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生涯学習機能の更なる充実をめざして  

石川県立生涯学習センター館長  平  聖一郎  

３月まで高等学校の校長をしておりましたが、４月より当センターに勤務させていただ

くことになりました。 

思い起こせば平成１２年度から１４年度まで生涯学習課に勤務しておりましたので、何

かのご縁かと思っております。平成１４年の年末まで県庁は広坂にあり、当センターの前

身である社会教育センターは県立図書館と併設されていました。私は社会教育係だったこ

ともあり、しょっちゅう歩いて広坂と本多町を行き来していたことを覚えております。平

成１５年１月県庁は鞍月に移転し（私は新県庁には３か月しかおりませんでした。）、その跡地に引っ越し生

涯学習センターと改称、平成２３年４月より現在の本多の森庁舎に移転しております。 

この１０数年の間に当センターの所在地・名称は変遷しましたが、超高齢化社会を迎えた現在、生涯学習・

社会教育については不易に流行を重ねながらもその意義・重要性は論を俟ちません。 

昨年創立５０周年を迎えた当センターは新たな半世紀に向けて再出発したわけですが、県民の皆様のニー

ズに応えられるよう諸機能の更なる充実に努めてまいる所存です。 

ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～「第 1回ファミリー・カレッジ in 本多の森」～ 
 

「ファミリー・カレッジ in 本多の森」は、主に

30歳代から 40歳代の子育て世帯の皆さまを対象に、

お子さんと一緒にご家族で楽しみながら参加してい

ただける講座として開講し、今年度で３年目となりま

す。 

第１回は、5月 3日(水・祝)に森義隆さん（映画監

督）を招いて、「映画監督、しどろもどろ 〜映画作り

の１から１０までしゃべります〜」と題して講演会を

実施し、151名の方が受講しました。森さんは、1979

年埼玉県のお生まれで、早稲田大学在学中から自主映

画を制作していました。2001年 番組制作会社テレビ

マンユニオンに参加。「世界ウルるん滞在記」、「ガイ

アの夜明け」などのテレビ番組で演出を務めた後、

2008年高校球児の姿を描いた 「ひゃくはち」で映画

監督デビューし、第 13回新藤兼人賞銀賞、第 30回ヨ

コハマ映画祭新人監督賞を受賞しました。2012年 「宇

宙兄弟」で第 16回プチョン国際ファンタスティック

映画祭グランプリ、観客賞をダブル受賞し、2016年、

最新作「聖の青春」で第 31回高崎映画祭最優秀監督

賞、日本アカデミー賞優秀主演男優賞、優秀助演男優 

賞を受賞しました。同作は、29歳で亡くなった天才

将棋棋士・村山聖（むらやまさとし）の将棋に人生を

懸けた人生を題材にし、松山ケンイチさんが主演しま

した。 

講演の中で、森さんは「聖の青春」の製作費を集め

るのに 7年を要したが、主演を演じた松山さんとの運

命的な出会い、将棋ブームなどの要因が重なり映画化

できたこと。通常とは違い実際の場所で順撮りをした

こと、羽生善治との対局をノーカットで 3時間撮り続

けたことなど、映画の裏話を楽しく紹介していただき

ました。 
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～生涯学習センターの主催講座及び研修会の紹介 ①～ 
生涯学習センター（本多の森庁舎）で実施している主な主催講座と研修会を紹介します。 

＜主催講座＞ 

◇あすなろ悠々塾 

県民の方々が生涯学習などに基づく研究成果

を、講師として企画・発表する自主企画講座です。

内容は、歴史・健康・自然・文化・人生・生活等、

多岐にわたり、今年度は 32 講座を開講します。 

◇ファシリテーター養成講座 

「ファシリテーター」とは、新しいタイプの指

導者で、お互いのコミュニケーションを円滑に促

進し、一人ひとりの経験や知識や意欲を引き出し

ながら、話し合いをスムーズに行うことができる

よう調整する役割を担う人のことです。今、市民

協働・住民参加型の地域づくりにおいて注目され

ています。 

【入門編】 7 月 1 日(土)・ 2 日(日)・15 日(土) 

【応用編】 9 月 7 日(木)・ 8 日(金)・26 日(火)、 

11 月 30 日(木) 

◇世界理解講座（特別講演会）（～世界そのまんま～） 

世界各地の現地に精通した講師による講座を開

設し、県民がこの講座を通して、その地域のこと

を学び国際理解を深める一助とする講座です。 

【特別講演会】６月 25 日（日）14:00～第 3 会議室 

【講座①～③】10 月 11 日(水)・15 日(日)・25 日(水) 

