
■　かごしま県民大学連携講座　　　　　　　　　　　　　　 (問合せ先／学習推進係 TEL099-221-6604)

　大学などの高等教育機関，行政機関，ＮＰＯ法人等と連携して，主に，かごしま県民交流センターを会場に，年間を通して幅
広い内容の講座を実施します。本年度は，35団体と連携して53講座を開講予定です。
　その他講座に関する詳しい情報は，下記の問合せ先，かごしま県民大学中央センターにお問い合せください。ホームページで
もご覧になれます。｢会場｣の★印以外は，すべて｢かごしま県民交流センター｣内の会場を表します。

主　催　・　団　体 講　　座　　名 実施日(時期) 会　場 定員(人) 受講料(円) 問合せ先

鹿児島大学教育学部

楽しい合唱表現 9/3～10/1(4回) スタジオ 20 各回1,000

099-285-7901

みんなで楽しむコンサート(解説付) 7/16 県民ホール 500 無料

無料 0994-32-6329

鹿児島大学理学部 現代天文学に基づく宇宙人の存在環境 6/20 大研修室2 60 無料

(未定) ★学内 (未定) 無料

099-285-8015

鹿児島大学農学部 森林環境教育指導者養成講座 8月,12月 ★高隈演習林 (未定)

099-285-8729

鹿児島大学大学院医歯
学総合研究科

先端医療の応用の現状と未来(仮) 7月 大研修室 130 無料 099-275-5219

鹿児島大学共同獣医学部 動物の生命(いのち)と人との係わり

鹿屋体育大学 (未定) (未定) (未定) (未定) (未定) 0994-46-4818

鹿児島国際大学

国際文化学部「知の試みin Kagoshima」 5/23～12/5(5回) 小研修室2他 各回40 無料

099-261-3211

鹿児島歴史の旅 1/23 中ホール 220 無料

志學館大学

中高年のためのつかって､わかる！
パソコン講座

8/1,8/2 ★学内 30 各回500

(未定) (未定) (未定) (未定)

099-812-8501

身近になった相続税 9/5 小研修室2 30 500

0996-23-5311

鹿児島県立短期大学 生活環境とデザイン 5/23～7/11(8回) ★学内 各回60 無料
099-220-1112

(内137)

鹿児島純心女子大学 (未定)

第一幼児教育短期大学

第一幼短・芸術講座 9/5～10/24(4回) ★学内等 各ｺｰｽ10 無料

0995-47-2072

第一幼短・親子体験講座 2/13,2/20 ★学内 20組 無料

鹿児島女子短期大学

これからの子育て 8/19,20 ★学内 30組 各回100

実施日(時期) 会　場 定員(人) 受講料(円)

099-254-9191

くらしと文化講座 10/3 ★学内 20 無料

問合せ先

鹿児島女子短期大学 高齢者の健康づくり講座 (未定)(７回) ★学内 各回30 無料 099-254-9191

主　催　・　団　体 講　　座　　名

鹿児島純心女子短期大学

かごしま学公開講義 7/2 ★学内 200 各回500

099-253-2677
人間大学「現代を生きる知恵」 7/4～9/19(4回) 小研修室2
他 各回20 無料

放送大学鹿児島学習センター

奄美大島地域における放送大学
鹿児島学習センター公開講座

4/19～12/13(4回) ★奄美図書館 各回80 無料

無料

099-239-3811看護職のための公開講演会 7/19
放送大学
講義室

80 無料

(他３講座，内容未定) 8/9,1/17,2/14 交流センター他 各回80

鹿児島工業高等専門学校

かごしま小水力発電セミナー 5/23,11/28 大研修室1 各回100 無料

無料

高専ロボットと音楽会 12/12 大ホール

0995-42-9038
鹿児島高専のおもしろ実験教室 8/12 工芸室 20 無料

再生可能エネルギー技術セミナー 9/12 大研修室1他 50

400 無料

県立青少年研修センター
クラフト活動(昆虫クラフト,ク
リスマスミニリース)

11/8,12/5 工芸室 各回40 各回100 099-294-2111



各回約200 0993-77-2500

11/18,12/9 制作演習室 各回70 無料

県立南薩少年自然の家
クラフト活動(サンドグラス･サ
ンドアート)

11/28 工芸室 各回30

099-286-2568

(公財)上野原縄文の森 出土品から見た鹿児島 9/19,2/27 大研修室3他 108,45 各回100 0995-48-5701

県民生活局長寿・生き
がい推進室

かごしまねんりん大学

無料 099-255-6105

鹿児島県マルチメディ
ア教育研究会

メディア教育セミナー 8/7 大ホール他 110 1,000

7/10 制作演習室 30 無料

0993-77-0100

鹿児島県視聴覚教育研
究協議会

県放送教育・情報教育研究セミナー 2/5 大研修室2 30

099-247-2000

NPO法人日本予防医学
推進協会

アンチエイジング医学教室 4/11～10/24(5回) 中研修室2他 各回50 各回500 099-201-7080

鹿児島県高等学校教育研究会
視聴覚・情報教育研究部会

高等学校視聴覚・情報教育研究セミナー

各回500 0995-65-0798

NPO法人かごしま遺伝
子活用普及協会

やさしいＤＮＡ・遺伝子の講座 8/22～10/10(5回) 中研修室1他 各回30 無料

5/2～12/13(7回) ★鹿児島市 各回20 各回500

099-220-8919

NPO法人NPOかごしま
ネットワーク会議

かごしまの土人形講座 4/25～8/22(5回) 陶芸制作室 15

099-227-2722

NPO法人ｇｌｏｂａｌ 英語絵本の読み聞かせ講座 10/3～10/24(4回)
ﾊﾟｿｺﾝ研修室
1他

20 各回800 099-296-9743

NPO法人みどりの風か
んかん

里で知る季節の植物と生き物観察

無料 0993-23-5188

NPO法人鹿児島ＡＳＣ １日で覚えるタブレット基礎講座 4/21～12/22(5回) 小研修室1 各回15 各回1,000

(未定) (未定) (未定) 無料

099-837-3514

(一財)メディポリス医
学研究財団

陽子線治療・指宿でのチャレンジ 8/22,10/24,2/20 大研修室3他 各回100

099-258-1296

鹿児島鉱石展示室 東シナ海の境界問題と海底資源 4/4～4/25(4回) 小研修室2 各回30 無料 099-228-7469

鹿児島県JICA派遣専門
家連絡会

国際的な水産協力

無料 099-256-1094

鹿児島弁フェスタ実行
委員会

鹿児島弁フェスタ 9/6～10/18(4回) 中ホール他 200他
1,000～

2,500

5/17～9/20(5回) 工芸室 15 各回800

099-5738-7673

韻天流天吹塾 自作の天吹で音色を楽しむ講座 5/20～7/22(5回) 工芸室他 15

099-282-8815

上町健康大学 高齢医療の地域サポーター養成講座 5/16～2/20(5回) 大研修室1他 各回100 各回500 099-247-6293

伝承遊びと創作遊びを
育てる会

むかし遊びで身体と脳を活性化

各回1,000 099-4487-5479

論語を学ぶ会 論語講座 8/26～11/27(5回) 大研修室4他 100他 各回500

4/3～5/8(4回) 絵画制作室 10 各回1,000

099-247-6293

健康サポート笑福 体幹・骨盤を整えるストレッチ講座 12/5～2/27(5回) 絵画制作室 各回10

090-1023-9664

金曜会 金曜会人物画講座 4/10～6/12(5回) 絵画制作室 15 各回1,000 099-220-8061

絵を楽しむ会 色遊びではじまる絵画講座


