
平成23年度
岩手県立大学公開講座
滝沢キャンパス講座

：6月18日～9月24日（土曜日、全5日）

：岩手県立大学滝沢キャンパス（岩手郡滝沢村滝沢字巣子152-52）

開催期間

開催場所

受講
無料
どなたでも参加
いただけます

【お問合せ・お申込み】岩手県立大学 地域連携室 〒020-0173　岩手郡滝沢村滝沢字巣子152-89
TEL.019-694-3330　FAX.019-694-3331

※講師・タイトルは変更となる場合がありますのでご了承ください。

～世界の中のいわて～

し

遠野のグリーンツーリズム
9/24㈯　13：00～15：00

菊池　新一【NPO法人遠野山・里・暮らしネットワ
ーク マネージャー】

●閉講挨拶　中村慶久【学長】
9/24　15：00～15：15

閉講式

岩手で考える“自動車の今、これから”
6/18㈯　13：15～15：15

上田 政博【アイシン・コムクルーズ㈱ 顧問】

●開講挨拶　中村慶久【学長】

6/18　13：00～開講式
講座
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韓国の高齢者福祉を学ぶ
ーソウル老人福祉館の活動事例を中心としてー

8/6㈯　13：15～15：15

中尾　美知子【社会福祉学部 教授】

異常（とはいえない）気象
－何を異常と言うのだろう?　　　
　　　　　　地球温暖化は本当?－

7/23㈯　10：00～12：00

佐野　嘉彦【総合政策学部 教授】

今からできる健康づくりの秘訣
ー米国ノースカロライナ州と　

　岩手の高血圧者の調査からー

8/6㈯　10：00～12；00

菊池　和子【看護学部 教
授】

世界に目を向ける自治体ー国際交流の現状と展望ー

9/3㈯　10：00～12：00

佐藤　智子【共通教育センター 教授】

中世仏教都市平泉の特色
ー国際性との関連でー

9/3㈯　13：15～15：15

誉田　慶信【盛岡短期大学部 教授】

講座
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過去の災害から学ぶー発生のメカニズムから、　　　　　　　　減災方法、自然との共生までー

7/23㈯　13：15～15：15

伊藤　英之【総合政策学部 准教授】
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チラシのままFAXするか
切り取ってはがきに添付してお申込みください。

キリトリ

キ
リ
ト
リ

申 込 用 紙

●各講座開催5日前までにお申込みください。
●はがき、FAXまたは電子メールに次の事項をご記載の上、
　下記連絡先まで。
　氏名・年齢・性別・住所・電話番号・メール・過去の受講の有無。
　よろしければ職業・交通手段をご記入下さい。
※１講座の受講でも、全ての講座受講でもお申込みいただけます。
※ご記入いただきました個人情報につきましては十分に注意を払って管理し、講
座の運営のために使用させていただきます。また、本学から各種講座のご案内
をさせていただくことがあります。

申 込 方 法

■受講希望の講座番号に○印を付してください。

■氏　名

■ご住所

■E-mail

■電話番号

■これまでの受講の有無 有・無

男・女

E-mail、ご職業、交通手段利用以外は必ずご記入下さい

利用交通手段
（記入は自由です）

ご職業
（記入は自由です）

（ふりがな）

歳

〒

6月18日㈯
7月23日㈯
8月6日㈯

9月3日㈯
9月24日㈯

①

⑧

⑥ ／ ⑦
午前　  午後

② ／ ③
午前　  午後

④ ／ ⑤
午前　  午後
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座
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●お申込みいただいた場合は、別途受講のご案内をいたします。　●お車でお越しの際は、岩手県立大学の駐
車場をご利用ください。　●お問い合わせは岩手県立大学 地域連携室まで（TEL.019-694-3330）

