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令和２年度前半を振り返って 

石川県立生涯学習センター館長 山 越 善 耀  

４月１日に当センター館長に就任してから半年が経過しました。３月末まで県立学校

に勤務しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により３月２日から県

立学校が一斉休校になり、厳戒態勢の中で卒業式や学力検査が行われるなど異例の年度

末を経験しました。４月に入っても新型コロナウイルスの猛威は衰えることはなく、国は

４月 7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態を７都府県に宣言し、

石川県でも４月１３日に石川県緊急事態宣言が出され、当センターも緊急事態措置として５月下旬まで臨時の長

期休館に入りました。そのため年度の前半に予定されていた多くの講座が中止、延期となり５月２３日の石川県

民大学校・大学院修了証書交付式と人間国宝「木工芸」の川北良造氏の記念講演も中止となりました。 

５月下旬にようやく講座を再開しましたが、三密を避けるために定員を大幅に削減して実施せざるを得ません

でした。すべての講座において換気のために休憩時間を設定し、工業用の大型扇風機を使って空気の入れ替えを

行い、定員の比較的多いふるさとモット学び塾においては、消毒・検温・健康確認の際に密を避けるため受付を

二箇所で行う等の対策を実施いたしました。また、窓がなく窓を開けての換気ができないまなびすとルーム内の

学習スペースについては９月１９日のイベント開催制限の緩和まで閉鎖を継続いたしました。制限緩和後も、感

染状況の変化には細心の注意を払い、講座の運営を含め、感染防止対策には引き続き万全を期していかなければ

ならないことは言うまでもありません。これからも受講者の皆様には何かとご不便をおかけすることがあると思

いますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

  

「ファミリー・カレッジin本

多の森」は、子どもを含む若年

層の方々に生涯学習への興味

をもっていただき、全ての世代

を通じた生涯学習の推進を図

るための講座で、今年度で 6年

目となります。 

今年度の第３回は、11月 1日

(日)に歌手の井上あずみ氏を招

いて開催されました。井上あず

み氏は金沢市出身で 「となりのトトロ」や「天空の城ラピュ

タ」の歌でおなじみです。35組 104名の親子が参加し、井

上さんの歌を聴いたり、スクリーンに大きく絵本を投影し

ての朗読「てぶくろを買いに」を聞いたりして楽しい時間を

過ごしました。 

「井上あすみさんの優しい声に癒されました。今回は一

緒に歌えませんでしたが、新型コロナウィルス騒動が落ち

着いたら一緒に歌えるワークショップがあるといいです 

ね。」「素敵な歌声が聴けてとても感動しました。子ども達に 

生で聴かせることができて、何か心に響くことができれば

いいなと思います。」「夢を持つ子ども達にどのように夢に

向かって進んでいけば良いのかや、途中で出会う困難をリ

アルに知ることができて、子どもの心の成長に大きな影響

を与えていただきました。」などの感想が寄せられました。 

今年度は、この後、12 月 12 日(土)に体操インストラク

ター・医学博士の佐藤弘道氏を招いた親子体操教室、2月 11

日(木・祝)に金沢・金の科学館館長の四ヶ浦弘氏を招いて親

子科学実験教室を実施する予定です。皆様のご参加をお待

ちしております。                                                                 
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「井上あずみファミリーコンサート」 

 
 

井上あずみさん 



 

 

 

「ふるさとモット学び塾」は、第一人者を講師に迎え、講演や現地探訪などを通じて様々な角度から「ふるさと石川」の

魅力を紹介する講座です。今年は新型コロナ感染症拡大防止のために、様々な対策を行いながらの開講となりました。

講座の一端をご紹介いたします。  
 

■ふるさとふれあい講座（金沢・能登・加賀会場） 

専門家による石川の文化や歴史をテーマにした講演

会です。実演、実物披露を交えたものを紹介します。 
 

○「歴史を繋ぐ～加賀獅子頭を通して～」 

県内各地の獅子頭７体を用いての 

解説や、技術継承者としての経験談 

を聞き、獅子頭に実際に触れて重さ 

や質感を体験しました。 
 
○「金沢素囃子の魅力」 

邦楽の体系や邦楽器の説明 

の後、素囃子「島の千歳」の 

演奏があり、会場一杯に素囃 

子の魅力が広がりました。 
 

○「よみがえった伝統技法～九谷焼・赤絵細描～」 

武山先生所蔵の赤絵細描等の作 

品紹介や、人材育成についての話 

があり、正確で緻密な線描の実演 

には感嘆の声があがりました。 
 

 
 

 

 

