
とっとり県民カレッジ連携講座 

第5期「とっとりグランマ倶楽部」受講申込書 

下記に必要事項を御記入の上、FAXまたは郵送で提出してください。 FAX 0857-31-6708 

氏  名 生年月日     年   月   日 

連 絡 先 

住   所 

電   話 F A X 

携帯電話 Eメール 

講座で 
特に学び 
たいこと 

※関心のあること、やってみたいことを具体的に御記入ください。 

北野先生 
との交流会 
5/19（土） 

参 加 ・ 不 参 加 

個人情報の利用目的について 

以下の目的以外に利用することはありません。 

１．講座に関する連絡及び資料（受講案内、教材、アンケート等）の送付 

２．講座関連情報の御案内（パンフレット、チラシ等） 

３．受講生に関する資料の作成（名簿、出欠表、講座履修表、統計資料等） 

 なお、受講生の情報を本人の同意なしに第三者に開示・提供することはありません（法令等に基づき提供する場合を除く）。 

会場：鳥取大学広報センター 

※無料駐車場があります。 

・Ｊ  Ｒ利用…山陰本線鳥取大学前駅下車 徒歩３分 

・バ  ス利用…鳥取駅バスターミナル～鳥大線「大学前」下車すぐ 

        湖岸線、鹿野線「鳥商前」下車 徒歩５分 

・タクシー利用…鳥取駅から約１５分 

問合せ・申込先：鳥取大学社会貢献課 

〒680-8550 鳥取市湖山町南4丁目101 

TEL : 0857－31－6777 FAX : 0857－31－6708 

Email : koken@adm.tottori-u.ac.jp 

【応募資格】鳥取県内に在住または通勤している女性で、地域のために学びたい、役立ちたいと考えている方 

【募集人員】３０名程度（応募者多数の場合は抽選とさせていただきます） 

【応募締切】平成２４年５月１０日（木） 

【受講料】 無料 

【その他】 講座の中でグループ学習を予定しています。希望のテーマや地域性を考慮し、グループ分けを行

いますので、申込時点での御希望をお知らせください。 

明治大学・鳥取大学・鳥取県 連携講座 
 

「とっとりグランマ倶楽部」 

５期生募集のお知らせ 
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素敵に輝く女性たちが自分たちの住む鳥取県を素敵にしようと集うコミュニティ 

「とっとりグランマ倶楽部」  
 

 「とっとりグランマ倶楽部」は、明治大学が平成２０年度文部科学省委託事業

「社会人のための学び直しニーズ対応教育推進プログラム」として、鳥取大学・鳥

取県と連携し、鳥取市にも協力いただき、地域や社会に役立ちたいと考える女性の

支援を目的にスタートしました。 

 平成２１年度以降も、明治大学・鳥取大学・鳥取県が協働・連携し、鳥取の女性

があらためて学び、地域で活動するための講座を開催しています。その間、この講

座の修了生の中からは、NPO法人や子育て支援グループの立ち上げなど、具体的な成

果、活動もめばえてきました。 

 第５期となる平成２４年度も、「とっとりグランマ倶楽部」の精神を引き継ぎ、

「安全・安心について」をテーマとした講座を実施します。 

 「素敵に輝く鳥取の女性が、自分たちの手で素敵な鳥取県をつくる」そのことを

目指すこのプロジェクトに参画していただけるよう、心より願っております。 

とっとりグランマ倶楽部実行委員会 

 

※このプロジェクトは、平成２１年３月１９日に締結した「明治大学・鳥取大学・鳥取県と

の連携協力に関する協定書」に基づく連携事業の一つとして実施するものです。 

トリピー（鳥取県） とりりん（鳥取大学） めいじろう（明治大学） 

Grandmother=おばあちゃんと訳されがちですが、【Grand】本来の意味は「すばらしい」
「気品のある」「立派な」とも訳します。「素敵に輝いている」女性たちが集うコミュ
ニティを、私たちは『とっとりグランマ倶楽部』と名付けています。 

