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人生１００年時代における「学び」の充実に向けて  

石川県教育委員会生涯学習課長 清 水 茂 

高齢化が叫ばれて久しくなりますが、この言葉のトーンには、ネガティブイメージが

つきまといます。確かに、持続可能な社会づくりを目指す上での喫緊な課題ではありま

すが、一方で、医療技術の発達や健康教育の浸透により、人生１００年時代といわれる

ほどの長寿化を迎えられたことをプラスに考え、個々の人生をより豊かに過ごしてい

くための好機ともとらえたいものです。 

厚生労働省が主管する「人生１００年時代構想会議」が示した提言の中では、人生１

００年時代には、「高齢者から若者まで、すべての国民に活躍の場があり、全ての人が

元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくる必要がある」と謳われており、そ

の重要な鍵を握るのは、生涯学習社会の実現にあると考えます。また、昨年末に取りまとめられた中教審の

答申「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策」の中でも、一人一人の生涯にわたる

学びを支援する必要性が提言されています。 

県としましても、３０年の節目を迎えた「いしかわ県民大学校」の充実を図るとともに、今年度も、様々な

施策を通して、県民がそれぞれのライフステージに必要な学習を行い、その成果を個人の生活や地域での活

動等に生かすことでのできる「生涯学習社会」の実現をめざして取り組みを進めていきたいと考えています。

いくつになっても学ぶ幸せを感じられる「幸齢社会」への転換に向け、共に学びを楽しみながら歩みを進め

てまいりましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

～「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 5年目となります。 

第１回は、4 月 27 日(土)に石川県バトン協会理事長

の島田久仁子さんを招いて、「楽しいバトントワリング

教室」と題してワークショップ型講演会を実施し、24組

53 名の方が受講しました。島田さんの指導の下、子ど

もたちは楽しくバトントワリングの基礎を学んでいま

した。最後には、「パブリカ」の曲に合わせてバトンを

上手に操っていました。「娘は初めてバトントワリング

を体験しました。最後に１曲踊れるようになりました。」 

「子どもにはバトントワリングは、難しいと思いまし

たが楽しく参加していました。」「子どもはバトンに触

れるのは初めてで最初は怖がっていましたが、最後に

はすごく楽しかったと喜んでいました。」「子どもがと

ても楽しそうにバトンを回していました。最後に音楽

に合わせて踊ることができて良かったです。」などの感

想が寄せられるなど子どもたちは楽しんでいました。 

「ファミリー・カレッジ in 本多の森」は、この後、

6月 30日(日)に俳優・気象予報士の石原良純さん、8月

3日(土)にオーケストラアンサンブル金沢、10月 20日

(日)に涌島英揮さん、2月 1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。 
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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～ 
 

      詳しくは、石川県生涯学習センターのホームページをご覧ください 
 

◇子どもふるさと博士講座～ふるさと石川ゆかりのテーマを深く学ぶ講座です 

今年のテーマは「金沢城」 

        7/31 金沢城ってどんなお城？ 

        8/ 1 金沢城公園 見どころツアー 

        8/ 6 加賀藩主になろう 

        8/ 8  石垣の博物館・金沢城 

        8/ 9 クイズ 金沢城       ※対象 小学４年生～中学生 
 

◇ふるさとふれあい講座～金沢会場に加え、能登会場と加賀会場を新設！ 

   能登会場 6/29 本能寺の変と加賀・能登 8/10 アエノコトとアマメハギ 

        9/ 7 能登でつくる～糀をみらいの食卓へ 

   加賀会場 6/15 加賀守護富樫氏の歴史 7/20 加賀山中と芭蕉～芭蕉加賀山中来訪 330年 

        9/15 北前船からの贈り物～ふぐの卵巣の糠漬け 
 
 
◇オリンピック・パラリンピック・カレッジ in本多の森 

●講師 松本 薫 氏 

（柔道女子 57 ㎏級ロンドン五輪金メダリスト、 

リオデジャネイロ五輪銅メダリスト） 

  ●日時 11 月 2 日（土）13：30～15：00 

●会場 石川県立生涯学習センター 
 

◇ファシリテーター養成講座 

 ファシリテーションの具体的方法を学びます。組織

や会議・研修を活性化したい方に勧めです。 

 ●入門編 7/11  7/12  7/23   連続受講必要 

 ●応用編（入門編の受講修了者のみ）9/5  9/6  9/17  11/28 

                     連続受講必要 

 
 

