
講座美来創生みま学

美馬市／美馬市／

令和4年度 美馬市 生涯学習講座 受講料

無料
　100歳人生を生き抜くための「知の再武装」を目指し、郷土に誇りと愛着を持ってもらうため、
美馬市の歴史文化、伝統技術や今を深く学べる機会を提供します。

美馬市脇町字小星692番地１

美馬市地域共生交流施設（小星ベース）郵 便 は が き

1 1 9 2７ ７ 163円切手
をお貼り
ください

キリトリ✂

徳島市応神町古川字戎子野123-1

四国大学　社会連携推進課
美来創生みま学講座係　行

四国大学 社会連携推進課
〒771-1192 徳島市応神町古川字戎子野123-1
TEL 088-665-9953　FAX 088-665-9982
E-mail sudachisuishin@shikoku-u.ac.jp
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講座一覧は、裏面にあります。

必要事項を記入の上、ハガキにて申込みください。
応募締め切りは、   9 月開催分：  ８月 31 日（水）
　　　　　　　　10 月開催分：  ９月 14 日（水）
　　　　　　　　11 月開催分：10 月 19 日（水）です。
定員を超えた場合、抽選により決定します。
受講決定者には、受講日の２週間前をめどに受講票をお送り
します。受講当日、受講票を持参ください。

会場 受講対象

申込み
方法

美馬市地域共生交流施設
「小星ベース」
受講定員  30名

美馬市民及び美馬市へ
通学・通勤されている方

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
・マスクの着用をお願いします。
・�受付時に検温、手指のアルコール消毒をお
願いします。

※�新型コロナウイルス感染の状況により講座を延期
または中止する場合があります。



「美来創生みま学講座」受講を申し込みます。

講 座 申 込 書

受講希望 講座番号 講座名

M2201 食と運動のあり方 
ｰ食べる力を大切にｰ

M2202
DVD 視聴講座 願勝寺の古文書

M2203 北海道移住と藍作

M2204
DVD 視聴講座 秋の撫養街道を歩く

M2205 うだつの町並み活性化の具体例と
これから

M2206
DVD 視聴講座 美馬の古墳

M2207 平家物語を語るということ 「ー耳なし芳一」
「義仲の最期」「宇治川の先陣」を例にしてｰ

M2208
DVD 視聴講座 にし阿波の食

M2209
DVD 視聴講座

美馬郷土博物館の扉を開く
 ｰ博物館と地域社会の行方ｰ

M2210 武田神全塾の古文書を読む

受講を希望する講座の希望欄に〇をつけてください。( 複数可）

講座一覧
講座番号　M2201

9/17 土
13：30 ～ 15：00

食と運動のあり方 
ｰ食べる力を大切にｰ
四国大学　生活科学部　講師　村上亜弥子
　日常生活の何気ない動作に不安を感じることはありませんか？近年、
不活動（運動しないこと）は、サルコペニアを生じる大きな要因になるこ
とが知られています。サルコペニアに対して、運動するだけでなく食事
を摂ることも同じぐらい重要。食事は、ただ食べるためのものではなく、「楽
しく」、「美味しく」食べることが生きがいにもつながります。自分を取り
巻く環境について、運動、栄養の両面から見直してみませんか？
講座番号　M2202 （DVD 視聴講座） 9/21 水

13：30 ～ 15：00
願勝寺の古文書

四国大学　文学部　教授　須藤茂樹
　令和元年度に四国大学文学部学生有志と行った願勝寺の文
化財調査の成果を分かりやすく紹介します。

講座番号　M2203 9/27 火
13：30 ～ 15：00

北海道移住と藍作
摂南大学　名誉教授　佐藤正志

　庚午事変により北海道への移住を強制された稲田家臣団の人々は、静内で
藍作りに取り組みました。元稲田家家臣の仁木竹吉は、美馬・麻植・三好各
郡の農民を北海道に入植させ、余市で藍作を始めました。美馬郡長を歴任し
た阿倍興人は、札幌に興産社を設立し、製藍事業に乗り出しました。明治期、
徳島から移住した多くの人達が、北海道に阿波藍を根付かせましたが、その
なかで美馬との関わりのある人物が大きな役割を果たしたことを紹介します。
講座番号　M2204 （DVD 視聴講座） 10/3 月

