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学校法人中内学園 流通科学大学（神戸市西区）は 8 月 6 日（土）に「第 9 回 中内記念  

ネアカ塾」を開催いたします。企業・団体及び同大学生や教員の協力の下、地域住民参加型

の 52 講座を開講する予定で、当日は工作教室など子ども向けのものから、マネープランや

相続、またビューティーセミナーや和食のテーブルマナーといった実用的なものまで、幅広

い内容を用意。10 時から 1 時限がスタートし、4 時限は 16 時まで開講で、最大 4 講座の受

講が可能となっております。参加費無料、7 月 5 日（火）10 時より受付開始。 

 

ネアカ塾 

本学園創設者の中内㓛は「学生が自分の個性を伸ばし、自分の学びたい方法で習得し、それを 

生涯学習へとつなげる『個性主義』の重視」を標榜し学校法人中内学園を設立しました。中内㓛

の遺志を継承すべく、多くの方々の生涯学習の機会として 2012 年より開催。これまでは中内㓛の

命日に合わせて開催して参りましたが、生誕 100 年を迎える今年は誕生日に合わせ 8 月に開催い

たします。『ネアカ塾』の名称は、中内㓛の言葉「ネアカ のびのび へこたれず」から命名いた

しました。 

 
 

■第 9 回 中内記念 ネアカ塾 

日 時：2022年 8月 6日（土）10：00～16：00 

    1時限 10：00～11：00、2時限 11：30～12：30 

3時限 13：30～14：30、4時限 15：00～16：00 

 開講数：52講座 ※1講座より受講可 詳細は別紙にてご確認ください。 

会 場：流通科学大学（兵庫県神戸市西区学園西町 3-1） 

主 催：学校法人中内学園 

 定 員：原則、各講座 40 名（先着順） ※一部の講座は 40名未満の設定 

 参加費：無料 

開催案内 URL：https://neakajuku.com 

申 込；上記の URLにアクセスしてお申し込みください。 
 

 

＜前回（2019 年度の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもから大人まで受講できる・1 日限定の無料公開講座 

【第 9 回 中内記念 ネアカ塾】全 52 講座 ～8 月 6 日（土）開催～  

7 月 5 日（火）10 時より、参加申込受付開始 

  



 

＜ネアカ塾 講座一覧＞ 

１時限 10：00～11：00                          

講座名 講 師 定員 備考 

知っておきたい 金融マーケットと

マネープラン 

株式会社みなと銀行 市場金融部 チーフ

マネージャー ストラテジスト 

苅谷 将吾 他 40 名   

サントリー 翠ジンソーダによる新

需要創造へのチャレンジ 

サントリー株式会社 スピリッツカンパニー 

RTD・LS 事業部 事業開発部 課長 

酒巻 真琴 40 名   

カラーサンドをつかって『サブルア

ート』！！ 

株式会社 Cheerful.  代表取締役 岩佐 美千子 

（卒業生） 

30 名 2 講座 

開講 

もっと楽しもう、ヨーグルトライフ 

発見！「カスピ海乳酸菌」の健康&長

寿の秘密 

フジッコ株式会社 コア事業本部 ヨーグ

ルト・デザート事業部 課長 

敷田 加寿美 他 40 名   

「でんき」はどうやって出来るの？！ 

～発電のしくみと電気の道～ 

関西電力送配電株式会社 兵庫支社 神戸

電力本部 神戸配電営業所 

北川 知亜旭 親子 

10 組 

  

ヨーヨーお手玉の魅力発信 ひょうごヨーヨーOtedama の会  

代表 

廣内 一政 他 40 名   

日本語ボランティア、始めませんか。

「やさしい日本語」で! 