明治大学リバティタワー 

明治大学北野教授 講演の様子 

鳥取大学広報センター 

鳥取県 



Tottori  
Grandma 

Club 

②有馬 二朗 
（ありま じろう）  

【鳥取大学農学部 准教授】 
 

専門は主にタンパ

ク質と酵素であり、

産業に有用な酵素

や微生物の取得を

目指し、日々研究 

を行っている。現在は、鳥取県

の温泉から得られた新たな微生

物資源を基に、ベンチャーの起

業にも参画している。 

第5期とっとりグランマ倶楽部＜カリキュラム＞ 

今年の講座のテーマは 

「安全・安心について」です 
 

 昨年3月11日の東日本大震災は、私たちに災害に対する備えや危機管理の必要性を改め
て認識させてくれました。 

 鳥取で安全に暮らすには、どのようなリスクがあるのか、解決しなければならない課
題は何か、また、安心して生活するということはどのようなことなのかを、いろいろな

角度から一緒に考えてみませんか。 
  

［受講生の皆さんに期待すること］ 
この講座を通して、 

 ①鳥取で生活するための知識を身につける 
 ②一緒に活動する仲間をつくる 

 ③表現する力や聞く力などのコミュニケーション能力を身につけ、活動に活かす 
 ④学んだ成果を家族や友人、地域、職場などに具体的に還元する 

など 
［県及び大学等の支援］ 

 県及び大学では、講座終了後も関係機関等の紹介や必要な情報の提供、助言など、受
講生の皆様の活動を可能な限り支援します。 

№ 日  程 時  間 内   容 
時  
間 

講   師 

5月20日(日) 

10:00～10:30 ～開講式・オリエンテーション～ 30分 

① 10:30～12:00 

安全・安心な社会を目指して  

        食料と水の安全・安全保障 

○開催会場：とりぎん文化会館第1会議室 

○一般の方もご参加いただけます。 

90分 
 明治大学理工学部 教授 

   北野 大 

② 

6月 2日(土) 

10:30～12:00 
「暮らし」と「食」と「ものづくり」と酵素 

～安心・安全のための酵素利用に向けて～ 
90分 

  鳥取大学農学部 准教授 

   有馬 二朗 

③ 13:00～14:30 DV,児童虐待について 90分 
 社会福祉法人 倉吉東福祉会 
 母子生活支援施設「倉明園」施設長 

   大塩 孝江 

④ 

6月16日(土) 

10:30～12:00 動きのコミュニケーションで安心を味わう 90分 
  鳥取大学芸術文化センター 教授 

   佐分利 育代 

⑤ 13:00～14:30 
普段からできること！「災害の備え、何をし

ていますか？」 
90分 

  鳥取大学大学院工学研究科 准教授 

   浅井 秀子 

⑥ 
7月 7日(土) 

10:30～12:00 
”支え愛”のまちづくり 

  ～あいサポート運動～ 
90分 

  NPO法人STAND ディレクター 
  あいサポートメッセンジャー 

   山田 博人 

13:00～14:30 
土壌の健康診断  

  ～食の安全は健康な土壌から～ 
90分 

  鳥取大学農学部 教授 

   山本 定博 ⑦ 

⑧ 7月21日(土) 
10:30～12:00 企画書作成 

グランマ倶楽部では、グループごとに企画書を

作成していただき、発表の場を設けます。 

90分 
  明治大学商学部 教授 

   水野 勝之  13:00～14:30 90分 

8月中 （自主学習およびグループ学習） 

⑨ 

9月 1日(土) 

10:30～12:00 「認知症を予防して、元気なまちづくりを」 90分 
  鳥取大学医学部 助教 

   谷口  美也子 

⑩ 13:00～14:30 「地域における安全を考える」 90分 
  明治大学理工学部 教授 

   山本 俊哉 

⑪ 
9月15日(土) 

