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こころの医療たいようの丘ホスピタル
「第 12 回地域公開講座」

　高齢になると『認知症』と言えないけれど、「これっ
て認知症？」と感じる場面も多いと思います。認知症に
ついての理解、その特徴を踏まえた対応の仕方だけでな
く、一見認知症のように考え
てしまいがちな状態について
も学ぶ機会になればと思いま
す。お誘いあわせの上、お気
軽にご来場ください。

日時…４月８日（土）　午後１時 30分～午後３時
会場…高梁市文化交流館　中ホール
講演…「改めて学ぶ、認知症 ～理解とその次の一歩～」
講師… 大

おおつか
塚恒

つ ね こ
子さん

　　　（一般財団法人仁明会 精神衛生研究所副所長）
参加費…無料
問  こころの医療たいようの丘ホスピタル地域医療連携室     
　  ☎（22）２２１７ F（22）７８８１

大杉病院創立 80 周年記念講演会
　創立 80 周年を記念して、下記の
とおり記念講演会を開催します。

日時…４月 26日（水）
　　　午後２時 30分～午後４時
　　　（開場：午後２時）
会場…高梁国際ホテル
講演…「一生元気で暮らすための食べ方」
講師…後

ご と う
藤恭

きょうこ
子さん

　　　（タニタの社員食堂を立ち上げた管理栄養士）
参加費…無料　※定員 50人
問  大杉病院 地域医療連携広報室  ☎（22）４２５８

高梁市体育協会長杯ソフトテニス大会
日時…４月 16日（日）　午前９時～
会場…神原スポーツ公園
対象… 高梁ソフトテニス協会員、高梁市・新見市に在住・

通勤・通学をしている人
部門…第１部：高校生男子～ 44歳男子
　　　第２部：45～ 64歳男子、一般～ 44歳女子
　　　第３部：65歳以上男子、高校生女子、45歳以上女子
参加費…１組 1000円
申し込み…４月９日（日）までに高梁ソフトテニス協会へ
問 高梁ソフトテニス協会 川西さん ☎ 090-2291-1687

備北２市１郡バドミントン大会
日時…４月 23日（日）　午前８時 30分～
会場…高梁市民体育館
対象… 備北２市１郡（高梁市、新見市、吉備中央町）内に在

住、通勤、通学している人
部門… １部～３部（ペアの組み合わせは自由）、４部（ビギ

ナーおよび小学生）
参加費…一般 1000円／高校生以下 500円
申し込み… ４月 12 日（水）までに高梁市体育協会 ☎（21）

０３３７へ
問 長谷川さん ☎ 090-1011-7512

備北地区卓球大会
日時…５月 14日（日）　午前８時 30分～
会場…高梁市民体育館
対象… 高梁市・新見市・真庭市・吉備中央町に在住、通

勤、通学する中学生・高校生・一般（大学生を含
む）、上記範囲のクラブチーム等に所属する人

部門… 団体の部（男子、女子）、個人の部（男子、女子、シ
ニア（50歳以上の男女）

参加費…団体 2000円、個人 700円（中学生以下 500円）
申し込み… ５月９日（火）までに高梁市体育協会 ☎（21）

０３３７へ
問 三上さん ☎ 090-9730-3219

こころに響く ことばと書
にんげんだもの  相田みつを展
　相田みつを（1924-1991）は、
戦中戦後の動乱期に青春時代を
過ごしたことで「いのち」の尊
さをテーマとし、短歌と禅に出
会い独自の世界観を「自分のこ
とば・自分の書」として表現し
ました。
　今展では、代表作《にんげんだもの》をはじめとする
各時代の秀作や愛用品など 130 点を展観し、書家・詩
人としてだけでなく、人間 相田みつをを紹介します。
会期…４月 15日（土）～６月 25日（日）
　　　午前９時30分～午後５時（入館は午後４時30分まで）
会場…成羽美術館
観覧料…一般 1000円、高大生・65歳以上 700円
　　　　小中生 400円（高梁市内の小中生は無料）
　　　　■関連イベント（要観覧券）

