
▼広報紙「三重のまなび通信」
　（年5回発行）
三重県生涯学習センターの最新イベント
情報を掲載しています。

▼学習情報誌「いきいき生涯＆ゆうゆう学習」
　（6月・10月発行）
三重県内のまなびの情報を地域別に掲載
しています。

津駅下車（近鉄名古屋線／
JR紀勢本線　伊勢鉄道）
津駅西口から三重交通路線バス
で5分
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

三重県生涯学習センター 3 階まなびぃ
場には、個人学習スペースの「学習コー
ナー」と生涯学習情報の発信・交流ス
ペースの「みるシル」があります。どなた
でもご自由にご利用ください。

※イベント等の都合により、ご利用いただけない場合があります。

▼メールマガジン〈まなびぃメール・みえ〉
毎月25日頃配信
※Eメール（テキスト形式）で配信します。

▼YouＴubeチャンネル
　〈みえまなびぃチャンネル〉
いつでも・どこでも・だれでもまなべる動画を
公開しています。
チャンネル登録もよろしくお願いします！

▼最新の情報は SNSをチェック！

三重県視聴覚ライブラリー

教材選びから機材の使い方の説明まで、お気軽にご相談ください！
遠隔地でのご利用の場合には、ゆうパックや宅配（料金利用者負担）
にて送付対応もいたします。※映像教材のみ。機材は対応外。

県内の文化施設やアーティスト・専門家と協働し、次世代を担
う子ども達に優れた文化・芸術との「出
会い」を提供しています。音楽、演劇、ダ
ンス、サイエンス、伝統
芸能など幅広いジャン
ルの体験プログラムを
実施しています。

県内の団体向けに映像教材（DVD・
VHS・16 ミリフィルム）や上映機
材（プロジェクター・スクリーンほ
か）の無料貸出サービスを行ってい
ます。レクリエーションや研修会な

どの、さまざまな場面で活用していただけます。（※ご利用は非
営利活動に限ります）

場所　三重県生涯学習センター 3階 事務室
時間　9：00～19：00
お問合せ　059‐233‐1151 教材検索は

こちら→

Facebook

manabi-kouza@center-mie.or.jp
９:００～１９:００
毎週月曜日（月曜祝日の場合はその翌平日）、
年末年始（12/29～１/３）

三重県生涯学習センター
（公財）三重県文化振興事業団

みえ生涯学習ネットワーク（みえネット）

文化体験パートナーシップ活動推進事業

▼地域『学』フェスティバル
　秋開催予定
　会場　三重県文化会館ギャラリー、
　　　　広場ほか

▼共催講座
　冬ごろ開催予定

講師の紹介、施設の案内、個人学習、集団学習、
企画運営など、なんでもお気軽にご相談くだ
さい。三重県生涯学習センターが「学び」をお
手伝いいたします。

Twitter

三重県生涯学習センター
@miemanabi

みえアカデミックセミナー
@Mie.Academic
みえの子ども達に感動体験を!
@Arts.In.Education.Mie 

年間イベントカレンダー
三重県生涯学習センター

Mie Pref. Lifelong Learning Center EVENT CALENDAR 2022-2023

2022.4

2023.3

三重県生涯学習センターでは、一年を通じてさまざまな「生涯学習」に関する取り組みを行っています。

学習講座から体験プログラムまで ２０２２年度のラインナップをたっぷりご紹介！

三重県生涯学習センターで あなたの「まなび」を始めよう！

ボランティア、NPO、地域の団体、学校、企業など県内の会員団
体とともに県内の生涯学習の発展を目指して活動しています。

まなびの成果を発表する場として
「地域『学』フェスティバル」や、会
員が講師となって行う共催講座を
実施しています。

習相談学

人学習個

行物発

• 主な配布先 •
お近くの市町役場・公民館・図書館・スポーツ施設・市民
活動センター・県民センター　など

• 利用時間 •
9：00 ～ 19：00
（感染症対策のため、時間の短縮または閉鎖している場合があります。
ご利用前にホームページをご確認いただくか、三重県生涯学習セン
ターまでお問合せください。）