◇あすなろ悠々塾 講師養成研修 

 石川県民大学校「あすなろ悠々塾」の講師に 

なるための養成研修です。 

① 7/ 3 プレゼンテーションの基本 

② 7/10 シンプルで伝わりやすいプレゼン資料の作り方 

③ 7/17 チラシの魅せ方 

④ 7/24 スピーチプレゼンテーションの技法 

⑤ あすなろ悠々塾から 1講座選択受講 

⑥ 11/20 企画書発表会  連続受講必要 
 
あなたの知識・経験を活かして講師になりませんか？ 

～石川県民大学校能登校 講座の紹介～ 
◇能登文化講座 
７月６日（土）13:30～15:00 入場無料 

講師 奈良大学教授（前学長）千田 嘉博 氏 

演題 千田嘉博「七尾城から読み解く戦国時代」 

◇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。 
「能登の村落民俗あれこれ」「能登から世界へ」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 
「等伯の挑戦と最強の人脈」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。 

◇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） 
「能登国若山荘と珠洲焼」「能登長氏と中居鋳物」
「能登畠山文化と七尾湾の景勝」 

◇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） 
「深夜食堂」「蝉しぐれ」「シャレード」 
｢ゼロの焦点」「素晴らしき哉、人生！」  

◇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） 
「しまじろうアニメゆうきいっぱい傑作選」 
「ムーミン谷の彗星」等  

◇夏休み子ども科学教室（２回） 
「重さを楽しもう－浮沈子・コマづくり」 
「空気を楽しもう－ミニ空気砲づくり」  

◇【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） 
「秋をまるごと 旬の食材で」  

◇【連携講座】サンドブラスト体験教室（１４回） 
 

◇【連携講座】緑陰講座 in能登（２回） 
「あなたへ」「北のカナリアたち」  

◇【連携講座】日本の遊び文化教室（３回） 
  紙飛行機、伝承折紙、絵本の読み聞かせ等 

君も、 

金沢城博士になろう！ 
 

豪華記念品も贈呈するよ 

新規講座 

大募集!! 
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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」・「いしかわ人国記」・

「世界遺産日本編」・「映像の世紀」の中より上映い

たします。 

【１期】  5 月 29 日(水)、6 月 12 日(水)・26 日

(水)、7月 17日(水)・31日(水) 

【２期】  8 月 14 日(水)・28 日(水)、9 月 18 日

(水)、10月 2日(水)・16日(水) 

【３期】  11 月 6 日(水)・20 日(水)、12 月 4 日

(水)・18日(水)、1月 15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 19日(月)、9月 30日(月)、11月 1日(金)・

25日(月)、12月 9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 22日(土)・29日(土)、7月 6日

(土)・13日(土)・20日(土) 

【Ｂ日程】 9月 21日(土)・28日(土)、10月 5日

(土)・12日(土)・19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。 

◇ふるさとふれあい講座 
専門家による石川の文化・歴史・自然・産業等をテー

マとした講義型の講座です。生涯学習センターで全

10回、能登分室（能登校）で全 7回、能登・加賀の文

化施設で各 3回実施します。受講は無料で、時間はす

べて 13:30～15:00です。 

○金沢会場（定員：一般 130名） 

 ＊第 1回～第 5回：4/22(月)～ 

 ＊第 6回～第 10回：7/1(月)～ 

 中宮紀伊子氏(㈱森八 取締役女将)による「金沢の菓

子文化」を皮切りに、食・工芸・歴史など様々な分野の

魅力あふれる講師の方々をお招きします。 

 

