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生涯学習で心豊かな人生を  

石川県立生涯学習センター副館長 東 克 典 

昭和５５年から４年間、県民生活局青少年課で青少年健全育成行政に携わりました。教委

社会教育課、県警防犯少年課、厚生部婦人児童課との連携で事務事業を進めました。それ以

前から青年団や勤労青少年グループ活動にも参加していたことから、国際児童年、国際青年

年などのイベントにも参画してきました。いわばイケイケどんどんの時代でした。それ以来

３５年ぶりの浦島太郎となります。 

バブル経済が破綻した後は、全体的に庶民の生活が厳しくなり、社会参加がしづらい時代が続きました。

価値の多様化も相まって、団体活動が衰退し運営が難しくなってしまいました。個人主義がまかりとおる危

機的な状況でした。ここで威力を発揮したのが個々の能力を磨く生涯学習機能ではなかったのでしょうか。 

かつての英国の福祉政策と同様に「ゆりかごから・・」が生涯学習の価値となり、少子化時代に適応した

社会参画型学習機能充実など、今やセンターとして多様な学習機会を提供するのみならず、学習した県民が

講師となりさらに学習を深めるという理想の形態となりつつあります。 

私の先輩の言葉を借りますが「良き友との交わりは人生の宝なり」。多くの県民がセンターが実施する多彩

な学習を介し多くの良き友をつくり、心豊かな人生を歩んでいただきたいと願っています。 

各種団体の皆さんや生涯学習を極めた先生方のご協力を賜りながら事務事業を進めてまいりますので、何

とぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～「第 1回ファミリー・カレッジ in 本多の森」～ 
 

「ファミリー・カレッジ in 本多の森」は、子ど

もを含む若年層の生涯学習に対する意欲を引き出し、

全ての世代を通じた生涯学習の推進を図るために実

施し、今年度で 4年目となります。 

第１回は、4月 28日(土)に漫画家の窪田一裕さん

を招いて、「名探偵コナン（特別編）推理マンガの描

き方」と題して講演会を実施し、185名の方が受講し

ました。窪田さんは、1970年静岡県で生まれ、4歳で

現在の石川県野々市市へ、5歳で小松市へ引っ越し、

小松市立荒屋小学校 6年生の12月まで小松で過ごし、

父親の仕事のために静岡県へ引っ越しました。その後、

数多くの漫画家を輩出している日本大学芸術学部に

入学し、在学中に同大 OBの少女漫画家・阿部ゆたか

さんのアシスタントになりました。1992年漫画家デ

ビューし、その後、26歳から青山剛昌先生から「コ

ナン」のキャラクター使用許可を得て、太田勝さんと

「名探偵コナン」とは別展開の「名探偵コナン特別編」

を雑誌「小学四年生」に連載を開始、現在は「コロコ

ロイチバン！」で連載中です。 

講演の中で、窪田さんは、「いつか有名になって小

学校の同級生に自分の漫画を見てもらいたい。」との

思いを原動力に漫画家を目指したことなどを語りま

した。その後、子ども達の似顔絵を描いてプレゼント

したり、「名探偵コナン特別編」の中からクイズを出

題したりして楽しい時間を過ごしました。 

「ファミリー・カレッジ in 本多の森」は、この

後、8月 5日(日)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さん、8月 17

日(金)に県国際交流員、11月 3日(土)に振付師のラッ

キィ池田さん、2月 2日(土)にエリック・ジェイコブ

センさんを招いて実施します。皆様のご参加をお待ち

しております。 

    

生涯学習センター 

だより 
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～生涯学習センターの主催講座及び研修会の紹介 ①～ 
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 

講座内容は、歴史・健康・自然・文化・人生・

生活等多岐にわたり、今年度 32講座を開講します。

講師は、県民の方々が行い、それぞれの生涯学習

などに基づく研究成果を活かし、自主的に企画・

発表する講座です。無料・希望講座のみの受講 

◇ファシリテーター養成講座 

会議などの組織活動において進行をサポートす

る（お互いのコミュニケーションを円滑に促進し、

一人ひとりの経験や知識、意欲を引き出しながら、

話し合いをスムーズに行うことができるよう調

整）役割を担う方の講座で、いま市民協働・住民

参加型の地域づくりにおいて注目されています。 

【入門編】 7月 12日(木)・13日(金)・14日(土) 

【応用編】 9月  6日(木)・ 7日(金)・19日(水)、 

11月 22日(木) ※要入門編受講経験 

◇世界理解講座（特別講演会）（～世界そのまんま～） 

世界各地の現地に精通した講師による講座を開

設し、県民がこの講座を通して、その地域のこと

を学び国際理解を深める一助とする講座です。 

【特別講演会】6 月 24日(日)14:00～ 

【講座①～⑤】10月 10日(水)・17日(水)・21日(日) 

       10月 24日(水)・11月 7日(水) 

※場所は、いずれも石川県本多の森庁舎 

 

