
令和４年度 第２回 

東松山市きらめき市民大学理事会次第 

 

 

日 時 令和4年8月26日(金)10:00～ 

場 所 きらめき市民大学 研修室3 

  

 

１ 開  会 

 

 

２ 挨  拶 

 

 

３ 議  題 

 
（１）２学期カリキュラムについて 

 

 
（２）学生募集方針について 

 
 
（３）オープンキャンパスについて 

 
 
（４）その他 

            

                            

６ 閉  会 

 

 



（１）2学期のカリキュラムについて

教養科目 くらしと健康学部 国際・文化学部 歴史・郷土学部

9/8

9/15 講座名 くらしの法律
スポーツ

（グラウンドゴルフ）
陶芸を楽しむ（3） 鎌倉殿と武蔵武士

肩　書 埼玉県弁護士会弁護士 市民大学6・7期らくわ会 埼玉県美術家協会会員 埼玉県立文書館学芸員

氏　名 山下　茂 伊東　成子ほか 江野　正夫/北風千鶴子 駒見　敬祐

9/22 講座名
上手な３分間スピーチのしかた～

準備から本番までのヒント～
（仮）免疫力ＵＰのツボ

スポーツ
（グラウンドゴルフ）

城と遺物

肩　書 話力総合研究所理事 鍼灸師 市民大学6・7期らくわ会
埼玉県立さきたま史跡の

博物館職員

氏　名 田村　聡 佐嶋　美千代 伊東　成子ほか 水口　由紀子

9/29 講座名 ボランティア活動紹介講座 海洋環境問題について きままな世界探訪
スポーツ

（グラウンドゴルフ）

肩　書
川越比企地域振興センター

東松山事務所
武蔵丘短期大学専任講師 武蔵丘短期大学教授 市民大学6・7期らくわ会

氏　名 都築　将也（担当者） 八板　将明 植松　大介 伊東　成子ほか

10/6

10/13 講座名 災害ボランティアとまちづくり 知っておきたい食品の基礎知識 入門　中国の歴史と民族 松山宿めぐり

肩　書 NPO法人チーム東松山代表理事 武蔵丘短期大学教授 大東文化大学名誉教授 観光ガイド

氏　名 松本　浩一 茗荷　尚史 岡田　宏二 佐浦　希望

10/20 講座名 福祉を支えるコミュニティ
私たちのくらしと

独占禁止法の関わり
和紙と小川町 （仮）比企・入間の古代寺院

肩書 立正大学名誉教授
公正取引委員会事務総局官房総

務課係長(消費者教育担当)
小川町役場にぎわい創出課
和紙普及宣伝グループ主査

東松山市文化財専門調査員

氏名 稲葉　一洋 西山　健一 保田　義治 坂野　千登勢

10/23

10/27 講座名
「万葉集」と仙覚律師と比企一

族～令和は万葉集から～
施設見学 マレーシアの文化 東松山市の農業

肩　書 小川町立図書館長
クリーンセンター・
ピースミュージアム

東京電機大学大学院生 農政課長

氏　名 新田　文子 ヌルル シャキラ ビンディ ジャメル 松崎 正吉

11/10 講座名
聴いて得する

相続・贈与のお話
メタボリックシンドロームと

口の健康
写真で巡るスイス～アルプスだけ

ではないスイスをおすすめ～
東松山市の観光

肩　書 税理士 健康推進課 立正大学教授 商工観光課

氏　名 堀江　國明 加藤 美春 原　美登里 関口 善行

11/17

11/24 講座名 クラシック音楽の魅力（１） くらしの中の心理学 東松山桜街道 施設見学

肩　書 元県立芸術総合高等学校長
教育心理コンサルタント・
前高崎商科大学准教授

15期国際・文化A班
埋蔵文化財センター・将軍塚古

墳・埋蔵文化財調査事業団

氏　名 八木原　宗夫 坂本　章 卒業生

12/1 講座名
宇宙開発の現状と

今後について
身近で楽しむ☆花遊び講座 施設見学

比企の坂東札所－慈光寺と
考古資料を中心に－

肩　書 宇宙航空研究開発機構社友 地域支援課花いっぱい推進室
地球観測センター鳩山・

大東文化大学
元ときがわ町立図書館長

氏　名 木場田 繁 市職員 石川 安司

12/8 講座名 近代日本の礎を築いた渋沢栄一

肩　書 作家・元県職員

氏　名 今井　博昭

冬　　　　　　　休　　　　　　　み

※講義の日程等は、講師、天候などのやむを得ない事情で、予定を変更することがあります。

講師

講師

講師

講師

講師

　10:00 ～ 学園祭（前日22日リハーサル）

講師

講師

　学部別自主企画

　10:00 ～ スポーツ大会（グランドゴルフ）　大岡運動広場

１学年カリキュラム（案）

　10:00 ～ 始業式  10:30 ～ 消防訓練 (通報訓練・避難訓練・誘導訓練・消火訓練・煙体験)

講師

講師

講師
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教養科目 くらしと健康学部 国際・文化学部 歴史・郷土学部