兵庫日本語ボランティアネットワーク  

代表 

村山 勇 他 40 名   

ストレッチに＋（プラス） 考え方を

学び免疫力 UP 

神戸スポーツ整体 代表 奥平 裕樹 40 名   

ほめ ほめ思考で 元気に楽しく前

向きに～ 

一般社団法人日本ほめる達人協会 認定講

師 

安達 実江子 40 名   

～吟じて紹介～ 「百人一首」 吟道摂楠流 総本部 会長 藤原 摂鵬 40 名   

コオーディネーショントレーニング

体験 ～さまざまな動作は身体のコ

ントロール能力アップから～ 

T&F.net KOBE 代表 

流通科学大学 陸上競技部 コーチ 

野口 研治（卒業生） 40 名   

おこづかい講座 ～おカネの“増や

し方””使い方”を学ぼう～ 

兵庫県立神戸商業高等学校 

産業調査部  

2・3 年生 15 名 1～3 時限 

も開講 

「心動かす動画」スポーツがテーマ

の広告 

流通科学大学 商学部  

マーケティング学科 特任教授 

村尾 俊一 40 名   

二の腕 やせやせエクササイズ 流通科学大学 和太鼓部 20 名   

 

 

2時限 11：30～12：30 

講座名 講 師 定員 備考 

「江戸の町で珍重された兵庫（伊丹）

の日本酒」（日本遺産認定を記念し

て） 

小西酒造株式会社 代表取締役社長 小西 新右衛門 40 名   

円満な相続の実現のために 株式会社三井住友銀行  

神戸学園都市支店 支店長 

杉本 啓朗 40 名   

おたべ体験道場 株式会社美十 おたべ本館 緒方 愛子 20 名 4 時限も 

開講 

意外と知らない和食のテーブルマナー 株式会社神戸ポートピアホテル  

料飲部 第 2 グループ 統括支配人 

日本料理・西洋料理テーブルマナー講師 

松岡 大輔 24 名   

家庭で出来る日本料理 株式会社日本料理 しげ松 代表取締役社長 

有馬古泉閣 料理長 

重松 良三 

森本 泰宏 

20 名   

光輝くビジュージェルネイル体験！ 

ネイルチップ制作ワークショップ 

一般社団法人ヘルス&クラッシー 理事 やくさ  ひろ（卒業

生） 

24 名 3 時限も 

開講 

折り紙で「モザイクうちわ」を作りま

しょう 

おりがみ ボランティア「折鶴の会」 福田 福美子 他 30 名   



古事記と縄文遺跡から知るこの国の

不思議 

株式会社ことだま 代表取締役 荻野 惠美子 40 名   

人付き合いは上手になる？ 流通科学大学 人間社会学部 

人間社会学科 専任講師 

福田 哲也 40 名   

おこづかい講座 ～おカネの“増や

し方””使い方”を学ぼう～ 

兵庫県立神戸商業高等学校 

産業調査部  

2・3 年生 15 名 1～3 時限 

も開講 

工作教室「ゴムの力でクルマを走ら

せよう」～楽しく作って遊ぼう～ 

流通科学大学 川合 宏之ゼミ ゼミ生 40 名 3 時限も 

開講 

留学生によるふるさと紹介  

インドネシア・カンボジア編 

流通科学大学 留学生 40 名   

LGBT を知っていますか？ 

～性の多様性の理解と個人の尊重～ 

流通科学大学 

True Colors（文化会系公認サークル） 

True Colors メンバ

ー 

40 名   

 

 

3時限 13：30～14：30 

講座名 講 師 定員 備考 

食品添加物のギモン ～消費者市民

の安心につながるリスクコミュニケ

ーションとは～ 

NPO 法人食の安全と安心を科学する会

(SFSS） 理事長 

山﨑 毅 40 名   

未来のために 株式会社日本設計 建築設計部 フェロー 

公益社団法人日本建築家協会 近畿支部 

支部長 

松尾 和生 40 名   

資生堂ビューティーセミナー 資生堂ジャパン株式会社 ビューティーア

カデミー 

齊藤 恵美 20 名 女性限定 

カラーサンドをつかって『サブルア

ート』！！ 

株式会社 Cheerful.  代表取締役 岩佐  美千子（卒業

生） 

30 名 2 講座 

開講 

“やさしい日本語”で、目からウロコ

の外国人とのコミュニケーション! 

