・行政書士
・不動産鑑定士 他
シニアのための健康・スポーツと食生活科

～

摂津教室

体力知力を鍛え、健康寿命を延ばす学び

～

バドミントン元中国ナショナルチーム代表 大阪成蹊大学講師 胡 山喬氏
現職： 大阪成蹊大学マネージメント学部准教授
学位： 修士（文学）【奈良女子大学大学院】
専門分野： スポーツ社会学、スポーツ方法学
著書： 「都市型コミュニティサイクルの現状と課題」、「ジュニアにおくるバドミントン必勝法」他
その他の講師： 大阪成蹊短期大学准教授 橋本 弘子氏／医学博士（臨床医） 小倉 基裕氏 他

ぶらり北摂
～

豊中教室

北摂の江戸時代の名所と里山を探訪し、楽しく学びましょう

～

神戸大学名誉教授 武田 義明氏
現職： 神戸大学 人間発達環境学研究科 名誉教授、放送大学兵庫学習センター教授
学位： 博士（学術）【神戸大学】
専門分野： 植物生体学・植生学
著書： 『植物イラスト図鑑』、『六甲山の植物』、『日本の植生図鑑』 他
その他の講師： 関西大学非常勤講師 内海 寧子氏／関西大学非常勤講師 若井 敏明氏
／奈良女子大学非常勤講師 鈴木 明子氏 他
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美とアートを巡る科
～

茨木教室

一歩踏み込んで美とアートを探訪し、愉しみましょう

～

元神戸学院大学非常勤講師 NPO 法人ライフスキル理事長 小村 みち氏
現職： 大阪市立大学特任講師、ＮＰＯ法人ライフスキル研究所理事長、日本芸術療法学会認定
芸術療法士
学位： 大阪大学大学院文学研究芸術学専攻修了
専門分野： 美学芸術学、美術史学、芸術療法 また長年 NPO 活動に関わり、コミュニティにお
けるアート活動の可能性の探求、美術講座やアート・ワークショップの企画、ファシリ
テーション等に携わる。
その他の講師： 西宮市大谷記念美術館館長 越智 裕二郎氏／甲南女子大学非常勤講師 北川博子氏

水彩と油彩を学ぶ科
～

吹田教室

2 年制で、欲張って水彩と油彩の両方を基礎から幅広く学べる！

～

美術（水彩）科 （２年目） 高槻教室
～

水彩の基本から学び、描く楽しさと感動を味わいましょう！

～

日本美術科連盟会員 土方 吉久氏
現職： あとりえいま～じゅ絵画教室代表
受賞： ２０１０年 第９回小磯良平大賞入選
２０１１年 第７０回水彩画連盟展＆第２９回上野の森美術館大賞展入選
専門分野： 風景、静物、花、人物をはじめ自由なテーマをジャンルを越えた技術で展開できる

歌って楽しむ音楽科
～

池田教室

講義とボイストレーニングの２本柱の講座と生演奏で 心も癒されます

～

イタリア生活文化交流協会会長 元龍谷大学講師
松本 城洲夫氏
現職： イタリア生活文化交流協会会長
職歴・経歴： 音楽事務所を設立し、若手音楽家の育成に取り組む。 毎年、イタリアの著名な
音楽家を迎えコンサートを開催すると共に日本の音楽家とともにイタリアに出向
きコンサートに出演するなどイタリアとの文化交流に努めている。
その他の講師： アンサンブル・サビーナのメンバー(生演奏)

敗者から見た古代史
～

豊中教室

敗者の視線で見る事で、人間味や争いの背景が鮮かに！

～

関西大学非常勤講師 若井 敏明氏
現職： 関西大学非常勤講師、佛教大学非常勤講師、大阪府高齢者大学校講師 他
学位： 文学博士
専門分野： 日本古代史
著書： 『「神話」から読み直す古代天皇史』、『仁徳天皇：煙立つ民のかまどは賑ひにけり』 他
その他の講師： 京都國学院講師 狩野 直敏氏／奈良女子大学非常勤講師 鈴木 明子氏
／奈良女子大学非常勤講師 斉藤 恵美氏

