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周望学舎・穴生学舎は、60歳以上の方のいき
いきライフを応援する場です。
なつかしく新鮮なスクール形式の研修を通じて、
生きがい・健康・仲間づくりや社会参加の方法
などを学んでみませんか。

北九州市立年長者研修大学校北九州市立年長者研修大学校



一般コース
実技コース

■平成28年度

研修コース周望学舎の

定員42名
主な内容国際情報コース

欧米を中心とした国々の生活や文化・歴史を学びます。
また、留学生との交流などを通して国際感覚を身につけ、国際交流への理解を深めます。

北九州市の歴史遺産・文化
財、郷土の歴史、北九州と
文学

主な内容ふるさとの文化コース
郷土史を中心に、地域にまつわる歴史や文化を学び、趣味や教養を
身につけます。

定員42名

月

曜

日

火

曜

日花と野菜づくりコース
園芸の知識を学び、花づくりや野菜づくりに親しむことができます。

主な内容
定員28名 園芸の基礎、花の育て方、

野菜の育て方、庭木の手入れ、
植物の病気と害虫

西欧、北欧の文化歴史、アメリ
カの文化・社会、世界の経済、
政治、留学生等との国際交流

介護予防講座、マッサージ、メンタル
ヘルス、口腔ケア、アロマセラピー、
ヨガ、エアロビクス、姿勢・歩き方講座

地域での健康づくり、ストレ
ッチ、健康づくり演習企画と
実践

ウォーキング・ヨガ・気功・太
極拳・体力測定、東洋医学・
脳・ガン・歯・薬等の話

主な内容

介護予防に関する知識や技能を習得するとともに、自らの心と身体
の健康についても理解を深めます。

定員32名心と身体の健康コース

主な内容健康管理コース 定員42名

定員42名
主な内容健康づくりサポーターコース

食生活や筋力の維持など健康管理に関して基礎知識を学びます。また、楽し
く体を動かして体力づくりを目指すとともに、体のケアの方法も学びます。

健康づくりの基礎から実践までを学び、自らの健康づくりに加え、地
域の健康づくりに役立てます。

アジアを学ぶ
今年の受講生は女性22名・男性19名とバランス良く“友
集い大いに語る”活発な楽しいコースです。
最近のマスコミ報道では、「日中韓」や「イスラム国」など

アジア諸国に密接に関わる話題が満載で、アジアを学ぶ大
切さを感じます。
講師陣はアジア各国の政治・経済・文化など現地経験を
積まれた大学教授やJICA九州、ジャーナリスト等で、内容も
分かりやすく質疑応答も活発で充実しています。
自宅でも、新聞テレビのニュースを話題に、時には妻にミニ
解説を加えるなど夕食時の夫婦の会話も弾みます。皆さんも
是非受講され知識、見聞を広めてみませんか。

受講生の声

アジアを学ぶコース 末　勝文

※研修内容は講師の都合等により変更になることがあります。
※健康系のコースは運動強度を　で表しています。（　　　  高、　　 中、　 低）

（　）（　）（　）

（　　 ）（　　 ）（　　 ）

（　　 ）（　　 ）（　　 ）
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書道入門コース
書道の基礎技術を学び、文字についての知識習得や書く喜びを知ることができます。

主な内容
基本点画の練習、文房四宝につい
て、暑中見舞い及び年賀状の書き
方、小文字及び大文字の練習

定員26名

陶芸コース
初めての方でも分かりやすく焼き物の基礎・技術・作品づくりを学べます。

主な内容
粘土による作品づくり（茶
碗、花器ほか）練込み土によ
る作品づくり（香炉ほか）

定員24名

　
　

楽しくやさしい話し方、地産地消の
すすめ、知って安心旅のあれこれ、
食と健康、安心な暮らしのお手伝い

主な内容生活情報コース

身近な環境について、市や企業へ
の環境問題への取り組み、リサイ
クルについて、環境施設見学

主な内容暮らしと環境コース
日々の暮らしが環境に与える影響や身近な環境問題について考えます。
環境首都北九州の先進的な施設の見学や独自の取り組みなどについても学びます。

