
◇「悠々自適生活なら」　【学ぶ】

分野 カテゴリー 地域 項目（事業名） 対　　象 内　　　容 問い合わせ先

学ぶ 生涯学習 県全域
奈良県美術展覧
会

・美術に関心のある
方

毎年秋に、日本画・洋画・彫刻・工芸・書芸・写真の6部門につ
いて公募展を開催しています。

奈良県 国民文化祭・障害者芸術
文化祭課
TEL：0742-27-8478
HP：
http://www.pref.nara.jp/15754.ht
m

学ぶ 生涯学習 県全域
奈良県高齢者美
術展

・県内在住で昭和
34年4月1日以前に
生まれたアマチュア
の方

作品創作をとおして高齢者の生きがいづくりと積極的な社会
参加の推進を目的としており日本画・洋画・書・工芸・手芸・写
真の6部門で開催しています。各部門最優秀賞等に選考され
た作品は全国健康福祉祭（ねんりんピック）の出展候補となり
ます。

（福）奈良県社会福祉協議会
 すこやか長寿センター
TEL：0744-29-0120
HP:http://www.nara-
shakyo.jp/publics/index/128/

学ぶ 生涯学習 県全域
図書情報館の講
座等

・どなたでも

図書情報館では、生涯学習の拠点として、講演会や公開講座
を実施しています。
館長公開講座「図書館劇場」、聖徳太子を学ぶ連続公開講
座、学び直し講座「図書館学校」等。

奈良県立図書情報館 総務企画課
TEL：0742-34-2111
HP：
http://www.library.pref.nara.jp/

学ぶ 生涯学習 県全域
万葉文化館の講
座等

・どなたでも
万葉文化館では講演会や万葉集に関する研究の成果を紹介
する講座などを実施しています。

奈良県立万葉文化館
TEL：0744-54-1850
HP：http://www.manyo.jp/

学ぶ 生涯学習 県全域
奈良県立大学シ
ニアカレッジ

・申し込期間内に指
定の方法で申込い
ただいた方
（定員を超えた場合
は抽選）

奈良県立大学では、シニア世代の学び直しを目的に高校・中
学の教科書をベースとした1年間（全35回）の講義を実施して
います。

奈良県立大学 総務課
TEL：0742-22-4978
HP：
http://www.narapu.ac.jp/soshiki_vi
ew.php?so_cd1=3&so_cd2=3&so_c
d3=0&so_cd4=0&so_cd5=0
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分野 カテゴリー 地域 項目（事業名） 対　　象 内　　　容 問い合わせ先

学ぶ 生涯学習 県全域
奈良県立大学の
公開講座

・申し込期間内に指
定の方法で申込い
ただいた方
（定員を超えた場合
は抽選）

奈良県立大学では、一般の方々も参加可能な学内・学外の専
門の研究者・実践家の方が講演を行う公開講座を開催してい
ます。

奈良県立大学 学生課
TEL：0742-22-4978
HP：
http://www.narapu.ac.jp/category
_list.php?frmCd=16-1-0-0-0

学ぶ 生涯学習 奈良市
奈良市生涯学習
支援サイト「学ぶ
奈良」

・奈良市在住または
在勤者

公民館等で様々な講座やイベントを開催し奈良市の生涯学
習、社会教育を支援します。

奈良市 生涯学習課（奈良市生涯
学習財団）
TEL：0742-26-5600
E-mail：manabu@manabunara.jp
HP：http://www.manabunara.jp

