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     生涯学習の振興と社会教育の活性化に向けて！ 

                   石川県社会教育協会 会 長 新 村 健 了   

今日、生涯学習社会の到来で社会教育の存在感が薄らいでいる。地域社会のつながりや教育力の

低下を考えると、学校教育と連携するなどして規範意識や社会参加、互いに協力し交流し合うことの

大切さなどの社会的価値を今一度、取り戻すために社会教育が果たす役割は実に大きいと考える。 

他方で高齢化社会を迎えて、各個人が興味や関心に応じた活動を充実させることにより心豊かな生活を送れるよう学習

環境を整備するとともに、自分が学習したことが評価還元されるような社会の仕組みにしていくことが大きな課題と言える。

そのためにも、幅広く関係諸団体が連携し、子育て世代や高齢期などのライフステージに応じた学習機会の充実が求め

られる。 

こうした時代の変化を踏まえて、当協会は県内では社会教育・生涯学習の振興に寄与することを目的とする数少ない団

体であるという認識のもと、協会の活性化についてこの一年検討してきたところである。その主な活性化策として、「社会教

育・生涯学習の振興のためには、諸団体がそれぞれに活発化し、情報交換や横の連携・協力を図ること。また、協会の主

要な事業である調査研究の一層の充実を図るとともに、長く取り組んでいる各地での「社会教育フォーラム」は地域の絆を

深める活動であり、主要な事業と位置づけること。さらには、会員の高齢化が進む中、新規会員の加入促進を全県的に図

り、開かれた組織体制づくりに努めること」などを提言したところである。 

今後、皆様方にこうした提言を受け止めていただき、輝かしい歴史と伝統のある石川の社会教育・生涯学習の更なる発

展を期して参りたい。皆様方の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。 
  

「ふるさとモット学び塾」がスタートします！ 

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「本多の森会場」 

 ７月から 11月にかけて石川県本多の森庁舎で、全 10回実施します。 

 受講料は無料で、申し込みは電話、ＦＡＸ、Ｅメールで。 ※定員(100名)に達し次第締め切ります。 

【演題・講師】 『県外から見た石川の魅力(辻口博啓)』『加賀友禅の道と私の道(由水十久)』『戦国武将の 

国づくり(長谷川孝徳)』『金沢戦国社会と一向一揆(東四柳史明)』『加賀の茶の湯(大島宗翠)』他 
 

◇ふるさとふれあい講座「現地コース」 

 ９月から 12月にかけて、史跡、偉人ゆかりの地など５コースをバスで巡る形で実施します。 

バス代は不要ですが、施設入場料・昼食代・保険費等は実費負担となります。 

申し込みは各コース実施日の１か月前までに往復はがきで。 ※定員(25名)を超えた場合は抽選します。 

【テーマ】 『白山信仰と加賀の一向一揆ゆかりの地を訪ねて』『能登守護畠山氏と長谷川等伯を訪ねて』 

『前田利家と能登ゆかりの地を訪ねて』『金沢の情緒漂う茶屋街と卯辰山麓群を訪ねて』『「海の道」に挑ん

だ男たちの足跡を訪ねて』 
 

◇ふるさと発見出前講座 

 小中学校 15校と公民館 10館で、石川の文化・歴史・自然等についての出前講座を実施します。 

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。 

※「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、準備を進めています。 

    

生生涯涯学学習習セセンンタターー  

だだよよりり 
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県民の生涯にわたる学習活動を支援しています！ 

～生涯学習センターの主催講座及び研修会の紹介～ 

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 

「あすなろ悠々塾」は、県民が生涯学習を通して学んだ成果を生かして、講座の講師となった講座です。 

内容は、歴史・健康・自然等、多岐にわたっており、今年度は 27 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、会議における話し合いがスムーズに行われるよう調整する役割を担う人で、今、住民

参加型の地域づくり会議や企業等の組織においても注目されています。地域や組織を活性化する上で大いに

役立つ講座です。 【入門編】7月11日(木)・12日(金)・20(土) 【応用編】9月12日(木)・13日(金)・28日(土)、12月3日(火) 

◇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。 

6月 19日(水)・7月 19 日(金)・9 月 19 日(木)・10 月 19 日(土)・11月１日(金) 全５回 

＜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、生涯学習に関

する行政や事業を推進する上で必要な基礎的知識の習得を図るため、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、小松・金沢・中能登・奥能登の教育事務所管内ごとに各１日の研修会を実施しています。 

