〜プラットフォーム取組概要図〜

彦根長浜地域連携
プラットフォームとは？

産業振興に向けた
産官学連携事業
１）彦根・長浜地域の産業
活性化支援事業
２）地 域 と 連 携 し た イ ン
ターンシップ
３）UIJターンの推奨
４）ビッグデータ、AIなど
の産業界への導入
５）農 業・水 産 分 野 の6次
産業化への移行促進

取り組みの特徴
本プラットフォーム事業は、滋賀県内の彦根・長浜地域という２つ
の地域内において、産官学が連携・協働することによって、両地域
における課題の解決に向けて知力と人的資源を投入し、豊かに働き

地域コミュニティ
活性化事業

地域を担う次世代
人材の育成

１）公開講座などによる地
域活性化
２）地域住民の健康増進支
援事業
３）国際交流イベント等に
よる国際化の支援
４）各大学のシーズを用い
たまちづくりの支援
５）びわ湖周辺環境保全へ
の取り組み

１）SDGsをテーマにした
共同講義
２）単位互換制度
３）共同FD、SDの実施
４）幼、小、中、高への学習
支援
５）社会人を対象としたリ
カレント教育
６）地域進学促進事業

彦根長浜地域連携プラットフォームセミナー大会 & 交流会

彦根長浜地域連携プラットフォームでツナガル

生活できる彦根・長浜地域の創出に資することを目的とするもので
す。これまで本地域においては、自治体・経済産業界等と個々の大

SDGs の開発目標を活用した高等教育の充実・発展

学・短期大学との間で様々な連携・協働が試みられ、一定の成果を
上げてきました。本事業ではこれまでの個々の連携・協働をより発
展させるために、社会の持続可能な開発目標であるSDGsを活用す
ることで、これまで以上に自治体や経済産業界等との緊密な協働と
情報共有のもと、各校の特徴と強みを発揮し、総合的かつ多面的な
取組を展開していきます。

将来像 （事業計画期間：2019〜2024年度）
① 自治体・地域経済界に開かれた高等教育環境のある地域

長浜バイオ大学

② 誰もが安心・安全に住み続けることができる地域
③ 地域住民・観光客等を引き付ける地域資源のある地域
④ 若年層が魅力を感じる豊かな産業基盤のある地域

聖泉大学

SDGs の活用

とは？

長浜商工会議所

お問合せ・申し込み

名

ご住所

滋賀県

長浜市

彦根市

環びわ湖大学
地域コンソーシアム

①希望するプログラム名、②お名前（ふりがな）、③郵便番号、④ご住所、⑤電話番号

TEL 0749-43-7510 FAX 0749-43-5201

E-mail type5@seisen.ac.jp
HP https://www.seisen.ac.jp/

QR コードを読み込むと申込フォームがひらきます

（

才）

＊お連れ様がある場合、お名前とふりがなのご記入をお願いします

（

才）

）

聖泉大学

月

FAX 番号

公開講座 & 講演

小山 敦代

&

人間学部 講師

山口 隆介

展示

□公開講座①（小山講師）
□公開講座②（山口講師）
□公開講座③（山越講師）
□講演会
□考える防災教室･クッキング体験
□宇曽川生き物・自然観察会
□交流会
□ワークショップ （SDGs カードゲーム）
＊希望のものにチェックください。複数選択可能です。
＊ご記入いただきました個人情報はセミナー大会と交流会以外の目的では使用いたしません