＊12/10 には「先代の意志を未来へ～どぶろくづくり

とその歴史～」があります。会場：天日陰比咩神社 

■ふるさとふれあい現地講座 

史跡や偉人ゆかりの地などを専門家と一緒に巡る 

講座です。 
 

受講者が選んだ“見どころ”Best３（10 月上旬まで）

第１位「こまつ石文化の旅」 
 観音下石切場 １１票 

 

 

 
 
 

第１位「令和ゆかりの大伴家持」 

大伴家持歌碑 １１票 

 

 

 

 

 
 

第３位「大聖寺城と城下町の魅力を訪ねて」 

江沼神社･長流亭 １０票  

 

 

 

 

■子どもふるさと博士講座  

 「金沢城博士になろう！」をテーマに、３日間金沢

城公園を歩き尽くしました。参加した小中学生からの

質問の多さに、講師の先生方が驚くほどでした。  
○1日目 「金沢城ってどんなお城？」 

城と庭のボランティアガイドの方から金沢城の歴史

や役割を学び、その後、菱櫓や河北門、石川門など金

沢城公園の見どころを回りました。 

○２日目 「加賀藩主になろう」 

今年復元された鼠多門橋・鼠

多門と玉泉院丸庭園を見学し、

玉泉庵では作法を学びながら

抹茶をいただきました。 

○３日目 「石垣の博物館・金沢城」 

金沢城・兼六園研究会の方とともに、  

金沢城公園内の石垣をめぐり、最後に 

３日間の内容を振り返る「クイズ金沢 

城」に挑みました。 

 

 

 

■ふるさと発見出前講座 

 地元での学習を応援するために、小中学校や公民館

に専門の講師を派遣する講座です。 

 学校や公民館がそれぞれのニーズに合わせて講座の

テーマを設定しています。 

☆今年度のテーマ☆ 

「銭屋五兵衛の生き方」 

「イカリモンハンミョウの生態」 

「石川が誇る伝統工芸～金沢 

漆器のヒミツ～」 

「『新修 小松市史』に記載され 

る“安宅”のこと」 

「加賀野菜を使った発酵食料理」 

「小松～石の文化～」 
 

講座では、実際に昆虫を採取 

したり、模型を手に取ってさわ 

ったりすることによって、新し 

い発見があったようです。 

＊今年度はまだ公民館での講座を募集しています。

興味のある公民館さんは、ご連絡ください！ 

い し か わ の 魅 力 を 再 発 見 し よ う ！ 

～ふるさとモット学び塾～ 

- ２ - - ２ -  

感想 
・露天掘りが圧巻。 

・普段行けない所で説明しても

らえて良かった。 

 

感想  
・江戸時代初期の建物、すば

らしい。 

・先生と一緒に色々楽しく勉

強できました。 

 

感想 
・熱のある講座ありがとうござ

いました。 

・今まで知らなかった「大伴

家持」に出会うことができまし

た。 

感想 

・城の歴史や役割が分かり良かったです。 

・復元された鼠多門の工夫をすごいと思いました。 

・石垣の種類の多さに驚きました。 

 

感想  

・実演がありよかった。深い興味をもちました。 

・伝統を継承することは大変なことと分かりまし

た。続くと良いと思いました。 



 

石川県民大学校能登校は、能登空港の開港に伴い平成１５年５月に開校しました。著名講師を招聘する「能登文

化講座」（今年度中止）や「夏休み子ども特別映画会」の実施など、幅広い年齢層を対象とした講座を実施していま

す。今回は、今年度の講座の様子と受講者の声からいくつか紹介します。 
 

■ ふるさとふれあい能登校講座 

県内各界でご活躍の講師から石川の魅力を実感で

きる話を直接お聞きする講座です。 

《受講者の感想から》 

・ふるさと七尾の等伯なので楽しみにしていました。 

以前美術館で松林図を見た時を思い出しました。 

（6/3 長谷川等伯～活躍を導いた最強の人脈づくり～） 

・世界的にレベルの高い漆の挑戦、素晴らしい実践の

話を本人から聞け、大変良かったです。 

（9/15漆（JAPAN）を世界へ～彦十蒔絵の目指す場所～） 

■ 古文書解読講座 

古文書の解読をとおして地域のあらたな歴史や文

化などを発見する講座です。 

《受講者の感想から》 

・古文書は歴史ですね。 

書いた者の人柄、意図 

が手にとるようにわか 

り、また考えさせられ 

て興味深く思いました。

■ 能登特別映画会 

能登分室の大スクリーンで名作映画を鑑賞し楽し

く学習する講座です。 

《受講者の感想から》 

・昔の映画は良いですね。俳優さんも品があり素敵で

す。楽しかったです。 （7/21「ガス燈」） 

・能登で映画を観られるのは有難い。これからも名画

上映してほしいです。 （9/8「続･深夜食堂」） 

■ 夏休み子ども草木染め教室 

身近な植物から染料をとり、自分だけのハンカチ

を作る講座です。今年度が初めてです。 

《受講者の感想から》 

・初めて草木染めをして 

楽しかったです。いろい 

ろなやり方を知れて良か 

ったです。オリジナルの 

が作れてうれしかったで 

す。マスクやポーチなど 

自分の身につけられる物を作ってみたいです。

 

