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オープンカレッジ 16歳以上の区内在住・在勤・在学の方対象

③地域講座
　産業や文化など、日常生活に活かせるきっ

かけづくりとなるような内容を、様々な観

点から学ぶ入門講座です。

　2018年度は「住み続けたいまちしながわ

を探る２〜東海道・品川宿〜」、「水辺から

みたしながわ」を実施しました。

日　程：夏・秋・冬に実施
時　間：午後または夜間（予定）
定　員：50 名程度
会　場：文化センターなど
回　数：各４回
受講料：1,000 円
その他：プログラムによっては、他に実費負担の場合あり

⑥専門講座
　様々な分野の専門家の講義により、系統

的にひとつのテーマを究めます。

　2018年度は「明治近代化への道」、

「チャイコフスキーの名曲〜西欧とロシアの

融合〜」、「日本の鉄道を知る」を実施しました。

　2019年度は人文科学・自然科学・音楽

に関する講座を行う予定です。

日　程：夏・秋・冬に実施
時　間：午後または夜間
定　員：90 ～ 100 名
会　場：こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮 5-9-11）
　　　　文化センターほか
回　数：各６回
受講料：1,500 円

各種講座のご案内
　有料講座は、受講決定後、区よりお送りする納
付書にて納付期限までに、銀行または郵便局など
の金融機関でお支払いいただきます。

受講料のお支払い方法
　オープンカレッジ各講座の内容・申込方法・日

時などの詳細は、開講日の約２ヶ月前に広報しな

がわ・品川区公式ホームページでご案内します。

申込方法など

2018年度実施
[ 俳優・声優　増岡　弘 氏 ]

⑤特別講演会
　あらゆる世代を対象に、生涯学習のきっ

かけとなるような講演会を実施します。

　2018年度は俳優・声優の増岡弘氏を招き、

「サザエさん一家は幸福みつけの達人ぞろい」

と題して実施しました。

日　程：７月下旬の平日
時　間：夜間
定　員：350 名
会　場：スクエア荏原
　　　　（荏原 4-5-28）
回　数：１回
受講料：無料

②しながわ塾
　しながわで活躍したいという方に、しな

がわならではの講座や体験型プログラムを

通じ、品川区の魅力や現状を学び、今後の

しながわを共に考えていきます。

　2018年度は「おもてなしin Shinagawa」

を実施しました。

日　程：12 月～翌年３月（予定）
　　　　（各月２回程度）
時　間：午前・午後

定　員：50 名程度
会　場：中小企業センター（西品川1- 28-3）など
回　数：10 回
受講料：3,000 円
その他：プログラムによっては、他に実費負担の場合あり

10：00 ～ 12：00、
14：00 ～ 16：00（予定）

④女性の活躍推進講演会
　より多様な生き方のある女性が、職場・

学校においても、家庭や地域においても、

個性を十分に発揮できる「女性が元気なま

ち品川」をめざし、エールをおくる講演会

を実施します。

　2018年度は女優のサヘル・ローズ氏を招

き、「出会いこそ生きるチカラ」と題して実

施しました。

日　程：2020 年２月下旬の平日（予定）
時　間：夜間
定　員：280 名
会　場：きゅりあん
　　　　（東大井 5-18-1）
回　数：１回
受講料：無料

⑦パソコン・タブレット講座
　パソコン・タブレット初級者対象で、ワー

ドやエクセル、タブレットの使い方を、１

日で学ぶ講座です。

　2018年度は「Word2013で作る小冊子」、

「Excel2013で作る家計簿」、「スマホ・タ

ブレット＆パソコン入門」を実施しました。

日　程：８月下旬～９月上旬の平日
時　間：10：00 ～ 16：30
定　員：各 20 名
会　場：こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮 5-9-11）
回　数：ワード１回、エクセル１回、スマホ・タブ
　　　　レット２回（各回全て１日完結講座）
受講料：2,000 円

※講座で使用するパソコンの OS は Windows10、
　Office のバージョンは Word2013、Excel2013
　です。
※講座で使用するタブレットは貸し出し用のものです。

①しながわ学
　立正大学と品川区が協働し、「しながわを

知る」をコンセプトに、しながわに関する

歴史や文化、産業、自然など様々な魅力に

ついて学びます。

　2018年度は【東京2020オリンピック・

パラリンピックに向けて】をテーマに、「東

京2020大会－文化プログラムから地域の活

力創出を」、「品川区内開催競技ホッケーに

ついて」などを実施しました。

日　程：10 月～ 11 月の平日（予定）
時　間：18：30 ～ 20：00（予定）
会　場：立正大学品川キャンパス（大崎 4-2-16）
回　数：４回
受講料：無料
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自主的な学び場
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⑨人権啓発・社会同和教育講座