 

 

 

 

 

○能登会場・加賀会場(定員：一般 100名) 

 ＊5/7(火)～受付開始 

今年度より新たに能登・加賀の文化施設を会場に各 3

回開講します。それぞれの地域に造詣の深い講師の方々

をお招きし、地域の魅力を再認識できる講座を予定して

います。 

 ◇ふるさとふれあい現地講座 

史跡、偉人ゆかりの地などをバスや徒歩で巡る形で実施

します。個人の旅行では聞けない専門家の解説つきとあって、

毎年大人気です。今年度は、能登方面 3回、加賀方面 2回、

金沢市内 2回の計 7回実施し、魅力あるコースをご用意しまし

た。ぜひ一度ご参加ください！ 

＊本講座は、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。 

 

 

 

 

 

 

 

◇子どもふるさと博士講座 

小学 4年生～中学生を対象に、石川の歴史や文化、産業

について「知る」「見る」「触れる」の 3 つの活動を通し

て、ふるさと石川ゆかりのテーマを深く掘り下げる講座

です。今年は「金沢城」がテーマです。 

◇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します。 

受付開始 

＊写真は、昨年度の様子 

＊写真は、昨年度の様子 

詳しくは、 ふるさとモット学び塾 
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     対照的な二人の画家との出会い 
石川県立美術館 普及課長 二木 伸一郎 

     
美術館学芸員の主な仕事に展覧会の開催があります。作家、所蔵家の方々との出品交渉、

作品集荷、ポスター、図録など印刷物の製作、作品展示、作品解説、作品返却など、展覧会

毎にこれらの業務は繰り返されます。ですが、作品はそのつど違いますし、作家や所蔵家も

異なります。展覧会毎に新たな出会いがあるわけです。 

 出会った作家さんの中から対照的なお二人を紹介しましょう。 

 鴨居玲さん。来館されたときは美丈夫な姿に驚いたものでした。それに反して声は小さく

控えめに喋られるのでした。しかし、その後画廊での個展のオープニングでは、酒が入り狂喜乱舞の姿を見ることに

なりました。創作の苦しみの一端をうかがい知る気がしました。一見順風満帆の鴨居さんですが、30 代には油絵が

描けず焦燥の時期を経験しています。 

 鴨居さんは 57歳で亡くなられましたが、森本仁平さんは 60歳を過ぎて画家として立ちました。大聖寺出身で、東

京芸大を卒業して長く美術教師として教える立場にいました。初めてお目にかかったときは 80 代半ばでしたが、精

力的に描き続け、むしろこの頃が絶頂期ではなかったかと思います。温厚な方でしたが出征中の強烈な出来事などを

うかがい、強靱な精神を秘めた方なのだと知りました。 

 二人とも描けなかった時代を経て大成したのですが、実は、このことは出会った画家の方々の多くが経験されてい

るのです。「継続は力なり」。30歳頃の出会いでしたが、この言葉を明記して仕事に励むべしと誓ったものでした。 

 

 

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。 

・「北の桜守」…１９４５年５月、南樺太にすむ江連

家の庭に待望の桜が花開いた。夫と息子たちと暮

らす江連てつ(吉永小百合)が大切に育てたその花

は、やがて家族の約束となる。しかし８月、本土が

終戦に向かう中、樺太にはソ連軍が迫っていた。 

・「吟選大落語名人会」…究極の真打落語ここに極ま

る。当代随一の噺家たちが夢の競演！春風亭正朝、

桂歌丸、初代 林家木久扇、桂米丸ほか 

・子ども向け…「ゆかいなゆかいなアニメコレクショ

ン ワルツの王様」「くるみ割り人形 2014」「おしりた

んてい」など。 

このほかにも「いしかわ大百科」などの県制作番組

や「カミングアウト～10代の場合」「ローザ・ルクセ

ンブルク」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”(30)       

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 


