
番号 書　名 肩書き 出演者

1 １円で作れる株式会社　
東亜大学人間科学部専
任講師 藤野元博

2 消費者問題・悪徳商法対策　
東亜大学人間科学部専
任講師 福田達也

3 我がまち下関の「魅力」と「品格」　 郷土史家 前田博司

4 知らぬと損する年金の問題　 社会保険労務士 梶原晴利

5 分かりやすい相続法…遺族の幸せのために　
東亜大学人間科学部専
任講師 福田達也

6 知らぬと損する年金問題Ⅱ　 社会保険労務士 梶原晴利

7 強い会社の見分け方…年金生活者の投資作戦　 東亜大学准教授 大成利広

8 知らぬと損する年金の問題Ⅲ　 社会保険労務士 梶原晴利

9 たべものと健康…栄養学的食育法…　 東亜大学教授 小林征子

10 長州士魂～長州藩が勝ち組になった事情Ⅰ　 ハヤシ経営研究所所長 林三雄

11 あなたも裁判官…新しい裁判制度を知ろう…　 東亜大専任講師 福田達也

12 企業倫理と法律順守　 東亜大専任講師 藤野元博

13 長州士魂～長州藩が勝ち組になった事情Ⅱ　 ハヤシ経営研究所所長 林三雄

14 賢い税金の納め方…年金生活者の確定申告…　 税理士 三浦祐亀

15 新聞の見方、読み方…一つのメディア論…　 梅光学院大学教授 宮崎勝弘

16 あなたの一票が政治を変える　 元毎日新聞福岡総局長 谷村壽重

17 会社のしっかり度～企業監査と内部統制～　 ハヤシ経営研究所 山本猛彦

18 日本海軍の経営組織～山本五十六の合理主義～　 西中国信用金庫 福岡富太郎

19 60歳からできるスポーツ～ゴルフ健康法～　 東亜大学教授 片山健二

20 鰏（ふく）醤油ができるまで　 水産大学校教授 原田和樹

21 くじら博物館～下関市立大学捕鯨資料室～　 下関市立大学学長 坂本絋二

22 地域産業活性化と大学　 東亜大学教授 大隈暉

23 「関門特別市構想」を考える～道州制度と地方行政～　 下関市立大学教授 太田周二郎

24 対談：裁判員制度を考える　 弁護士 加藤哲夫

25 地域振興を考える～観光都市下関と関門海峡～　 下関市立大学准教授 佐藤隆

26 幼稚園教育と人間の成長　 梅光学院長兼幼稚園長 岡崎新太郎

27 鳥インフルエンザを防ぐ　 徳山大学教授 岩本晋

28 関門海峡とツイン・シティ　 梅光学院大学教授 宮崎勝弘

29 練習船“耕洋丸”～知られざる海洋資源の発見～　 水産大学校教授 濱口正人

いきいき市民講座　DVDリスト
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30 地域振興と地域通貨　 下関商工会議所指導部 木村元紀

