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生涯学習センター ホームページ  http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/ 

 

次なる 100年へのスタート 

石川県立生涯学習センター館長  近 藤 繁 彦 

3月に発表された「第 2期石川の教育振興基本計画」において、生涯学習を巡る２つの大き

な流れが提唱されております。１つは基本目標１に示された「ふるさと教育の推進」であり、

もう１つは基本目標７に示された「生涯にわたり学び続ける環境づくりの推進」であります。 

本年５月に 50周年を迎える当センターではこれを受け、「ふるさとモット学び塾」（４年目） 

を展開しているところです。幅広い年齢の方々が、本県の文化や歴史、自然等について知識・ 

見聞を深めることができるよう、本多の森庁舎で行われる「ふるさとふれあい講座」、バスや徒歩での現地研修

を主とする「ふるさとふれあい現地講座」、小中学校や公民館まで出掛けて行う「ふるさと発見出前講座」、さら

に今年度「いしかわを知る講座」から改編した、能登校（のと里山空港）実施の「ふるさとふれあい能登校講座」

の事業（講座）を展開してまいります。 

次にすべての世代、特に 30代から 40代の子育て世代の方々に生涯学習の情報の場を提供するため、昨年度よ

り「ファミリーカレッジ in 本多の森」として、交流イベント型講演会、さらに著名人による講演会など、ご家

族そろって学び楽しめる講座を展開しております。 

次なる 100年への思いを胸に、生涯にわたり学び続ける姿勢を保って幸福な人生を送りたいと願う方々に寄り

添い、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。 

 

平成２８年度は能登でも実施！ 「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、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６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 

①17/ 2 金沢の和菓子魅力を伝える   諸江吉太郎氏 

②17/29 人生儀礼のしきたり      小林 忠雄氏 
③18/20 海外からのお客様とおもてなし 浅田 久太氏 

④18/27 ～能登から世界へ～ジェラートで世界を切り拓く  柴野 大造氏 

⑤19/ 2 加賀毛針の歴史～縫い針から毛針への変換～  目細 勇治氏 

⑥19/24 「金沢の料亭」と加賀料理    山縣 秀行氏 

⑦10/16 金沢城下町の神社祭礼      東四柳史明氏 

⑧11/ 2 木曽義仲の栄光と挫折      瀬戸   薫氏 

⑨11/12 未来を育む発酵食文化     小紺 有花氏 

⑩11/26 農業と食から見る石川県の魅力  井村辰二郎氏 

【ふるさとふれあい能登校講座】  13:30～15:30 

①16/ 9 能登寺院の金沢出開帳     宇佐美 孝氏 

②16/20 能登文化の拡がり       西山 郷史氏 

③17/13 利家と末森城の戦い      田畑 武正氏 
④18/ 2 加賀藩主前田斉泰公の能登巡見 藤平 朝雄氏 

⑤19/ 6 奥能登の地域振興     奥能登総合事務所職員 

⑥10/25 白山の歴史と楽しみ方  石川県白山自然保護センター職員 

 ◇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】 

①16/25 醤油の里「大野」を訪ねる   山本 晴一氏、紺田 健司氏 他 

②17/ 6 金沢城を巡る～匠の技を訪ねて～   川元  傳氏 

③18/ 3 小松の「ものづくり」 コマツ粟津工場・サイエンスヒルズこまつ各担当者 

④10/ 1 「能登 平家物語」ゆかりの地を訪ねて 藤平 朝雄氏 

⑤10/12 海から見た能登の歴史       木越 祐馨氏 

⑥10/29 金沢市寺町台 重要伝統的建造物群保存地区を巡る  山崎 幹泰氏 

◇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・産業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/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/furusato/internethaishin2016.html
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 ～「ファミリー・カレッジ in 本多の森」の紹介～ 
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開講し、今年度で２年目となります。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。 

第１回 [ 春 ] 

日時：5 月 3 日(火・祝) 

13:30～15:00 

講師：雅珠香 氏（あすかりん） 

（１級フードアナリスト） 

演題：「フードアナリスト的 

"おいしい"の秘密」 

定員：150 名  

第２回 [ 夏 ] 

