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三重のまなび通信
私たちはまなびの種を蒔いています。

2022年
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どこか懐かしく心を和
ませてくれる、童謡や
唱 歌 な ど をみん な で
一緒に歌いませんか。
それぞれの歌詞のもつ
心情や情景を想い起こ
しながら、ピアノ伴 奏
にあわせて、四季を感
じるなじみ深い名曲の
数々を歌います。
経験、年齢を問わず、歌
の 好 きな 方のご 参 加
お待ちしております。

ここ最近、目にしたり耳にしたりする機会が増えてきた「eスポーツ」
という言葉。「eスポーツって何なの？」「eスポーツって、ただのゲーム
でしょ？」「身体に悪いのでは？」等、疑問に思われている方も多いこ
とと思います。 本セミナーでは、eスポーツの「いろは」から、地域活
性化策、教育手段、 認知症予防や障がい者福祉等、社会的に様々な
活用が広がっている eスポーツについて、わかりやすくお伝えいたし
ます。 当日は「ぷよぷよ eスポーツ」体験コーナーもありますので、
セミナー開始前にぜひ一度ご体験いただければと思います。

まなびぃすとセミナー シリーズ日本のこころ

三重県生涯学習センター
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（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

059-233-1151
■ 開館時間　9：00 ～ 19：00
■ 休  館 日　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌平日）・年末年始（12月29日～1月3日）

TEL 059-233-1155FAX

講座により申込方法が異なる場合が
ありますので、ご注意ください。

検 索三重県学習

電話で
講座名、名前、電話番号を
お知らせください。

郵送・FAXで
講座名、名前（フリガナ）、郵便番号、
住所、電話番号をお知らせください。

メールで
manabi-kouza@center-mie.or.jp
講座名、名前（フリガナ）、郵便番号、
住所、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

もり　ひろき

講 師 森 浩樹さん
（一般社団法人 三重県eスポーツ連合 事務局長）

日　時 10月9日（日）13：30～15：30（開場13:00）

会 場 三重県文化会館１階　レセプションルーム　
（三重県総合文化センター内）　

受講料 無料

申込方法 事前申込制・先着順

感染症拡大防止への
ご協力をお願いします。

❶定員に達した講座のキャンセル待ち、当日受付はありません。　❷申込は原則先着順で受け付けます。満席になり次第締め切ります。
❸掲載内容は、諸般の事情により予告なく変更・中止となる場合があります。　❹申込後の受講ハガキは原則送付いたしません。

さかの　とおる

講 師 阪野 徹さん（三重県文化会館アドバイザー）

日　時 10月19日（水）13：30～15：30（開場13：00）

定 員 120名

会 場 三重県男女共同参画センター１階　多目的ホール　
（三重県総合文化センター内）

受講料 300円（資料代）※当日受付にてお支払いください
※マスク（できれば不織布）をご着用ください

申込方法 事前申込制・先着順 
【8月24日（水）受付開始】

講座詳細

講座詳細

ジョイントセミナー

©服部 美法

みんなでうたいましょう なつかしいメロディーを

講座詳細

人・まち・セミナー

（一社）三重県eスポーツ連合
× 三重県生涯学習センター

eスポーツって何？
その可能性を知るセミナー

イー

せき　はるゆき

講 師 関 治之さん
（一般社団法人 コード・フォー・ジャパン代表理事）

日　時 11月5日（土）13：30～15：30（開場13：00）
会 場 三重県文化会館1階　レセプションルーム

（三重県総合文化センター内）

受講料 無料

申込方法 事前申込制・先着順 
【9月2日（金）受付開始】

ともに考え、ともにつくるまち
～デジタルを活用したまちづくり～

デジタルをうまく活用することで、まちづくりをもっと楽しくしよう。
様々な地域で、市民が主体的に行政と連携しながら住みやすい町
をつくる活動が広がっています。
本講演ではまちづくりのためのデジタル活用事例をご紹介します。



