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ニュースレター  

九州国際大学地域連携センター  

平成２６年度講座開始平成２６年度講座開始平成２６年度講座開始    
 １．九州国際大学「市民講座・市民相談」全20回 

少子高齢化の現代社会を生き抜くためには、生活に関連して発生する交通事故問

題、借金問題、相続問題、不動産取引問題、近隣問題、税金問題等々の諸問題に対

処する能力と意志が必要です。 

 九州国際大学「市民講座・市民相談」では、年間２０回の講座のなかで、将来、様々

な紛争に巻き込まれないための予防知識の修得や、実際に各種紛争に巻き込まれ

ている方への具体策を示す「総論」と「各論」を１回の講座・相談で行う形式となってい

ます。事件の被害者・加害者にならないために、問題発生の端緒に早く気付き、早期

に適正・適法な対処ができる“暮らしのヒント”を得る機会となりましたら幸いです。 

 ２．前期北九州市民カレッジ（全８講座） 

※ 講座一覧およびお申し込み方法などについては２ページ目をご覧ください。 

 地域連携センターで初めての開催となった昨年度は、前期２講座、後期５講座と合

計７講座でしたが、平成２６年度は前期だけで８講座の開講を予定しております。 

 昨年度の受講生の方からは、本センターの立地が黒崎駅からとても近いという高い

立地環境であり「通うのに便利」、また、講座の内容についてもいずれも「満足」と好

評でした。 

 また、今回の講座は街づくりやコミュニケーション、文化や歴史、語学分野など様々

な分野に渡るので、皆様のご興味にあう講座に是非ご応募ください。 

きゆーこむ “きゆーこむ “KiuKiu--Com”Com”とはとは  
 

九州国際大学（KIU：きゆー）がコミュ

ニティ（こむ）と連携し、「人づくり」「街

づくり」に貢献しようという意図を表し

た地域連携センターの愛称です。 

申込締切は基本的に各講座開始の２週間前で、各講座３０名が定員で、受講は有料です。 
※ 講座一覧およびお申し込み方法などについては３ページ目をご覧ください。 
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九国大 ｢市民講座・市民相談 ｣  
● 日程 