株式会社ことだま やさしい日本語指導者

/日本語教師 

老邑 敬子 40 名   

落語で笑ってコロナをぶっ飛ばせ  

その 1 

じゅげむ KOBE 豆乃家光笑 他 40 名   

楽しく やさしい マジック教室 KSC マジッククラブ 会長 森田 明朗 30 名   

～吟じて紹介～  

有名な漢詩「川中島」 

吟道摂楠流 神戸地区 準師範 浜田 摂侑 他 40 名 

 

はじめてでもカンタン！ 

みんな笑顔になる、やさしいサカナ

のさばき方教室 

西日本さかなのさばき方研究所 サカナサ

バキスト®・食育鮮魚士・調理師 

大久保 としや 15 名 120 分 

講座 

光輝くビジュージェルネイル体験！ 

ネイルチップ制作ワークショップ 

一般社団法人ヘルス&クラッシー 理事 やくさ ひろ 

（卒業生） 

24 名 2 時限も 

開講 

兵庫県の人気ロケ地 特定非営利活動法人ジャパン・フィルムコ

ミッション 顧問 

田中 まこ 

（学校法人中内学園理事） 

40 名   

工作教室「ゴムの力でクルマを走ら

せよう」～楽しく作って遊ぼう～ 

流通科学大学 川合 宏之ゼミ ゼミ生 40 名 2 時限も 

開講 

おこづかい講座 ～おカネの“増や

し方””使い方”を学ぼう～ 

兵庫県立神戸商業高等学校 

産業調査部  

2・3 年生 15 名 1・2・4 時 

限も開講 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4時限 15：00～16：00 

講座名 講 師 定員 備考 

おうちカフェをより楽しく。コーヒ

ーの味わい違いを学ぼう♪ 

UCC ホールディングス株式会社 UCC コ

ーヒーアカデミー神戸校 

係長（専任講師/UCC コーヒーアドバイザー） 

幸田 貴枝 20 名   

おうちで楽しむオリーブ 神戸オリーブ資源研究所 代表 中西 テツ 40 名   

～八百屋のおやじが語る～ 

青果物流通の最適化企業を目指して 

フルックスグループ 代表 黒田 久一 40 名   

おたべ体験道場 株式会社美十 おたべ本館 緒方 愛子 20 名 2 時限も開

講 

なぜミルクボーイは M-1 グランプリ

で優勝できたのか？ 

企業哲学（フィロソフィ）を通じて考

察する 

株式会社合食 経営企画部 部長代理 田代 吉美 40 名   

高齢期の食と健康 元気に歳を重ね

る食生活のコツをお伝えします 

株式会社テンダーハーツ 蓬郷 健（卒業生） 40 名   

落語で笑ってコロナをぶっ飛ばせ 

その 2 

じゅげむ KOBE 青春亭なんどす 他 40 名   

坐禅体験（椅子）禅語に親しむ 大仙院 住職 大和 良章（宗貴） 40 名   

留学生によるふるさと紹介  

ベトナム・スリランカ編 

流通科学大学  留学生 40 名   

お手軽、気軽に！家庭栽培 流通科学大学 

園芸サークル カンナリリー（文化会系公

認サークル） 

園芸サークル  カン

ナリリー メンバー 

40 名   

滅びない商店街とは：関西の商店街

を中心に考える 

流通科学大学 商学部  

マーケティング学科 専任講師 

新 雅史 40 名   

おこづかい講座 ～おカネの“増や

し方””使い方”を学ぼう～ 

兵庫県立神戸商業高等学校 

産業調査部  

2・3 年生 15 名 1～3 時限

も開講 

以上 