日時：8 月 9 日(火) 8:00～10:00 

講師：森永 寿久 氏（石川県観光スペシャルガイド） 

演題：「“兼六園と金沢城の秘密”を歩いてみよう！」 

内容：小学生とその保護者を対象に専門家と一緒

に兼六園・金沢城周辺を回ります。 

対象：小学生とその保護者 20 組 

第３回 [ 夏 ] 

日時：8 月 21 日(日) 14:00～15:30 

講師：神崎ゆう子 氏（ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」 

第 16 代うたのおねえさん） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

演題：「童謡あのね ～童謡の背景を知って歌おう～」 

内容：神崎ゆう子さんと一緒に楽しく 

歌います。 

定員：小学生とその保護者 100 組程度 

☆案内チラシは、６月に入りましたら 

配布を行う予定です。 

第４回 [ 秋 ] 

日時：11 月 3 日(木・祝) 

13:30～15:00 を予定 

講師：青島 広志 氏 

内容：青島広志氏と一緒に楽しく歌います。 

対象：小学生とその保護者 100 組程度 

☆案内チラシは、９月に入りましたら配布を行う 

予定です。 

第５回 [ 冬 ] 

日時：1 月末～２月初旬に予定 

内容：著名な講師と一緒に楽しめる 

内容で現在企画中です。 

対象：小学生とその保護者 

 

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 34 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 7 日(木)・ 8 日(金)・22 日(金) 

【応用編】 9 月 1 日(木)・ 2 日(金)・27 日(火)、 

12 月 1 日(木) 

◇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 25 日(月)・ 8 月 29 日(月)・9 月 26 日(月)、 

10 月 31 日(月)・11 月 28 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、研修会を実施しています。 

 

 

雅珠香 氏（あすかりん） 

神崎ゆう子 氏 
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 ～石川県民大学校能登校 講座の紹介～ 

◇能登文化講座 
７月 23日（土）13:30～15:00  

講師 弁護士  菊地 幸夫 氏 

演題 「出会いの人生から学んだこと」 

◇ふるさとふれあい能登校講座 (６回) 

石川の歴史・文化・自然等を学ぶ講座です。  

（内容については、１ページ目のお知らせをご覧ください。） 

◇あすなろ悠々塾 in能登 (６回) 

生涯学習の成果を活かした県民自主企画講座です。 

「認知症あっちいけ！講座」 

「青木新兵衛芳斎～加賀藩士槍の名手～」等 

◇ふるさと文化探究講座 (７回)  

DVDで石川の歴史・文化・伝統産業等を学びます。 

「三谷吾一」「金沢御堂陥落」「村井長頼」等 

◇能登陶芸教室 (５回) 

成形・釉薬がけ・焼成などの作陶体験をします。 

◇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ます。 

◇能登の歴史探訪講座 (３回) 

「幕府が求めた能登の開港場」「穴水中居の歴史を

訪ねる」「舳倉の歴史あれこれ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◇能登特別映画会 (４回) 

秀作映画の鑑賞を通して、歴史・文化等に親しんで 

いただきます。 

上映作品：「おくりびと」「裸の大将放浪記」 

｢東京物語」「植村直己物語」 

◇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 のび太と翼の勇者たち 」 

「ドラえもん のび太とロボット王国 」 

「となりのトトロ 」 

◇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 男の料理教室 (１回) 

「初夏を食べよう」 

◇連携講座 大人の料理教室 (１回) 

「秋の味覚たっぷり手軽なメニュー」 

◇連携講座 サンドブラスト体験教室 (毎月第２日曜) 

のと里山空港マスコットキャラクター「スカイのっぴー」、

「季節の絵柄」でガラス細工体験をします。 

※詳しい内容・日程は、県民大学校能登校のホームページでご確認下さい。  県民大学 能登   で    検索    

 
 

