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学園だより

第４回吉備国際大学 地（知）の拠点シンポジウム
　吉備国際大学は、地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能強
化を図ることを目的とした、平成２５年度文部科学省「地（知）の拠点整備
事業」に申請し採択されました。吉備国際大学と高梁市、兵庫県南あわじ
市の地域住民の皆様が協力・連携して、地域課題を解決していく本事業の
取り組みを発表し、共有を図る機会として、本シンポジウムを開催します。

日時…２月 17 日（金）　午後１時～午後４時 10 分
場所…吉備国際大学 7 号館 711 教室

文部科学省 地（知）の拠点整備事業とは？
　本事業は、大学等が自治体と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・地
域貢献を進める大学を支援することで、課題解決に資するさまざまな人材や情
報・技術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能強化を図
ることを目的とした事業です。　

キックオフ高梁
日時…３月 20 日（月）　午前 10 時～
会場…神原スポーツ公園多目的広場
対象… 市内の小学生およびサッカーを楽しみたい大人
　（男女問わず）＊大人のみの参加もＯＫです
参加費…小学生以下 100 円、大人 200 円（保険代）
申し込み… 市体育協会（☎（21）０３３７）へ
問  高梁市サッカー協会 有

あり
光
みつ

さん ☎ 090-1186-9924 

備中高梁ウルトラ ＆ 吹屋～宇治ふれあいマラニック
　マラニックとは、マラソンとピクニックを合わせた競
技。交通ルールを守り、タイムを競わず、思い思いの
ペースで、高梁から成羽、宇治、吹屋の町並みを楽しく
走りましょう。

平成 28 年度第２回子育て支援者講座
　発達障がいを抱える子どもへの支援方法を紹介しま
す。すぐに実践できるテクニックなども学べます。（参
加費は無料）
日時…２月 24 日（金）　午後６時 30 分～午後８時
会場…吉備国際大学 13 号館（心理・発達総合研究センター）３階
内容…「発達障がい児の理解と支援の実際」
講師…内

うち
田
だ

直
なお

美
み

さん（岡山市立福島小学校教諭 通級指導
教室（情緒）担当・特別支援教育コーディネーター）
申し込み…２月 17 日（金）までにこども未来課へ
問  こども未来課 ☎（21）０２８８ 🅕（23）１４３３

第 11 回ウエストカップソフトバレーボール大会
日時…３月 26 日（日）　午前９時～
会場…高梁市民体育館
対象… 18 歳以上の人で構成されたチーム
部門…①レディースフリー②レディースブロンズ（全員
40 歳以上）③混合フリー④混合ブロンズ（平均 40 歳以上）
参加費…一人 600 円
申し込み…３月 10 日（金）までに事務局へ
問  高梁ソフトバレーボール連盟事務局 山

やま
田
だ

さん  
☎ 090-1012-5941　takahashi_softvolleyball@yahoo.co.jp

「ハッピーサークル」立ち上げ記念講演会
　「ハッピーサークル」は、新しい高梁地域特別支援教
育親の会です。会の立ち上げを記念して講演会を行いま
す。
日時…３月４日（土）　午後１時～午後４時
会場…高梁市文化交流館　中ホール
記念講演…「感じてみませんか、発達障害の世界～オリ
ジナル画像を使って日常生活から具体的に語る～」
講師…笹

ささ
森
もり

理
り

絵
え

さん
シンポジウム…石

いしはら
原秀

ひ で お
郎さん（ＮＰＯ岡山県自閉症協会

代表理事）、藤
ふ じ い

井明
あ き こ

子さん（倉敷自閉症児・者家族会この
ゆびとーまれ代表）、佐

さ ぶ り
分利尚

なおたか
孝さん（ＮＰＯ発達支援

ネットワークつむぎ理事長）
問  ハッピーサークル事務局 佐分利さん ☎（56）００１１ 

歴史街道ウルトラマラニック

吹屋～宇治ふれあいマラニック

申込方法
①インターネットでの申し込み
　�http://www.corredor.jp/fureai/�内のフォームをご利用ください。
②郵送による申し込み
　参加費と申込書を事務局までお送りください。
申込期限　定員になり次第締め切り

