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社会教育、生涯学習 50年の思い 

石川県立生涯学習センター館長  近 藤 繁 彦 

平成 28 年５月で、当センターは創立 50 周年を迎えます。50 年間の歴史の概略を紹介し、

今後の活動の糧としてまいりたいと願っております。 

昭和 41 年４月、全国に先駆けて建設された社会教育会館落成式において中西陽一知事は 

「社会教育とそれに伴う奉仕活動の拠点として全県下に運動を広げてもらいたい」と切望されま

した。これを受け 37年間、社会教育に携わる指導者や関係団体の育成指導、青少年から高齢者までの県民の方々

に「移動社会教育センター」「国際交流事業」及び「県民大学校・同大学院」などの各種講座の開催や情報提供に

努めてまいりました。 

平成 15 年７月には県庁跡地の広坂庁舎へ、さらに平成 23 年４月には現本多の森庁舎へと移転いたしました。

この 13 年間、谷本正憲知事による「石川県生涯学習振興ビジョン」の策定、その構想理念に基づき、「クリエイ

ティブライフ講座」「シニアライフコーディネーター講座」及び「ファシリテーター養成講座」事業等をすすめて

まいりました。また、平成 27年３月の北陸新幹線開業を見据え「ふるさとモット学び塾」を３年前より開講し、

ふるさといしかわの文化や歴史、自然等に知識見聞を深める講座を展開してまいりました。 

50年間、特に創生期の先人のご苦労を思うとき、次なる 100年への思いを胸に、さらに生涯学習の振興推進に

努力精進してまいる所存です。今後とも多くの県民の皆様のご利用のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

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、今年度新たに開講いたしました。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。 
 

 「ファミリー・カレッジ in 本多の森」は、“本多の森で

一日留学”、“交流イベント型講演会”の２つに分かれます。 

 まず、夏休み中の８月１日(土)に、“本多の森で一日留学”

を開催しました。この講座では、５か国出身の県国際交流

員が講師を務め、「イギリスの発明」「ロシアの料理」「ブラ

ジルの自然」「中国のパンダ」「韓国のお祭り」とそれぞれ

のテーマで、５会場に分かれて母国を紹介しました。参加

者親子には５講座から興味のある国の講座を３つ自由に選

んでもらい、外国を巡るイメージで各会場を移動しながら

受講いただきました。 

 10、11月には“交流イベント型講演会”を開催しました。 

 10月 25日(日)に、劇団四季・俳優の加藤敬二さん(金沢

市出身)を招いてトークショー、ミュージカル体験を行い、

40 組 94 名の親子が参加しました。トークショーでは、

ニューヨークで「キャッツ」と劇的に出会い、その後ミュー

ジカルに深く関わっていったことなど「キャッツ」に対す

る強い思いを伝えてくださいました。また、「その道で極め

るためには、好きなことも嫌いなことも人より３倍がんば

る」という加藤さんのお話は子どもたちの心に強く響きま

した。 

 後半のミュージカル体験の中では、リズム感、発声、歌

唱、ダンス、表現力などミュージカルの演技に必要な要素

について、劇団四季の題

目をもとに教えていただ

き、参加した親子は、加

藤さんの優しくて丁寧な

指導により、ミュージカ

ルの面白さを楽しく体験

することができました。 

 11 月８日(日）には、プロ将棋棋士の橋本崇載八段（小

松市出身）をお招きして講演、ワークショップを行い、51

組 124名の親子が参加しました。講演で、橋本さんは父親

から将棋を教わり、その厳しい指導が棋士として大いに役

だっていることやプロ将棋棋士の養成所である奨励会に入

門した時に、２人のライバルが橋本さんの将棋の成長に大

きな存在であったことなどを紹介しました。後半のワーク

ショップでは、駒の指し方や詰将棋、クイズなどで楽しみ

ました。 

 なお、次回は平成 28年３月６日(日)に、料理研究家のコウ

ケンテツさんを迎え、“交流イベント型講演会”を開催します。 
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本多の森会場 第１回 藤井讓治氏の講演 

 

現地コース 第５回 金沢城公園にて 

 

 石川県民大学校は平成２年６月に開校以来、多様な学習機会を県民の方々に

提供しており、これまでに県民大学校を修了された方は延べ１万５千人を 

超えました。 

今年度は、５月 23 日(土)午後１時 30 分より石川県本多の森庁舎第２会議

室において、平成 26年度修了証書交付式を挙行いたしました。 

交付式では、平成 26 年度修了生 560 名(大学校修了生 534 名、大学院修了

生 26 名)に修了証書が交付され、副学長である木下公司教育長からの式辞、

中村勲県議会議長と宮下毅金沢市教育次長の祝辞のあと、修了生の代表挨拶

がありました。 

 