• おすすめ教材 •
【アニメ】d195「ざんねんないきもの事典①」（DVD・50 分）
【防災】a683「目指せ！災害に強いまち
　　　－自助・共助で自然災害のリスクに立ち向かう－」（DVD・21分）
【人権】j135「多様性入門」（DVD・27 分）

▼学習に関すること、お気軽にご相談ください！

059-233-1151TEL FAX 059-233-1155
〒514-0061　津市一身田上津部田1234

休館日
開館時間
E-mail

三重県
生涯学習センター

（　　　　）三重県総合
文化センター

津市産業スポーツセンター

国
道
23
号
線

交通のご案内

電 車

バ ス

自家用車

催しが多く開催される日は駐車場が大変混み合
いますので、時間に余裕を持ってお越しください。ホームページ

撮影：畠中和久
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三重県総合文化センター
安心・安全のための取組み

▼講座のお申込みについて
ホームページ
から

E-mailで 三重県生涯学習
センター窓口へ

電話で 郵送・FAXで

※受付は事前申込制・先着順で行います（一部を除く）。各講座の受付開始
　日等はチラシやホームページで最新の情報をご確認ください。
※受講案内ハガキ等は原則送付いたしません。
※すべての講座についてキャンセル待ち、当日受付はありません。
　　　※左のマークの付いた講座は、手話通訳・要約筆記・赤外線補聴装

置のご利用が可能です。付いていない講座につきましても、聴覚補
助をご希望の場合は三重県生涯学習センターへご相談ください。

※掲載内容は2022年３月時点の情報です。講座によっては予告なく内容の
　変更、日程の変更や中止となる場合があります。
※講座は三重県のガイドラインにおける「主催イベントの開催基準」に則り
　開催いたします。感染症対策についてはご来場前に三重県総合文化セン
　ターホームページをご確認ください。

まなびぃすとセミナー 講座ボランティア企画
第82回名盤を聴く「W.フルトヴェングラー（指揮者）特集 第五弾」
 講師  梶 吉宏さん（三重県文化会館館長）
 会場  三重県文化会館 小ホール

４月22日 13：30～金 2023年

三重県視聴覚ライブラリー 名作映画会
「石の花」（1946年/ソ連/カラー/81分）
 会場  三重県文化会館　レセプションルーム

１月14日 13：30～土

まなびぃすとセミナー 講座ボランティア企画
第８５回名盤を聴く「ジャクリーヌ・デュ・プレ（チェロ）特集第二弾」
 講師  梶 吉宏さん（三重県文化会館館長）
 会場  三重県文化会館　小ホール

２月1日 13：30～水

まなびぃすとセミナー 講座ボランティア企画
第８３回名盤を聴く「ウラディミール・ホロヴィッツ（ピアノ）特集第二弾」
 講師  梶 吉宏さん（三重県文化会館館長）
 会場  三重県文化会館　小ホール

７月8日 13：30～金

見る知る巡る！みえミュージアムセミナー
芭蕉翁記念館
 会場  三重県生涯学習センター　視聴覚室

９月3日 13：30～土

まなびぃすとセミナー
くらべる東西 くらべる日本 ～じゃあ三重は？～
 講師  おかべ たかしさん（ライター・著述家・編集者）、

山出 高士さん（フリーカメラマン）
 会場  三重県男女共同参画センター　多目的ホール

９月4日 14：00～日

まなびぃすとセミナー 三重県立水産高等学校共催講座
実習船『しろちどり』に乗って体験航海に出よう！
 講師  三重県立水産高等学校 しろちどり船長･教官
 会場  志摩市和具沖

７月18日 10：30～

かるみーといっしょ♬（親子向け講座）
爆笑！だじゃれ教室～ダジャレンジャーってだれじゃ？～
 講師  鈴木 ひでちかさん（一般社団法人日本だじゃれ活用協会代表理事）、