現代社会の暮らし方を学び、高齢期を豊かに過ごすための知識を身
につけます。

定員42名

定員36名

主な内容アジアを学ぶコース アジア諸国の衣食住・環境
アジア地域の課題と展望

定員42名
研究者や留学経験者の貴重な講話を通してアジア諸国の生活や文化
を学び理解を深めます。

木

曜

日

金

曜

日

水

曜

日

日本史、人物評伝、北九州
の近代化

主な内容歴史に学ぶコース歴史に学ぶコース

体力増進コース
郷土に関わりの深い歴史探訪と日本の文化のルーツを探り、歴史の
裏話や先人の知恵を学びます。

定員42名

定員42名

主な内容地域ふれあいコース 定員32名

主な内容

写真入門コース（デジタルカメラ）
野外撮影等を通じて、デジタルカメラの取り扱いや撮影技術を習得します。

主な内容
定員32名

体幹トレーニング、有酸素運
動、ニュースポーツ、軽登山、
ウォーキング

写真撮影の基礎、風景・花・ポ
ートレート・夜景など各季節
の写し方、野外撮影

高齢社会対策、コミュニケー
ションのとりかた、はじめての
手話、施設ボランティアさまざまな地域活動を知り、地域福祉やまちづくりに必要なコミュニ

ケーション力や地域で活躍できる技能を学びます。

楽しく体を動かして筋力や持久力を高めます。また、屋外活動やレクリ
エーションなどにより心と身体のリフレッシュも行います。

受講生の声

写真入門
私は三度目の難関を突破して、写真入門コースで腕を磨いています。
毎年多くの希望者が申し込みますが、抽選に漏れる大変人気の高い
コースです。指導される講師の仰木先生は、ＮＨＫの講師も経験され
た写真の神様のような方で、ユーモアたっぷりな授業をされます。野外
撮影会では、我々研修生をぐいぐい引っ張って行き、その撮影テクニッ
クや素質的感覚を与えてくれます。正月にはたくさんの風景を撮影し、
先生から「腕が上がったね」と言われたいと思います。皆さんも写真入門
コースを是非受講されて、楽しい人生のアルバムを作ってみて下さい。
バラ色のセカンドライフが待っていますよ。

写真入門コース 藤山純一
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主な内容

介護予防に関する知識や技能を習得するとともに、自らの心と身体
の健康についても理解を深めます。

定員36名心と身体の健康コース

■平成28年度

研修コース穴生学舎の
※研修内容は講師の都合等により変更になることがあります。
※健康系のコースは運動強度を　で表しています。（　　　  高、　　 中、　 低）

主な内容
定員36名健康づくりサポーターコース健康づくりサポーターコース

主な内容文化伝承コース
北九州の歴史や、日本の伝統的な文化・生活などを学びます。
世代間の交流などを通じて次世代への文化の伝承を考えます。

定員36名 布ぞうり作成、藍染体験、
そば打ち、郷土史、昔あそび、
城下町散策、和の文化を学ぶ

日本史、九州の歴史、大河
ドラマの時代背景

主な内容

古代から近代の郷土史まで幅広い年代を歴史探訪します。
また、実際に史跡を訪れる予定。

定員36名歴史に学ぶコース

ペン字もふくめ日常的に使
う漢字とかな、実用書（年賀
状など）の書き方

実用書道コース
書道の基礎知識を学び、ペン習字や毛筆による実用書の知識を習
得、書く喜びを知ることができます。

主な内容
定員30名

月

曜

日

火

曜

日

伝統文化や生活を学ぶ 文化伝承コース 迫本義行

おしぼり人形、ちぎり絵、藍染、陶芸、布ぞうり、ガリ版、
紙すき、そば打ち、もろみ作り、その他多くの日本文化の素
晴らしさを体験しました。座学では、郷土史や漆の文化、
川柳の作り方などを経験豊富な大学教授、講師から学び、
穴生ドームではニュースポーツ等で体を動かすなど、多種
多様で魅力的なカリキュラムが組まれ、楽しく有意義な研
修になっています。

受講生の声

介護講座、マッサージ、口腔ケ
ア、健康料理、メンタルヘル
ス、アロマセラピー

健康づくりの基礎から実践までを学び、自らの健康・体力づくりと、
ともに地域の健康づくりに役立てます。

写真入門コース（デジタルカメラ）
野外撮影等を通じて、デジタルカメラの取り扱いや撮影技術を習得します。

主な内容
定員30名 写真撮影の基礎、風景・花・ポ

ートレート・夜景など各季節
の写し方、野外撮影

指導者の安全心得、カウンセリ
ングの仕方、皿倉山ハイキング、
ウォークラリーの作り方

一般コース
実技コース

（　）（　）（　）

（　　 ）（　　 ）（　　 ）
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絵画入門コース
絵画の基礎知識を学び、作品の制作を行います。