（予定）

参加無料

事前申し込み制
のものがございます

申し込み方法等、詳しくは裏表紙へ

講演会「ひたすらなるつながり」
の社会を目指して
講師

人間学部 講師

山越 章平

（滋賀県立大学）

滋賀の縁創造実践センター
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会
事務局長

谷口郁美

会場アクセス

（長浜バイオ大学学生グループ）

防災のつどい & 体験 & more

● 防災体験

● 煙体験・消防車展示 ● 考える防災教室・クッキング体験

（彦根市危機管理課・防災士会） （彦根市消防本部）

（大阪ガス ( 株 ) ネットワークカンパニー）

P

● 宇曽川生き物・自然観察会 ● シーグラス・クラフト体験 ● 出張フードバンクひこね
（環境フォーラム湖東）

（長浜バイオ大学 琵琶湖研究部）

ワークショップ & 交流会

ワークショップ

講師

ＳＤＧｓでコミュニケーション
・
・
・小学生でもよく分かる、みんなのためのＳＤＧｓ・
・
・

備考

10：00 17：45

しがの長寿の秘訣 ● アプローチカリキュラム・スタートカリキュラムについて考える ● 子ども食堂の活動展示
展示で ●（彦根保健所）
（滋賀文教短期大学）
（彦根市社会福祉協議会）
学ぼう ● 地域での学びを世界へ展開する人が育つ大学● 町家プロジェクト活動報告

〜新しいつながりを求めて〜

防災クッキング・ワークショップ（SDGs）のみ年齢の記入をお願いします

日 土

滋賀県彦根市肥田町720番地

学長・看護学部 教授

語

E メール

希望
プログラム

9 28

一部の講座等で

彦根長浜地域連携プラットフォーム（以下ＰＦという）では、
ＰＦの資源を活用し、地域の活性化を目指しています。
本セミナーでは、地域住民の学習意欲の向上や生涯学習の機会と交流の場を創造します。また、地域連携や地域貢献に取り組む組織・個人の新しい
つながりを生み、今後の事業展開に活かすことも目指しています。このセミナー大会&交流会は、
ＰＦ事業として今年度初めて実施致します。
（当日は12時45分からPF事業の説明を行います）

集

スマートフォンから 講座へのお申込みはこちらからどうぞ

お連れ様

電話番号

2019 年

公開講座

事前予約・予約優先制のプログラムに参加希望の方は、TEL・FAX・E-mail・ホームページの申込フォー
ムのいずれかにてお申し込みください。その際、次の必要事項をお知らせください。

お名前

ところ

学

人口減少、新規産業の開拓、少子高齢化、SDGs への取り組み、6 次産業化への移行

ふりがな

（〒

滋賀大学

彦根・長浜地域における社会問題とその解決への取り組み

ご注意：天災や天候の激変、講師のやむをえない事情、その他突発的な事情により、
講座の日時、内容を変更または休講する場合があります。なお、滋賀県に「暴風警
報」
「暴風雪警報」
「気象特別警報」が発令された場合は休講します。

氏

彦根・長浜地域における学術文化
教育基盤形成を目的とした
大学・短期大学・地域連携プラットフォーム

とき

彦根商工会議所

持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001年に策定されたミレ
ニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015年9月の国連サ
ミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。
持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲッ
トから構成され，地球上の誰一人として取り残さない（leave
no one behind）ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみ
ならず，先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なもの
であり，日本としても積極的に取り組んでいます。

事前予約方法

滋賀県立大学

（幹事校：長浜バイオ大学）

豊かに働き生活できる彦根・長浜地域の創出

SDGs

滋賀文教短期大学

有限会社ガイアコミュニティ
SDGs講座WS
ファシリテーター

風かおる

＊駐車場あり

（彦根市社会福祉協議会）

食堂営業
しています

交流会

11:30-13:30

“イマ”＆“ココ”で
ツナガル交流会

シャトルバス時刻表

〜ＰＦの資源を知って、活用しよう！〜
進行･話題提供 社会福祉法人彦根市社会福祉協議会
地域福祉課長

森恵生

聖泉大学 彦根長浜地域連携プラットフォーム 担当
E-mail:type5@seisen.ac.jp

イベント当日稲枝↔大学間に
無料シャトルバスを運行します
稲枝駅
発

9：35 10：05 11：10
12：20 13：20 14：35

大学発

12：35 13：35 15：00
15：35 16：15 17：55

HP：https://www.seisen.ac.jp/

【主催】彦根長浜地域連携協議会（長浜バイオ大学・聖泉大学・滋賀文教短期大学・滋賀大学・滋賀県立大学
滋賀県・彦根市・長浜市・彦根商工会議所・長浜商工会議所）
【共催】聖泉大学地域連携交流センター 【後援】彦根市教育委員会（申請中）