ダジャレンジャーの皆さん
 会場  三重県男女共同参画センター　多目的ホール

８月14日 13：30～日

三重県視聴覚ライブラリー 名作映画会
「陽気な幽霊」（1945年/イギリス/カラー/92分）
 会場  三重県文化会館　レセプションルーム

９月10日 13：30～土

見る知る巡る！みえミュージアムセミナー
紀和鉱山資料館
 会場  三重県生涯学習センター　視聴覚室

９月17日 13：30～土

まなびぃすとセミナー 講座ボランティア企画
第８４回名盤を聴く「ジュゼッペ・ディ・ステファーノ（テノール）特集」
 講師  梶 吉宏さん（三重県文化会館館長）
 会場  三重県文化会館　小ホール

10月5日 13：30～水

まなびぃすとセミナー
みんなでうたいましょう なつかしいメロディーを
 講師  阪野 徹さん（三重県文化会館アドバイザー）
 会場  三重県男女共同参画センター　多目的ホール
 料金  300 円（予定）

10月19日 13：30～水

三重県視聴覚ライブラリー 名作映画会
「若草物語」（1949年/アメリカ/カラー/吹替/122分）
 会場  三重県文化会館　レセプションルーム

11月12日 13：30～土

まなびぃすとセミナー 楽楽シリーズ
楽楽文楽塾
 講師  葛西 聖司さん（古典芸能解説者）
 会場  三重県文化会館　小ホール
 料金  1,000 円

12月22日 14：00～木

ものしりトラベラー（観光とまなび）
秀吉が来た！天下分け目の亀山城
 講師  亀山 隆さん（亀山市）
 会場  三重県文化会館　レセプションルーム

９月24日 13：30～土

まなびぃすとセミナー 講座ボランティア企画
郷土を歩こう！久居（仮）
 講師  ウィルチコ・フローリアンさん（久居八幡宮禰宜）、

久居城下案内人の会の皆さん
 会場  津市久居 各所　　 料金  200 円（予定）

５月18日 9：30～水

三重県視聴覚ライブラリー 名作映画会
「そして誰もいなくなった」（1945年/アメリカ/モノクロ/９７分）
 会場  三重県文化会館　レセプションルーム

５月14日 13：30～土

皇學館大学連携協定事業 三重県生涯学習センター×皇學館大学×度会町
自然と再エネが共生するまち度会町
 講師  藤井 恭子さん（皇學館大学 現代日本社会学部 現代日本社会学科 准教授）
 会場  三重県文化会館　レセプションルーム

６月4日 13：30～土

まなびぃすとセミナー 楽楽シリーズ
楽楽島唄塾－奄美の島唄の世界へようこそ－
 講師  川畑 さおりさん（奄美島唄）
 会場  三重県文化会館　中ホール
 料金  500 円

６月19日 13：30～日

まなびぃすとセミナー
だから私は南極に行く
　　　　　 　－こうして悪魔のおにぎりは生まれた－
 講師  渡貫 淳子さん（第 57次南極地域観測隊 設営･調理）
 会場  三重県男女共同参画センター　多目的ホール

５月3日 13：30～火・祝
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三重のまなび 2022
千田嘉博（城郭考古学者）「城から歴史を読み解く」
◆城郭考古学者・千田嘉博さんを講師にお迎えし、「城」
　の魅力をご紹介いただきます。
 講師  千田 嘉博さん（奈良大学 文学部 文化財学科 教授）
 会場  三重県文化会館　大ホール

４月30日 13：30～土

みえアカデミックセミナー 2022 オープニング
「宇宙の魅力 生命の魅力」
◆宇宙生物学者の藤島さんに宇宙や生命の魅力について
　 語っていただきます。
 講師  藤島 晧介さん 
　　 （東京工業大学 地球生命研究所 准教授）
 会場  三重県文化会館　大ホール

７月3日 13：30～日

みえアカデミックセミナー 公開セミナー
 時間  13：30 ～
 会場  三重県文化会館１階　レセプションルーム

7月14日（木）高田短期大学
7月16日（土）鈴鹿工業高等専門学校
7月20日（水）三重県立看護大学
7月23日（土）三重大学
7月26日（火）近畿大学工業高等専門学校
7月27日（水）鈴鹿大学
7月29日（金）放送大学三重学習センター