問�歴史街道マラニック事務局（吹屋連絡所内）
　��☎（29）２２２２

日時… ４月 15 日（土）　受付：午前６時～午前６時 30
分　開会：午前６時 30 分　スタート：午前７時

会場…高梁市民体育館前
コース…🅐 80km の部　🅑 63km の部
参加費…（宿泊２食付）１万 5500 円／（日帰り）8500 円
条件… 18 歳以上／午後６時 30 分までに吹屋に到着できる人
定員…150 人

日時… ４月 16 日（日）　受付：午前７時～午前８時
　　　開会：午前８時　スタート：午前８時 30 分～ 45 分
会場…ラ・フォーレ吹屋
コース… ①家族でマラニック８km　②ふれあいマラニッ

ク 12km　③ふれあいマラニック 22km
参加費…一般大人 3000 円／中学生以下および歴史街道
ウルトラマラニック参加者 1500 円（ともに昼食代含む）
定員…200 人

高梁川流域経済成長戦略セミナー
～高梁川流域での若者の暮らし方、働き方～

日時…２月 25 日（土）
　　　午後１時～午後４時（開場：午後０時 30 分）
会場…高梁市文化交流館 中ホール
基調講演…「地方に暮らす若者の意識－地方中枢拠点都
市圏と周辺部の比較から－」
講師…轡

くつわ
田
だ

竜
りゅう

蔵
ぞう

氏（吉備国際大学准教授）
パネルディスカッション…コーディネーター：阿

あ
部
べ

真
まさ

大
ひろ

さん（甲南大学准教授）、パネリスト：20 ～ 30 歳代の
男女数名）
参加費…無料　※申込み多数の場合は先着順となります。
※託児を希望する場合は事前にご相談ください。
問  倉敷市商工課 ☎０８６（426）３４０５

研修会「外国人と共に学ぶ災害時対応」
　大規模な災害発生時の外国人被災者支援について研修
会を開催します。
　起震車や消火器、煙ハウスなどの防災体験や非常食体
験もあります。参加者には記念品を差し上げます。
日時…３月 12 日（日）　午前 10 時～午後３時 30 分
会場…市役所３階大会議室　※昼食は各自持参
講師…志

し
渡
と

澤
ざわ

祥
よし

宏
ひろ

さん（（特活）多文化共生マネージャー全
国協議会監事）
定員　40 人程度 ( 参加無料 )
申し込み…３月６日（月）までに事務局へ
問  （事務局）岡山県国際交流協会 ☎０８６（256）２９１４

高梁駅ふれあい連絡路 ～作品を展示しています～

展示名…麓
ふもと

短
たん

歌
か

会
かい

期間…３月１日（水）～４月 30 日（日）

問 高梁文化協会 ☎（22）２１２５

成羽美術館 市民ギャラリー展覧会
吹屋ベンガラ焼「炎の会」作陶展
期間…２月 15 日（水）～２月 26 日（日）
習字グループ作品展
期間…３月１日（水）～３月 12 日（日）
会場…高梁市成羽美術館　多目的展示室
時間…午前９時 30 分～午後５時（入館は午後４時 30 分まで）
入場料…無料（喫茶入り口から入場してください）

問 成羽美術館 ☎（42）４４５５

びっちゅう春を呼ぶ集い
　備中地域を中心に市内で活躍する文化団体等の芸能発
表をはじめ、生涯学習や地域活動を推進する集いを開催
します。来て見て楽しめるイベントです。
日時…３月 12 日（日）　午前９時 30 分～
会場…備中総合センター　大ホール
記念講演…「笑顔で福がやって来る！」
講師…夫婦漫才師　中

なか
山
やま

まさとも・つかさ
その他…文化芸能発表会、バザーなど
入場料…無料
問  備中公民館 ☎（45）２２１１ 
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