プログラムへの参加予約
はこちらからどうぞ

QR コードを読み込むと
申込フォームがひらきます

seminar PROGRAM
学 公開講座 & 講演 & 展示

彦根長浜地域連携プラットフォームでツナガル

SDGs

公開講座

聖泉大学
学長・看護学部 教授

小山 敦代

時間
定員

中世キリスト教哲学、特にトマス・アクィナ
スを専門として研究。トマス・アクィナスの
著作の1つCompendium Theologiaeを翻訳
し、トマス・アクィナス『神学提要』
（知泉書
館、2018年)として出版。日本語では初訳で
ある。

受講対象

定員

聖泉大学
人間学部 講師

11:30 〜 12:30
353 教室
80 名 申込 予約優先制

山越 章平

時間
場所

チェスタトンの探偵小説に関心のある方。キリスト教的
人間像に関心のある方。

場所

10:30 〜 15:30

場所

火災時は火でなく煙で命を落とすことが多
いです。煙の特徴を知って、いざという時
に慌てず行動できるようにしましょう。
※吸っても安全な煙です
※消防車は緊急時は出動します

10:00 〜 12:00

時間

10:30 〜 15:30
302 教室

10:30 〜 12:00

申込 要事前予約

受講対象
持ち物

ＳＤＧｓを先取りした理念と地域を志向した教育研究や全学的なサポート
で学生が地域で自ら学ぶ「近江楽座」の取組についてパネル展示にて紹介
します。

場所

自習室

36 名

TIME
TABLE

10:30 〜 15:30
306 教室

10:30 〜 15:30
306 教室

場所

303 教室

● 出張フードバンクひこね
（彦根市社会福祉協議会）
場所

10:30 〜 15:30 間
ラウンジ

ご家庭で使いきれなくなった買い置き品大募集！

加工品（未開封、常温保管可能、1 か月以上の賞味期限があ
るもの）
、乾麺、缶詰、レトルト食品、インスタント食品、
ふりかけ、調味料、お米、小麦粉、野菜（常温で日持ちのす
るもの・玉ねぎ、かぼちゃ等）

クッキングは５歳以上のお子様は保護者
同伴にて、小学校 4 年生以上のお子様は一
人での参加ができます
エプロン、三角きん、お手拭きタオル

352教室

10:30 〜 15:30

ー食材の寄付募集ー

時間

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

11:30-13:30 営業

食堂

（滋賀文教短期大学）

時間

時間

10:00

● 地域での学びを世界へ展開する人が育つ大学（滋賀県立大学）

15:00 〜 16:00 場所 353 教室
80 名 申込 予約優先制

場所

みんなで
作ろう！

【団体紹介】長浜バイオ大学のサークルの琵琶湖研究
部です！ 琵琶湖の底で磨かれたガラス片シーグラ
スを使って工作イベントを今回行っています！

屋外

定員

琵琶湖研究部）

琵琶湖で磨かれたガラス片を使ってネックレ
ス、キーホルダを制作します。

災害時に身近なもので乗り切る方法を考えます。
防災の学習＆カセットコンロを使って鍋で炊飯、フライ
パンで缶詰（ツナ・コーン）のドライカレーを作ります。
自分で作った紙食器に盛り付け、試食します。

10:30 〜 15:30
ラウンジ

子どもから大人まで。動きやすい靴、服装でお越しください

（長浜バイオ大学

（大阪ガス ( 株 ) 京滋導管部）

● アプローチカリキュラム・スタートカリキュラムについて考える
場所

場所

20 名

● シーグラス・クラフト体験

● 考える防災教室･クッキング体験

303 教室

時間

煙の怖さを体験しよう

定員

宇曽川 ＊小雨決行・荒天中止

受講対象

（彦根市消防本部）

長浜市の町家キャンパスを中心に実施している地域住民向けのイベント（七夕まつり、
クリスマス等）や出前科学実験教室についての活動を紹介します。
時間

場所

305 教室

● 煙体験・消防車展示

● 町家プロジェクト活動報告（長浜バイオ大学・学生グループ）

子ども学科２年生「基礎力プログラムⅢ」の授業で、保・幼・小連携の「アプロー
チカリキュラム・スタートカリキュラム」について長浜市・彦根市の私立園の先
生方に提案した資料です。