 ＜研修会＞ 

◇公民館職員研修 

公民館館長や公民館主事等を対象として、公民館

の経営及び事業に関する知識や技術の修得を図る

ため、基礎研修５日間と専門研修３日間を実施し

ています。 

◇市町生涯学習担当者基礎研修 

市町や県で生涯学習や社会教育に関する業務を

新たに担当することとなった職員を対象に、担当

する行政や事業を推進する上で必要な基礎的知識

の修得を図るため、２日間にわたり実施しています。 

◇教育事務所管内別生涯学習研修会 

市町の生涯学習担当者、公民館職員等生涯学習

行政関係者を対象として、実務能力等の力量を高め

るため、研修会を実施しています。 

         
 
 

～石川県民大学校能登校 講座の紹介～ 
◇能登文化講座 
７月８日（土）13:30～15:00 入場無料 

講師 静岡大学名誉教授 小和田 哲男 氏 

演題 「戦国の女城主 井伊直虎の生涯」 

◇ふるさとふれあい能登校講座（８回） 

石川の歴史・文化・自然・産業等について学びます 

「能登の戦国時代」「農家民宿で地域おこし」等 

◇あすなろ悠々塾 in能登（４回） 

生涯学習の成果を生かした県民自主企画講座です 

「身体健やかに心楽しく」「骨董の世界」等 

◇ふるさと文化探究講座（６回） 

DVDで石川の歴史・文化・自然・偉人等を学びます 

「石川の匠たち」「不屈の研究者 高峰譲吉」等 

◇能登陶芸教室（５回） 

成形・釉薬がけ・焼成を学び作品づくりを楽しみます 

◇能登の歴史探訪講座（３回） 

「日本海の舟運と能登親湊」「奥能登戦国合戦の世

界」「長家文書と穴水城跡の見学」 

◇古文書解読講座（４回） 

古文書解読に関する知識と技能を学び、地域の新

たな歴史や文化などを発見します 

◇輪島塗沈金教室（２回） 

 加飾技法である沈金を体験し作品を完成します 

◇能登特別映画会（４回） 

上映作品：「ローマの休日」「哀愁」 

｢紙谷悦子の青春」「信さん」 

◇夏休み子ども陶芸教室（３回） 

粘土を使い、成形・色付・焼成を楽しみます 

◇夏休み子ども特別映画会（３回） 

上映作品：「ドラえもん のび太のドラビアンナイト」 

「ドラえもん のび太の創生日記」 

「ドラえもん のび太とふしぎ風使い」 

◇夏休み子ども科学教室（２回） 

「身近な科学実験と工作①」 

「身近な科学実験と工作②」 

◇【連携講座】フランス料理教室（１回） 

「家庭でできるフランス料理」 

◇【連携講座】大人の料理教室（１回） 

「秋の味覚を楽しみましょう」 

◇【連携講座】サンドブラスト体験教室（１４回） 

◇【連携講座】日本の遊び文化教室（３回） 

  紙飛行機、伝承折り紙、絵本の読み聞かせ等 
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 ～生涯学習センターの主催講座及び研修会の紹介 ②～ 

＜主催講座＞ 

◇兼六ビデオ講座 

当センター視聴覚ライブラリーが所蔵するビデ

オ教材を視聴し、映像を通して本県を含め幅広く

歴史や文化について学んでいただく講座です。 

今年度は、「いしかわ大百科」・「いしかわ人国

記」・「その時歴史が動いた」・「映像の世紀Ⅰ」の中

より上映いたします。 

【１期】  5 月 17 日(水)・31 日(水)、6 月 14 日(水)・ 

  28 日(水)、7 月 19 日(水) 

【２期】  8 月 9 日(水)・30 日(水)、9 月 20 日(水)、 

10 月 4 日(水)・18 日(水) 

【３期】  11 月 8 日(水)・22 日(水)、12 月 6 日(水)、 

1 月 10 日(水)・24 日(水) 

 

◇本多の森シネマアーカイブ ～秘蔵 16 ミリ上映講座～ 

当センター視聴覚ライブラリーが所蔵する、貴

重な１６ミリ映像教材を上映します。体験するこ

とが難しくなりつつある映写機によるフィルム上

映の味わいを楽しみながら、記録映画等をご覧く

ださい。 

7 月 24 日(月)、8 月 20 日(日)、9 月 25 日(月)、 

11 月 2 日(木)・27 日(月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜共催講座＞ 

◇県民映像カレッジ 

（石川県視聴覚教育協議会との共催講座） 

ビデオ撮影の基礎や撮影・編集のルール、作品

の構成などのビデオ作品づくりの基礎知識を学

び、パソコンによる編集技術の習得を目指しま

す。また、グループでの実習を通して、作品制作

の分担制の効用を体験していただきます。 

 【Ａ日程】 6 月 24 日(土)、7 月 1 日(土)・15 日(土) 