関ヶ原の戦と三重の城郭
まなびぃすとセミナー 三重県埋蔵文化財センター共催

講座詳細

＠miemanabi

交通のご案内

リアルタイムな情報を発信しています。
みなさまのフォローをお待ちしています。

おすすめの講座や季節の情報、視聴覚ライブラリーの教材情報などを
毎月25日頃お届けします。

https://www.center-mie.or.jp/manabi/
お申込はホームページから

メールマガジン「まなびぃメール・みえ」好評配信中！

Twitter

Facebookやってます！催しが多く開催される日は大変混み合
いますので、できるかぎり公共交通機
関をご利用ください。

電 車 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

慶長５年（1600）に起こった関ヶ
原の合戦では、徳川家康と石田三
成を中心とする東西の軍勢が激
突する大合戦となりました。
今回の講演では、その前哨戦と
なった伊勢国での合戦に登場す
る城郭がどのようなものであった
か、合戦後、三重県内の城郭は、ど
のように変化したかについてお話
をします。

三重県生涯学習センター３階
（三重県総合文化センター内）

まなびぃ場情報コーナー「みるシル」では
新鮮なまなびの情報を取り揃えてお待ちし
ています。

オンライン
配信あり

みえミュージアムセミナー2022

講座詳細

講 師 学芸員

村上 敬さん
むらかみ けい

日　時 10月20日（木）13：30～15：00（開場13：00）

講 師 館長　山本 命さん
やまもと  めい

日　時 11月16日（水）
13：30～15：00 （開場13：00）

会 場 三重県生涯学習センター2階　視聴覚室
（三重県総合文化センター内） ※各ミュージアムではありません

受講料 無料

三重県内のユニークなミュージアムが、その館のイチオシをテーマにしたセミナーや、パネル展示を開催します。
プレ展示を「見て」、セミナーで「知」ったら、ミュージアムを「巡り」たくなるなる！

講 師 学芸員　吉田 真由美さん
よしだ　  ま  ゆ   み

日　時 11月３日（木･祝）
13：30～15：30（開場13：00）

◆鈴鹿市考古博物館
　遺跡の歩きかた
　―史跡伊勢国分寺跡歴史公園―

◆松浦武四郎記念館　
　BA・KAKU・SAI 松浦武四郎
　―ありえないことをやった男―

見る知る巡る！みえミュージアムセミナー

オンライン
配信あり

オンライン
配信あり

講 師 竹田 憲治さん（三重県埋蔵文化財センター）
たけだ　けんじ

日　時 11月19日（土）13：30～15：30（開場13：00）

会 場 三重県生涯学習センター2階 視聴覚室
（三重県総合文化センター内）

受講料 無料

◆三重県立美術館　
　三重ゆかりの文人画家 －岡田米山人と半江

おか　だ　べいさんじん はんこう

 岡田米山人《自画像》個人蔵

松浦武四郎肖像写真

史跡伊勢国分寺跡歴史公園

申込方法 事前申込制・先着順 
【8月25日（木）受付開始】

申込方法 事前申込制・先着順 
【9月15日（木）受付開始】

オンライン配信は
ホームページから
お申し込みください。

オンライン配信は
ホームページから
お申し込みください。

三重県内のユニークなミュージアムが、その館のイチオシをテーマにしたセミナーや、パネル展示を開催します。

シチリア島カターニア近郊の村に生まれ、司祭となるべくミラノのイ
エズス会修道院で学んだ。そこで美声が認められ、1946年デ
ビュー。1970年代前半にかけて、パリ・オペラ座等世界の歌劇場に
出演。また、ナポリ民謡やカンツォーネでも多くのファンを獲得し、デ
ル・モナコと人気を二分した。
マリア・カラスの相手役として、ヴェルディ、ベッリーニ、プッチーニ
等の多くのオペラに出演。1973年～1974年のカラスの最後の
ワールド・ツアーのパートナーも務めた。
甘い歌声と情熱的な歌唱で世界的人気を誇ったステファーノの名演
を、講師である三重県文化会館の梶館長に紹介していただきます。

かじ　よしひろ

講 師 梶 吉宏さん （三重県文化会館 館長）

日　時 10月5日（水）13：30～15：30（開場13:00）
※終了時刻は、プログラムの都合上、前後する可能性があります。

会 場 三重県文化会館 小ホール
（三重県総合文化センター内）　

受講料 無料 申込方法 事前申込制・先着順

講座詳細

まなびぃすとセミナー　講座ボランティア企画

～イタリア・オペラの黄金時代を築いたテノール歌手～
ジュゼッペ・ディ・ステファーノ 特集

（1921-2008,イタリア）

第84回シリーズ名盤を聴く