13：30 ～ 15：00
秋の撫養街道を歩く
脇町 ･ うだつの町並みボランティアガイド連絡会 会長 　塩田正則
　撫養（鳴門）の港から 10 里余り、街道の中間点にあたる歴
史的町並みや遺産が多く残る美馬市を歩きます。昔の旅人気
分で街道を歩くと何かが見えてきます。

講座番号　M2205

10/12 水
13：30 ～ 15：00

うだつの町並み活性化の
具体例とこれから
株式会社 MIMA チャレンジ　統括責任者　井上佳子
　株式会社 MIMA チャレンジが美馬市で創業して本年 5 月で満 4
年となりました。この間、「うだつの町並み」で実際に空き家を活
用した事例を、保存地区ならではのあれこれ、設計士・施工会社と
悩みながら取り組んだことなど「こぼれ話」を含めて振り返ります。
講座番号　M2206 （DVD 視聴講座） 10/18 火

13：30 ～ 15：00
美馬の古墳

美馬市教育委員会　拜郷哲也
　古墳時代には徳島においても数多くの古墳が造られました。その中でも
徳島県西部の旧美馬郡周辺では古墳時代後期の「段の塚穴型石室」と呼ば
れる他地域ではみられない特異な石室を持った古墳が造られました。本講
座では、美馬の後期古墳を中心に徳島県内の古墳について紹介します。
講座番号　M2207

10/28 金
13：30 ～ 15：00

平家物語を語るということ
「ー耳なし芳一」「義仲の最期」「宇治川の先陣」を例にしてー

四国大学　名誉教授　會田実
　『平家物語』の成立事情の一つに滅亡した平家の怨霊鎮魂があります。そして、盲目
の琵琶法師は、死者の霊と交感できると信じられました。つまり、『平家物語』を琵琶法
師が語るとは、平家の霊が琵琶法師の体を通して語ることなのです。そのとき、聴衆は
物語の時空に臨み、共感し、涙することになります。それが供養になるのです。今回は、
その形跡を、怪談「耳なし芳一」と『平家物語』「義仲最期」「宇治川の先陣」に探ります。
また、「宇治川の先陣」に出る名馬いけづきのことにも少し触れようと思います。

講座番号　M2208 （DVD 視聴講座） 11/8 火
13：30 ～ 15：00

にし阿波の食
四国大学　名誉教授　植田和美

　にし阿波の伝統的な麺文化について、研究結果を含めてお
話します。また、地域産物を使った商品開発についてもお話
します。

講座番号　M2209 （DVD 視聴講座）

11/23 水
13：30 ～ 15：00

美馬郷土博物館の扉を開く 
ｰ博物館と地域社会の行方ｰ

四国大学　文学部　教授　須藤茂樹
　願勝寺境内に建つ美馬市立美馬郷土博物館は徳島県最古の
公立博物館です。同博物館の展示内容とその魅力を紹介しま
す。また、地域社会に果たす博物館の役割について考えます。

講座番号　M2210

11/25 金
13：30 ～ 15：00

武田神全塾の古文書
を読む

四国大学　文学部　教授　須藤茂樹
　いま、徳島県立文書館をはじめ県内の大学・研究機関が共
同で、美馬郡猪尻村（脇町）の剣術の家武田家に伝わる同家
が開いた「武田神全塾」の膨大な古文書の再調査が行われて
います。今後、いろいろなかたちで調査成果が公表される予
定ですが、本講座では起請文など２，３通の古文書の解読を
通じて「神全塾」の活動の一端を紹介します。

・�DVD視聴講座は、過去に開催した「みま学講座」を編集したDVD
を視聴します。当日、講師が直接お話しする講座ではありませんの
でご承知おきください。