滋賀県社協の職員になって16年。滋賀
の縁創造実践センターという共生社会
をめざした県域のプラットフォームを
つくっています。明るく前向きに！
著書（共著）
「越境する地域福祉実践」

時間

場所

10:30 〜 12:00

申込 要事前予約

集

谷口郁美

滋賀県は全国トップレベルの長寿県です。そのヒミツ何か？
みんなで一緒に考えて、さらに健康づくりに取り組みましょう。
（栄養・歯科・ＨＩＶ・こころの健康等、健康に関するパネル展示）

場所

10:30 〜 15:30

時間

募

展示で学ぼう

講 演 会

滋賀の縁創造実践センター
社会福祉法人
滋賀県社会福祉協議会・事務局長

● しがの長寿の秘訣 （彦根保健所）

時間

時間

時間

申込 予約優先制

広がる地域の輪、彦根市内の子ども食堂の活動を紹介します。
フードバンクひこねに寄付頂いた食材を活用しています。

だれもが「おめでとう」と誕生を祝福され「あり がとう」と
看取られる社会。現実はそうではないことに気づいていても、
ではどうしたらいいの？と問われると難しい気もするなぁ…。
「つながり」をキーワードに、次世代のために今私たちができ
ること、関わっていきた いことを想像しましょう。

専門は健康心理学、コーチン
グ、スポーツ心理学など。実践
活動としては、メンタルトレー
ニングの講習会、サッカーの指
導、サッカーの戦術分析などを
行っている。

13:30 〜 14:30
定員 80 名
353 教室

● こども食堂の活動展示 （彦根市社会福祉協議会）

「ひたすらなるつながり」
の社会を目指して

定員

場所

山口 隆介

10:30 〜 11:30
352 教室
80 名 申込 予約優先制

時間

時間

聖泉大学
人間学部 講師

場所

講師

みなさんは、どうしたら幸せになれると
思いますか？お金持ちになったら幸せに
なれるでしょうか？最近の研究から、お
金と幸福感の意外な関係性がわかってき
ました。この講座ではみなさんの人生を
豊かにするヒントを教えます！

講師と共に宇曽川付近を散策し、
様々な生物について学習します。
河川敷の植物や虫、川の魚など身
近な自然に今まで知らなかった生
物も発見できるかもしれません観
察会を通して身近な自然を感じ、
楽しみながら学びましょう

験

キリスト教の求める人間像は、教義に縛られた生真面
目なものでしかありえないとお思いのあなた、チェス
タトンが創造したキャラクター、ブラウン神父をごら
んください。理性的なキリスト教徒のモデルがそこに
あります。本セミナーでは『ブラウン神父』ものを中
心に、理性と信仰を統合する生き方を学びます。

（環境フォーラム湖東）

知っている からできるへ

体

私たちは、生活の中でうまくストレスと付き
合う必要があります。看護の面からストレス
耐性を高め、心身の状態を調えるセルフケア
としてのリラクセーション法について学び体
験します。

❸お金と幸福感の関係

大切な自分の命、みんなの命を守るには、
平常時の備えが大切！
映像で災害を知る、防災クイズで自分の
知識をチェック！
心肺蘇生法やＡＥＤ操作の体験、防災グッ
ズや非常食の展示、非常時に役立つ小物
作り等、役立つ情報が一杯です。
（聖泉大学の防災サポーター学生が、皆さ
んをサポート致します）

