
令和4年7月3日（日）
13：30～15：00（開場12：45）
三重県文化会館　大ホール
藤島 皓介さん
（東京工業大学地球生命
研究所（ELSI）准教授）
無料
事前申込制・先着順
（当日受付はありません）

ご希望の方には受講証（メモ帳付き冊子）を配布します。公開セミ
ナーを10日程以上受講された方には、8月27日最終セミナー終了
後に修了証をお渡しします。※記念撮影会については新型コロナ
ウィルスの感染状況により開催可否を判断します。

三重県立図書館に協力をいただき、蔵書の中から各
講座テーマにあった書籍をピックアップ！公開セミ
ナーの期間中には専用コーナーに配架していただい
ています。ブックリストの配布も行っています。

県内すべての高等教育機関の学校案内や公開講座情報などの資
料が一堂に集まります。

　三重県内にある全ての大学・短期大学・高等専門学校が有する
高度な学びと県民のみなさんをつなぐ一大連携事業です。
　その中でも、「公開セミナー」は健康、医療、福祉、歴史、文学、子
育て、教育、機械工学など各校の特色を活かしたバラエティ豊か
なセミナーを毎年7月から8月にかけて三重県総合文化センター
にて開催しています。
　今年も、各校が選りすぐりの講師陣による最先端かつ専門性の
高いセミナーをご用意しています。
　日替わりでいくつでも聴講していただける機会は希少です。
　新しい学びの発見につながるとともに、地元の各高等教育機関
の特色や地域への取り組みなどを知ることがで
きる絶好のチャンスです。
　今後の進路の参考や、まなび直しへの新たな
ステップの一環として本事業をご活用ください。
　関心のあるテーマはもちろん、普段は出会え
ないテーマもこの機会に是非ともお見逃しなく。

●感染症対策へのご協力をお願いいたします。●諸般の事情により、やむを得ず講座を中止する場合
があります。●申込は先着順で受付けます。満席になり次第締め切らせていただきます。●申込後ご
都合が悪くなった場合は必ず事前にご連絡下さい。●講座内容・日時は、講師の都合などにより予告
なく変更されることがありますのでご了承ください。●申込後の受講ハガキ等は送付いたしません。

みえアカデミックセミナーとは

鉄 道 津駅下車（近鉄名古屋線／ＪＲ紀勢本線／伊勢鉄道） バ ス
津駅西口から
三重交通路線バスで
約5分

タクシー 津駅西口から約5分自家用車
伊勢自動車道芸濃インターから約15分、
津インターから約10分
※無料駐車場あり

催しが多く開催される日は混み合う可能性がございますので、
できるかぎりお時間に余裕をもってお越しください。

交通のご案内

受講のご案内

移動講座のご案内

みえアカデミックセミナー
2022オープニング

みえアカデミックセミナー2022
おすすめ情報

みえアカデミック展

「宇宙の魅力　生命の魅力」

©Nerissa Escanlar

日 時

会 場
講 師

受講料
申込方法

その１

その２

三重県生涯学習センター１階エントランス
6月11日（土）～8月２7日（土） ※休館日を除く
9：00～19：00

場所
期間
時間

同時開催！

閲覧無料！
気になった資料はお持ち
帰りいただけます。

秋
以
降
出
張

セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
！

申込方法

申込先

6月14日（火）受付開始

郵送・FAXで
講座名、名前（フリガナ）、
電話番号をお知らせください。

E-mailで
manabi-kouza@center-mie.or.jp
講座名、名前（フリガナ）、電話番号を
お知らせください。

電話で
講座名、名前、電話番号を
お知らせください。

ホームページから
https://www.center-mie.or.jp/manabi/
へアクセス

三重県生涯学習センター
窓口へ

（公財）三重県文化振興事業団

三重県生涯学習センター
〒514-0061 三重県津市一身田上津部田1234番地

059-233-1151

■ 開館時間　9：00 ～ 19：00
■ 休  館 日　月曜日（祝日の場合は翌平日）

TEL 059-233-1155FAX

manabi-kouza@center-mie.or.jpE-mail

www.center-mie.or.jp/manabi/ホームページ

Twitter・公式Facebookページでも
情報を発信中！

 Twitter  Facebook

受講 料無 料
開催市町

大台町、伊賀市、名張市、
熊野市、紀宝町

※詳細は随時、チラシにてご案内を予定しています。
※開催条件は開催市町によって異なります。
　あらかじめご了承ください。

検 索三重県学習
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