【開会式】
日時…４月 15日（土）　午前 10時 30分～午前 11時
場所…多目的展示室

【相田一人氏によるギャラリートークとサイン会】
日時…4月 15日（土）　①午前 11時～　②午後２時～
場所…展示会場
※サイン会の参加はショップで関連書籍を購入した人に限る。

【記念講演会】
日時…５月 14日（日）　午後２時～午後３時 30分
場所…成羽総合福祉センター（美術館隣）
講師…相田みつを美術館 館長 相

あ い だ
田一

かず
人
ひと

さん
　※入場無料、先着 200人
日時…６月４日（日）　午後２時～午後３時 30分
場所…レクチャールーム
講師…九州国立博物館 館長 島

しま
谷
たに

弘
ひろ

幸
ゆき

さん
　※先着 50人
問  成羽美術館 ☎（42）４４５５

第２回川面町桜まつり
日時…４月２日（日）
　　　午前 10時～午後２時
　　　（売切れ次第終了）
会場… 高梁川堤防
　　　（中市場新谷川横の空き地）
内容… 模擬店（焼きそば、おにぎ

り、いか焼き、射的など）
駐車場…川面小学校
　　　　川面地域市民センター
問  同実行委員会  佐藤さん  ☎ 080-3405-8499

第 23 回酒蔵コンサート 2017 J
ジ ャ ズ

AZZ i
イン

n U
ウ カ ン

KAN
日時…４月 23日（日）
　　　開演：午後１時 30分～
　　　（開場：午後０時 30分）
会場… 芳

ほうれつ
烈酒造「酒蔵」

　　　（有漢町有漢 2535-1）
出演者… 宮

みやざき
崎カポネ信

のぶよし
義　　　　

　　　　 　S
ス タ イ ル
TYLE J

ジ ャ ズ バ ン ド
AZZ BAND

ゲスト…木
こ は た
幡光

みつくに
邦（tp）

チケット…前売り 4000円
　　　　　  （当日 4500円）
問  同実行委員会（芳烈酒造㈱）  ☎（57）２００３

学園だより

企画展「高梁の仏画―涅
ね は ん ず

槃図を中心に」
　吉備国際大学は、文部科学省が実施する「地（知）の拠点整備事業」に採択され、
文化財学部において涅槃図を中心に高梁市の仏画の所在調査を行っています。
　今回の展観は、「地（知）の拠点整備事業」の中間報告をはじめ、市民の皆さんが仏
画や仏教美術への理解を深め、文化財の保護・保存への気運を高めていくことを目
的とした企画展になっています。

日時…３月 19日（日）まで
場所…高梁市歴史美術館市民ギャラリー

問 吉備国際大学 地域連携センター ☎（22）９０５０

第８回岩戸開き in 用瀬嶽
　　ボルダリング競技会を通じての交流会
日時…４月 23日（日）
　　　午前 10時～午後４時
会場…用瀬嶽クライミング広場
内容… 岩登り技術の向上と普及（特設

ステージでのボルダリング競
技）、地域の皆さんとの交流

定員…50人
参加費…1000円（保険料など・受付時）
申し込み…４月 18日（火）までに郵送、ファクスで
問 杉田さん ☎F（45）３１０６・☎080-2887-2765

順正学園エクステンションセンターの有料講座　受講生募集！
○英会話講座（中学生以上対象）　４月27日～８月10日（毎週木曜日／全15回）　申込締切：４月17日（月）
　初級クラス：午後５時 30分～午後６時 30分 ／中級クラス：午後７時～午後８時　受講料：10,000 円
○福祉住環境２級対策講座　５月20日・６月３日・17日・７月１日（土／全４回）　申込締切：４月 26日（水）
　受講料：40,000 円（テキスト、模試付）
　※検定料として別途 6,480 円が必要です。 問 順正学園エクステンションセンター ☎（22）３７２０
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