31 下関の生んだ文人、芸術家たち　 下関市文化協会会長 野村忠司

32 ５大学オープンキャンパス紹介　 下関5大学生
下関５大学
の皆さん

33 海上自衛隊下関基地隊の概要　  海上自衛隊下関基地隊司令 原田哲郎

34 下関のうに業界　 山口県うに協同組合理事長 嶋田達雄

35 関門海峡の港湾～海からの活性化を図る～　
下関市立大学理事・事務
局長 植田泰史

36 下関5大学：大学祭あれこれ　 下関5大学生
下関５大学
の皆さん

37 対談：朝鮮半島の日本人～真の日韓交流を求めて～　
東亜大学教授・広島大学
名誉教授 崔吉城

38 もっと食べよう”アンコウ鍋”フクだけではない下関の名物料理　 水産大学校准教授 今井千文

39 アグリプラント…健康野菜の水耕栽培　 アグリセゾン代表取締役 福永彰

40 子供と環境　 下関短期大学教授 河野光子

41 ｢山口県の魚｣～まだまだある日本一～　 水産大学校准教授 今井千文

42 対談：国際人を育てる…留学生会館あれこれ　 下関市立大学理事事務局長 植田泰史

43 中小企業の税務対策…消費税について　
下関商工会議所総務部
経理課 野崎秀一

44 若者のいる街づくりと大学連合　
海峡エリア大学経営維
新・経済人研究会議代表
幹事

大隈暉

45 高齢社会をいきいきと　
「新老人の会」山口支部
世話人代表 林三雄

46 韓国の家庭教育と日本　 韓国語教師 李寛順

47 これからの大学経営　 下関市立大学理事長 松藤智晴

48 鳥インフルエンザを防ぐ２　 東亜大学教授 松村健道

49 関門海峡の航海知識ー後悔なき航海のために　 水産大学校名誉教授 本村紘治郎

50 地方分権と地域の自立～中尾友昭新市長に聞く　 下関市長 中尾友昭

51 下関5大学オープンキャンパスあれこれ　 下関5大学生
下関5大学の
皆さん

52 私立大学の特色ある教育　個性ある大学経営を目指して　 梅光学院大学学長 中野新治

53 国際金融危機と世界経済　 下関市立大学准教授 西戸隆義

54 生誕百年を迎える田中絹代　
田中絹代メモリアル協会
事務局長 河波茅子

55 クリーンな資源　循環型水素エネルギー　 水産大学校教授 江副覚

56 下関のフグブランド戦略　 下関市立大学准教授 佐藤隆

57 環境行政と下関市　 下関市前環境部長 河原明彦

58 対談：コーポレートガバナンスと地方自治　 西南女学院大学教授 須藤秀夫

59 大学祭あれこれ　 下関5大学生
下関5大学の
皆さん

60 お家（うち）で健康エクササイズ　 下関市立大学准教授 小笠原正志
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61 歴史を誇る醤油産業　 東亜大学教授 北村章

62 食育と食生活改善　
下関市食生活改善推進
協議会会長 家根内清美

63 日本の明太子発祥の地：下関　
前田海産株式会社代表
取締役会長 前田登

64 ロータリークラブと国際交流　
RI第2710地区パストガバ
ナー下関東ロータリーク
ラブ

永富稔

65 冷凍刺身を美味しく食べる　 水産大学校准教授 前田俊道

66 子どもの今、教育の未来　 梅光学院大学准教授 赤堀方哉

67 対談：野球人生を語る　
早鞆高等学校教諭・同野
球部監督 大越基

68 郷土の詩人・金子みすゞ　 金子みすゞ研究家 木原豊美

69 空飛ぶ弁護士　居林次雄　～土光教団連回想～　 山口県弁護士会所属弁護士 居林次雄

70 バレー部学習塾　
全日本ジュニア男子チー
ム監督・東亜大学バレー
部監督

佐幸法昭

71 対談：関門のさかな　 下関市水産課長 五十嵐一志

72 龍馬とお龍の下関　
下関市立長府博物館学
芸員 古城春樹

73 食中毒を科学する　 水産大学校教授 芝恒男

74 郷土史へのアプローチ　 郷土史家 前田博司

75 特産品”下関あんこう”のブランド化について　 (株)タカマ代表取締役 高松日出子

76 下関5大学オープンキャンパス　 下関5大学生
下関5大学の
皆さん

77 健やかに生きる　 松濤会グループ理事長 斎藤正樹

78 地域の金融史料館　 やまぎん史料館副館長 末田譲治

79 スポーツ医学について　 医療法人谷門医院理事長 谷門治

80 アフリカでのバレーボール普及指導の体験　
東亜大学OB・JICA青年
海外協力隊員 小林健太

81 下関市内５高等教育機関の連携　
下関市立大学理事・事務
局長 植田泰史

82 魚食を楽しむための魚の形態学　 水産大学校教授 須田有輔

83 貝からの素晴らしい贈り物・・・貝の紫染め　 水産大学校准教授 田上保博

84 下関地域（関門エリア）の観光開発とＰＲ　
下関観光キャンペーン実
行委員会副会長 和田健資

85 風力発電、エコライフの時代　
ソフィアエンジニアリング
（株）社長 江口英範

86 地域の音楽活動に携わって　 声楽家
五十嵐美紀
子

87 下関の歴史と日本銀行―明治から現代まで―　 日本銀行下関支店長 岩下直行

88 下関人集まれ！！・・・地域活性化の取り組み　
ＮＰＯ法人ふるさと下関応
援団事務局長 坂本昭二郎

89 下関市立大学の地域共創　
下関市立大学経営企画
グループ長 河野勤

90 現代における武術の必要性―道を求めて―　 武術家
クリストフ・ポ
ンタル
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91 裁判員制度の検証　 弁護士 加藤哲夫

