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み ん な が 生 き 生 き と 
石川県教育委員会生涯学習課長  篠 原 恵美子 

「いつでも どこでも だれでも」学ぶことができる。そのための学習機会の提供。 

これは、以前私が生涯学習に関わっていた時に、合い言葉のようになっていた言葉です。

今は、それに「ライフステージに応じた」「社会の変化に応じた」などの言葉を付け加え

なければならないでしょう。 

教育基本法第３条には、生涯学習の理念が盛り込まれています。“国民一人一人が、自己の人格を磨き、

豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習

することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現がはかられなければならない”として

います。学ぶことで達成とするのではなく、学んだことが認められ生かされる社会の実現が必要だという

ことです。学ぶことが、自分の楽しみ、生き甲斐づくり、仲間づくりなどになるのはもちろんのこと、

学んだ成果を生かすことで地域での活躍の場が広げられ、まちづくりにもつながっていきます。これは、

近年、少子高齢化、情報の高度化、グローバル化など社会が大きく変化する中で求められている「人と

人とのつながり」「地域ネットワークの構築」にもなるでしょう。 

学びを通じて自己肯定感を高め、自己実現をはかり、みんなが生き生きと輝く、そんな社会づくりを   

めざしていきましょう。 

 

平成２７年度も実施！ 「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メールで受け付けます。定員(130 名)に達し次第締め  

切ります。講演時間は全て、午後 1時 30分～3時です。 

【演題・講師】 

①17/25 加賀百万石の成り立ち     藤井 讓治氏 

②18/ 2 能の世界～加賀宝生に生きる～ 藪   俊彦氏 

③18/ 9 石川の文化～茶の湯を中心に～ 奈良 宗久氏 

④18/22 いつものうるし～輪島で創られる漆器の可能性～  桐本 泰一氏 

⑤19/ 5 石川のお餅文化の発信     軽部 英俊氏 

⑥19/18 観光における精神効果～心ふれあうガイド～  喜多 益雄氏 

⑦10/ 2 いしかわ食文化物語～映画「武士の献立」よもやま話～   青木 誠治氏 

⑧10/18 源平争乱と加賀路の合戦     東四柳史明氏 

⑨11/ 7 芳春院まつと加賀       瀬戸   薫氏 

⑩11/20 石川の酒の魅力         中村 太郎氏 

 ◇ふるさとふれあい講座「現地コース」 

７月から 10月にかけて、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。 

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 

またはＥメールで。 ※定員(35名)を超えた場合は抽選。 

【演題・講師】 

①17/11 前田利家と結んだ能登の寺社・人を訪ねて  木越 祐馨氏 

②19/12 金沢の新旧の建築と街並みを巡る   水野 一郎氏 

③19/27 庭は生きている～大名庭園「兼六園」の価値と現代的意義について～ 森永 寿久氏 

④10/10 能登・七尾のまちづくり～挑戦する「のとびと」を訪ねて～  森山 奈美氏 

⑤10/22 金沢城と玉泉院丸庭園を歩く～近世城郭のホットラインを究める～  木越 隆三氏 

⑥10/31 「海の道」に挑んだ男たちの足跡～加賀橋立重伝建群を訪ねて～  宮本 昭夫氏 

◇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・ 

自然等をテーマにした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。 
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※「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/
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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 

一般県民が生涯学習により学んだ研究成果を、

講師として企画・発表する講座です。内容は、歴史・

健康・自然・生活等、多岐にわたり、今年度は

31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 2日(木)・ 3日(金)・18日(土) 

【応用編】 9月 10日(木)・11日(金)・24日(木)、 

12月 1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 29 日(月)・ 7 月 27 日(月)・８月 31 日(月)、 

10 月 26 日(月)・11 月 30 日(月) 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、

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、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。 

 

 

