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三原市老人(ふれあい)大学開設要項 <4月1日現在>

高齢者が学生相互の協調を重視して,自らの生きがいを求めて学習し,社会に貢献しながら,より豊かな生活を

築くために開設する｡

三原市教育委員会･三原市老人(ふれあい)大学

平成28年4月入学一平成29年3月修了(盆休8/13-8/17,年末年始休12/25-I/5)
･場所･時間･募集定員及び講師名(詳しくは,大学院と大学の各項目及び裏面を参照のこと)

･開設時間は,午前10:00 - ll:30　　午後13:30 - 15:00を原則とする｡

･教科講座は,月2回,年間20回を原則とする｡

･教養講座は年4回｡別に｢特別講座(特別推薦) ･地域講座(地域推薦) ｣として推薦することがある｡

※既存の教科講座-の応募者が12名以下のときは開設しないことがある｡

※　パソコン関係の講座は機器を持参する｡

<大　学> ･三原市に居住する満60歳以上(昭和31年4月1日以前の生まれ)の人｡

<大学院> ･希望する大学院の教科と同一の教科で5年以上(パソコンは4年)学習,または,同等の力を有し,

同一教科で,より専門的な知識や技能を習得しようとする人｡

①大学は年間6, 000円(2教科目から5, 000円)とする｡

②大学院は年間5, 000円とする｡

③教科内の特別出費(研修諸費,学習用教材を含む)及び駐車場利用料などは各自が負担する｡

④パソコンはコース維持費として,年間2, 000-3, 000円が必要です｡

⑤陶芸受講者は陶芸窯を含む設備の積立基金として年間1, 000円を負担する｡

往復はがま一枚に1教科を記入し下記の要領で申し込む｡ (何教科でも可)

往信面　　　　　返信裏面

<往復はがきの書き方>

楷書で丁寧に

書いてください｡
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平成28年3月1日(火)～3月7日(月)迄｡ 3月7日(月)の消印は有効とします｡

4月1日以後の途中入学は原則として認めておりません｡ご承知おき下さい｡

入学手続きについては,返信用はがきで案内をします｡

本郷･大和　<本雛教室及び大和教室は3月14日(月)午前中を予定(詳細は後日,文書で連絡)>

三原校舎･-3月14日(月)～16日(水) 9時～15時を予定(詳細は後日,文書で連絡)

場　所･･,三原(三原市老人大学校舎) ･本郷(生涯学習センター) ･大和(神田公民館)

持参物･･･入学金　大学6,000円(2教科目から　5,000円)　大学院5,000円

初めての方は生年月日を証明する免許証,または,健康保険証など準備して下さい｡

定員をオーバーした教科コースについては抽選です｡抽選は3月16日(水) 14:00-三原校舎です｡

抽選日に欠席の場合は申し込みを辞退したものとします｡ (代理出席は可です｡ )

教養講座1回以上と教科講座14回以上を受講した人に修了証を発行します｡
一般からの入学生で,大学院に直接入学を希望される方は事前に事務局に申し出て下さい｡

2次募集はしません｡但し,〆切以後,定員に達しない教科コースのみ3月末まで受け付けます｡希望の方は

老人大学事務局-直接問い合わせて下さい｡ (問い合わせば火･水･木･金曜日の9時～15時の間です｡ )

三原市老人大学事務局(℡･FAX 0848-64-6868)　〒723-0004　三原市館町2-3-1
ヽ
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平成28年度　　　教科･日程･場所･定員･講師一覧
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○備考　パソコンは進級制度のため,入門以外は特に募集しませんが定員割れが生じた場合のみ補充を行います｡

従って,希望のある方は事務局まで事前に申し出ておいて下さい｡尚,本郷教室でのパソコン入門は募集できません
ので,入門をご希望の方は,三原教室の方に申し込んでください｡