学ぶ 生涯学習 奈良市
なら100年会館お
能体験

・18歳以上の方
平成22年4月より18歳以上の方を対象としたお能体験教室を
開講しています。
半年ごとに希望者を募り、金春流の仕舞や謡を体験します。

なら100年会館
TEL:0742-34-0100
HP:http://www.nara100.com/noug
aku/noh_05.html

学ぶ 生涯学習 奈良市
入江泰吉記念奈
良市写真美術館
「写真講座」

・奈良市内在住・在
勤の方

・年間講座「高畑写真倶楽部」
・これだけは知っておきたい写真基礎講座
・初心者のためのデジタルカメラ教室

入江泰吉記念奈良市写真美術館
TEL:0742-22-9811
HP:http://irietaikichi.jp/index.html

学ぶ 生涯学習 奈良市
奈良市杉岡華邨
書道美術館「書
道文化講座」

・どなたでも
書芸術全般に関わることや作品の解説、さらには芸術・文化
全般にわたるテーマでの講演。または、初心者でも気軽に参
加できる書道実技講座などを年数回開催。

奈良市 杉岡華邨書道美術館
TEL:0742-24-4111
HP:http://www3.kcn.ne.jp/~shodo
u/

学ぶ 生涯学習 大和郡山市
移動公民館学級
生活学校

・18歳以上の成人
の方
通年で月1～2回の
各種学習活動がで
きる方

団塊の世代や高齢者の実用的な教養の習得や豊かな生活の
推進を図るため、地域に根ざした移動公民館学級や生活学校
で学習の機会を提供しています。

大和郡山市 生涯学習課
TEL：0743-53-1151

学ぶ 生涯学習 天理市 市民大学
・天理市内在住・在
勤の成人

健やかで心豊かに過ごせるように、学習の場として幅広い分
野についての講座を開催。
6月から翌年2月の間に全8回講座を実施。5月に受講生を募
集。受講料は年額1,000円。

天理市 文化振興課
TEL：0743-63-5779
HP：
http://www.city.tenri.nara.jp/kaku
ka/kurasibunkabu/bunkacenter/e
vent/annai/1458267837472.html

2

http://www.narapu.ac.jp/category_list.php?frmCd=16-1-0-0-0
http://www.narapu.ac.jp/category_list.php?frmCd=16-1-0-0-0
http://www.manabunara.jp/
http://www.manabunara.jp/
http://www.manabunara.jp/
http://www.nara100.com/nougaku/noh_05.html
http://www.nara100.com/nougaku/noh_05.html
http://irietaikichi.jp/index.html
http://irietaikichi.jp/index.html
http://irietaikichi.jp/index.html
http://www3.kcn.ne.jp/~shodou/
http://www3.kcn.ne.jp/~shodou/
http://www3.kcn.ne.jp/~shodou/
http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/kurasibunkabu/bunkacenter/event/annai/1458267837472.html


分野 カテゴリー 地域 項目（事業名） 対　　象 内　　　容 問い合わせ先

学ぶ 生涯学習 橿原市
橿原市まほろば
大学校

・橿原市内在住で
60歳以上の方

高齢者自身が心豊かに、生きがいのある生活を設計していた
だくために幅広い学習の場を設定し、学ばれたことを地域社
会に還元していただく高齢者の育成を目的に開設する。全8
コース、年間8回の講座・実習。
修学期間は2年間。受講料は年額8，000円

橿原市 社会教育課
TEL：0744-29-6991
HP：
http://www.city.kashihara.nara.jp/
shakaikyo/c_bunka/shougaigakush
uu/mahoroba.html

学ぶ 生涯学習 橿原市
橿原市中央公民
館教室

・橿原市内在住の
方

市民が気軽に参加でき、多彩な趣味・学習ニーズに応えられ
るような講座を提供します。
学習を通して市民相互の連帯感を深め、活力と知恵を養い、
ゆとりと潤いを持った心豊かな生活を目指します。
年間約30教室開設。（詳しくはホームページを参照）

橿原市 中央公民館
TEL：0744-22-2001
HP：
http://www.city.kashihara.nara.jp/
kominkan/index1.html