～石川県民大学校能登校 講座の紹介～ 

◇能登文化講座 
７月４日（土）13:30～15:00 入場無料 

講師 演芸家 四代目 江戸家 猫八 氏 

演題 「ものまね芸に生きる」 

◇いしかわを知る講座 

石川の歴史・文化・自然等を学ぶ  

「再発見 奥能登の神社文化財」「紀行文に見る 

 近世能登」等   

◇あすなろ悠々塾 in能登 

生涯学習の成果を活かした県民自主企画講座 

「加賀藩の布生産の盛衰」「石川の川の魚たち」等 

◇ふるさと文化探求講座 

石川の歴史・文化・伝統産業等を訪ねる 

「陶芸に新境地」「製塩業にかける」「冬の華」等 

◇能登陶芸教室 

成形・釉薬がけ・焼成を学ぶ 

◇古文書手習い塾 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◇能登特別映画会 

秀作映画の鑑賞をとおして、歴史・文化等に親しむ。 

作品「人生いろどり」「そして父になる」 

｢ミラーを拭く男」「父と暮らせば」 

◇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 

「ドラえもん のび太とアニマル惑星 」 

「ドラえもん のび太とブリキの迷宮 」 

「ドラえもん のび太と夢幻三剣士 」 

◇夏休み子ども科学教室 

「本物そっくり！ アンモナイトの 

レプリカづくり」 

「葉拓、葉脈標本づくりを楽しもう」 

 

 

 

 

能登分室では、講義室・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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～     「あいあいネット」のご案内～ 

◆「あいあいネット」で、生涯学習情報を探そう！◆ 

石川県生涯学習情報提供システム「あいあいネット」

は、県民の自主的な生涯学習活動を促進・援助するた

め、県や市町等の生涯学習情報をインターネットにより

提供するシステムです。 

あいあいネット URL 

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

  

「あいあいネット」では、次のような情報を

検索することができます。 

（登録件数は平成 27 年 4 月 30 日現在） 

◇講座案内  （登録件数 2094件） 

当センターをはじめ、各市町で行われる講座・

講演会等の情報を収集し、登録しています。 

◇講師案内  （登録件数 475件） 

「ふるさとの文化・歴史」から「セカンドライフ」、

「オカリナ指導」や「漫画教室」など、多彩な分野

の講師の情報が登録されています。講演会を行う

講師だけでなく、スポーツ・音楽・美術工芸・趣味・

健康などの実技指導の講師の登録もたくさんあり

ます。 

◇視聴覚教材情報  （登録件数 11193件） 

当センター視聴覚ライブラリー（一部金沢市）

が所蔵する、16ミリフィルム、ＤＶＤ等の視聴覚

教材の情報が検索できます。 

一般には出ていないタイトルの作品もあります。

「観てみたい」作品が無いか、一度検索してみて

下さい。 

◇ふるさと情報  （登録件数 2438件） 

◇イベント情報  （登録件数 135件） 

県下市町の名所・史跡・名物・祭りやイベント・

催し物等の情報を収集し、随時登録しています。 
 

 

「あいあいネット」では、映像配信も行っています。 

 

当センターの前身である県立社会教育センターが

昭和 48 年度から昭和 59 年度にかけて自主制作した

石川県の文化や発展をテーマにした郷土映画のう

ち、１２本を配信しています。 

  

「ふるさとモット学び塾」で行われた講座の一部を 

配信しています。 

現在配信しているのは、平成 25年度・26年度

合せて 11 講座です。配信動画は、今後順次追加

していきます。最新情報は「あいあいネット」に

アクセスしてご確認ください。 

（講座数は平成 27年 4月 30日現在） 

 

☆★☆★☆ 視聴覚ライブラリーからのお知らせ ☆★☆★☆ 

 新着映像教材のご案内  

生涯学習センターでは、皆様の生涯学習・お子様の

情操教育に役立つ映像教材を順次整備しています。

その一部を紹介します。 

・「海・青き大自然」…ＢＢＣ制作のドキュメンタリー 

番組。第 5巻まで配架しています。 

・「BBC EARTH ライフ」…全 5巻配架しています。 

・「ふるさと再生 日本の昔ばなし」…10巻配架。 

・「日本名城紀行」…全 8巻配架しています。 

・「手にことばを 手話で話そう」…全 3巻配架。 

 ・石川県を取り上げた映画…「武士の献立」「しあ

わせのかおり」を、新たに配架しました。 

・懐かしの名画…「禁じられた遊び」「ハムレット」など 

・最近の作品…「天のしずく 辰巳芳子 命のスープ」

「超高速！参勤交代」など 

このほかにも、歴史・伝統・文化に関するもの、

健康などの How to もの、「いしかわ大百科」など

の県制作番組や人権教育のＤＶＤも、新作が配架

となっています。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。 

 