92 晩年の風景を美しく―絆と生き甲斐を求めて　 永井丹穂子

93 下関市立大学への招待　 下関市立大学学長 荻野喜弘

94 命の学習　
「新老人の会」山口県支
部世話人代表 林三雄

95 下関における大学立地の経済効果と若者人口問題　
山口経済研究所調査研
究部長 宗近孝憲

96 水産学からみたクラゲ　無用、有害から有用へ　 水産大学校教授 上野俊士郎

97 地球にやさしい魚のとり方　 水産大学校助教 梶川和武

98 また消える”歴史の証人：旧山陽ホテル”　 郷土史家 前田博司

99 鼎談：関門エリアの活性化を語る　 北九州市長 北橋健治

100 市長と若者が熱く語る『関門エリアの未来と下関』　 下関市長 中尾友昭

101 下関４大学オープンキャンパス　 下関4大学生
下関４大学
の皆さん

102 子育て支援と心身障害者の地域支援　 かねはら小児科院長 金原洋治

103 下関の風雅―料亭の歩み―　 古串屋当主 神在邦幸

104 高杉晋作の功山寺挙兵　
功山寺住職、京都大学名
誉教授 有福孝岳

105 生誕１００年・香月泰男の世界　 下関市立美術館館長 濱本聰

106 歴史の中の古紙幣にロマンを求めて　 下関市立大学教授 櫻木晋一

107
沿岸海洋環境学”周防灘の複雑な海底環境と有明
海・諫早湾問題”

水産大学校教授 安田秀一

108 下関経済を振り返って　 下関市立大学教授 吉津直樹

109 漁協の現状　 水産大学校准教授 甫喜本憲

110 中岡慎太郎と下関　 下関市立長府博物館館長 古城春樹

111 鮮魚の目利きの技に挑戦　 水産大学校教授 中村誠

112 ふくに恋して４０年　
下関唐戸魚市場株式会
社代表取締役社長 松村久

113 子ども未来塾について　 東亜大学専任講師 福田達也

114 名君『そうせい侯』　 ハヤシ経営研究所主宰 林三雄

115 甲子園球児が語る”わが野球人生”　 元西鉄ライオンズ投手 池永正明

116
若人の集い…中学生の職場研修など～企業の社会
的責任について考える～

勝野自動車社長 立石勝

117 市民で盛り上げる『第九』　
2012下関「第九」演奏会
実行委員長・元東亜大学
大学院教授

和仁晧明

118 企業不祥事とコーポレートガバナンス　 前東亜大学専任講師 藤野元博

119 お魚とのおいしい付き合い方　 水産大学校理事長 鷲尾圭司
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120
リーマン・ショックの原因となったウォール街の横暴と
ワシントンＤＣ、格付け機関の機能不全