学ぶ 生涯学習 橿原市
歴史に憩う橿原
市博物館定期講
座

・どなたでも
年間を通じ、ひとつのテーマに沿って歴史を学びます。平成29
年度のテーマは未定。年4回実施予定。事前申込なしで、聴講
できます。

歴史に憩う橿原市博物館
TEL：0744-27-9681
HP：
http://www.city.kashihara.nara.jp/
hakubutsukan/index.html

学ぶ 生涯学習 桜井市
市民ふるさと講
座

・桜井市内在住・在
勤方

桜井市の環境・歴史・文化・産業などに目を向けて、くらしとの
かかわりを学ぶ講座。5月～11月の年間5回実施。
5月上旬に受講者募集。

桜井市 社会教育課
TEL：0744-42-9111

学ぶ 生涯学習 桜井市
かがやきセミ
ナー

・桜井市内在住・在
勤の方

豊かで「かがやき」ある人生をおくれるようにと、身近で興味・
関心の高い話題にふれながら学んでいくセミナー。6月～11月
の年間4回実施。
5月上旬に受講者募集。

桜井市 社会教育課
TEL：0744-42-9111

学ぶ 生涯学習 桜井市
いきいき万葉学
級

・桜井市内在住の
おおよそ60歳以上
の方

いきいきとした高齢期をすごすために、健康や豊かな教養、生
きがいなどについて学びながら交流を深めるための講座。
5月～翌3月の年間9回実施。4月上旬に受講者募集。

桜井市 社会教育課
TEL：0744-42-9111
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分野 カテゴリー 地域 項目（事業名） 対　　象 内　　　容 問い合わせ先

学ぶ 生涯学習 桜井市 市民大学
・桜井市内在住・在
勤の方

年間を通して1つのテーマをより深く、専門的に学習するため
に開催。年間5回程度実施。4月上旬に募集。

桜井市 社会教育課
TEL：0744-42-9111

学ぶ 生涯学習 五條市 生き活き教室
・五條市在住または
お勤めの60歳以上
の方

一般教養を高め、社会の動向を学びながら、仲間づくりを目的
とする年間継続講座（4月～翌年3月までの12回実施予定）
定員100名（4月上旬に受講者募集。定員になり次第締め切
り。電話での申込みは不可）
年会費2，000円（利用団体連絡協議会会費を含む）
※館外学習参加費や教材費等は、必要に応じてその都度徴
収。

五條市 中央公民館
TEL：0747-24-2001
HP：
http://www.city.gojo.lg.jp/www/co
ntents/1334736151190/index.html

学ぶ 生涯学習 御所市 中央公民館教室

・1年間継続して受
講できる、18歳以上
で御所市内在住・
在勤の方

文化・芸術に関する講座、教室を開催し、生涯学習の推進を
図ります。

御所市 生涯学習課
TEL：07456-62-3001

学ぶ 生涯学習 御所市
文化交流セン
ター教室

・1年間継続して受
講できる、18歳以上
で御所市内在住・
在勤の方

文化・芸術に関する講座、教室を開催し、生涯学習の推進を
図ります。

御所市 生涯学習課
TEL：07456-62-3001

学ぶ 生涯学習 御所市
御所市美術展覧
会

・15歳以上の方
15歳以上であれば誰でも出品できる美術展覧会を、毎年10月
に開催します。

御所市 生涯学習課
TEL：07456-62-3001

学ぶ 生涯学習 御所市
文化ホール活性
化事業

・どなたでも 文化ホールを活用し、プロの演奏等を市民に提供します。
御所市 生涯学習課
TEL：07456-62-3001

学ぶ 生涯学習 御所市 女性学級
・御所市内在住・在
勤の女性

小学校区を単位として、健康・環境・人権・趣味・教養等に関す
る学習を、年間8回程度（16時間以上）実施。
社会見学では会員の親睦を図ります。

御所市 生涯学習課
TEL：07456-62-3001
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分野 カテゴリー 地域 項目（事業名） 対　　象 内　　　容 問い合わせ先