 
 
◇ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ・ｶﾚｯｼﾞ in本多の森 

この講座は、東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの開催を見

据え、アスリート等による講演会を実施することに

より、県民の皆様に機運や関心を高めていただくこ

とを目的に開催するものです。 

 【講師】太田雄貴氏(日本フェンシング協会会長) 

 【日時】12月 22日(土) 13:30～15:00 

 【場所】石川県本多の森庁舎 第一会議室 

＜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。 

～石川県民大学校能登校 講座の紹介～ 
◇能登文化講座 
７月７日（土）13:30～15:00 入場無料 

講師 志學館大学教授 原口 泉 氏 

演題 「西郷隆盛 波乱の生涯」 

◇ふるさとふれあい能登校講座（７回） 

石川の歴史・文化・自然・産業等について学びます。 

「能登に顕著な音の民俗」「戦国時代の能登」等 

◇あすなろ悠々塾 in能登（４回） 

生涯学習の成果を生かした県民自主企画講座です。 

「未来に伝えたい あえのことの心」等 

◇ふるさと文化探究講座（６回） 

DVDで石川の歴史・文化・自然・偉人等を学びます。 

「平 時忠」「谷口 吉郎」「畠山 満慶」等 

◇能登陶芸教室（５回） 

成形・釉薬がけ・焼成を学び作品づくりを楽しみます。  

◇能登の歴史探訪講座（３回） 

「能登立国の背景をめぐって」「上杉謙信の能登侵攻

と七尾落城」「能登天領の成立と領内の村々」 

◇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、地域の新

たな歴史や文化などを発見します。 

◇輪島塗沈金教室（２回） 

 加飾技法である沈金を体験し作品を完成します。 

◇能登特別映画会（５回） 

「カサブランカ」「父の詫び状」 

｢深夜食堂」「風と共に去りぬ（前編・後編）」 

◇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） 

「世界の名作アニメ 白雪姫」 

「ミッキーマウス３『ミッキーの夢物語』など８編」等 

◇夏休み子ども科学教室（２回） 

「ふわふわ飛行機を楽しもう」 

「植物の標本（押し花・葉脈）を作ろう」 

◇【連携講座】フランス料理教室（１回） 

「家庭でできるフランス料理」 

◇【連携講座】大人の料理教室（１回） 

「秋の味覚を楽しみましょう」 

◇【連携講座】サンドブラスト体験教室（１３回） 

◇【連携講座】日本の遊び文化教室（３回） 

  紙飛行機、伝承折り紙、絵本の読み聞かせ等 
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～生涯学習センターの主催講座及び研修会の紹介 ②～ 

＜主催講座＞ 

◇兼六ビデオ講座 

当センター視聴覚ライブラリーが所蔵するビデ

オ教材を視聴し、映像を通して本県を含め幅広く

歴史や文化について学んでいただく講座です。 

今年度は、「いしかわ大百科」・「アジア巨大遺

跡」・「ＢＵＮＧＯ 日本文学シネマ」・「驚異の小宇

宙 人体Ⅲ」・「日本の食文化」・「巨大災害 地球大

変動の衝撃」「シリーズ北陸の工芸作家 石川の匠

たち」の中より上映いたします。 

【１期】  5月 30日(水)、6月 13日(水)・27日(水)、

7月 11日(水)・25日(水) 

【２期】  8月 8日(水)・29日(水)、9月 19日(水)、 

10月 3日(水)・17日(水) 

【３期】  11月 7日(水)・21日(水)、12月 5日(水)・

19日(水)、1月 16日(水) 

 

◇本多の森シネマアーカイブ  

当センター視聴覚ライブラリーが所蔵する、貴

重な映像教材（ＶＨＳテープ）を上映します。過

去の文化、歴史を記録映画等でご覧ください。 

8月 20日(月)、9月 25日(火)、11 月 2日(金)・

26日(月)、12月 10日(月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜共催講座＞ 

◇県民映像カレッジ 

（石川県視聴覚教育協議会との共催講座） 

ビデオ撮影の基礎や撮影・編集のルール、作品

の構成などのビデオ作品づくりの基礎知識を学

び、パソコンによる編集技術の習得を目指しま

す。また、グループでの実習を通して、作品制作

の分担制の効用を体験していただきます。 

【Ａ日程】 6月23日(土)・30日(土)、7月7日(土)・ 

14日(土)・21日(土) 

【Ｂ日程】 9月 22日(土)・29日(土)、10月 6日

(土)・13日(土)・20日(土) 

 

＜研修会＞  

◇１６ミリ発声映写機操作技術者認定講習会  

１６ミリ映写機と１６ミリフィルムについて

講義と実技指導を行う講習会です。修了された方

には１６ミリ発声映写機操作技術認定証を発行

します。修了者は、当センター視聴覚ライブラ

リーの１６ミリ映写機と１６ミリフィルムを利

用することができます。 

平日の希望日に合わせて随時開講します。 
 

「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 7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 

