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   社会教育協会と「接点」  

    石川県社会教育協会会長 梅 田 和 秀 

社会教育法の改正で「学校を支援する」社会教育のあり方が強調されるようになってきた

感があります。今年の３月に石川県教委から『地域と学校が連携・協働した実践事例集』が

刊行されたのはその表れかと思います。 

これまでも、特に小学校では「マチの先生」を活用し、地域に密着した教育が行われてき

ましたが、「社会の宝」ともいうべき子どもたちをめぐる環境の著しい変化に対応するべく、

地域と学校の連携・協働の充実がこれまで以上に求められている証とも思われます。そして、私ども石川県社会

教育協会が毎年顕彰している「マチの先生」の出番も多くなることでしょう。 

こうした状況を踏まえれば、これまで会員のみならず県内の教育委員会、公民館、図書館、博物館をはじめと

する各種社会教育施設、団体等に関わる人々の＜接点＞となることを願って昭和４５年に刊行された当協会の会

誌『接点』にも、学校と社会教育関係諸団体・関連施設等との＜接点＞としての役割が求められても不思議では

ありません。誌面づくりはもとより、特に小学校への会誌配布も今後視野にいれなければならないのではないか

とも考えています。 

当協会は事務局がかつての社会教育会館に置かれたこともあり、社会教育センター（現生涯学習センター）に

は多大のご支援・ご協力をいただきながら、ともに本県の社会教育・生涯学習の振興に寄与してきた歴史があり

ます。これからも、旧くて新しい諸課題に果敢に取り組んでまいりたいと思っていますので宜しくご支援のほど

お願い申し上げます。 

 
 

 石川県民大学校については、平成２年６月の開校以来、

多様な学びの場として県民の皆さまへの浸透に努めてきま

したが、平成 29年度末時点で、延べ１万 7千人を超える方々

が県民大学校を修了されています。 

平成 29年度石川県民大学校・大学院修了証書交付式を平

成 30年 5月 26日(土)に行いました。交付式には、来賓と

して石川県議会議長、市町教育長会会長、県民大学校実施

機関代表はじめ、県民大学校修了生の方々などおよそ 130

名の皆さまのご臨席のもと、厳粛な雰囲気の中で執り行わ

れました。平成 29年度修了生 768名(大学校 751名、大学

院 17 名)のうち 103 名の方々が出席され、大学校と大学院

の修了生代表に谷本正憲知事より修了証書が交付されまし

た。また、これまで学んでこられたことや今後の抱負など

も含めて大学校と大学院から代表の方お二人にご挨拶をい

ただきました。 

交付式終了後、十一代 大樋長左衛門 氏をお迎えして「伝

統は現代アート？」というテーマで記念講演を開催いたし

ました。大樋氏は、楽焼と大樋焼の関係、千家と大樋焼、

大樋家との関係、大樋先生の世界でご活躍の様子など映像

を交え楽しくご講演いただき、「アートと伝統の意が良く理

解できた。」、「陶芸にはあまり興味がなかったが、大樋先生

のご講演はとても素晴らしく、陶芸のことが少しは分かり

ました。」、「大樋先生のご講演は素晴らしい現代アートでし

た。」などの感想が寄せられました。                                                                                      
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秋山金沢学院大学学長の講演 

修了証書交付式 



 

この講座は、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、平成 27 年度に開講しました。センターでは、この講座へのご参加を機に、若い世代の皆様にも、

生涯学習や県民大学校に関心をお持ちいただき、生涯を通じた学びを深めていただければと考えております。 
 
 平成 30 年度の「ファミリー・カレッジ in 本多の

森」は、全５回の実施予定です。 

第１回 4 月 28 日（土）に小松市出身の漫画家の窪

田一裕氏をお招きし「名探偵コナン（特別編）推理マ

ンガの描き方」と題した講演を行いました。講演では、

映像による紹介、コナンの描き方のご説明、参加者の

似顔絵コーナー、コナンのクイズなど盛りだくさんの

内容でお話していただき、受講者から「親子で楽しい

時間を過ごせました。」、「コナンの描き方分かったの

で良かったです。」、「実際にイラストを描くのが見ら

れてとても嬉しかった。」、等の感想が寄せられ、受講

者の皆様がとても大変満足された様子が伝わってき

ました。 

 
第１回 窪田氏 講演会

第２回 夏休み期間中の 8月 5日(日)に講師に NHK E

テレ「おかあさんといっしょ」4代目ダンスのおねえ

さんのいとうまゆ氏をお招きして、「まゆおねえさん

と一緒に踊ろう！」と題し実施しました。講座では、

楽しいお話・踊り等で、参加した親子も楽しい時間を

過ごしていました。 

第３回 8月 17日(金) にブラジル、ロシア、韓国の

石川県国際交流員を招いて、「“本多の森で一日留学”