学ぶ 生涯学習 生駒市 いこま寿大学
・生駒市内在住の
62歳以上の方

生駒市が設置する4年制の学びと交流の場です。卒業後は地
域社会の生涯学習推進者として活躍していただくことを目的と
しています。学生は、ハイキング・書道・園芸など14クラブのい
ずれかに所属。クラブ学習（年7回）の他に、学生全員を対象と
する一般教養学習会（年5回）、生活に役立つ知識を学ぶ実務
講習会（選択申込制で年1講座程度受講）、大学祭やスポーツ
大会などの特別学習会や行事、学生委員会活動などがありま
す。1学年の定員は281名で、毎年2月に新入生を募集してい
ます。受講料は年5,000円、別途交通費や材料費等の自己負
担があります。

生駒市 生涯学習課
TEL：0743-74-1111

学ぶ 生涯学習 生駒市
生駒市生涯学習
自主学習グルー
プ

・生涯学習に意欲
的に取り組み、学習
成果を地域に還元
する市内に在住、
通勤する5名以上の
グループ

生涯を通して自らの意思で自発的に学習することを促進する
ため、学習活動を行う団体を登録します。最終的にはその団
体が学習成果を社会に還元し、市民の生涯学習の振興に寄
与することを目的としています。

生駒市生涯学習課
TEL：0743-74-1111

学ぶ 生涯学習 平群町 公民館教室 ・平群町民の方
絵画、教養、歴史など、毎年、様々な分野を対象に各種の教
室を、月1回から2回程度、年間を通じて開催。年度初めに広
報等で受講生募集。

平群町 中央公民館
TEL：0745-45-2101
HP：
http://www.town.heguri.nara.jp/w
eb/profile/annai/sisetsu/koumink
an/

学ぶ 生涯学習 平群町
あすのす土曜講
座

・どなたでも
歴史、自然など様々な分野をテーマに、専門家などを招き、
「あすのすへぐり」（観光文化交流館、図書館）にて開催。

あすのす平群
TEL：0745-46-1120
HP：http://web1.kcn.jp/heguri-
library/

5

http://www.town.heguri.nara.jp/web/profile/annai/sisetsu/kouminkan/
http://web1.kcn.jp/heguri-library/
http://web1.kcn.jp/heguri-library/


分野 カテゴリー 地域 項目（事業名） 対　　象 内　　　容 問い合わせ先

学ぶ 生涯学習 三郷町 生涯学習講座
・三郷町内在住の
方

・長寿学級（60歳以上の方）：色々な学習を通じて、熟年者とし
て時代に対応できる生き方・充実したくらし方を求めていただ
きます。
・くれない学級（女性の方）：女性として、より充実した日々をす
ごしていただくため、仲間の輪を大切にしながら、教養や知識
を深めていただきます。
・みさと万葉学習会：現地学習などを通じ、万葉集の知識を深
めていただきます。
・歴史教室：身近な歴史とのふれあいなどを通じ、歴史に関す
る知識を深めていただきます。

三郷町 生涯学習課
TEL：0745-43-7332

学ぶ 生涯学習 斑鳩町 生涯学習講座
・斑鳩町内在住・在
勤の方

生活を豊かにする趣味の講座や、現代のライフスタイルの中
で取り扱うべきことが必要と思われる講座を開催。
・年間12講座程度（生活経済、文学などの分野）
・町広報紙に募集記事掲載（不定期）

斑鳩町中央公民館
TEL：0745-74-1511

学ぶ 生涯学習 斑鳩町 公民館教室
・斑鳩町内在住の
方

知識・技能の習得を通じ、教室生相互の交流を図りながら、生
涯教育としての生きがいづくりの機会として開催。
・年間18教室程度募集
・2月町広報紙に受講生募集記事掲載