8月 9日（火）四日市大学
8月11日（木・祝）鈴鹿大学短期大学部
8月18日（木）三重短期大学
8月19日（金）鈴鹿医療科学大学
8月24日（水）ユマニテク短期大学
8月25日（木）四日市看護医療大学
8月26日（金）鳥羽商船高等専門学校
8月27日（土）皇學館大学

ジョイントセミナー 一般社団法人三重県eスポーツ連合
ｅスポーツってなに？その可能性を知るセミナー
 講師  一般社団法人三重県eスポーツ連合
 会場  三重県文化会館　レセプションルーム

10月9日 13：30～日

ものしりトラベラー（観光とまなび）
「ひめみこの里なつみ」斎王と夏見廃寺
 講師  門田 了三さん（郷土史家）
 会場  三重県文化会館　レセプションルーム

２月26日 13：30～日

ジョイントセミナー  株式会社おやつカンパニー
おやつカンパニーの歴史と製品のこだわり
 講師  河村 朗子さん（株式会社おやつカンパニー 執行役員 研究開発・品質
　　 保証本部 研究開発部 部長）
 会場  三重県文化会館　レセプションルーム

２月4日 13：30～土

三重県視聴覚ライブラリー 名作映画会
「丹下左膳餘話 百萬両の壺」（1935年/日本/モノクロ/92分）
 会場  三重県文化会館　レセプションルーム

３月18日 13：30～土

まなびぃすとセミナー 埋蔵文化財センター共催講座 
関ヶ原の戦と三重の城郭
 講師  竹田 憲治さん（三重県埋蔵文化財センター）
 会場  三重県生涯学習センター　視聴覚室

11月19日 13：30～土

皇學館大学連携協定事業 NIPPONの原点を学ぶ 三重の魅力発信セミナー
近代伊勢への旅
 講師  長谷川 怜さん（皇學館大学 文学部 国史学科 助教）
 会場  三重テラス（東京･日本橋）

10月中旬 19：00～

見る知る巡る！みえミュージアムセミナー
斎宮歴史博物館
 会場  三重県生涯学習センター　視聴覚室

10月10日 13：30～月・祝

見る知る巡る！みえミュージアムセミナー
三重県立美術館
 会場  三重県生涯学習センター　視聴覚室

10月20日 13：30～木

見る知る巡る！みえミュージアムセミナー
松浦武四郎記念館
 会場  三重県生涯学習センター　視聴覚室

11月16日 13：30～水

見る知る巡る！みえミュージアムセミナー
鈴鹿市考古博物館
 会場  三重県生涯学習センター　視聴覚室

11月3日 13：30～木・祝

かるみーといっしょ♬（親子向け講座）
【鉄道開業１５０周年】夢に向かって出発進行！
知ってる？鉄道のしごと
 講師  大日方 樹さん（岩倉高等学校教諭 元電車運転士）
 会場  三重県男女共同参画センター　多目的ホール

12月25日 13：30～日

▼みえアカデミックセミナー移動講座
　 開催予定地   伊賀市・名張市・熊野市・大台町・紀宝町

▼みえミュージアムセミナー移動講座
　 開催予定地   木曽岬町・松阪市

▼人・まち・セミナー（人材育成講座）
　それぞれの地域が抱える課題や取組について学び、考え、
地域のまちづくりで活躍できる人材の育成を目指すアウト
リーチ講座です。
　ほかにも、地域課題やまちづくりを考えるセミナーを冬ごろ
三重県総合文化センター内にて予定しています。
　 開催予定地   亀山市・名張市・志摩市

移動講座　南北になが～い三重県だから、
毎年いろんな地域で講座を出張開催しています！
今年はあなたの市町にやってくるかも？

まなびぃすとセミナー 講座ボランティア企画 
シリーズ文学《２回連続講座》
 講師  河原 徳子さん（日本文学研究家）
 会場  三重県文化会館　小ホール

３月5日 各14：00～日・３月12日 日
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NIPPONの未来を担う若者達の生涯学習を応援
するシリーズです。魅力的なセミナーを企画中！
お楽しみに！

ビバ! NIPPON!
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