親子で世界をぐ～るぐる」と題して、講演会を開催し、

親子で楽しく過ごしました。 

第４回 11 月 3 日(土)に振付師のラッキィ池田氏を

お招きして「親子で踊れば金メダル！金沢の「金」は

金メダル！！」と題して実施しました。先生のお話や

踊りで、参加した親子も楽しい時間を過ごしていまし

た。「すごく楽しめました。親子の触れ合いを深める

ことができ、すごく嬉しかったです。」、「体を動かし

て親子で遊ぶのはとても楽しかったです。」などの感

想が寄せられました。 

今後、第５回は 2月 2日(土)にミュージシャンのエ

リック・ジェイコブセン氏を講師に「Let’s sing and 

dance with Eric！～エリックと歌って踊ろう！～」

と小学生の親子を対象とした講演会を実施する予定

です。たくさんの皆様のご参加をお待ちしています。

 

 
 

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。 

・「三度目の殺人」…殺人の前科がある三隅が、解雇され

た工場の社長を殺した容疑で起訴された。犯行も自供

し死刑はほぼ確実。しかし弁護を担当することになった

重森は、無期懲役に持ち込むため調査を始める。何か

がおかしい。調査を進めるにつれ、重森の中で違和感

が生まれていく。                   

・「平成細雪１・２」…あの美しき四姉妹が、平成日本にあら

われる。文豪・谷崎潤一郎の名作「細雪」が、バブル崩

壊後を生きる女性たちの物語としてよみがえる。 

・子ども向け…「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミッ

クフロントNEXT／火星の段・宇宙の始まり」「スノーマン

とスノードッグ」など。 

このほかにも「いしかわ大百科」「げんき日記」「ふれあい

空間いしかわ」などの県制作番組、「プライドｉｎブルー」

「みんなの情報モラルⅢアニメーションで学ぶ！SNSに潜

むリスク」「私の中の差別意識～部落差別問題から考える

～」などの人権教育の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。なお、出展・入場は無料です。（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

センターの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」

など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 

 

「ファミリー・カレッジ in 本多の森」４年目を迎えました 
 

 

 

した～ 

からのご案内 

- ２ - 

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 



 
第１回 小林忠雄氏の講座 

 
第１回 吉井清氏の講演 

 

第５回 小松市滝ケ原石切場にて 

 

 

今年度６年目を迎えた「ふるさとモット学び塾」は、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、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。どの講座も、知っているようで知らな

かった石川の深い魅力を再発見するお手伝いができたと思います。今年度の講座の概要をご紹介します。 

① ふるさとふれあい講座 

生涯学習センター（石川県本多の森庁舎）を会場に

した全 10 回の講座です。第１回の吉井清氏（株式会

社巽工匠代表取締役）から第 10 回の萬谷浩幸氏（よ

ろづや観光株式会社代表取締役社長）まで、県内各界

でご活躍の講師が、「伝統的日本建築の修復」「工芸の

豊かさ」「北前船とふぐの卵巣の糠漬け」「太鼓のおい

たち」「鉄の便利屋」「金澤町家と生活文化」「末森合

戦」「醤油で伝える食文化」「加賀守護富樫氏」「加賀

温泉郷の情報発信」をテーマに、お仕事や研究の成果

を活かした大変興味深く、魅力的なお話をしてください

ました。幅広い分野についての講演から、石川の魅力の

奥深さが実感できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ふるさとふれあい現地講座 

石川の歴史や文化、自然に直接触れることで、 

ふるさと石川の魅力を深く感じていただける講座

です。県内各地の史跡、貴重な文化財や自然を目に

しながら、専門の講師から直接、歴史、文化、自然、

産業などについて興味深いお話をお聴きしました。 

「金沢の名建築」「室生犀星」の金沢２講座のほか、

「前田家ゆかりの能登寺社」「大伴家持の能登巡行」

「白山手取川の水の旅・石の旅」「こまつ石文化」

をテーマにした加賀２・能登２の講座を実施しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ふるさと発見出前講座 

県内の小中学校、公民館への出前講座です。各学

校、各公民館のテーマに応じた専門の講師を派遣し

ています。 

今年度は、学校では、「親子でボラ茶漬け」「イカ

リモンハンミョウ」「加賀百万石と前田家」「金沢の

食文化を調べ知る」「石川の食文化 自慢の加賀野

菜」「今後の伝統文化の在り方」「砂防の大切さ」「県

産ブランド化の取り組み」等 公民館では、「加賀

百万石の成り立ち」「加賀野菜を使った料理を親子

で学ぶ」「手取川の洪水と白山の砂防について」「夏

の夜空を楽しもう」「北前船物流基地・安宅」等の

石川の文化・歴史・自然・産業等をテーマにした講

座を企画し、出前し

ます。各講師の分か

りやすく熱のこもっ

たお話に、子どもか

ら大人まで幅広い年

齢の受講生から好評

をいただきました。 

 

