
オタルまちかど大学事務局／小樽市色内１丁目9番6号（オー・プラン内）　TEL0134-29-1003 FAX0134-29-0594

お問い合わせ 主催／小樽ソーシャルネットワーク

第1回

日　程 講座名 担当講師（敬称略）

第2回

第3回

第4回

第5回

年金の繰り上げ、繰り下げって？11/2（土）

11/9（土）

11/16（土）

11/23（土）

11/30（土）

ニッポンはどうなるの？―社会保障制度の行方―

終の住まいを考える ―サービス付き高齢者住宅ってなに？̶
つい

私のおたる・しりべし旅日記

いきいきセカンドライフのための税金の知識

北潟谷　靖子（社会保険労務士）

片  桐　由  喜（小樽商科大学　教授）

西  原　桂  子（あんしん住まいサッポロ センター長）

横  山　文  代（画家）

山田　めぐみ（税理士）

特定非営利活動法人

※「オタルまちかど大学」は、学校教育法上で定められた正規の大学ではありません。　小樽ソーシャルネットワークが主催する、市民生活に役に立つ講座の名称です。

定　員／各講座70名（申込順）　参加料／1講座につき 一般 500円・会員 300円
会　場／小樽道新ホール（小樽市稲穂2-8-4 北海道新聞小樽支社 3階 TEL0134-23-3171）

第3期 受講生募集
期　間／2013年11月2日（土）～11月30日（土）全5回開講 ●時間はいずれも午後１時30分～午後3時30分

1回のみの
ご参加も

OK!

　「オタルまちかど大学」は、小樽の市民生活向上と、地域社会の活性化を目

的に設立した、特定非営利活動法人小樽ソーシャルネットワークが主催・運営

する、市民に役立つ情報を提供する講座の名称です。生活、福祉、まちづく

りなど、小樽で暮らす私たちの日頃起きる問題や疑問、関心事などを

専門家や造詣の深い方々が講義します。今年度は、昨年度開催し

た第2期の参加者のアンケートで希望の多かったテーマも

取上げ、幅広い内容の講義となります。

小樽ソーシャルネットワーク
社会教育事業

特定非営利活動法人

年金・社会保障
知って得する インターネット

安全教室

まちかど大学
特別編

オタルまちかど大学
第3期 開講！

オタルまちかど大学
第3期 開講！

オタルまちかど大学
第3期 開講！

シニア世代と税金
について知りたい

消費税8%

どうする
終の住まい

画家・横山文代
おたる・しりべし

を語るつい



第2期 オタルまちかど大学 講座の概要
第3期 オタルまちかど大学 講座の概要

　老齢年金の受給開始は原則65歳ですが、受給者本人の選択で早くしたり遅くすることができます。こ
の講座では、年金の受給開始を変更した場合のメリットとデメリットを中心にお話しします。

年金の繰り上げ、繰り下げって？第１回
北潟谷　靖子（社会保険労務士）11月２日(土) 13:30～15:30

　高齢化が著しい小樽において、高齢者の方が安心して暮らせる住まいを探すことは重要です。講座で
は、シニア向け住まいを選ぶチェックポイントや高齢者の住まいの種類について、特に、サービス付高齢
者住宅を中心に紹介していきます。

終の住まいを考える―サービス付き高齢者住宅ってなに？̶第3回
西原　桂子（あんしん住まいサッポロ センター長）西原　桂子（あんしん住まいサッポロ センター長）11月16日（土） 13:30～15:30

日程 担当講師

　今年8月に発表された社会保障制度改革国民会議「最終報告書」に基づき、今後の医療、介護、年金等の政策
がどのように変わっていくのか、特に、平成27年に改正が予定されている介護保険法を中心にお話しします。

ニッポンはどうなるの？―社会保障制度の行方―第2回
片桐　由喜（小樽商科大学　教授）11月9日(土) 13:30～15:30日程 担当講師

日程 担当講師

　北海道新聞に連載していた「おたる・しりべし旅日記」が単行本化されるなど、人気の画家・横山文代
さんを講師に、小樽や後志の魅力をお話しいただき、身近な故郷を再発見する講座です。

私のおたる・しりべし旅日記第4回
横山　文代（画家）横山　文代（画家）11月23日（土） 13:30～15:30日程 担当講師

　いよいよ消費税率は８％へアップします。その後も増税が予定されており、シニア世代の生活は年々
厳しくなるばかりです。それでも生活への負担を少しでも軽減させるための工夫はあるはず。この講座
ではそういう税金の知識をご紹介いたします。