 

～生涯学習センター能登校の紹介～ 

◇能登文化講座   ７月６日（土） １３：３０～１５：００  入場無料 

講師 山形弁研究家 ダニエル・カール 氏 

“がんばっぺ、オラの大好きな日本”～謙遜せずに地方のよさを自慢しよう！～ 

◇いしかわを知る講座    石川の歴史・文化・自然等を学ぶ 「古代の能登を考える」「白山の魅力」等  

◇あすなろ悠々塾 in能登  生涯学習の成果を活かして県民が企画する講座「能登の化石」「私の歴史旅」等 

◇ビデオ教養講座          石川の歴史・文化・伝統産業等を訪ねる「百万石の母」「長谷川等伯の世界」等 

◇能登陶芸教室       ろくろ成形・釉薬がけ・焼成を学ぶ 

◇能登特別映画会      不朽の名作を観賞 「黄金花」「晩春」「地獄門」「海角七号君想う国境の南」 

◇古文書解読入門講座    古文書に親しみ解読の基礎を学ぶ  

◇古文書解読講座      古文書解読に関する知識と技能を学ぶ   

◇夏休み子ども陶芸教室   粘土を使い成形・色付・焼成を楽しむ   

◇夏休み子ども特別映画会  ｱﾆﾒを観賞 「ドラえもんのび太と不思議風使い」「ﾐｯｷｰﾏｳｽ 1,2」｢ｶﾞﾘﾊﾞｰ旅行記｣ 

◇夏休み子ども科学教室   科学の不思議発見 「身近な科学実験」「ペットボトルを用いた工作」 
 

 能登分室では、会議室・調理室・作業室等をお貸ししています。   

申込方法・利用料金等につきましては、石川県立生涯学習センターＨＰの能登分室のページをご覧ください。 
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＜視聴覚ライブラリーより＞ 

◇新着ＤＶＤのご紹介 

視聴覚ライブラリーのラインナップに次のＤＶＤが加わりました。ぜひご利用ください。（貸出は無料です。） 

●チャップリン アーリーコレクション 

●第三の男 

●哀愁 

●市民ケーン 

●メリーポピンズ 

●ローマの休日 

●小津安二郎作品 

一人息子／お茶漬けの味 

●二十四の瞳 

●武士の家計簿 

●ミラーを拭く男 

●三遊亭楽太郎十八番集 

●トムとジェリー 

●フランダースの犬 

●猫の事務所（宮沢賢治原作アニメ） 

●ＢＢＣ世界の建築遺産 

●99歳の詩人柴田トヨ 心を救う言葉 

●日本の食文化   …etc 

＜マナビィコーナーより＞ 

◇これからの展示予定 

生涯学習の成果の発表や交流の場として県民の皆様に無料で提供している展示コーナー「マナビィコーナー」

の、今後の展示予定をご案内します。（入場・ご利用ともに無料です） 

「庄田雷寛展」 5月 1日～ 5月 31日 カラフルな色彩が特徴的な、庄田雷寛氏の絵画展 

「ねんど人形作品展」 6月 2日～ 6月 16日 紙粘土人形制作教室の生徒さんの創作人形展 

「第 24回牛歩会篆刻展」 6月 23日～ 7月 20日 書と彫刻が融合した「篆刻（自分で彫って作る印章）」の作品展 

「越原隆夫写真展」 7月 23日～ 8月 16日 泉流日本舞踊家・泉幸志氏の、30年間の舞台の写真展 

視聴覚ライブラリー、マナビィコーナーは、土日祝日も開館しています 
 

（開館時間 9:00～18:00  休館日 12月 29日～1月 3日） 
 

  