主な内容
道具の説明、色彩と構図、静
物画、風景画、人物画、絵手紙

定員30名

英会話コース
あいさつ言葉から簡単な日常会話までを学びます。

主な内容
定員30名

郷土のなりたちコース 主な内容
定員36名

主な内容健康管理コース
食生活や筋力の維持など健康管理に関しての基礎知識を学びます。
また、ニュースポーツやレクリエーションを通して健康づくりに取り組みます。

定員36名

主な内容生活情報コース
年長者の暮らし方を学び、楽しく元気に過ごすための知識を身につ
けます。

定員36名

主な内容健康スポーツコース
ニュースポーツの実践を中心として、楽しく健康づくり・体力づく

）象対が方るきでの動運（。すまみ組り取にり

定員36名

北九州市の地域活動、パソコン、
対人関係コミュニケーション、
スピーチトレーニング

主な内容

まちづくりに関わる幅広い学習やボランティア活動などの実践型
演習を取り入れ、地域で活躍できる技能を身につけます。

定員24名地域ふれあいコース

アジアの地域事情、アジア諸
国の文化、留学生との交流

主な内容

アジア諸国の生活や文化を学ぶことで、よりアジアが近くなります。
アジアと日本の関係を理解します。

定員36名アジアを学ぶコース

外国から見た日本、欧米の文
化・政治・福祉

主な内容国際情報コース
欧米を中心とした国々の生活や文化を学びます。
また、国際社会における政治・経済問題や社会福祉などの理解を深めます。

定員36名

水

曜

日

木

曜

日

金

曜

日
北九州市の歴史や文化、日本の近代化を支えた石炭産業の興隆や製
鉄所の誘致設立など、わが郷土の産業・文化の成り立ちを学びます。

北九州市の歴史、産業の興隆、
現代の産業、郷土ゆかりの文
学者

ニュースポーツ、山歩き入門、
エアロビクス、ストレッチ、
フラダンス

暮らし方全般、趣味、教養、文
化、食生活、健康、医療、経済、金
融、いきいきシニアライフ講座

スペルを正しく、挨拶、名前・
出身地を聞く、電話会話

ウォーキング、目や歯の健康、
ニュースポーツ、薬の話、足と
靴、食品表示

楽しい実用書道 実用書道コース宮原伸一

憧れの書道家、師村華香先生のユーモアたっぷりの授業、
そして引けを取らない経験豊富な生徒たちとの笑いとバト
ル。何の練習をしたか忘れてしまうほど、時間が足りない。で
も、集中集中で確実に上達しています。先生の講義は墨のす
り方や筆の持ち方、ペン字、小筆、大筆の基礎、そして書道
史など、幅広くしっかり教えて下さいます。上手な人は極みの
域に、そうでもない人も着実に進歩していく、楽しい実用書道
です。

受講生の声

（　　 　）（　　 　）（　　 　）

（　　 ）（　　 ）（　　 ）
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スポーツ大会 修学旅行

年長者研修大学校ってどんなところ？

　

では、年長者研修大学校での生活の流れを見てみましょう！

学舎の主な行事

式
学
入

祭
学
大

行
旅
学
修

式
了
修

学舎の一日

9:15 9:30 10:00 12:00 13:00 15:00 15:15

登校 ホームルーム 1時限目 2時限目 清掃 下校昼休み

よくあるご質問にお答えします。
Q　年間の研修はどのようになっていますか？
A　全コース受けていただく「共通科目」とコース独自の「専門科目」が組み込まれています。

Q　宿泊研修があると聞きましたが、どのようなものですか？
A　宿泊研修は、周望学舎の宿泊施設を利用して行います。
　　レクリエーションなどを通してコースの仲間との交流を深める貴重な研修のひとつです。

Q　スポーツ大会や大学祭などの行事はすべて参加しなければなりませんか？
A　周望学舎・穴生学舎は、カルチャーセンターとは異なり、行事も含めた研修を行っています。
　　とても楽しい行事ばかりです。授業の一環としてすべての行事に参加していただいています。