お申込み先・お問合せ先

岩手県立大学ホームページアドレス http://www.iwate-pu.ac.jp/ 

〒020-0173　岩手郡滝沢村滝沢字巣子152-89

E-mail  kouza-11@ml.iwate-pu.ac.jp
TEL.019-694-3330 FAX.019-694-3331

岩手県立大学 地域連携室

岩手県立大学 検 索

このたびの東北地方太平洋沖地震および津波により被災された方々に、心からお見舞
い申し上げますとともに、犠牲になられた方々に対しまして謹んで哀悼の意を表します。
本学では開学以来、大学の教育・研究の成果を広く還元し、県民の皆様の多様な学習

ニーズに応えるとともに、地域社会の教育、学術、文化の発展に貢献することを目的に、公
開講座を毎年開講しており、このほど被災に見舞われた方々をはじめ、復興に力を尽くさ
れている方々へ少しでもご助力となればという思いから、今年度はテーマを『いわての今
を識る』シリーズの第2弾として、「世界の中のいわて」と副題をつけ、海外まで視野を少し
広げて、岩手の今を学んでいきたいと考えております。
どなたでもご受講できますので、ご家族、お友達等お誘い合わせて、またお一人でも、

お気軽にご参加ください。　　　

（経歴）
1946年 愛知県生まれ
1972年 トヨタ自動車㈱入社　自動車の電子制御分野の開発・設

計に従事
1998年 アイシン精機㈱に入社　自動車用電子制御製品、ITS系

製品の開発・設計部門を担当
2007年 組み込み用ソフトウェア開発を専門とするアイシン・コ

ムクルーズ㈱を立ち上げ、代表取締役社長に就任。同年、
組み込みソフトの東北開発拠点として、盛岡に開発セン
ターを開所し、岩手から優れたソフトウェアの開発を目
指す。

2011年 いわてものづくりソフトウェア融合テクノロジーセン
ター（岩手県・岩手県立大学）の顧問に就任し、いわての
ものづくりの技術と教育の発展に尽力している。

（経歴）
1949年 遠野市生まれ
1968年 遠野市役所、税務課に配属。前職は、遠野市地域改革担当

部長、産業振興部長、総合産業振興センタ一所長、遠野グ
リーンツーリズム推進室長、商工観光課長、（社）遠野ふ
るさと公社事務局長。

道の駅「遠野風の丘」の立ち上げから運営、遠野市の中心市街地の
ショッピングセンター「とぴあ」の再生、遠野型グリーンツーリズ
ムの実践の経験から、遠野のドライビングスクールとグリーン
ツーリズムとのコラボレーションによるビジネスモデルの成功
事例の実践の他、各地のコミュニティビジネスの立ち上げ、人材
育成活動を精力的に実施している。
近著「遠野まちづくり実践塾」2007年㈲無明社出版。

【講義①】岩手で考える“自動車の今、これから”

上田 政博氏プロフィール
アイシン・コムクルーズ株式会社 顧問
いわてものづくりソフトウェア

融合テクノロジーセンター 顧問

【講義⑧】遠野のグリーンツーリズム

菊池 新一氏プロフィール
NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク マネージャー
東北まちづくり実践塾 塾長
遠野グリーン・ツーリズム研究会事務局長

学外講師プロフィール

開 催 趣 旨

学長
中村 慶久

滝沢I.C.
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Access
〈電車をご利用の場合〉
IGR滝沢駅から徒歩12分

〈バスをご利用の場合〉
●路線バス
盛岡バスセンター発(中三前)→県立大学行40分

IGR時刻表 バス運行表
盛岡駅 8：41 9：09 11：20 12：10

滝沢駅 9：03 9：24 11：36 12：25

下 

り

滝沢駅  12：30 13：12 15：39 16：25

盛岡駅 12：45 13：28 15：55 16：41

上 

り

 盛岡バスセンター発 盛岡駅⑥番 県立大学着
 8：45 8：57 9：28
 11：45 11：55 12：27

 県立大学発 盛岡駅⑥番 盛岡バスセンター着
 12：27 12：57 13：08
 16：02 16：32 16：42