武士の起こりから応仁の乱へ（中世史）
～

高槻教室

「日本の心」を育んだ重要な出来事を学びます

～

花園大学専任講師 生駒 孝臣氏
現職： 花園大学専任講師、摂津市史執筆委員 他
学位： 博士（歴史学）【関西学院大学】
専門分野： 日本中世史
著書： 『楠木正成・正行／シリーズ〈実像に迫る〉』、『中世の畿内武士団と公武政権』 他
その他の講師： 関西大学非常勤講師 若井 敏明氏／関西学院大学非常勤講師 曽我部 愛氏
／関西大学非常勤講師 木村 英一氏 他

戦国争乱から大政奉還へ（近世史）
～

茨木教室

最新の研究成果を元に、庶民が力をつけていく時代を学びます

～

京都女子大学非常勤講師 中村 武生氏
現職： 京都女子大学非常勤講師、大谷大学非常勤講師、天理大学非常勤講師 他
学歴・学位： 佛教大学大学院博士課程前期修了、修士(文学)【佛教大学】
専門分野： 歴史地理史
著書： 『池田屋事件の研究』、『京都の江戸時代をあるく』 他
その他の講師： 摂津市史編纂嘱託員 片山 早紀氏／関西大学非常勤講師 松本 望氏
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O M O T E N A S H I 科 (2 年目) ＹＭＣＡ土佐堀校教室
～

日本文化再発見、新発見！

基礎を生かして交流力を学ぶ！

～

ＹＭＣＡ講師 守谷 久代氏
現職： 京都女子大学非常勤講師、ＹＭＣＡ特任講師
講座概要： 大阪万博、オリンピック、ラグビーワールドカップが開催決定。 年々増加をたどる
大阪を訪れる外国人旅行客を世界に誇れる日本の心「おもてなし・ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ」
でお迎えするための知識を学ぶ講座です。

再発見！ なんでも見てやろう
～

特別短期講座 A 現地集合

見て聞いて歩いて学べる総合文化体感講座！

～

現地学芸員・ONCC 講師
講座概要： 自然（大阪市立大学理学部付属植物園他）、歴史（龍谷ミュージアム他）、
文学（宇治市源氏物語ミュージアム他）、古典芸能（文楽鑑賞）、
科学（大阪市立科学博物館）などを訪問

日本近代史（近代史）
～

～明治から昭和～

特別短期講座 B 豊中教室

新しい発見・研究に基づき、新しい視点で日本近代史を学びましょう！

～

佛教大学名誉教授 原田 敬一氏
最新の歴史って
現職： 佛教大学歴史学部教授
面白い！
学位： 博士（文学）【大阪大学】
専門分野： 日本史
著書： 『兵士はどこへ行った』、『「坂の上の雲」と日本近現代史』 他

2019 年度

公開文化講座のご案内

毎年好評の「ＯＮＣＣ公開文化講座」を下記の通り開催致します。
受講生だけでなく、一般の方も受講頂けますので、お友達をお誘い合せの上ご参加ください。
詳細については、「ＯＮＣＣ豊中連絡事務所」（電話：06-6151-4461）まで、チラシをご請求ください。
講座名・講師
『道の歴史を探る』
前田 豊邦 先生
大阪教育大学大学院 非常勤講師
『日本古典文学と仏教』
小野 恭靖 先生
大阪教育大学 教授
『日本近代文藝の魅力を探る』
細川 正義 先生
関西学院大学 名誉教授・博士（文学）
仮称『京マチ子と文学作品』
たつみ 都志 先生
武庫川女子大学 名誉教授

開催期日
6 月 5 日～12 月 1８日
(全 6 回 バスツアー1 回)
前期：
後期：

4 月２５日～9 月１２日
10 月１０日～3 月２６日
(月 1 回 木曜日)
2019 年 5 月 13 日～
2020 年 2 月 10 日
（全 10 回）
2019 年 9 月 17 日～
2020 年 3 月 17 日

開催場所
池田市
ナムの広場

開講中
開講中

開講中

豊中市
関西みらい銀行
(旧関西アーバン銀行）
茨木市
ローズ WAM 他
豊中市

近日募集
関西みらい銀行
予定！

(旧関西アーバン銀行）

編集後記
６月１１日は「傘の日」。なぜこの日なのかは言わずもがな、一年でもっとも雨の多い
「梅雨」に突入するのがちょうどこのあたりで、傘が最も活躍する季節ということです。
これから大雨が心配される季節となります。講座や校外学習が大雨により休講となる
ことがあります。大雨が予想されるときは、通学の前には、ＯＮＣＣホームページをぜひ
ご覧いただき休講等の情報をご確認ください。安全第一の通学を心掛けてください。
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