☆★☆★☆ 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。 

・「歴史秘話 ヒストリア」…ＮＨＫ制作の歴史番組。 

「戦国武将編」「幕末編」計 15巻を配架。 

・「プロフェッショナル 仕事の流儀」 

…北陸ゆかりの方（杜氏 農口尚彦／漫画家 藤子・F・

不二雄／アニメーション映画監督 細田守）を取り上げ

た作品など４巻を新たに配架。 

・「ここが聞きたい！ 名医にＱ」 

…シリーズ全巻（29巻）配架しています。 

・懐かしの名画…「シェーン」「雨に唄えば」など。 

・最近の作品…「もういちど」「旅立ちの島唄」「信さん 炭坑

セレナーデ」「新・御宿かわせみ」など。 

・子ども向け…「ふるさと再生 日本の昔ばなし」（全

17巻）「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 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/noto/notokou2014.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/library.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/library.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/manabee.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/manabee.html
http://iinet.pref.ishikawa.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/manabist_room.html
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平成 28 年度受講案内冊子 

 

 

 

   私とビデオ撮影の出会い 
金沢市諸江公民館視聴覚部長 齋 藤   實 

 私の住む諸江地区は、明治の初期より芹(せり)が多く栽培されていました。ところが昭和

の後期、高度成長期頃より農地が工場、住宅等と様変わりして生産者が減少し、諸江の特

産「芹」が消えるのではと危惧されるまでになって来ています。 

 私は視聴覚委員として、伝統的加賀野菜「芹」の歴史を伝え残したいと、DVD を製作しようと思い付き、

生産者や芹部会長に許可を得て、平成 26 年度より１年間かけビデオ撮影、収録しました。 

 ところが撮り貯めたものの、編集が上手くゆかず悩んでいた折、公民館より石川県立生涯学習センター

で「県民映像カレッジ」の募集があることを聞き、内容が「ビデオ撮影の基礎知識と編集技術を学びませ

んか」という、私の悩みにピッタリのものだったので、すぐに受講を申し込みました。 

 最初の頃は初めて聞く専門用語ばかりで戸惑いましたが、「カメラワークの基本はフイックス」「サイズ」

「カメラポジション」「パン」「ズームティルトは使わない」といった撮影基礎や、「絵つなぎのルール」「ア

フレコ」「IC レコーダーの活用」などの編集技術を習いました。講師、ＳＶＣの皆さんにサポートしてい

ただき、また質問にも気軽に答えてもらえ、当初の目的のビデオ編集完成に希望が持てるようになりまし

た。そして編集、削除の繰り返しでしたが、何とか作品を完成させる事が出来、公民館関係者に見てもら

い、完成したビデオを諸江芹部会の皆様に配布させて頂き、大変喜ばれ、私自身も達成感で一杯です。 

 諸江芹部会の記録が後世に残せる事に満足しています。また講師、ＳＶＣの皆さんの丁重なご指導に感

謝し、お礼申し上げます。今後も後世に残せる作品作りを目指します。  
 
 

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、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の中で 

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、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。さらに、県民大学校を修了された方々を対象に、県民大学校大学院「石川の博士」

養成講座も開設しており、さらに学びを深めていただくことができます。 

県民大学校では、平成 28 年度も県内 155 機関のご協力を得て、文化探究、国際理解、 

スポーツ、自然・環境、ファミリー・カレッジなど 1,198 講座を開設し、皆様の受講を 

お待ちしております。なお、受講案内冊子は、県立生涯学習センターのほか、市町教育 

委員会生涯学習担当課、図書館、各講座実施機関等でも配布しています。 
 

平成 27 年度の石川県民大学校・大学院修了証書交付式が、平成 28 年 6 月

12日（日）午後 1時 40分から、石川県本多の森庁舎で行われます。 

今年は生涯学習センター創立 50周年の節目の年にあたることから、交付式

に先立ち、記念式典が午後 1時より執り行われます。 

修了証書交付式の後、午後 2 時 15 分から、同志社大学 特別客員教授 石浦 章一氏 

（金沢市出身）を講師にお迎えし、「いつまでも老いない脳をつくる１０の習慣」と 

いうテーマで記念講演を開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております。 

“出会い”(24) 

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 ） 
  

 
 

同志社大学 
特別客員教授 
石浦 章一 氏 

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