今蘇る石川の記録映画 

講座ビデオ� 
 

 映 像 を 見 る こ と が で き ま す 

石川県生涯学習情報 
提 供 シ ス テ ム 

情報

検索 

探してみよう！ 

http://iinet.pref.ishikawa.jp/
http://iinet.pref.ishikawa.jp/movie.html
http://iinet.pref.ishikawa.jp/kouzadouga/index.html
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平成 27 年度受講案内冊子 

 

 

   地域の映像記録と発信 
生涯学習センタービデオクラブ（SVC）幹事 岡 野 重 和 

 県立高等学校を定年退職して、地元の公民館長を１５年間続けた。その間、県公民館連合会

副会長を７年間務め、公民館職員研修や県民大学校大学院の講師となり、「地域課題」をテーマ

に受講者へ地域映像記録を勧めたり、自作ビデオを紹介したりした。また、身近な出来事のビデ

オ素材を地元放送局へ３０年間投稿を続け、地域住民の存在感や一体間の高揚に資することができたように思う。 

 しかし、動画は一過性が欠点である。そのため録画保存して見逃した人へパッケージ化して配布すること

もあった。平成 13年頃からビデオクラブの例会発表作品をインターネットで発信することを試みた。当時

は新鮮で画期的な活動ということで、全国のビデオクラブからも問い合わせが相次いだが、教えて欲しい

と言われても遠隔地ではどうにもならなかった。しかし、ほかの人のビデオ作品を遠隔地でも視聴できる

ことに意義があるということで、ビデオサロンという雑誌に６ページにわたって紹介された。 

 インターネット配信は、初期は画質が良くなかったが、伝送媒体が光ケーブルに代わってからは見違え

るほど画質が向上した。今は動画投稿も日常化され、公民館の地域活動もホームページに掲載されるよう

になった。私個人のホームページ（http://park1.aeonnet.ne.jp/~okano/）でも、自己の作品の掲載を続けて

いる。ホームページはパソコン編集ができる技能レベルがあればたやすく作成できるので、自分のホーム

ページを持つことをビデオ愛好家に時折奨めているが、反応がいまひとつである。誰でもがホームページ

を開設し、ネットワークを構築して地域活動を広げることができるようになることを願いたい。  
 
 

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、県民の皆様一人ひとり

が自分らしい学びを通して、新しい自分を見つけるとともに、様々な出会いや交流を 

することで、自らの成長と自己実現を図り、その成果を生かした社会参画の促進を 

図っていくことをめざしています。 

また、県民の皆様の生涯学習の場として、石川県内にお住まいの方やお勤めの方は 

いつでも入校でき、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、修了

証書が交付されます。また、県民大学校の修了生は、大学院でさらに学びを深めること

ができます。 

今年度も、文化探求、国際理解、スポーツ、自然環境など、1,160 講座を各機関の 

ご協力により開催します。 

 受講案内の冊子は、市町教育委員会生涯学習担当課、図書館、県生涯学習センター、各講座実施機関に配付

しています。皆様の受講をお待ちしています。 
 

平成 26 年度の石川県民大学校・大学院修了証書交付式が、平成 27 年 5 月

23日（土）午後 1時 30分から、石川県本多の森庁舎で行われ、平成 26年度

修了生に修了証書が交付されます。 

式典の後、金沢学院大学学長で、泉鏡花記念館館長でもある 秋山 稔氏を講師に迎え、 

「鏡花文学の魅力」というテーマの記念講演（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”(22) 

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 

 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） 

 

 
金沢学院大学学長 
秋 山  稔 氏 