9/7

講座名 （仮）陶芸を楽しむ 軽スポーツ ワインを楽しむ （仮）東松山市の近代

肩書 陶芸家 武蔵丘短期大学教授 比企小売酒販組合理事長
埼玉県県民生活部県民広聴
課主幹（平和資料館駐在）

氏名 畠山　圭史 福島　邦男 飯島　徹 井上　かおり

講座名
東松山市の生き物～散歩道

で出会える動植物～
（仮）免疫力ＵＰのツボ 軽スポーツ

東松山の近代美術
－江野楳雪の絵画と箭弓神社の

絵馬を中心に－

肩書 東松山市文化財保護委員 鍼灸師 武蔵丘短期大学教授 淑徳短期大学客員教授

氏名 内田　博 佐嶋　美千代 荒川　崇 小澤　弘

講座名
正直不動産評価～売買・相
続・投資で困らないために～

一つの知識から変える食 パラグアイの文化と音楽 軽スポーツ

肩書 不動産鑑定士 武蔵丘短期大学専任講師 アルパ奏者 武蔵丘短期大学専任講師

氏名 山口　和範 菊地　亨 ネルソン・鈴木 辻　将也

10/5

10/12

講座名 郷土の名作「天の園」（１） すっきり快腸！楽しい毎日を 筝曲入門 郷土の名作「天の園」（２）

肩書 「天の園」の会事務局 健康推進課 「綾乃会」音楽学院主宰 「天の園」の会事務局

氏名 石川　尚子ほか 市職員 菅野　充子 石川　尚子ほか

10/23

講座名 東松山市の学校教育 生活習慣病予防の運動
（仮）国際協力活動とアフリカ
（モザンビーク）の生活と文化

（仮）古墳時代の
東日本地域の玉作について

肩書 教育長 武蔵丘短期大学教授 元JICA海外協力隊員
埼玉県立歴史と民俗の

博物館主任学芸員

氏名 吉澤 勲 太田　あや子 寺田　篤哉 山田　琴子

11/2 講座名

11/9

講座名 （仮）手話に学ぶ
知って安心

～糖尿病の豆知識～
和食文化からみる民族性 （仮）加賀爪氏と郷土

肩書 東松山市聴覚障害者会会員 市民病院・看護部 フードアナリスト協会理事 歴史作家

氏名 酒井　久枝 市職員 蔦　洋子 今井　敏夫

講座名 福祉を支えるコミュニティ 心肺蘇生法について（AED）
写真で巡るスイス～アルプスだけ

ではないスイスをおすすめ～
鎌倉殿と岩殿観音

肩書 立正大学名誉教授 比企消防北分署 立正大学教授 正法寺住職

氏名 稲葉　一洋 消防署員 原　美登里 中嶋　栄

12/7

11/16

11/30

    10:00　～　終業式   10:30　～　課題研究発表準備　（１）                                

冬　              　休　             　み

※講義の課程は、講師、天候などのやむを得ない事情で、予定を変更することがあります。

課　　　　　題　　　　　研　　　　　究　　　　　（６）

修　　　　　学　　　　　旅　　　　　行

10/26

9/14

9/21

9/28

10/19

２学年カリキュラム（案）

  10:00 ～ 始業式  10:30 ～ 消防訓練（通報訓練／避難訓練／誘導訓練／起震車体験)　13:30 ～ 課題研究（４）

     10:00 ～ スポーツ大会　(グラウンドゴルフ)　 於：大岡運動広場

課　　　　　題　　　　　研　　　　　究　　　　　（５）

    10:00　～　学園祭　（前日２２日リハーサル）
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（２）学生募集方針について 

 