皆 様 の ご 利 用 を お 待 ち し て い ま す  

＜あいあいネットより＞ 

◇システムをリニューアルします 

講師情報、講座情報、視聴覚ライブラリー教材情報などが検索できる、県民のための生涯学習情報提供シス

テム「あいあいネット」は、今年度システムをリニューアルします。新しくなる「あいあいネット」を、これからもよろしく

お願いします。 
◇「あいあいネット」登録講師の紹介 

講座、講演会を企画されている皆様、どのような講師をお探しですか？「あいあいネット」では、次のような講師

の方々を紹介できます。 

役職・経歴等 講演分野・テーマ 

薬剤師（漢方） 「漢方薬入門」「漢方薬で健康管理」「自分の体質を知る」など 

元ジェトロ職員 日本・アジア・世界の経済・産業・社会について、外国の人々とのつきあい方、外国駐在経験談、など 

書道師範 「かな書に親しむ」など 

太鼓サークル代表 太鼓演奏体験・指導、太鼓を通じた集中力・リズム感・礼儀・ 仲間と心を合わせる力の養成、など 

ウォーキング協会指導員 ウォーキング指導 

パーソナルカラーアナリスト 色彩心理学、「色の力でイメージアップ」「あなたらしさは、どんな色？」、など 

南極観測隊参加者 南極観測隊参加体験談、南極の自然の素晴らしさと不思議、など 

フィナンシャルプランナー セカンドライフと健康・教育、子育てマネー教室、など 

心理相談員 心の健康、コミュニケーション、シニアライフ、夫婦関係、など 

元ＪＲ職員 鉄道に関する講演（ＳＬ、電気機関車、鉄道遺産、北陸線の電化、北陸新幹線など） 

これらはほんの一例です。このほかにも多彩な分野の講師 約 540 名が

「あいあいネット」に登録されています。ぜひとも「あいあいネット」を使って、

講師を見つけて下さい。 

◇お問い合わせ先：076-223-9574 までお電話ください。 
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陶芸家・文化勲章受章者 

十代  大樋長左衛門氏 

  

  

  “卒業後”のビデオ仲間との出会いに感謝！ 
生涯学習センタービデオクラブ員 小 屋 忠 男 

40年勤務していて“卒業”。しかし生涯学習センタービデオクラブへのお誘いで、全く新

しい『ビデオ仲間』とのつながりが出来て幸せいっぱいです。ビデオカメラを趣味とする

中での生涯学習。生涯学習センター内にある「ＳＶＣ（生涯学習センタービデオクラブ）」は、20数年の

伝統を誇るクラブです。そこで毎月発行する「ＳＶＣ便り」作りの担当を今年から任され、作る喜びと見

て頂く方がおいでる、というワクワクする昂揚感を持ちながら作成しております。 

「卒業」した現在でも続くＳＶＣの活動を通してのこのビデオ仲間との連帯、出会いは、喜びと感謝

の毎日です。以前の職業は何であれ前向きに生きる方々とのお話は最高です。ビデオやメールを通して新

たに広がったネットワークは私の財産でもありこれからの生きる糧です。74歳ですがこの

世界ではまだまだ若輩者！ビデオ仲間とともにアマチュアビデオカメラマン万歳！の幸

せな心境で、楽しく充実した日々を送れそうです。これからも仲間と共に「生涯学習」

としてビデオを楽しみたいと思っております。 

  

  

石川県民大学校・大学院修了証書交付式のご案内 
石川県民大学校は「まなびの心 かがやく人生」をテーマに、大学校と大学院を持

つ、県民方の生涯学習の場です。教養講座と専門講座の累計で 45 単位以上取得され

た方には、県民大学校学長である石川県知事から修了証書が交付されます。石川県内

にお住まい・お勤めの方はいつでも入校できます。今年度も文化探求、国際理解、ス

ポーツ、自然環境など、1,070 講座を各機関のご協力により開催し、多数の方々の受

講をお待ちしています。また、修了生は県民大学校大学院でさらに学びを深めること

ができます。 受講案内の冊子は、市町教育委員会、図書館、生涯学習センター、講

座実施機関に置いてあります。 

 

平成 24年度の石川県民大学校・大学院修了証書交付式が平成

25年 6月 8日（土）午後 1時から、石川県本多の森庁舎にて行わ

れます。 平成 24年度修了生 597名(大学校修了生 570名、大学

院修了生 27名)に修了証書が授与されます。 県民の皆様の生涯

にわたる「学び」により、心豊かでたくましく生きる力を身につ

け、積極果敢に未来を切り拓く人づくりをめざしています。式典

のあと、陶芸家・文化勲章受章者の十代大樋長左衛門氏をお迎えし、「陶道無今昔」（と

うどうにこんじゃくなし）と題しての記念講演（受講無料・申込不要）を開催します。 

 多数の皆様のお越しをお待ちしています。 

 

 

  

  

  

“出会い”(18) 

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 

・学習相談、マナビィコーナー、 

視聴覚ライブラリー 

TEL 076-223-9574 

FAX 076-223-9004  

TEL 0768-26-2360 

FAX 0768-26-2361 

 

 

URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/ （PC もしくはスマートフォンでご覧下さい） 

 

 

 