下関市立大学非常勤講
師・西南女学院大学教授 須藤秀夫

121 魚の臭い（くさい！におい？）　 水産大学校准教授 宮崎泰幸

122 コーポレートガバナンスと社外役員の役割　 林兼産業常任監査役 高橋哲彦

123 長寿の秘訣～１００歳をどう生きてきたか～　
「新老人の会」会長、聖路
加国際病院理事長・名誉
院長

日野原重明

124 命の授業ー下関市生野小学校の皆さんと共に　
「新老人の会」会長、聖路
加国際病院理事長・名誉
院長

日野原重明

125 赤間関硯ー下関ブランドの伝統工芸　 日本工芸会正会員硯司 髙原祐二

126 若い芸術家を育てよう　 若い芽を育てる会 水内知子

127 不安の時代を知性で生き抜く　 下関市立大学教授 西田雅弘

128 就活から見た当世学生気質　
下関市立大学キャリアセ
ンター長 上野恵美

129 海峡唯一の地酒　
下関酒造株式会社代表
取締役 内田忠臣

130 しものせきの活性化と唐戸商店街　
ＮＰＯ法人下関幕末維新
村副理事長 西嶋好文

131 深海未利用資源キュウリエソの謎に迫る　 水産大学校教授 濱野明

132 下関マンドリンクラブの活動　 下関マンドリンクラブ部長 植村栄治

133 アコヤガイ（真珠貝）の呼吸　 水産大学校校長 山元憲一

134 いまどきの病院経営：コンサルタントの立場から　
松本健司税理士事務所：
医療経営コンサルタント 定野陽一

135 公立大学の現状と下関市立大学の役割　 下関市立大学学長 荻野善弘

136 下関フグブランド戦略　 下関市立大学教授 濱田英嗣

137 日本料理の原点～おいしい出汁の話～　
下関市唐戸”旬楽館”料
理長 森山真一

138 コミュニティクラブ東亜（ＣＣＴ）の活動について　 東亜大学専任講師 福田達也

139 改めて権利・義務とは何かを考える　 弁護士 加藤哲夫

140 下関市の消防について（組織と業務）　 下関市消防局警防課主幹 北村満男

141 企業の社会貢献　
サンキュードラッグ代表
取締役社長 平野健二

142 郷土が誇る”八朔（はっさく）踊り”　
下関市幡生町生野神社
風鎮祭"八朔踊保存会"
会長

杉本成弘

143 平家と赤間神宮　 赤間神宮宮司 水野直房

144 江戸時代のコーポレート・ガバナンス　
アジア太平洋コンサル
ティング（ＡＰＣ）代表 大隈暉

145 オーストラリアの多文化主義政策　 下関市立大学准教授 佐藤隆

146 下商野球部と人間形成　
元下関商業高校校長・同
野球部部長 小田明

147
下関市立大学の新しい役割…若者の果たす地域活
性化の視点から

下関市立大学学長 吉津直樹

148 奇跡の歌声を持つ少年　
下関短期大学付属高等
学校音楽科 福田寛季
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149 リタイア後の趣味ー登山入門　
下関の登山サークル「こ
もれび」会長 佐川恒夫