① 7/28 伝統的日本建築を守る～金沢城の修復～ 吉井  清氏 

② 8/ 4 工芸の豊かさ～美しいということ～ 西村 松逸氏 

③ 8/25 北前船からの贈り物～ふぐの卵巣の糠漬け～ 荒木 敏明氏 

④ 9/ 8 太鼓のおいたち     浅野 昭利氏 

⑤ 9/22 鉄の便利屋～想いを形にして、困ったを良かったヘ～ 干場健太朗氏 

⑥ 9/29 金澤町家と生活文化   小林 忠雄氏 

⑦10/19 末守(末森)合戦とその周辺 瀬戸  薫氏 

⑧10/27 醤油で伝えるふるさとの食文化  直江潤一郎氏 

⑨11/ 2 加賀守護富樫氏の成立と展開 東四柳史明氏 

⑩11/25 加賀温泉郷の情報発信 萬谷 浩幸氏 
 
【ふるさとふれあい能登校講座】  13:30～15:30 

① 5/30 能登に顕著な音の民俗 小林 忠雄氏 

② 6/14 次世代の能登を担う人材育成について 宇野 文夫氏 

③ 7/17 戦国時代の能登    木越 祐馨氏 

④ 8/28 二百年前、能登を一巡した老藩士 藤平 朝雄氏 

⑤ 9/11 草木染の文化史「第三章 茶・黒を染める」 登美  聰氏 

⑥10/23 白山の自然・歴史と楽しみ方  小川 弘司氏 

⑦11/13 江戸時代 能登の村々となりわい  濱岡 伸也氏 

 
 
◇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】 

① 5/31 前田家ゆかりの能登寺社と人を訪ねて  木越 祐馨氏 

② 6/14 豊かな金沢建築を巡る～江戸、明治から平成に至るまでの名建築を味わう～  水野 一郎氏 

③ 7/ 5 大伴家持の能登巡行をたどって  柳澤 良一氏 

④ 9/20 いのちを育む水の旅と石の旅～自然と文化のつながりを探す～ 日比野  剛氏 

⑤10/11 こまつ石文化の旅～時を超えてつながる石物語～   樫田  誠氏 

⑥10/31 金沢の文豪室生犀星のゆかりの地を訪ねて   山根  公氏 

 

◇ふるさと発見出前講座 
 
小中学校 10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することと

しています。 

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/20140307.html
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    人もカエルも昆虫もみんなが村民、そんな「ケロンの小さな村」 
 

（農）能登ふれあいガーデン ケロンの小さな村 上乘 秀雄・純子 
     

自然体験村「ケロンの小さな村」は能登空港から珠洲に向かって車で

約１０分の谷間にあります。定年退職後、夫婦二人で健康づくりと地域

貢献を願って荒れた里山の再生に取り組んできました。モデルは２０年

ほど前に環境教育の視察で訪れたドイツのメルディンゲン村です。禁止

の環境教育でなく、ミミズのカーロを飼育しながら自然に優しい生活を

子どもたち自身が考えると言う画期的な教育に感銘を受け、「いつかは我

が故郷でも・・」との想いで始めました。荒れた耕作放棄地と格闘して 

ほぼ１０年、時にはイバラに阻まれ、わき出る泥水に悩まされ、埋もれ

た水路を掘り起こし、夫婦で汗を流しました。今では、カエルが啼き、稲穂が揺れ、小鳥がさえずり、季節の

花が四季を彩る美しい里山に蘇りました。土日には、子どもたちの歓声が響き、川や田んぼを駆けめぐる元気

な姿があり、石窯ヘラクレスからはパンやピザを焼く白い煙がたなびいています。そんなケロン村を末娘の直

子が絵本にしてくれました。多くの子どもたちに里山の楽しさや大切さを伝えたいと県内各地でその絵本の原

画展を開催しています。是非、お近くで開催の折には見に来て下さい。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、

県民の皆様に無料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。 

・「瀧の白糸・東京行進曲」…当時の活弁士と、現在

活躍中の澤登翠氏のダブル音声で、日本無声映画

の名作を再現。監督：溝口健二、原作：泉鏡花（瀧

の白糸）・菊池寛（東京行進曲） 

・「ディープオーシャン 超深海地球最深（フルデプ

ス）への挑戦」…北米モントレー湾に潜航。世界初

の発光生物の生態撮影に挑み、深海に生きる宿命を

解き明かす。  

・子ども向け…「チップとデール／りすのいたずら

合戦」「グーフィー／グーフィーのバスケットボー

ル」「動物の赤ちゃん／ドキドキ編」など。 

このほかにも「ふれあい空間いしかわ」などの県

制作番組や「ネット社会のルールとマナー」「私の中

の差別意識」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、お電話か、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 

 

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番１号 

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 ） 

“出会い”(28)       

からのご案内 

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 