 
 

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

の皆様に無料で貸し出しています。 

最近配架となりました教材の 1つを紹介します。 

・「セカイイチオイシイ水～マロンパティの涙～」…フィリピ

ンの離島、パナイ島のパンダンでの水道建設プロジェク

トに、大学生の明日香は参加する。島の人々においしい

水を飲んでほしい思いが心を突き動かした感動の実話。                  

このほかにも「いしかわ大百科」などの県制作番組が配

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。 

  いしかわマナビィめーるのご案内 

石川県立生涯学習センターでは、パソコンや携帯電話、

スマホ（送信元のアドレス）に直接、講座情報などを電子

メールでお送りするサービスを実施しています。お申込み方法

は、皆様のパソコンや携帯電話、 

スマホなどから電子メールの件名 

を「メール申込み」とし、お名前を 

kendai@pref.ishikawa.lg.jpに 

送信してください。  

 

 

  まなびすとルーム内「マナビィコーナー」では、生涯学習

の成果の発表や交流の場として、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、電話でお問い合わせいただくか、 

当センターのホームページでご確認ください。） 

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。 

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 

 

 

生涯学習センター能登分室 

 

 

 

した～ 

からのご案内 
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 ご登録は無料です 

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 

県民企画展示（マナビィコーナー）について 



 

〈文学〉に出会うということ        
徳田秋聲記念館 学芸員 薮田 由梨 

人は徳田秋聲の作品とどう出会うのだろう？ とよく考えます。「金沢の三文豪」

と呼ばれてはいますが、その大人向けの作風から教科書には載らないし、詩を作ら 

          ないので校歌にもなりません。起伏に乏しい小説が多く、久しく映画やお芝居にも

なっていません。好んで平凡な人々の生活をばかり描くため、アート作品にも漫画にもなりません。あまつ

さえ絶版が相次ぎ、現在書店にほとんど本が置かれていない――犀星や鏡花に比べ、現代において出会いの

入口が極めて狭くなってしまった作家です。 

 出会わなければ出会わないで、特別損はしないし、命にもかかわりません。が、もしもどこかで、何かの

きっかけで作品に触れることがあったならば、その瞬間からその人は「徳田秋聲を知っている人」になるこ

とができます。まず好きか嫌いかを判断することができるし、好きでも嫌いでも、秋聲という作家や秋聲作

品について自分の言葉で語ることができます。昨日より少し、豊かな自分にも出会えます。 

 2021年は秋聲生誕 150年。記念館がその出会いのきっかけになれることを願っています。 

 

 

 

～Ｔｏｐｉｃｓ～ 
生涯学習センターでは、10月 30日（金）から 11月 6日（金）までの 8日間、「マナ

ビィフェア in 本多の森 2020」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、県民大学校写真・ポスター展、著名講師サイン色紙

展、生涯学習センター所蔵美術品展などの展示を実施しました。イベントについては、

新型コロナウィルスの感染防止のため中止しました。 

 

 

                                                                         

                            

  

 

                                                                                                

令和２年度石川県民大学校大学院 

「石川の博士」養成講座 

論文発表会＆記念講演 

◇日時／令和 3年 1月 16日(土) 13:30～15:50 

◇会場／石川県立生涯学習センター 2階第３会議室 

◇日程／  13:30～14:30  論文発表会 

令和２年度石川県民大学校大学院 
受講生代表者による論文・講座企画書の発表 

14:50～15:50  記念講演 

演題「明治維新のイメージと加賀藩」       

講師 金沢市立玉川図書館近世史料館 

学芸員 宮下 和幸 氏 

   

☆受講無料 

☆申込み 当センターにお問い合わせください。 

◆お問い合わせ 

社会教育グループ TEL 076-223-9572  FAX 076-223-9585 

 令和２年度（第５１回） 

いしかわ映像作品コンテスト 
 
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 

◇応募規定 

①実写の動画を主体とする 10分以内の作品 
②他の映像作品コンクール等に応募または受賞した       

作品も応募可。 

・詳しくは石川県視聴覚教育協議会ホームページを
ご覧ください。センターホームページのトップに関
連リンクがあります。          

◇応募締切／令和３年 1月 29日(金)（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 

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 … https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/  （もしくは 石川 生涯 で 検索 ） 
  

お 知 ら せ 

“出会い”(32) 

- ４ - 

秋聲肖像・昭和期 

 