④ ふるさとふれあい能登校講座 

「ふるさとふれあい能登校講座」は、今年度は 7回

実施しました。現在県内で活躍している著名な方々

を講師に招き多彩な内容となりました。民俗学者の

小林忠雄氏による「能登に顕著な音の民俗」を皮切

りに、石川県の歴史・文化・自然・産業等について

学べる講座内容を設定しました。講師の方々は、お

忙しい中にもかかわらず、受講者の方々の興味・関

心に応える工夫をしていただき大変好評でした。 

また、各講師の方々は、専門的な知識にユーモア

を交えて楽しい時間を提供してくださり、多くの資

料も活用し、視覚的にも楽しく分かりやすい講義で

した。おかげさまで、当講座は能登分室の柱となっ

ています。地域の新し

い発見に繋がると共に、

改めて自分たちが住ん

でいる地域や郷土に、

誇りや愛着を感じる良

い機会にもなりました。

 

 

い し か わ の 魅 力 を 再 発 見 し よ う ！ 
～「ふるさとモット学び塾」～ 

 

 

 

した～ 

 
菊川町公民館での 

出前講座の様子 

「ふるさとモット学び塾」の様子を 

インターネットでご覧いただけます。 

詳しくは「あいあいネット」もしくは 

当センターホームページで！ 

- ３ - 

羽咋市立西北台小学校での出前講座の様子 

- ３ - 



 
古希祝いの似顔絵と一緒に

（2018 夏)            

 

出会い ～ご縁とご恩～ 
金城大学短期大学部  副学長 岡野  絹枝     

30年以上も前のことでした。東京から富山に戻り、職は得たものの、どのようにこ

の地で生きていくか、ネットワーク作りを思案していた私に、ある異業種交流会の幹部

が入会を勧めてくれました。それ以来、学生の実習先や就職先など、先輩会員からどれ

ほどお世話になったでしょうか。若かった私は、お世話になる一方でした。 

その後、18 年前に金城に移籍し、遠距離通勤の日々となり、なかなか例会に出席で

きないまま歳月が流れました。先日、３年ぶりに、しかも、シニアになった人たちを対

象としたアンケートを取りたくて参加した私でした。「あんただれけ？忘れたよ。」と軽口叩かれながら、温かく迎

えてくれました。感激して涙ぐむ私を見て、みんな笑っていました。ご縁とは、こんなことをいうのでしょうか。 

15年ほど前、コミュニケーションを研究テーマにしている人間を検索したら私の名前に出会ったと、生涯学習セ

ンターから電話がかかってきました。そこから始まったご縁で、講師養成講座の講師を務めています。毎年出会う

受講生の方々とのご縁もかけがえなく、今もつながっています。いまだにお願いすることのほうが多い私を受けと

めてくださる方々に感謝しながら、さぁ、そろそろ恩に報いる活動に入らねば！と想う今日この頃です。 

 

 

 

～Ｔｏｐｉｃｓ～ 
生涯学習センターでは、10月 26日（金）

から 11月３日（土・祝）までの９日間、 

「マナビィフェア in 本多の森 2018」を開

催しました。期間中は「ファミリー・カ

レッジ in 本多の森」をはじめ、講演会、

映画会、ハンドベル演奏など 9 のイベン

トと、少年自然の家等の展示などを実施

しました。 

ハンドベル演奏 

 

似顔絵コーナー

 

少年自然の家等の展示

 

  

                                                                                                

平成 30年度石川県民大学校大学院 

「石川の博士」養成講座 

論文発表会＆記念講演 

◇日時／平成 31年 1月 19日(土) 13:30～15:40 

◇会場／石川県立生涯学習センター 

◇日程／13:30～14:30  論文発表会 

平成 30年度石川県民大学校大学院 
受講生代表者による論文・講座企画書の発表 
 

14:40～15:40  記念講演 

「加賀藩十村と藩領社会 

-寄合をする十村達-」       

講師 金沢大学人間社会研究域 

  歴史言語文化学系 

准教授 上田 長生 氏      

☆受講無料 

☆申込み／当センターにお問い合わせください。 

◆お問い合わせ／社会教育グループ 

TEL 076-223-9572  FAX 076-223-9585 

 平成 30年度（第 49回） 

いしかわビデオ作品コンクール 
 
題材は自由！日々の活動やふるさと等をテーマに、

あなたの想いを「実際に役立つ視聴覚教材」として、

映像で表現してみませんか。 

◇応募資格／県内に在住もしくは勤務する 
個人またはグループ 

◇募集部門／①教材部門（上限時間 15分程度） 
・学校（幼稚園等含む）で活用する教材 
・公民館等の生涯学習施設で活用する教材 
・学校紹介ビデオ 

②一般部門（上限時間７分程度） 

・上記①以外の作品 

◇応募締切／平成 31年 1月 31日(木) 
（当日消印有効） 

◆お問い合わせ（応募先） 

石川県視聴覚教育協議会事務局 

（学習情報グループ内） 

TEL 076-223-9573 FAX 076-223-9585 

お 知 ら せ 

 
“出会い”(29) 

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 ） 
  

- ４ - 