Q　自家用車で通学することはできますか？
A　自家用車で通学することはできますが、登録制となっています。
また、周望学舎ではJR西小倉駅からスクールバスを運行しています。

周望学舎・穴生学舎は、シニアの方のセカンドライフを応援する場です。
なつかしく新鮮なスクール形式の研修を通じて、カルチャーセンターとは異なる生きがい・
健康・仲間づくりや社会参加の方法などを学んでみませんか。
各コースとも、あなたの好奇心や向学心を満足させる専門講師が揃っています。
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年長者研修大学校応募概要
①応募資格

②研修期間と研修時間

③受講料及び納入方法

平成28年4月～平成29年3月までの１年間、おおむね週１回の通学、
年に１回の宿泊研修があります。
研修時間９：30～15：00（ホームルーム、休憩時間を含みます）

受講料 年間24,000円（半期に12,000円ずつの分割納入です）
行事に関する経費及び各コースの教材費等は別途必要です。

※１年間を通して研修及び学校行事に参加できる方
北九州市内に在住し、平成28年４月１日現在、60歳以上の方

応募上の注意
①応募は周望学舎・穴生学舎のいずれか１校のみです。

②周望学舎・穴生学舎で一度も受講したことのない方の優先枠があります。

③受講申込書提出後は、希望コース名などの変更ができませんのでご了承ください。
　よくご確認の上、ご応募ください。

④平成23年度～27年度に受講経験のあるコースにはご応募いただけません。（中途退学も含み
ます。）ただし、平成25年度以降の入学者でその年度の12月末までに中途退学された方は同一
コースにご応募いただけます。
平成22年度以前に受講したことのあるコースには再応募できます。
今年度より実技コースにつきましても、コース修了後５年を経過した方は、再応募できるように
なりました。
また、名称は違っても、同じものとして取り扱うコースがありますので、以下の表をご参照くだ
さい。

各コースの内容につきましては、それぞれの学舎にお問合わせください。

平成28年度コース

一
　
般

実
　
技

ふるさとの文化（周望）

文化伝承（穴生）

書道入門（周望） 実用書道（穴生）

実用書道（穴生） 書道入門（周望）

写真入門（デジタルカメラ）（穴生・周望）写真入門（穴生）※26年度まで

ふるさとの文化（周望）

文化伝承（穴生）

同一とみなすコース（平成23年度以降）
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応募方法
①次ページの入学申込書に必要事項を記入してください。
②無地の郵便ハガキに、住所・氏名・郵便番号を記入してください。
　（抽選結果のお知らせに使用しますので、ご自宅に届くよう正確に記入してください）

所
住
者
込
申

 

氏

　名

　様 

ナ
ガ
リ
フ

 

い
な
し
入
記
も
何

 ）
の
も
の
地
無
（

 

③①入学申込書と②郵便ハガキの２点を、希望する学舎に郵送もしくはご持参ください。
④応募の受付は、平成28年２月1日（月）～２月19日（金）です。
　　持参する場合は、２月19日（金）の17時までに、郵送の場合は同日の消印有効
　　土・日・祝日は閉館

選考方法
①申込者が定員を超える場合は、抽選となります。
②周望学舎・穴生学舎で一度も受講したことのない方の優先枠があります。
③抽選は公開抽選です。
　公開抽選会は周望学舎・穴生学舎それぞれで行います。
　＊公開抽選会　　平成28年３月2日（水）10：00～
④抽選結果は、抽選会の翌日以降、申込時にお預かりした郵便ハガキにてお知らせします。

入学申込書送付先及び問い合せ先 

〒803－0852　小倉北区新高田2丁目29－1 
 TEL　591－2626 

周望学舎 
しゅうぼう　がくしゃ 

〒806－0058　八幡西区鉄竜1丁目5－1 
 TEL　645－6688 

穴生学舎
あのお　がくしゃ 

（ （
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受講時の要望があれば教えてください。（例：耳が遠いので席を前にして欲しい）