10:00～12:00 ～成果報告会～ 120分 
  明治大学商学部 教授 

   水野 勝之  13:00～14:00 ～修   了   式～ 60分 

講師 
紹介 

⑤浅井 秀子 
（あさい ひでこ） 

【鳥取大学大学院工学研究科 准教授】 
 

専門は、建築計
画、地域防災。
「人にやさしい
居住空間を創り
出そう」という
思いで、住環境 

や住まい方に関する研究、また
災害時の生活再建支援や防災教
育についても研究を行っていま
す。近年は、鳥取県独自の「防
災教育」のプログラム開発のた
めの研究に力を入れています。 

⑦山本 定博 
（やまもと さだひろ）  
【鳥取大学農学部 教授】 

 

専門は「土壌

学」。地球の宝

物である土壌の

持続的な利用の

ために、海外の 

乾燥地や地元鳥取を舞台に土壌

の診断・改良法を研究。モッ

トーは、「人と環境に優しい土

つくり」「Save Our Soil」。鳥

取県有機農産物等判定委員等。 

⑩山本 俊哉 
（やまもと としや）  

【明治大学理工学部 教授】 
 

1959年千葉県に

生まれ、2004年4

月より現職。博

士(学術)。明治 

大学理工学部建築学科教授兼理工

学研究科新領域創造専攻安全学系。

専門は、都市計画、まちづくり、

防災、防犯。 

⑨谷口 美也子 
（たにぐち みやこ）  
【鳥取大学医学部 助教】 

 

認知症研究に携
わってようやく10
年たちました。研
究テーマは、認知
症の早期発見と予
防。大きな社会 

問題となりつつある認知症を正
しく理解し、みんなで予防に取
り組めるまちづくりの一助にな
りたいと思っています。 
鳥取大学大学院博士後期課程単
位修得退学、生命科学博士。 

⑥山田 博人 
（やまだ ひろと）  

【 NPO法人STAND ディレクター 
あいサポートメッセンジャー】 

 

様々な障がいの特性、

障がいのある方が

困っていることや、

必要な配慮などを理

解して、日常生活の 

中でちょっとした手助けを行う

「あいサポーター」の養成に尽力

している。 

⑧⑪水野 勝之 
（みずの かつし）  

【明治大学商学部 教授】 
 

１９８０年早稲田大

学政治経済学部卒業。

同大学院経済学研究

科博士後期過程退学。 

商学博士。専門は計量経済学、経

済教育学。統計的分析を多用しな

がら地域研究およびそれに基づい

た提言活動を進めてきた。 

①北野 大 
（きたの まさる）  

【明治大学理工学部 教授】 

 

1942年東京都に生まれ、

2006年4月より現職。

工学博士。明治大学理

工学部応用化学科教授

兼理工学研究科新領域 

創造専攻安全学系。専門は環境化

学、リスクコミュニケーション。 

③大塩 孝江 
（おおしお たかえ）  

【社会福祉法人 倉吉東福祉会 
母子生活支援施設「倉明園」施設長】 

 

1981年より倉明園

に勤務し、1995年

より現職。長年に

渡り、DVや虐待の 

被害にあった女性や子ども達の

保護や心身のケア、自立支援等

に携わっている。2011年より全

国母子生活支援施設協議会会長。 

 ④佐分利 育代 
（さぶり いくよ）  
【鳥取大学地域学部附属 

  芸術文化センター 教授】 
 

踊る、出会う、自分

がもっと好きになる。

そんなダンスを目指

して奮闘しています。 

「ダンス指導」「インクルーシ

ブ・ダンス」がメインテーマ。鳥

取県文化振興財団理事、鳥取県女

子体育連盟会長等。日本女子体育

連盟理事。 

グランマ倶楽部受講生の方は、明
治大学北野先生との交流会へご参
加いただけます。 
この機会に、ふるってご参加くだ
さい！ 
 
【開催内容】 

日時：５月１９日(土) 
    １８:００～(予定) 

会場：鳥取市内 
会費：３，０００円程度 

（おってご連絡いたします） 

 
裏面の受講申込書に「参加・不参
加」をご記入ください。 