     ・22 日(土)・29 日(土) 

【Ｂ日程】 9 月 16 日(土)・23 日(土)・30 日(土)、 

    10 月 7 日(土)・21 日(土) 

 

＜研修会＞ 

◇１６ミリ発声映写機操作技術者認定講習会  

１６ミリ映写機と１６ミリフィルムについて

講義と実技指導を行う講習会です。修了された方

には１６ミリ発声映写機操作技術認定証を発行

します。修了者は、当センター視聴覚ライブラ

リーの１６ミリ映写機と１６ミリフィルムを利

用することができます。 

平日で、希望日に合わせて随時受付中です。 

 

 

☆★☆★☆ まなびすとルームからのご案内 ☆★☆★☆ 

＝本多の森庁舎中二階 まなびすとルームは、県民の皆様に生涯学習の拠点としてご利用いただける施設です。＝ 

○視聴覚ライブラリーより：新着映像教材のご案内 

生涯学習センター視聴覚ライブラリーでは、生涯学習

やお子様の情操教育に役立つ映像教材を順次整備し、

県民の皆様に無償で貸し出しています。 

最近配架となりました教材の一部を紹介します。 

・「陽光桜」…“陽光桜”に秘められた深く悲しい実

話。知られざる偉人、高岡正明氏の物語。 

・「宇宙兄弟」…小山宙哉によるベストセラー・コミッ

クを実写映画化した作品。 

・「鯉昇れ、焦土の空へ あなたは広島カープを知って

いますか？」…カープを愛した初代監督・石本秀一

と広島市民の奇跡のドラマ。 

・「プロジェクトＸ」…逆境の中、現場リーダーたち

の心に残る名言を厳選し構成した作品 2巻。 

・「失われた文明 インカ・マヤ」…インカ帝国、古代

マヤ文明繁栄の秘密を探る作品 3巻。 

・「よりぬきへんないきもの」、「げんきげんきノンタ

ン」など。 

このほかにも、歴史・伝統・文化に関するもの、紀

行もの、「いしかわ大百科」などの県制作番組や人権

教育のＤＶＤが配架となっております。ぜひ、当センター

ホームページもしくは「あいあいネット」でご確認ください。 

 ○県民企画展示（マナビィコーナー）について 

まなびすとルーム内「マナビィコーナー」では、生

涯学習成果の発表の場として、県民の皆様の作品を展

示しています。（出展の希望、展示の予定については、

電話でお問い合わせいただくか、当センターホーム

ページでご確認下さい。） 

○石川県生涯学習情報提供システム「あいあいネット」に

ついて 

「あいあいネット」では、県民の皆様に県や市町等

の生涯学習情報をインターネットで提供しています。 

講演会やセミナー・教室の講師をお探しの方は「講

師案内」から、当センター視聴覚ライブラリー所蔵の

教材については「視聴覚教材情報」から、カテゴリー

やキーワードでお探しいただけます。 

このほか「講座案内」や「ふるさと情報」「イベント情報」

の提供も行っています。ぜひ、ご活用ください。 

★「あいあいネット」へのアクセスは…  

 URL  http://iinet.pref.ishikawa.jp/  

 もしくは「あいあい 石川」で 検索 

 

 

石川県立生涯学習センター まなびすとルーム 

TEL 076-223-9574    FAX 076-223-9004 
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生息環境の悪化を訴える生き物たちとの出会いについて 
NPO法人日本中国朱鷺保護協会事務局長 西 屋  馨 

     
平成 13年に日本中国朱鷺保護協会が NPO法人格を取得し、以降トキ増殖のために民間団

体としてできる活動を模索しながら継続しています。団体設立当初は、トキは佐渡島でし

か見ることができず、トキがいないのにどうやって民間レベルで保護できるのかが課題で 

した。 

絶滅危惧種保護活動のヒントを探るため、平成 15 年度に石川県民大学校博士養成講座に参加し、羽咋市柴

垣海岸から志賀町大島海岸に生息するイカリモンハンミョウの調査研究を実施しました。年度末に行われた発

表の際、石川県知事のご臨席をいただき、絶滅危惧種の保護は人間と野生生物が共生する認識が必要であるこ

との意見発表をさせてもらいました。 

トキの保護についても日本国内に分布させる計画であれば、国民の理解が必要ではないかと考え、周知の方

法として幼い時期からトキについて見聞を広めてもらえることを願い、平成 22 年度より全国の小学生からト

キの絵を募集し、石川県庁 19階展望台で展示、いしかわ環境フェア会場で表彰式を継続実施しています。 

現在、石川県内の小学校などで「トキ保護活動の話」の巡回講演も実施しており、将来日本全国にトキが生

息できる安全な環境づくりと、朱鷺色に染まる空が実現することを願っています。 

 