 

式典のあと、金沢学院大学学長 秋山 稔 氏をお迎えし、「鏡花文学の魅力」

と題して記念講演が行われ、修了生をはじめ多くの県民の方々にご来場いただ

き盛況となりました。先生のご講義は、泉鏡花文学の魅力について、「外科室」

のように鏡花の作品の中には元となる話があり、それを鏡花独特の表現で書い

ているなど、具体的事例を提示していただきながら分かりやすく解説してくだ

さいました。先生のお話を聞いて泉鏡花の作品をもう一度読んでみたいと思わ

れた方も多かったのではないでしょうか。受講者の方々は、先生のご講義を聞

いて、学びの心を持ち石川への興味・関心を深めることができました。 

 

 

「ふるさとモット学び塾」は、子どもから大人まで県民一人一人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。今年度、３年目を迎えました。 

①ふるさとふれあい講座「本多の森会場」 

生涯学習センター（石川県本多の森庁舎）を会場にした石川の文化・

歴史・自然等をテーマとした全 10回の講座を実施しました。 

第１回（７月 25日）の藤井讓治氏（石川県立歴史博物館館長・京都大

学名誉教授）から第 10回の中村太郎氏（石川県酒造組合連合会会長・中

村酒造株式会社代表取締役社長）まで、県内各界の著名な講師が、「加賀

百万石の成り立ち」「能の世界」「茶の湯」「輪島塗」「お餅文化」「観光ガ

イド」「食文化」「源平合戦」「芳春院まつ」「石川の酒の魅力」をテーマ

に、大変興味深い、魅力的なお話しをしてくださいました。質疑応答の

ほか、能や餅つきの実演、伝統工芸品に触れるなど、講師やものとの「ふれあい」を通して、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ことができました。 

②ふるさとふれあい講座「現地コース」 

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、偉人ゆかりの地、活躍する人の現場を訪ね、貴重な文化財

や自然、各地の様子を目にしながら、専門の講師から直接、歴史や文化、

自然、産業などについて興味深いお話をお聴きいただけます。現地訪問で

しか体験できない人やものとの「ふれあい」を通じて学ぶ、魅力的な講座

です。今年度は、北陸新幹線開業を迎え、「兼六園」「金沢城」「金沢の街並

み」の金沢３コースのほか、「前田利家と能登」「能登・七尾のまちづくり」

「北前船」をテーマにした３コースで、門前・輪島、富来・七尾、加賀・

橋立を訪ねました。 

 

「まなびの心 かがやく人生」を、いつまでも 
～石川県民大学校･大学院修了証書交付式が挙行されました～ 

 

 

 

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～ 

木下教育長の式辞 

秋山金沢学院大学学長の講演 
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③ふるさと発見出前講座 

石川の文化・歴史・自然等をテーマとした、県内の小中学校、公民館への出前講座です。各学校・公民館

の求めに応じた専門の講師を派遣しています。 

今年度は「加賀百万石と前田家」「北前船と漬物の歴史」「自然体験」

「金沢金箔」「石川のお米づくり」「江戸時代の輪島」「食文化」「加賀野

菜」「生き物」「地域の行事・祭り」「金沢の三文豪」「伝統工芸」等の地

域に密着した幅広いテーマが取り上げられています。各講師の分かりや

すく熱のこもったお話しに子どもから大人まで幅広い年齢の受講者か

ら好評をいただきました。 

 

 

 
 

 

～まなびすとルームからのご案内～ 
 

○「あいあいネット」登録講師を紹介します 

 公民館や学校で講座、講演会を企画されている皆様、

講師をお探しではありませんか？ 

石川県生涯学習情報提供システム「あいあいネット」

には、さまざまな分野の講師が登録されています。

登録講師による講演テーマ等の一部を紹介します。 

分野 講演テーマ等 

教育 

科学 

・南極観測隊参加体験談 

・省エネ／低炭素社会／環境問題  

産業 

技術 

・北陸新幹線、ＳＬ・北陸線の歴史 

・iPad講習 

スポーツ・ 

レクリエーション 

・ニュースポーツ、レクリエーション指導 

・体操指導（幼児体操・健康体操） 

・囲碁・将棋の初歩 

暮らし 

健康福祉 

・暮らしと税金／年金／遺産相続 

・セカンドライフ／子育て 

・ワイン入門 

芸術・文化 ・金沢・石川の食文化 

・加賀藩の歴史・兼六園の魅力 

・九谷焼について（講義・絵付け実技） 

・和紙あーと（工芸、ちぎり絵、など） 

・カラーセラピー／色彩コミュニケーション 

・オカリナ指導／和太鼓体験／琴体験 

・はじめての漫画教室 

・木目込人形 

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 460 名が登録されています。ぜひとも 

「あいあいネット」を使って、講師をお探しください。 

なお、希望の講師が見つかりましたら、まなびすと

ルームまでご連絡ください。 

また、まなびすとルーム窓口でもご相談を受け付け

ております。お気軽にご相談ください。 

 

