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〜空き家は小樽の大事な資源〜

オタルまちかど大学
第7期
第3期 開講！
「オタルまちかど大学」は、小樽市民の生活向上と、地域社会の活性化を目
的に、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、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。第７期目の今年は、
仮想通貨などの最新のICTの動向、
社会問題にもなっている「空き家」について、働き方改革で暮らしは
どう変わるのか、言 葉とコミュニケーションの４講 座を
開講します。

※
「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。 市民生活に役に立つ講座の名称です。

第7期 受講生募集
期

間／2018年3月10日（土）〜3月31日（土）全4回開講

1回のみの
ご参加も

OK!

●時間はいずれも午後１時00分〜午後3時00分
会

（小樽市稲穂2-8-4 北海道新聞小樽支社 3階）
場／「小樽道新ホール」

定

員／各講座30名（申込順）

資料代／500円 (1講座につき)

全て参加した受講者に
「修了証」を授与！
4回の講座を受講した方に修了証を授与いたします。
特定非営利活動法人

お問い合わせ

主催／小樽ソーシャルネットワーク

公益社団法人

共催／小樽法人会

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

第7期
オタルまちかど大学

講座の概要

※敬称略

第１回 『ICTを知り、
リスク管理で身を守る』
（土）開校式
日程 3月10日
13:00〜15:00

担当講師 中山仁史氏、新倉正三氏

AI（エー・アイ）、IoT（アイ・オー・ティー）、ビットコインに代表される「仮想通貨」、
「ドローンによる自動

宅配システム」など、私たちの暮らしに否応なしにインターネットを介して入り込む、情報・コミュニケー

ション・テクノロジー（ICT）の仕組み。新時代が始まっていると言っても過言ではない今、私たちはどのよ
うに享受し、またそのリスクからどのように身を守れば良いのでしょうか。本講座では、最近のICTの動向
を知り、リスク管理に焦点を置いたお話をします。
＜中山仁史さんプロフィール＞

＜新倉正三さんプロフィール＞

株式会 社ケイツー 代 表取 締役。ウエブサイト制作、サー
バー・ネットワーク構築、イベント運営、その他情報に関する
ことをマルチにこなす。小樽市内のIT化の現状を好転させた
いと、情報誌の発行、Facebookサイトの運営などさまざま
な活動を進めている。

新倉屋システム株式会社 代表取締役。京都大学工学部情報
学科でコンピューターサイエンスを学ぶ。大阪のベンチャー
企業にて、国立病院の電子カルテ導入業務に従事してきた。
現在は、大規模システムの開発で得た知見をもとにコンサル
ティングから設計・実装まで広く対応している。

第2回 『どうなるの？

あなたの空き家』

〜まちづくりの視点から空き家問題を考えよう〜

（土）
日程 3月17日
13:00〜15:00

担当講師 酒井秀治氏（まちづくりプランナー・一級建築士）

「空き家を持っている」
「親の家を相続する予定」など、空き家の処分や活用に困っている方を多く見受

けます。この空き家の問題は、小樽のまちづくりの視点から捉えてみると、新たな活用の仕方や考え方が

生まれてきます。講師は、まちづくりプランナーのプロとしての実績を有しながら、実際に東京や札幌で空

き家を拠点にNPO活動をしたり、新たなビジネスを起こすなどの実践をされています。まちづくりのプロ
のお話から空き家の問題を考えてみましょう。
＜酒井秀治さんプロフィール＞
1975年札幌市生まれ。北海道大学にて都市計画を専攻、大学院修士課程を修了。
「いまあるものを生かしてまちを再生す
る」というコンセプトのもと、東京や札幌で数々の取り組みを進めている。東京での「築70年の三軒長屋」をリノベーション
し近隣住民のたまり場にしたり、札幌では、都心空きテナントを市民の文化活動拠点にしたり、札幌駅前の遊休地に仮設
屋台村をつくるなど、
たくさんのユニークな取り組みに関わっている。

第3回 『働き方改革で、
暮らしはどう変わるの？』
〜正しく知って就業環境の変化に対応しよう〜

（土）
日程 3月24日
13:00〜15:00

担当講師 小笠原俊介氏（社会保険労務士）

「長時間労働の是正」
「同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善」
「柔軟な働き方がしやすい環境

整備」等々、政府は今国会において「働き方改革」を打ち出しています。これによって私たちの暮らしや働
き方はどう変わるのでしょうか。企業側には、上記の他、賃金引上げに伴う労働生産性の向上、女性・若者
の人材育成など活躍しやすい環境整備、病気の治療と仕事の両立、子育て・介護等と仕事の両立、高齢者

や障がい者の就労促進等々の具体的な取り組みが求められています。この講座では、労使双方の立場か
ら、政府の働き方改革についてご説明します。
＜小笠原俊介さんプロフィール＞
1949年小樽市生まれ。社会保険労務士として小樽をはじめ道内の多くの企業の人事・労務に関わる。労働・雇用環境の変
化など、常に先を見据えた社会の動向を伝えるべく活動をしている。音楽や映画・読書などの幅広い趣味の中から、現代に
伝えたい人間としての豊かな時間のあり方などの、
文化活動にも精力的である。本講座主催団体NPO法人の理事長。