平成２６年４月２６日（土）から３月１４日（土）まで毎月第２、第４土曜日を基本に、計２０

回実施します（但し、８月９日、１２月２７日は実施しません）。 

● 申込方法・申込先 

九州国際大学地域連携センターホームページ（http://www.kiu.ac.jp/organization/rccenter/）にある申込

書に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは封書にて、本センター（ファックス番号

および住所は４ページ目に記載）までお申し込みください（申込書は窓口でも配布していま

す）。 

● 申込締切（必着） 

基礎通年受講生…平成２６年４月１９日(土)まで ・ 個別受講生…開催日の１週間前ま

で※申込多数の場合は、基礎通年受講生２０名を抽選し、個別受講生の若干名につい

ては各回毎の抽選となりますので、予めご了承ください（受講料無料）。 

九国大「市民講座・市民相談」講座一覧  
回数 月日 講 義 名 主任 講 師 名 

1 4月26日 開講式 不動産の基礎知識と鑑定評価 堀田学長・田中不動産鑑定士 

2 5月10日 金銭消費賃借の基礎と過払いについて 堀田弁護士 

3 5月24日 不法行為の基礎と交通事故について 堀田弁護士 

4 6月14日 税金のはなし 米村税理士 

5 6月28日 不動産と税金 佐藤税理士 

6 7月12日 サラリーマンと税金 山口税理士 

7 7月26日 相続・贈与と税金 川島税理士 

8 8月23日 借地・借家法の基礎と不動産鑑定評価 田中不動産鑑定士 

9 9月13日 破産法の基礎知識と債務整理について 中村司法書士 

10 9月27日 相続の基礎と手続きについて 三代司法書士 

11 10月11日 遺言について 山田司法書士 

12 10月25日 成年後見・高齢者の財産管理について 平田(輔)司法書士 

13 11月8日 労働時間の基礎と未払い賃金問題について 久野社会保険労務士 

14 11月22日 人生いろいろ、年金いろいろについて 倉守社会保険労務士 

15 12月13日 人事・労務トラブルとグレーゾーンの対策について 渋谷社会保険労務士 

16 1月10日 外国人雇用の実例・注意点と法手続き 長谷阪行政書士 

17 1月24日 会社・NPO法人に関する法知識と実例 長谷阪行政書士 

18 2月14日 発明のつくり方について 平田(義)弁理士 

19 2月28日 境界と筆界・不動産取引の安全と円滑について 荒武土地家屋調査士 

20 3月14日 総括(まとめ)・閉講式 堀田学長・田中士業支部長 
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● 開催期間や時間、回数、応募締め切りおよび受講料 

講座により異なるので、必ず以下の講座一覧でご確認ください〔講座内容の詳細について

は地域連携センターホームページ（http://www.kiu.ac.jp/organization/rccenter/）にてご確認ください〕。 

● 申込方法・申込先 

本センターホームページにある所定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスま

たは封書にて、九州国際大学地域連携センター（ファックス番号および住所は４ページ目

に記載）までお申し込みください（申込書は窓口でも配布しています）。 

なお、申込者多数の場合は、抽選となりますので、予めご了承ください。 

 平成２６年４月より、本センターは「北九州ひとみらいプレイス」に加入いたし

ました。 

 この「ひとみらいプレイス」は、平成２５年４月より北九州市がＪＲ黒崎駅横の

コムシティ内に開設された８施設にて始動した複合施設です。 

 子どもから高齢者まで、 まちの最大の財産である人を対象に“未来に生き

る人づくり”を総合的にめざす複合施設です。  

 今回、本センターが、この施設に加わったことで、官と学が一体となって北

九州市の人づくり機能の新たな展開を目指します。 

｢北九州ひとみらいプレイス｣の正式メンバーへ 

前期北九州市民カレッジ  

 平成26年度前期「北九州市民カレッジ」講座一覧 
№ 期間／曜日 講座名／講師名 時間／回数 応募締切 受講料 

1 
5月22日～7月3日 大人が愉しむ世界史講座 18：30～20：00 5月10日 4,000円 

／毎週木曜日 ／宇都宮 浩司 ／全7回 ／土曜日   

2 

5月28日～6月25日 日本の「お・も・て・な・し」 18：30～20：30 5月14日 4,000円 

／毎週水曜日 ～気配りがサービスに変わるとき～ ／全5回 ／水曜日   

  ／福島 規子       

3 
5月30日～8月22日 初心者のための漢詩入門講座 18：30～20：00 5月16日 4,000円 

／隔週金曜日 ／三浦 尚司 ／全７回 ／金曜日   

4 
6月3日～8月5日 八幡製鐵所と戦後日本経済の歩み 18：30～20：30 5月20日 8,000円 

／毎週火曜日 ／江本 伸哉 ／全10回 ／火曜日   

5 

7月5日～7月31日 北九州地域における都市計画講座： 7月5日のみ 6月21日 4,000円 

／7月5日のみ土曜日、 「街育」について考える ２ 15：00～17：00 ／土曜日   

２回目以降毎週木曜日 ／神力 潔司ほか ２回目以降     

    18：30～20：30     

    ／全5回     

6 

7月9日～8月6日 『種の起源』を読むⅡ 18：30～20：30 6月25日 4,000円 

／毎週水曜日 ～ダーウィンの進化論を理解する～ ／全5回 ／水曜日   

  ／松本 幸一       

7 
8月19日～9月16日 ふくし家族信託を知る 19：00～21：00 8月5日 4,000円 

／毎週火曜日 ／松本 幸一ほか ／全5回 ／火曜日   

8 
8月29日～9月26日 韓流ドラマで学ぶ「韓国語の世界」 18：00～20：00 8月15日 4,000円 

／毎週金曜日 ／森脇 錦穂 ／全5回 ／金曜日   
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活動報告（平成２６年２月以降）  