いきいきセカンドライフのための税金の知識第5回
山田　めぐみ（税理士）11月30日（土） 13:30～15:30日程 担当講師

※敬称略

つい



オタルまちかど大学 受講申込書

平成25年　　月　　日

■申込方法  お電話・FAXどちらでも申込受付致します。

※ご記入いただいた個人情報はこの講座に関する目的以外では一切使用いたしません。

〒047-0031 小樽市色内1丁目9番6号 （オー・プラン内） オタルまちかど大学事務局
（0134）29-1003 （0134）29-0594

所　属

住　所

連絡先 TEL
※個人の方はご記入不要です。

FAX

連絡先

参加申込者

小樽ソーシャルネットワーク http://www.otaru-sn.net/　メ－ルでのお問合せは info@otaru-sn.net

オタルまちかど大学 事務局 行

事前申し込みされた方
を優先しますが、

※但し、各回先着70名様
　とさせて頂きます。

です
当日参加も可能

申込締切：各講座とも開講日の前日までとなります。

№ 年齢氏名 希望の開催日に○を記入願います 備考

1

2

3

4

5

11/2 11/9 11/16 11/23 11/30

11/2 11/9 11/16 11/23 11/30

11/2 11/9 11/16 11/23 11/30

11/2 11/9 11/16 11/23 11/30

11/2 11/9 11/16 11/23 11/30

12/7

12/7

12/7

12/7

12/7

特別編

特別編

特別編

特別編

特別編

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな



小樽ソーシャルネットワーク http://www.otaru-sn.net/　メ－ルでのお問合せは info@otaru-sn.net

小樽ソーシャルネットワークとは
特定非営利活動法人(NPO法人) 

　小樽の街のために何かしたい―。そんな思いととも

に仲間が集まり、2012年に立ち上げたのが「特定非営

利活動法人小樽ソーシャルネットワーク」です。弁護士、

税理士、社労士、行政書士、社会福祉士、建築士、アナウ

ンサーなど、さまざまな職業をもつメンバーが集まり、

自分たちが役に立てることをと、企画されたのがこの

「オタルまちかど大学」なのです。

　オタルまちかど大学は昨年２期・計10回の講座が開

催され、延べ４００人以上の市民の方が受講しました。

暮らしや福祉、インターネットなど、さまざまなテーマ

に対してたくさんのご意見やご要望が寄せられまし

た。今回行われる第3期ではそれらのご要望を取り入

れながら、来年春に予定されている消費税増税の先に

あるシニア世代の暮らしや、住まいの問題、そして、若

者から高齢者まであらゆる世代に浸透しているイン

ターネットを安全に快適に使用するための講座など

を開催いたします。

　テーマにご関心のある市民の方はもちろん、ご家族

の方や、福祉関係の事業所の方など、多数の皆様のご

参加をお待ちしております。

協賛企業・団体・個人（順不同）

　㈱福島工務店（福島 正紘）　　　㈱オー・プラン（小笠原 眞結美）
　㈱エフエム小樽（石橋 八千代）　オフィス小笠原（小笠原 俊介・源 秀人）
　小樽後志地域障がい者就業・生活支援センターひろば（金子 宣裕）
　㈲ウィルダネス（佐藤 圭樹）　　龍山法律事務所（龍山 聴）
　㈱K2（中山 仁史）　　　　　　 ㈱新倉屋システム（新倉 正三）
　Ｎ合同会社（福島 慶介）　　　　㈱北海道広告社（前野 晃寛）
　　　　　　　 佐藤寿志税理士事務所（佐藤 寿志）

　小樽信用金庫　北海道ファミリー㈱　北海信用金庫小樽支店　高橋燃料商事㈱　山吹商工㈱　㈱森田
　阿部建設㈱　西條産業㈱　近藤工業㈱　医療法人社団徳友会 市村歯科クリニック　協和総合管理㈱
　西條産業㈱　㈱サイダ　公益社団法人小樽法人会　㈱加藤電機商会

 〈個人〉 19名様

理事長 福島 正紘

※当NPOの活動は皆様のご支援により
成り立っております。引き続き会員募集
をしておりますので、詳しくは事務局
までお問合せください。

正会員・理事

正会員・監事

賛助会員（申込順）ご支援ありがとうございます。

特別会員・オブザーバー

　片桐 由喜（小樽商科大学 教授）
　深田 秀実（小樽商科大学 准教授）
　大津　 晶（小樽商科大学 准教授）
　木村 泰知（小樽商科大学 准教授）

〈企業 敬称略〉

　インターネットを使った犯罪が後を絶ちません。どのようにしたら、イン
ターネットを安全に快適に利用することができるのかを、専門家が分かり
やすく講義します。小学生からご高齢の方まで、ど なたにも大変役立つ講
座です。

オタルまちかど大学特別編

● 会　場：小樽道新ホール
● 参加料：無料
● 定　員：70名
NPO法人
小樽ソーシャルネットワーク
（中山仁史、新倉正三）
講 

師

12月7日(土) 13時30分～15時30分12月7日(土) 13時30分～15時30分
「インターネット安全教室」「インターネット安全教室」

● 問い合わせ先／小樽ソーシャルネットワーク まちかど大学事務局

(共催:インターネットセキュリティ協会)