「ふるさとモット学び塾」のお知らせ 

 
子どもから大人まで県民一人ひとりがふるさとへの愛着と誇りを持つために、石川の文化や歴史、自然、産業等

について知識を深めるふるさと学習です。（詳しくは、当センターホームページをご覧ください。） 
 
◇ふるさとふれあい講座・ふるさとふれあい能登校
講座 
石川県本多の森庁舎で全 10回、能登分室（能登校）

で全 8回実施します。受講料は無料です。 
 

【ふるさとふれあい講座】   13:30～15:00 
① 7/29 金沢の酒づくり 町づくり 福光松太郎氏 

② 8/ 5世界の名物 日本料理 髙木慎一朗氏 

③ 8/19 現代の「天女の羽衣」～世界のトップ技術～  天池 源受氏 

④ 8/26 復元画を描く～金沢城とギリシア神殿～  末松   智氏 

⑤ 9/10 「能登」を通して伝える 経塚 幸夫氏 

⑥ 9/16 和ろうそくって何だろう？ 高澤   久氏 

⑦10/20 上杉謙信と加越能  瀬戸   薫氏 

⑧11/ 2 金沢の風土と暮らしの知恵 小林 忠雄氏 

⑨11/11 次世代の手仕事～デジタル×伝統技術～  上町 達也氏 

⑩11/25 毎日つかう漆のうつわ 赤木 明登氏 
 
【ふるさとふれあい能登校講座】  13:30～15:30 
① 6/ 8 能登で注目される海の民俗 小林 忠雄氏 

② 6/19 能登の戦国時代  木越 祐馨氏 

③ 7/12 世界農業遺産（ＧＩＡＨＳ）と能登の未来可能性 宇野 文夫氏 

④ 8/ 1 能登に魅せられた二人の外国人 藤平 朝雄氏 

⑤ 9/ 5 農家民宿で地域おこし 多田喜一郎氏 

⑥10/ 5 草木染の文化史「第二章 赤を染める」 登美  聰氏 

⑦10/24 白山の歴史と楽しみ方  石川県白山自然保護センター専門研究員 

⑧11/ 1 江戸時代 能登のくらしと北前船  石川県歴史博物館職員 

 ◇ふるさとふれあい現地講座 
史跡、偉人ゆかりの地など 6コースをバスや徒歩で巡

る形で実施します。バス代は無料ですが、施設入場料・昼

食代・保険費等は実費負担となります。 

【内容】 

① 5/24 能登守護畠山氏と長谷川等伯を訪ねて 東四柳 史明氏、 北原 洋子氏 

② 6/22 「漂着神（ヨリガミ）」の聖地を巡る     木越 祐馨氏 

③ 7/22 白峰の暮らしと白山信仰  山口 幸一氏、山口 一男氏 

④ 8/31 芭蕉が訪ねた金沢～おくのほそ道を歩く～   柳澤 良一氏、山根 公氏 

⑤10/ 4 大聖寺城と城下町の魅力を訪ねる  戸根比呂子氏 

⑥10/26 小立野寺院群・石引を巡る     桜井 保明氏 

◇ふるさと発見出前講座 
小中学校 10校と公民館 10館で、石川の文化・歴史・ 

自然・産業等をテーマにした出前講座を実施することと

しています。 

実施する小中学校・公民館が決まりましたら、当セン

ターホームページに掲載します。 

 

 

   

石川県立生涯学習センター   石川県立生涯学習センター 能登分室 

〒920-0935 金沢市石引４丁目 17－１ 

石川県本多の森庁舎２階 

 

 

〒929-2392 輪島市三井町洲衛 10部 11番１ 

能登空港ターミナルビル４階 
・総務グループ   076-223-9571 

・社会教育グループ 076-223-9572 

・学習情報グループ 076-223-9573 

・ＦＡＸ      076-223-9585 

・まなびすとルーム 

TEL 076-223-9574 

FAX 076-223-9004 

 

 

 
TEL 0768-26-2360  FAX 0768-26-2361 

講義室・会議室・作業室等をお貸ししています。 

詳しくはホームページでご確認ください。 
 

 
ホームページ URL … http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/  （もしくは 「石川 生涯」 で検索） 

“出会い”(26)       

※「ふるさとモット学び塾」のいくつかの講座を 
インターネットでも受講できるようになりました。 
当センターホームページをご覧ください。 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/20140307.html