150 生涯現役・介護予防いろはカルタ　

生涯学習通信「風の便
り」編集長・元九州共立
大学副学長・元九州女子
大学短期大学副学長

三浦清一郎

151
低利用魚の肉の特性とカタクチイワシを用いた新しい
採肉法の開発について

水産大学校食品科学科
講師 和田律子

152 異文化コミュニケーションの視点からの英語学習　
ママたち＆シニアの英語
教室主宰・東亜大学非常
勤講師

藤野洋子

153
エソ肉の冷凍すり身化と乳化すり身の製造技術開発
について

水産大学校食品科学科
講師 福島英登

154 指定文化財…亀山能　 下関市亀山八幡宮宮司 竹中恒彦

155 ＴＰＰと日本経済、地域経済　 下関市立大学准教授 山川俊和

156 ＣＣＴ文化系プログラム『クラシック音楽のススメ』について　

下関短期大学付属高校
音楽科教諭、東亜大学非
常勤講師「CCTクラシック
音楽のススメ」指導者

徳留勝敏

157
天ぷら排油の燃料への活用と水産業における省エネ
ルギー化への取り組み

水産大学校教授 西田哲也

158 是清にとっての下関、下関にとっての是清　 日本銀行下関支店長 水野正幸

159 恋愛から学ぶ経営戦略論　
下関市立大学経済学部
国際商学科 村田和博

160 下関の魚肉練り物文化　 水産大学校名誉教授 福田裕

161 古墳と生野神社　 生野神社・垢田八幡宮宮司 田部季信

162
下関市立大学の国際交流…国際インターンシップと
留学生の活動を中心に

下関市立大学事務局長 佐々木幸則

163
知財経営入門道場～知的財産の力で中小企業を
もっとパワーアップ！～

いまなか国際知的財産
事務所 今中崇之

164 ゴルフの楽しさと生涯スポーツ適性　 福山平成大学教授 片山健二

165
ＣＣＴ(コミュニティクラブ東亜)創立１０周年を迎えて～
総合型地域スポーツクラブとしての活動実績と各教
室のご紹介～

ＣＣＴ副会長 原田京子

166 行政相談ってなーに　
総務省山口行政評価事
務所事務係長 大崎剛

167 おもいをカタチに～ボランティア活動・東日本大震災～　
東亜大学トータルビュー
ティ学科客員教授 日野原崇

168 シェークスピアと演戯　
下関市立大学経済学部
教授 相原信彦

169
船舶から排出される大気汚染物質の国際的な規制と
低減技術

水産大学校海洋機械工
学科教授 前田和幸

170 重要文化財・長門本『平家物語』の世界　 梅光学院大学名誉教授 宮田尚

171 下関唐戸”長州屋台村”立ち上げ奮闘記　 長州屋台村代表 辻野八郎

172 将棋を通して才能を開花させる　
日本将棋連盟山口県支
部連合会理事長 粟田勲

173 海上自衛隊の現状および教育訓練の役割　
海上自衛隊小月教育航
空群司令１等海佐 林稔夫
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174 こども―自然からの贈りもの　 前福山平成大学教授 小谷寛二

175 漁業に従事する人たち　
水産大学校海洋生産管
理学科教授 川崎潤二

176 地域の将来は誰が担うのか　 下関市立大学特任教員 藤谷岳

177
笑顔の心理法則～あなたの笑顔が幸運を引き寄せ
る～

東亜大学人間科学部心
理臨床・子ども学科教授 古満伊里

178 幼児期に大切な食生活のあり方　
下関短期大学栄養健康
学科准教授 塩田博子

179 赤間関と北前船･･･下関繁栄の原点　 歴史家 前田博司

180 伝統を引き継ぐ･･･一子相伝の銘菓”阿わ雪”　
老舗松琴堂代表取締役
社長 西原由美

181 続：赤間関と北前船…下関繁栄の原点　 歴史家 前田博司

182 奇兵隊、明治維新実現への歩み　 下関市立中央図書館 安冨静夫

183 功山寺挙兵の歴史的意義　 京都大学名誉教授 海原徹

184 中国語語法（構文）研究―認知言語学の視点から―　
下関市立大学経済学部
准教授 秋山淳

185 ”ふく”が恋人…わたしと”ふく”のお付き合い人生…　 シーフードＪｒマイスター 酒井由美子

186 地域金融５５年　 西中国信用金庫理事長 山本徹

187
カーキャリアの造船技術とデザイン～下関市旭洋造
船の挑戦～

旭洋造船株式会社社長 越智勝彦

188 下関の観光の状況とコンベンション誘致　
下関観光コンベンション
協会会長 冨永洋一

189 描いてみよう！パステル画　
東亜大学芸術学部長・教
授、国画会会員 川野裕一郎

190 目の健康～これってどうなん～　 ひろしげ眼科医院院長 廣重祐一

191 実習航海の歴史と教育内容　
水産大学校海洋生産管
理学科教授 水谷壮太郎

192 スポーツ栄養学～ライフステージ別の食事について　
東亜大学医療学部健康
栄養学科准教授 宗まり子

193 櫻山招魂場から見た幕末の下関　
下関市教育委員会文化
財保護課主任(学芸員) 小林善也

194
”花燃ゆ”から”鉄燃ゆ”まで～伊藤博文と官営八幡
製鐵所～

いきいきモニター会議顧問 大隈暉

195 吉田松陰と掛け軸蒐集～維新の志士を支えた女たち　 歴史家、元下商高教諭 高岡勲

196 新しい教育委員会制度　 下関市教育長 波佐間清

197 下関市の教育改革　 下関市教育長 波佐間清

198 海図で見る関門海峡～明治時代から現在まで～　
水産大学校海洋生産管
理学科准教授 酒出昌寿

199 Ｊ：ＣＯＭ下関連携「いきいき市民講座」200回を回顧する（前編）　
いきいきモニター会議初
代会長 山本猛彦

200 Ｊ：ＣＯＭ下関連携「いきいき市民講座」200回を回顧する（後編）　
いきいきモニター会議初
代会長 山本猛彦
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