斑鳩町 中央公民館
TEL：0745-74-1511

学ぶ 生涯学習 斑鳩町
聖徳太子歴史資
料室講座

・一般の方（斑鳩町
の歴史に関心を持
つ方）

斑鳩町立図書館　聖徳太子歴史資料室では、斑鳩町の地理
および歴史に通じていくことを目的に講座を開催します。
（年1回開催　町広報紙に募集記事掲載）

斑鳩町立図書館
TEL：0745-75-7733
HP:http://www.libraryikaruga.jp

学ぶ 生涯学習 上牧町
多世代交流を核
とした生涯活躍
のまち構想

団塊の世代を含む
アクティブシニア

・放課後学習塾
町内小学1～3年生を対象に毎週水曜日に町内教職OBを講
師に招き、「まきっ子塾」を開催。
・創業支援事業
アクティブシニアの持ちうる技術やノウハウを活用しながら、地
域の活性化に生きがいや居場所づくり、しごとの創出につな
げることを目的とする取組。
・大学連携による生涯学習出前講座の実施
大学連携等による知的資源を活かし、学生との交流、予防医
学や先進的な健康支援など学びと健康への支援を目的とする
取組。
・アクティブシニア移住促進コンシェルジュの設置
都市圏のアクティブシニアの流入促進を目的に、移住の検討
段階から移住後まで、アクティブシニアのニーズに対応した
トータルサービスを提供するため、役場庁舎内にワンストップ
型の総合窓口を開設。

上牧町 政策調整課
TEL：0745-76-1001
HP：
http://www.town.kanmaki.nara.jp/
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分野 カテゴリー 地域 項目（事業名） 対　　象 内　　　容 問い合わせ先

学ぶ 生涯学習 王寺町

奈良学園大学公
開講座 「王寺町
リーベルカレッ
ジ」

・どなたでも

奈良学園大学による公開講座。地域住民・一般社会人の方々
に、知識の向上と交流を図っていただくため、奈良学園大学と
王寺町が共催で公開講座を開催。年間、広いジャンルからの
テーマでの講座とセミナー。

王寺町 地域交流課(地域交流セ
ンター）
TEL：0745-33-3000
HP：http://www.liebell-
oji.com/kouryu/kokai.htm

学ぶ 生涯学習 王寺町
白鳳女子短期大
学セミナー

・どなたでも

白鳳女子短期大学による公開講座。地域住民・一般社会人の
方々に、知識の向上と交流をはかっていただくため、白鳳女
子短期大学と王寺町が共催で公開講座を開催。健康に関す
るテーマでの講座と国際交流に関する講座。

王寺町 地域交流課
 (地域交流センター）
TEL：0745-33-3000
HP：http://www.liebell-
oji.com/kouryu/kokai.htm

学ぶ 生涯学習 王寺町
歴史リレー講座
「大和の古都は
じめ」

・どなたでも
大和の歴史文化がどのように生まれ、発展し、今に至るの
か・・・。大和の歴史学界を代表とする方々を講師に招き、毎
月1回年12回開催。

王寺町観光協会
 （王寺町 地域交流課内）
TEL：0745-33-6668
HP：http://www.oji-kanko.jp

学ぶ 生涯学習 下市町 家庭教育学級
・下市町内幼稚園・
小学校の保護者

知識や教養を高め、より豊かな人間関係を養うことを目的とし
て様々な分野の学習講座を開講しております。

下市町 社会教育係
TEL：0747-52-1711

学ぶ 生涯学習 下市町 生活学級
・下市町在住の女
性

自主的な女性活動として、身近なくらしの中から生活環境に関
わる課題を見出し、住みよい地域社会を目指して活動を進め
ます。

下市町 社会教育係
TEL：0747-52-1711

学ぶ 生涯学習 十津川村 文化講座 ・どなたでも
知識や教養を身につけ、参加者の交流をはかっていただくた
め、村の郷土、歴史等の学習講座、趣味や教養などの様々な
教室を開催します。

十津川村 教育課
TEL：0746-62-0067
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