 

 
○「人権教育」教材ＤＶＤを貸出しています 

 当センター視聴覚ライブラリーでは、道徳や人権教

育に役立つＤＶＤ教材を貸出しています。 

 今年度貸出を開始した教材を紹介します。 

・「ココロ屋」(25分)  対象：小学生  

・「ねずみくんのきもち」(12分)  対象：小学生 

・「家庭の中の人権 カラフル」(31分) 

対象：小学生～一般 

・「Imagination 想う つながる 一歩ふみだす」(34分) 

対象：中高生～一般 

・「新・人権入門」(25分)  対象：一般（企業等） 

・「みんなで語ろう！公正な採用選考」(26分) 

対象：青少年・一般（企業等含む） 

これらのほかにも「ＤＶ・虐待防止」「セクハラ・

パワハラ」「メンタルヘルス」などについての教材が

ございますので、ぜひご活用ください。 

また、一部教材につきましては能登分室でも貸出を

行なっております。 

 なお、貸出できる教材や作品概要につきましては、

「あいあいネット」でご確認ください。 

○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。 

 登録講師は「講師案内」から、視聴覚ライブラリー

所蔵の教材は「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 
 

 
羽咋市立西北台小学校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。 

詳しくは当センターホームページで！ 
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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 

http://iinet.pref.ishikawa.jp/
http://iinet.pref.ishikawa.jp/kouzadouga/index.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/syakyo01.html#label03


 

  石川県との不思議な出会い 
「発創デザイン研究室」代表、「ファシリテーター養成講座」講師 冨 永 良 史 

６年前の冬に突然やってきた一通のメールから、私と石川県の関わりはとても密なものへと 

発展していった。隣の福井県に住んでいるものの、石川県を訪ねる機会はあまり多くなかった。 

それが今では毎月のように訪れ、たくさんの皆さんと出会い続けている。こんな毎日が来ようとは 

想像もしていなかった。 

 メールは生涯学習センターから送られてきた。「ファシリテーター養成講座」の講師のご依頼だった。どこでど

う私を探し当てたのか、今までまったくご縁がなかったところに突如として道が開けた。以来５年にわたってこの

講座の講師を担当させていただいている。多様な分野から、意欲にあふれた皆さんがたくさん受講してくださり、

触発に満ちた刺激的な時間をともに紡ぎだしてきた。 

 受講生の皆さんからのご縁も次々と広がり、石川県各地からご依頼をいただくようになった。こんなご縁がな

かったら、きっと訪れる機会のなかったであろう場所で、出会うことのなかったであろう多くの方々と出会うこと

ができた。修了生の方々とのご縁も温かくつながっている。自主的な勉強会も開催されていると聞く。 

 一通のメールから出会いの幅が広がり続ける様子は、我ながら本当に不思議で、感謝の念が絶えない。実は、私

を探してくださった職員の方は直後の異動で「すれ違い」になってしまったのだが、不思議なご縁で、このたびの

異動でセンターに復帰され「再会」を果たした。私と石川県との出会いは「感謝と不思議」に満ちている。 

 

 

 

平成 27年度石川県民大学校大学院 

「石川の博士」論文発表会並びに記念講演 
当センターにおいて平成 27年度石川県民大学校大学院 

「石川の博士」論文発表会並びに記念講演を開催します。 

ぜひご参加ください。 

◇日時／平成 28年 1月 23日(土) 13:30～15:40 

◇会場／石川県本多の森庁舎２階 第３会議室 

◇日程／13:30～14:30  論文発表会 

平成 27年度石川県民大学校大学院修了生代表者 
による論文・企画書の発表 

14:40～15:40  記念講演 

「石川方言の歴史と今」 

講師 金沢大学 

教授 加藤 和夫 氏 

☆申込不要、受講無料 

◆お問い合わせ 

社会教育グループ 

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

 平成 27年度（第 46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） 
・小・中学校・高等学校等で活用する教材 
・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 28年 ２月 1日(月) 
（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 

 

～Ｔｏｐｉｃｓ～ 
生涯学習センターでは、平成 27 年 11 月６日(金)

から８日(日)までの３日間、「マナビィフェア in 本多

の森 2015」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、

物品販売、ハンドベル演奏など 11 のイベントと、 

４公民館・1施設の展示などを実施しました。 

 

公民館展示 

 
似顔絵コーナー 

  
 

 

“出会い”(23) 

お 知 ら せ 

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 - 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/isk/iskindex.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/kaigisitu/syakyo04.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/

