
    

 
シニアのシニアによるシニアのためのセミナーです！ 

皆様のご参加をお待ちしています！ 
2021.7.5 
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山口県アクティブシニア協会西部部会（AYSA） 
連絡先 宮﨑 （０９０－４７１６－２８９３） 

                 AYSAとはAssociation of Yamaguchi Senior Activist の略です 

第 112 回 令和 3 年 7 月 15 日（木）午後 1：30～3：30 

⇒ 卓話及び出前講座で１時間、フリートーキング１時間          
（参加は自由です。どなたでも歓迎いたします）       

場 所：上宇部会館 2階学習室    

講座名：「みんなで築こう！ 活力と交流による都市づくり」 

講 師：淺田宏之氏（AYSA 西部部会会員）＆宇部市都市計画課より講師派遣 
 

現在、宇部市が取り組んでいる「都市の将来像」について学び、考えたことはありますか？ 

 
今日の人口減少や少子高齢化社会の進行、地球規模での環境問題と災害対策の必要性等、宇部市を 

取り巻く社会環境は大きく変化してきています。このような変化に対応する為、宇部市では「多極ネ 
ットワーク型コンパクトシティへの転換」「エネルギー利用のスマート化」「市の顔としての中心市街 
地の魅力向上」等の取組を推進しています。私たちは、今回の「出前講座」で、それらの取組につい 
て正しく理解を深めると同時に、特に、会員の淺田氏から「多極ネットワーク型コンパクトシティへ 

 の転換」構想について、私たちの日々の生活基盤にどのように関わってくるのかをお話し頂き、皆さ 
んと一緒にフリートーキングしたいと考えています。 
 

この度のセミナー企画は、会員の淺田氏による地域課題提起シリーズ第 4弾です。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

 

AYSA西部部会シニアセミナー 



  終了したセミナー(第61回～第107回)⇒第１回～第60回まではAYSA HP西部部会をご覧ください 
第61回  2014年7月24日 「留学生を取り巻く課題と taigongwabg.net」                林  修 
第62回  2014年9月25日 「ＥＰＡマイレージによる血管病撲滅を目指して研究開発を続けてきた20年の取組」         

秋の特別セミナー          小林 誠 山口大学院医学系研究科教授（医学博士） 
第63回 2014年11月27日 「私の企業経験とコーディネーター経験」                 下村 文博 
第64回 2015年1月22日 「コンピュータはどのように動くのか」                  野田隆太郎 
第65回 2015年3月18日春の特別セミナー 「野菜の魅力再発見」野菜のチカラを活かす食と健康への取組パネルトーク（HP）      
第66回 2015年5月28日  「錬金術の発展から原子力を考える」                 浅田 宏之 
第67回 2015年7月23日  「熱と温度について」                        宮本 政英 
第68回 2015年9月22日秋の特別イベント  「有限会社グリーンハウス視察」       AYSA会員他13名参加 
第69回 2015年11月26日  「山口県の産業革命遺産について」                  北見 幹治 
第70回 2016年1月28日  「山口県の日本酒造りの特徴と日本酒のきき酒方法について」       有富 和生 

                              （山口産業技術センター企業支援部技術相談室長） 
第71回 2016年3月24日  「マイコンボードArduinoの学習とクローラ（ブルトーザ―）の試作研究」 村野 司郎 
第72回 2016年5月26日  「サラリーマン奮闘記」                        立野 宏樹 
第73回 2016年7月28日  「知的財産業務のワクワク感」  藤本昌平国際特許事務所 弁理士    藤本 昌平 
第74回 2,016年9月29日  「マイナス金利と私の生活防衛策」                   宮崎 修五 
第75回 2016年10月28日秋の特別イベント 大川市家具業界の視察    AYSA会員6名、他4名（合計10名の参加） 
第76回 2016年11月24日  「市民共同発電を考える」                       津島 榮 
第77回 2016年12月22日冬の特別セミナー 「高レベル放射性廃棄物地層処分を考える」 