Ｔｅｌ：０９３‐６３１‐２２０３ Ｆａｘ：０９３‐６３１‐２２０４  

Ｅｍａｉｌ：ｃｈｉｉｋｉ＠ｋｉｕ.ａｃ.ｊｐ 

ＵＲＬ：http://www.kiu.ac.jp/organization/rccenter/ 

人づくりが拓くまちづくりコラム  

〈発行日〉 ２０１４（平成２６）年４月 

〈発行〉 九州国際大学地域連携センター 

〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 ｺﾑｼﾃｨ２階 

アクセス  
 

 九州国際大学地域連携センターが開所から、１年が過

ぎ、研究会や学会、講座に大学院生や学部生の講義など

で数多くのお客様をお迎えしました。 

 本センターは、この４月から子どもの館とともに「北九州ひ

とみらいプレイス」の一員になりました。 

 他の９施設との連携を更に深めることにより、九州国際大

学は、地域企業、教育機関、地域住民も含めた産学官民

間の連携を広げます。 

 今後、本センターのキャッチフレーズ「人づくりが拓くまち

づくり」の通り、北九州地域のまちづくりを支援する様々な

事業を進めてまいります。  

 

 

 

地域研究事業 
■障害者雇用を地域が考える～北九州市域 

  「企業アンケート結果報告会」～ 

日時：３月１４日（金）１８：３０～２１：００ 

講師：発達障害支援研究所「たまや」所長 

    高橋 正泰 氏 

協賛：一般社団法人レグルスなな 

有限会社化成フロンティアサービス 

内容：前半は今年度「地域連携センター推進費」を

利用されたアンケート結果の報告と意見交換

を行い、後半は講演『苦手なことはあるけれど

働きたい』～発達障害者の親や当事者が努力

すること、会社の方にしてほしいこと～を行い

ました。 

 

人づくり事業  
●後期北九州市民カレッジ（一般参加可・有料）  

■『種の起源』を読む Ⅰ 

期間：２月１５日（土）～３月１５日（土） 

時間：１５：００～１７：００ 

講師：九州国際大学 准教授 松本 幸一 

内容：ダーウィンの主著『種の起源』を受講者で輪

読して、その内容を理解し、そして、『種の起

源』がどのような人物に影響を受け出来上

がったのか、また近現代へどのような影響を

与えたかを学びました。 

 

■北九州市立年長者研修大学校穴生学舎シニア 

カレッジ 

期間：２月２１日（金）～３月２８日（金） 

講師：国際関係学部を中心とした本学教員１０名 

場所：コムシティ３階 ３０２・３０３会議室 

内容：今年度の主タイトルは「グローバリズムとアジ

ア」とし、副タイトルは「グローバル化のなか

の多様性」としました。 

多様性に富むアジアは、グローバリズムの潮

流のなかで、自らをどのように変化・発展さ

せていくのかについて各国の状況に関する

全１０回の講座を５８名のシニア世代の方が

熱心に受講されました。 

 

地域連携事業 
■Book Buffet(ブックビュッフェ） 

主催：ブックビュッフェ実行委員会 

後援：北九州市 

協力：九州国際大学地域連携センター 

    九州国際大学図書館ほか 

期間：２月２日（日）～２月２２日（土） 

内容：ブックビュッフェとは、「図書館」をキーワード

に、八幡西図書館と黒崎の街なかを本で結

び、街と人がつながるプロジェクトで、「借り

る」「観る」「聴く」「体験する」プログラムが実

施されました。 

 

※詳細はホームページ  

http://bookbuffet.jimdo.com/にてご確認ください。 

その中で本学関連のイベントをご紹介します。 

 

「借りる」プログラム・・・期間中、黒崎の街なかを中

心に約30拠点に小さな本棚が設置され、期間中、

本の貸出・返却を実施しました。 

 

「観る」プログラム・・・２月８日（土）に本学図書館の

企画によるビブリオバトルをコムシティ内で初めて

の公開実施にて行いました。 

今回、「チーム九州国際大学学生」と「チーム黒崎

のオトナ」の２チームが３人の団体戦にて白熱した

書評バトルを行いました。バトル結果は本学および

ブックビュッフェのホームページに掲載されておりま

すので、ご興味のある方は、ご確認ください。 