＊ 上の太枠欄には記入しないでください。

□　新　人
□　経験者

□　男　性
□　女　性

入 学 申 込 書
平成28年2月　　日

（平成28年4月1日現在で、満60歳以上の人）
フリガナ

生年

月日
年　　月　　日

歳

T
S氏　　名

性
姓 名

　別 

男 

・ 

女

住　　所 北九州市 区

（〒　　　  －  　　　）

電話番号（　　　　　　　　　　　　）

希望する
コース

第1希望

第2希望

希望コース名 曜　日

コース

コース 曜日

曜日

（※第2希望がない場合は×を記入してください）

希望校を◯で囲ってください。 周望学舎　 ・ 　穴生学舎

平成23年度～平成27年度までの受講経験があれば、下にご記入ください。

平成23年度

平成24年度

平成26年度

平成27年度

平成25年度

コース
（周望・穴生）

コース
（周望・穴生）

コース
（周望・穴生）

コース
（周望・穴生）

コース
（周望・穴生）

＊提出後の希望コースの変更はお受付できません。
＊住所・氏名を記入した無地の郵便ハガキを必ず添付して提出してください。
＊記載された個人情報は、入学の抽選事務や研修情報の提供以外の目的には使用致しません。
＊短期講座は受講経験には含みません。

これまでに、学舎のコース受講経験はありますか。 有 　・　 無

本校をどこで知りましたか？（あてはまるものを◯で囲ってください。）
市政だより ・ 広告 ・ 新聞 ・ ホームページ ・ 友人の紹介 ・ その他（　　　　　   ）



求む、志民。

-地域のために学ぶ-

第11期生募集

「生涯現役夢追塾」事務局
〒805-0071　北九州市八幡東区東田2-5-7
TEL: 093-662-3100　(担当：飯野)　FAX: 093-662-3800
MAIL: info@yumeoi.org　　　　　　HP: http://www.yumeoi.org

HPにて夢追塾紹介ムービー公開中！！

生涯現役夢追塾は「北九州市社会福祉協議会・里山を考える会共同事業体」で運営を行っています。

地域に課題は感じているけれど、どうしていいかわからない・・・。
夢追塾では、そんな夢や志のある50歳以上の方が集まり、
これまでに培ってきた経験やネットワークを使って
自分達の問題は自分達で解決することができる
「新しい地域の担い手」となるための塾です。

詳しい情報は、
夢追塾フェイスブックに
随時掲載しています！

期間：平成28年6月～平成29年3月
講座：90分間
　　　おおむね週1回
　　　平日の18時30分より
応募締切：平成28年4月30日まで(予定)
応募方法：夢追塾事務局まで
　　　　　お問い合わせください。

える会共同事業体 で運営を行 ています

夢追塾

夢追塾  フェイスブック

10



篠崎ニ丁目

篠崎一丁目

交通ご案内
JR南小倉駅で下車、徒歩18分
JR西小倉駅で下車、スクールバスで15分
西鉄バス停「第一高田町」より徒歩15分
※西小倉駅よりスクールバス送迎あり
〒803-0852 小倉北区新高田ニ丁目29-1　TEL 591-2626

周望学舎
南小倉

至到津
木町交番● 木町交番前

●南小倉小学校

第一高田町

 ●
新高田
公民館

小倉高田郵便局●

第ニ高田町

山田緑地●
至八幡　　　　　　　　　　　　　　北九州都市高速道路

●小倉リハビリ
テーション病院

●TOTO本社

至三萩野

至
門
司 

紫
川
イ
ン
タ
チ

ンジ

貴船橋東交差点木町交番前交差点

新高田ニ丁目交差点

清水交差点

行
通
方
一
↑

行
通
方
一

↓
行
通
方
一
↑

↓
行
通
方
一

交通ご案内
JR「黒崎」方面からは

筑豊電鉄「穴生電停」から徒歩15分
〒806-0058 八幡西区鉄竜一丁目5-1 　TEL 645-6688

（1）西鉄バスの系統番号82で、「穴生ドームバス停」下車、徒歩0分
（2）西鉄バスの系統番号57で、「穴生ドーム南口バス停」下車、徒歩3分

黒　崎

穴　
生

国道3号線樋口町

穴生学舎
穴生ドーム

至博多 至小倉

至直方

筑豊電鉄

萩原橋
●萩原小学校

　 ●
八幡西警察署

マテール穴生
　　●

穴生ドーム

穴生ドーム南口
●消防署ドコモ

ショップ
●

相生商店街
竹末一丁目 ●スピナ

至中間

国

2
道

0

号
0

線

西曲里町

　ホテルクラウン
●パレス北九州

●JCHO九州病院

周
望
学
舎

交
通
ア
ク
セ
ス

穴
生
学
舎

交
通
ア
ク
セ
ス
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