　部落差別（同和）問題を軸に、様々な人

権について学びます。また、東京都中央卸

売市場芝浦と場の見学を通して、人権尊重・

部落差別（同和）問題を学びます。

　2018年度の昼コース・夜コースは「食で

広がる未来」と題し、「和食の歴史　米と肉」、

「豊かな成長を願って　見えない貧困とこど

も食堂」、「カレーライスをイチからつくる」

などの６講座を実施しました。

日　程：（1）昼コース ９月～ 11 月の平日
　　　　（2）夜コース ９月～ 11 月の平日
　　　　（3）芝浦と場見学会　10 月頃の平日
時　間：（1）14：00 ～ 16：00
　　　　（2）18：30 ～ 20：30（予定）
　　　　（3）１回目 14：30 ～ 16：30
　　　　　　   ２回目　8：30 ～ 15：00
定　員：（1）（2）各 50 名　　（3）20 名
会　場：（1）（2）中小企業センター（西品川1-28-3）
　　　　（3）東京都中央卸売市場芝浦と場
　　　　　　（港区港南 2-7-19）
回　数：（1）（2）各３回
　　　　（3）２回（全課程の参加をお願いします）
受講料：無料

シルバー大学

●シルバー大学同窓会

60歳以上の区内在住の方対象

⑩ふれあいアカデミー
　３年制で、体系的に学習を深めます。１

年目は「充実したシニアライフ」、「教養と

暮らし」などを幅広く学びます。２・３年

目は科目を選択して学びます。また、見学

会や発表会で交流を図り

ます。

  品川シルバー大学修了生で組織され、自主学習グループとして修了後も生涯学習の意欲を

継続させ、学習と会員相互の親睦を目的に活動しています。(会費年間2,000円)

連絡・申込先：シルバー大学同窓会事務局（〒140-0011　品川区小山6-6-10）

 　　　　　　　Tel：080-6634-6797　Mail：ssu. dosokai. jim@gmail. com

日　程：前期　５月～７月の平日
　　　　後期　９月～11 月の平日
　　　　（２・３年目は科目により、12 月まで）
時　間：１年目は 13：30 ～ 15：30
　　　　２・３年目は 14：00 ～ 16：00
　　　　（※見学会・発表会は受講決定後にご案内します）
定　員：160 名
会　場：１年目は品川区役所講堂（広町 2-1-36）ほか
　　　　２・３年目は区内各施設
回　数：１年目は、講義 20 回と発表会１回
　　　　２・３年目は、各 20 回
受講料：半期 2,000 円

2019 年度入学式記念講演会

テーマ「やる気を引き出す心の整理術」

[ フリーアナウンサー　

　　　　　　 寺田　理恵子 氏 ]（予定）

立正大学・清泉女子大学・星薬科大学・昭和大学・杉野服飾大学・
東京医療保健大学・産業技術大学院大学・明治学院大学・
放送大学・都立産業技術高等専門学校・都立大崎高校・
都立小山台高校・都立八潮高校

講座実施校

⑧パートナーシップ講座
　品川区内および近隣区の学校と連携して、

各学校の特色を生かし、様々な分野におけ

る専門的な講座を行います。

日　程：
時　間：
定　員：
回　数：
受講料：
会　場：各学校またはこみゅにてぃぷらざ八潮

各講座により異なります

　有料講座は、受講決定後、区よりお送りする納
付書にて納付期限までに、銀行または郵便局など
の金融機関でお支払いいただきます。

受講料のお支払い方法
　オープンカレッジ各講座の内容・申込方法・日

時などの詳細は、開講日の約２ヶ月前に広報しな

がわ・品川区公式ホームページでご案内します。

申込方法など各種講座のご案内
16歳以上の区内在住・在勤・在学の方対象オープンカレッジ

⑪うるおい塾
　何か新しい事を始めたい、同じ趣味を持つ

仲間と一緒に学

びたいという方

向けに、春と秋

にそれぞれ 27

教室行います。

日　程：春期　４月下旬～７月の平日
　　　　秋期　９月下旬～ 12 月の平日
時　間：9：30 ～ 11：30 または 13：30 ～ 15：30
　　　　※パソコン講座など一部例外あり
定　員：各教室 20 名程度
会　場：各文化センター・中小企業センターほか
回　数：各教室 10 回
受講料：2,000 円（別途、教材費あり）
　　　　※一部例外あり

⑫生涯現役実現講座
　これまでの人生経験を生かして地域で自分

にできることを考えていただく、セカンドラ

イフの道しるべとなる講座です。

　2018年度は「さあ！地域デビュー〜品川

区で充実したセカンドライフを〜」と題した

講座を実施しました。

　2019年度も、セカンドライフについて考

える講座を行う予定です。

日　程：2020 年１月～２月の平日 ( 予定）
時　間：午後
定　員：30 名
会　場：中小企業センター（西品川 1-28-3）
回　数：４回
受講料：1,000 円

※⑩ふれあいアカデミーは３年制のコースです。２・３年目からの途中入学はできません。

※⑩ふれあいアカデミーと⑪うるおい塾（春期）は、毎年３月21日から３月31日頃まで申し込みを受け付けています。

※⑪うるおい塾（秋期）は、毎年８月 21 日から８月 31 日頃まで申し込みを受け付けています。

※⑫生涯現役実現講座の内容・申込方法・日時などの詳細は、開講日の約 2 ヶ月前に広報しながわ・品川区公式ホー

　　ムページでご案内します。
オープンカレッジでは、託児および手話通訳を実施する講座があります。詳細は募集のときに、ご案内します。

各
種
講
座
の
ご
案
内

各
種
講
座
の
ご
案
内