こどもからおとなまで、つどう交流イベント！

● 宇曽川生き物・自然観察会

ーみんなで参加しよう 9月は防災月間ー

（彦根市危機管理課・日本防災士会滋賀県支部） いのちを守る いのちを救う

防災のつどい

❷ チェスタトン『ブラウン神父』
シリーズに見出すキリスト教哲学

元気が一番！と思いながら、長い間
看護と学生教育に携ってきました、
特に様々なストレスにうまく対処
し、心身ともに良い状態を維持して
いけるように、心とからだを調える
リラクセーション法をセルフケア
や看護ケアに取り入れることを考え
ています。

● 防災体験

参加者および参加者同士が様々なテーマで学びます

❶ 看護とストレス耐性を

高めるリラクセーション法

集 防災のつどい & 体験 & more

10:00

● 本日の説明

●ＳＤＧｓでコミュニケーション

●公開講座①

〜新しいつながりを求めて〜小学生でもよく分かる、みんなのためのＳＤＧｓ

10:30 11:30

※

13:20 14:50

353教室

●公開講座② ●PF 紹介 ●公開講座③

302教室

●しがの長寿の秘訣

13:30 14:30

11:30 12:30

●交流会

16:15 17:45

●講演会

15:00 16:00

10:30 15:30

語 ワークショップ & 交流会

303教室

参加者同士がつながるきっかけ、しくみづくり

時間

13:20 〜 14:50

受講対象

場所

有限会社ガイアコミュニティ
SDGs講座WS
ファシリテーター

風かおる

352 教室

定員

30 名

交流会

ワークショップ

〜新しいつながりを求めて〜

・
・
・小学生でもよく分かる、みんなのためのＳＤＧｓ・
・
・
講師
今、注目の「ＳＤＧｓ」って何？どう

ＳＤＧｓに興味がある方、学校教育で活用したい方、企業・自治体・地域等で活用したい方、
ただ、体験してみたい！という初めての方も大歓迎です。
（概ね小学 4 年生以上）

305教室

彦根・長浜地域のＰＦにある知的・人的資源
や強みを知り、さらに、地域活性化に向けて
活かし合う場として、みんながツナガル交流
会を開催します。新たなアイデアやプロジェ
クトが生まれるかも？！名刺を忘れずに！！

定員

進行・話題提供

306教室

● 地域での学びを世界へ展開する ● アプローチカリキュラム
人が育つ大学

ラウンジ

地域福祉課長

森恵生

彦根・長浜地域でのＰＦを通して、
「何かやってみたい」
「こんなことなら協力で
きる」という思いをもつ方。いろんな人とつながりたい！という方も大歓迎

スタートカリキュラムについて考える

10:30 15:30

●こども食堂の活動展示 10:30 15:30

12:45 13:15

彦根長浜地域連携プラット
フォームの概要と目指すもの
について説明します。
また、今年度の活動報告等も
行います。
※PF:彦根長浜地域連携プラットフォーム

●出張フードバンクひこね 10:30 15:30

社会福祉法人彦根市社会福祉協議会

16:15 〜 17:45 場所 352 教室
30 名 申込 予約優先制

受講対象

●PF紹介

●防災体験

10:30 15:30

〜ＰＦの資源を知って、活用しよう！〜

時間
申込 予約優先制

●シーグラス・クラフト体験 10:30 15:30

“イマ”＆“ココ”で
ツナガル交流会

ＳＤＧｓでコミュニケーション

してＳＤＧｓが必要なの？
みんなが望む未来がやってくるのがＳ
ＤＧｓです。地域や学校、職場の仲間
と楽しくＳＤＧｓに向かいましょう。
（カードゲームを通して、こどももおと
なもＳＤＧｓを体感してみましょう）

●町家プロジェクト活動報告 10:30 15:30

自習室
屋外

●考える防災教室・クッキング体験
10:30 12:00

●宇曽川生き物・自然観察会
10:30 12:00

●煙体験・消防車展示
10:00 12:00

時間の表記
赤字 15分前から受付開始
青字 30分前から受付開始

各教室出入り自由です
多くの講座を体験してください