第4回 『話し方教室

vol.3』

〜上手に伝える話し方、そして心のあり方〜

（土）
日程 3月31日
13:00〜15:00

担当講師 石橋八千代氏

自分の思いや考えていることを、相手に上手に伝えたい

。誰もがそう願っています。上手に伝えるに

は何が必要なのでしょうか。相手によってどのように話し方を変えれば良いのでしょうか。メールなどの普

及により面と向かったコミュニケーションが苦手という方が増えています。講師は、アナウンサーとして永
年活躍し、また人との関わりと心のあり方を研究しているプロでもあります。話し方を学んで良い人間関
係を広げてみませんか。

＜石橋八千代さんプロフィール＞
FMおたるでアナウンサーとして20年間従事後、2016年4月フリーアナウンサーとして独立し、
『ギフト オブ ボイス』を設立
する。ラジオのアナウンサー、結婚式やイベントの司会をする傍ら、道新文化センター等でことばやコミュニケーションの講
師としても活躍している。
オタルまちかど大学においても、数年にわたりことばの大切さを伝える講座を担当している。

オタルまちかど大学は、下記の協賛企業・団体と会員ボランティアにより運営されております。
小樽ソーシャルネットワーク
賛助会員
（申込順）
正会員
・
理 事

◆ 北海道ファミリー㈱
◆ 近藤工業㈱

◆ 高橋燃料商事㈱

協賛企業・団体 （順不同）

◆ 山吹商工㈱

◆ 医療法人社団徳友会 市村歯科クリニック

◆ 公益社団法人 小樽法人会

◆ ㈱加藤電機商会

◆ 阿部建設㈱

◆ 西條産業㈱

◆ 協和総合管理㈱

◆ ㈱サイダ
〈企業 敬称略〉

◆ 社会保険労務士法人 オフィス小笠原（小笠原 俊介） ◆ ㈱オー・プラン（小笠原 眞結美）
◆ ギフト オブ ボイス
（石橋 八千代） ◆ ㈱K2（中山 仁史） ◆ 龍山法律事務所（龍山 聴）
◆ ㈱新倉屋システム
（新倉 正三） ◆ ㈱福島工務店（福島 正紘）

正会員・監事

◆ 佐藤寿志税理士事務所
（佐藤 寿志）

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 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）

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 op571101@cocoa.ocn.ne.jp

オタルまちかど大学 第7期 開講！
オタルまちかど大学第7期開講のごあいさつ
小樽の街のために何かしたいと考える仲間が集まり、

当法人会は公益社団法人として、法律で定められた

平成24年に特定非営利活動法 人小樽ソーシャルネッ

税を巡る諸環境の整備改善を図るための事業及び地

トワークを立ち上げました。市民の方に役立つ情報を

域企業 並びに地 域社 会の健全な発展に資する事 業

お届けしようと、この「オタルまちかど 大 学」を開講。

活動を展開しております。この一環として、小樽市民

さまざまな職 業を持つメンバーの、得意とするジャン

の生活の向上はもとより、安心・安全な暮らしをして

ルや、外部からも講 師をお招きし、昨 年までに6 期 計

いく上で必要な講座を、小樽ソーシャルネットワーク

32回の講座を開講。延べ約1,0 0 0人の市民の方が 受

との 共 催により、開 催いたします。今 年 の講 座 内容

講しました。今年も興味深い講座を数多くご用意して

は、IT関係、空き家について、言葉とコミュニケーショ

おりますので、市民の方をはじめ、企業経営者や従業

ン等、様々な講座を揃えております。お誘い合わせの

員の方など是非ご受講ください。

うえ、多数の皆様のご参加をお待ちしております。

NPO法人 小樽ソーシャルネットワーク

理事長

公益社団法人 小樽法人会

小笠原 俊介

荒田 一正

会長

オタルまちかど大学 受講申込書
オタルまちかど大学 事務局 行

2018年

月

日

連絡先

住

所

連絡先
所

TEL

FAX

※個人の方はご記入不要です。

属

参加申込者
№

氏名

年齢

希望の開催日に○を記入願います

備考

ふりがな

1

3/10

3/17

3/24

3/31

3/10

3/17

3/24

3/31

3/10

3/17

3/24

3/31

ふりがな

2
ふりがな

3
事前申し込みされた
方を優先しますが、

当日参加も可能 です。

※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。
※記入欄が不足する場合はコピーを取ってご利用ください。

※但し、各回先着30名様とさせて頂きます。

■申込方法 お電話・FAXどちらでも申込受付致します。

（0134）29-1003

（0134）29-0594

〒047-0031 小樽市色内1丁目9番6号（オー・プラン内）

申込締切は各講座とも開講日の前日までとなります。

オタルまちかど大学事務局

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 op571101@cocoa.ocn.ne.jp