原子力発電環境整備機構元理事 武田 精悦 
第78回 2016年3月23日   現代の数学観について「正規分布の話」                 村野 司郎 
第79回 2017年5月25日  「自治会が危ない！」～コミュニティ活動の現状と課題～          浅田 宏之 
第80回 2017年7月27日  「長州藩永代家老 益田家のヒストリー」～西国の命脈を繋げたもの～    林  修 
第81回 2017年8月24日  「兜町 ランダムウオークの旅」                     宮崎 修五 
第82回 2017年9月28日秋の特別セミナー 「協同ネットワークで食と健康への取組について学ぼう」 パネルトーク（HP） 
第83回 2017年10月26日秋の特別イベント 「AYSA本部・西部部会合同 山口産業秘術センター視察・交流会」（合計17名） 
第84回 2017年11月22日  「スマートグリッド」について学び皆さんと一緒に考えよう        江本 明夫 
第85回 2017年12月21日  「翼と流れと揚力について」                      宮本 政英 
第86回 2018年1月25日   「放課後子ども教室」の活動状況と課題について             北見 幹治 
第87回 2018年2月22日   「日本人も意外と知らない日本文化」について              村野 司郎 
第88回 2018年5月24日   「少子化は何が問題か？」                       淺田 宏之 
第89回 2018年7月26日   「タイでの研究開発指導と中進国の課題について」            安宅 喜久雄 
第90回 2018年8月23日   「長州藩 藩祖 毛利輝元 人とその時代」               林  修 
第91回 2018年9月27日   「最先端のがん治療について」～身近になった陽子線治療の秘密～     原  卓司 
                      メデイポリス国際陽子線治療センター事業推進部 部長補佐  田中 克孝 
第92回 2018年10月25日   「この頃テレビで良く見られるドローンの話」              野田 隆太郎 
第93回 2018年11月22日   「北海道ブラックアウト（広範囲全面停電）は何故起きたのか？」     江本 明夫 
第94回 2018年12月20日   「シニアの楽しい自治会活動」                     宮本 政英 
第95回 2019年1月25日    「宇部市の誕生と共存同栄」 （社）SAKI-DORIプロジェクト代表    真部 尚志 
第96回 2019年2月28日冬の特別イベント 「有限会社グリーンハウス」第2回の視察 AYSA会員13名他1名 合計14名 
第97回 2019年3月28日    「私のものづくり人生」                       大段 恭二 
第98回 2019年5月23日    「エネルギー源を太陽光とする将来のエネルギーモデル」        津島  榮 
第99回 2019年8月22日    「自主防災会と防災士の役割」                    住居 孝紀 
第100回2019年10月24日（100回特別イベント 本部・西部との交流会）                奥田 宗博 
    「究極の健康寿命アップの方法」（体験報告）～免疫力をアップして、がん細胞、病原菌に負けない体質改善の秘策を語る～  
第101回2019年11月28日    「セメント工場のFS（企業化可能性調査）～コンサルタント業務～    江本 明夫  
第102回2019年12月19日    「プロセスケミストリ―」とは                     安宅喜久雄 
第103回2020年1月23日     「私たちの暮らしと地球温暖化」について               北見 幹治 
第104回2020年2月27日     「易しいWEBリテラシー」                     金子 弦 
第105回2020.年７月23日     「日本の農業は再生できるか？」                   浅田 宏之 
第106回2020年９月９日（オンラインセミナー）「中小企業の経営革新を支援する ITコーディネーター」について 三宅功一郎 
第107回2020年９月24日秋の特別イベント  「オリーブ園」２ヶ所視察 AYSA会員 11名参加      津島 榮      
第108回2020年11月26日     「漢字は敵か、味方か」～日本の漢字の役割からそれを紐解く～     江本 明夫 
第109回2021年1月28日      「日本のバイオベンチャー（BV）は育たない？」           安宅喜久雄 
第110回2021年2月25日    再生可能エネルギー「木質バイオマスエネルギー利用の現状と今後の課題」  北見 幹治 
第111回2021年3月25日（オンラインセミナー）「石州高島」～人生で初めて小説を書いています～       林 修     