令和５年度きらめき市民大学学生募集要項（案） 

 

１．応募資格  ・市民（年齢不問、ただし義務教育在学者は除く） 

         ・同一学部への再入学は不可とする。 

 

２．募集人員・学習内容 

        ・くらしと健康学部  ３０名 

          互いに支えあい、健康で楽しく生活するための方策について学ぶ。 

・国際・文化学部   ３０名 

          文化や芸術を学び、国際理解を深める。 

・歴史・郷土学部   ３０名 

郷土の歴史や民俗・文化から、地域の生活や産業とのかかわりを学ぶ。 

 

３．在学期間  ２年 

 

４．授 業 日  毎週水曜日 年間４０日程度 

 

５．授業時間  午前１０時から午後３時まで 

 

６．負 担 金  年間１万円（前期５，０００円、後期５，０００円） 

 

７．募集期間  令和５年１月４日（水）から２月２８日（火）まで 

 

８．募集方法  各市民活動センター、各図書館等にポスターとパンフレットを配架のほか、

広報紙、ホームページ、インフォメール、Twitter、Facebook、自治会全戸回

覧（2月）による周知、オンライン相談 

 

９．申込窓口  きらめき市民大学事務局、生涯学習課、各市民活動センター、各図書館 

 

１０．申込方法  直接又は郵送、電話、電子メールやファックス 

 

１１．入学決定  募集締め切り後、入学決定通知を送付する。ただし、定員を超えた場合は、

公開抽選を行い、３月下旬までに応募者全員に通知する。 

 

１２．その他   新型コロナウィルス感染症の状況により、授業時間や講義内容等を大幅に変

更する可能性がある。 
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（３）オープンキャンパスについて 

 

   きらめき市民大学を会場に「オープンキャンパス」を開催し、参加者がきらめき市民大学の

魅力を知る機会とすることで、将来的にきらめき市民大学に入学する契機となる場を目的とし

て実施する。 

 

令和４年度 きらめき市民大学オープンキャンパス（案） 

開催日 会 場 講座内容 講 師 

11/18（金） 講 堂 健康長寿を伸ばすには 
武蔵丘短期大学  

教授 小河原佳子 

11/25（金） 講 堂 パラグアイの文化と音楽 
アルパ奏者 

ネルソン鈴木 

12/2（金） 講 堂 鎌倉殿を支えた比企一族 
比企一族歴史研究会 

代表 西村 裕 

12/9（金） 体育館 卓球・太極拳クラブ活動体験 
太極拳 林 沙莉 

卓球  在校生卓球クラブ 

 

１．応募資格  市民（年齢不問、ただし義務教育在学者は除く） 

 

２．授業時間  午前１０時３０分から午前１２時 

 

３．負 担 金  なし 

 

４．募集期間  令和４年１０月３日（月）から開催前日まで 

 

５．募集方法  各市民活動センター、各図書館等にポスターとパンフレットを配架。 

広報紙、ホームページ、インフォメール、Twitter、Facebook で周知。 

 

６．申込窓口  きらめき市民大学事務局、社会教育課、各市民活動センター、各図書館 

 

７．申込方法  直接又は郵送、電話、電子メールやファックス 
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