生涯学習

◇◇受講者募集中◇◇

にいがた

平成26年度 著作権セミナーの御案内
新潟県では、著作権制度に関する基礎的な
理解を深め、著作権制度の知識や意識の向上
を図ることを目的として、文化庁と共催で平
成２６年度著作権セミナーを開催します。
【平成26年度著作権セミナー】
１ 日 時 平成26年8月8日（金）
9:30～16:15 （受付 9:00～）
２ 会 場 県立生涯学習推進センター
３ 対 象 行政・社会教育職員、教職員、
図書館職員、その他一般の方

生涯学習情報検索システム

ラ・ラ・ネット
「つながる・まなぶ・しらべる」・・・生涯
学習関係機関や県民の皆様へ生涯学習に関す
る役立つ情報を提供しています。講座やイベ
ントの情報を検索できます。また、生涯学習
関係機関やサークルのホームページを作り、
情報を発信することもできます。ぜひ、ご活
用ください。
ラ・ラ・ネットについてのお問い合わせ
は、当センター学習情報課（若月）まで！！

４ 定 員
５ 申込締切
６ 申込方法

150名
6月20日（金）
実施細則中の申込書に必要事
項を御記入の上、新潟県立生
涯学習推進センターまで、
ファックス又は郵送でお申し
込みください。

「いきいき県民カレッ
ジ」春号を発行しまし
た。今年度も多くの講
座が開かれます。詳し
くは、県民カレッジ春
号をご覧ください。
当センターＨＰ「ラ・
ラ・ネット」にも掲載
しております。

http://www.lalanet.gr.jp/
http://www.lalanet.gr.jp/m（携帯版）
家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」
TEL：025-283-1150 FAX：025-284-6019
生涯学習相談・情報提供
TEL：025-284-6119 FAX：025-284-6019
Mail：lalasoudan@mail.lalanet.gr.jp

生涯学習に関係する機関・団体等へ施設・視聴覚教
材の貸出を行っています。
貸出施設：ホール（１８６名） 大研修室（１００名）
（視聴覚教材・機材の貸出しは原則登録が必要です。）

「Bee」を合わせ、「マナビィ」

新潟県立生涯学習推進センター
新潟市中央区女池南3-1-2
TEL：025-284-6110 FAX：025-284-6019
Mail：nlpc@mail.lalanet.gr.jp
ホームページ：http://www.lalanet.gr.jp/
Twitter：http://twitter.com/lala_nlpc/

平成2６年５月１５日発行

新潟県立
生涯学習推進センター

http://www.lalanet.gr.jp/
新潟県立生涯学習推進センター

今 年 度 の 取 組
○魅力的なプログラム・講師
による生涯学習指導者研修の充実
新潟県立
生涯学習推進センター

所長 樋口 健一

新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」

施設等の貸出

生 涯 学 習 の「学 ぶ」と み つ ば ち の

実施 細則 は、当セ ンター ＨＰ「ラ・ラ・
ネット」のトピックスで御確認ください。

いきいき県民カレッジ

№１０７

４月より着任しました樋口健一と申します。
生涯学習推進の拠点施設である新潟県立生涯学習
推進センターの歴史を踏まえ、「学びを楽しみ
社会に生かす」生涯学習の推進を図るよう努めて
参ります。どうぞよろしくお願いいたします。
豊かな自然環境をはじめ、心のゆとりや生きが
い、人と人とのつながり、安全・安心な地域社会
などだれもが明るく健康に生活していくための基
盤づくりは生涯学習にあると言われています。自
立したひとりの人間として力強く生きていくため
の総合的な力を身に付ける学習機会の充実に努め
るとともに、その学習した成果を地域に還元し、
地域の「自立」と「絆」を構築するという循環型
生涯学習社会を目指して、生涯学習推進センター
の一層の充実を図って参ります。
県内生涯学習関係者の皆様をはじめ、学校教育
関係者や県民の皆様の当センターのご活用をお待
ち申し上げております。平成26年度もよろしくお
願いいたします。

○学ぶ喜びを提供する学習機会の充実
高等教育機関や国の関係機関との連携、身近な
市町村機関との協力を一層進め、開所以来充実発
展に努めてきた「いきいき県民カレッジ」や、
「にいがた連携公開講座2014」、若者パワーに触
れる特別講演会等を通して、幅広い学習機会や学
習情報の提供を充実します。

家庭教育支援や青少年の健全育成、生涯学習に
よる地域づくりや新たなコミュニティの構築な
ど、地域社会には様々な課題が山積しています。
課題別の魅力あふれる企画やプログラム、トップ
レベルの講師陣による、指導者・企画運営者のた
めの質の高い研修を実施します。

○ＩＣＴを活かした
生涯学習情報コミュニティの構築
新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・
ネット」の「つながる」機能や、「生涯学習にい
がた」をはじめとする情報発信・交流機能を活用
し、生涯学習情報の収集や提供、ＳＮＳの有効活
用による多様なコミュニケーションの場の構築等
を図ります。

○多様な相談への親身な対応
家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」
や生涯学習相談において、多様化・複雑化・増大
化する相談に対応するために、指導者や学習機会
などの学習情報の整備、学習相談システムの検
討・改善に努めると共に、人的ネットワークを生
かした相談体制の充実を図ります。

○視聴覚教育と貴重な映像による学びの充実
新潟県視聴覚ライブラリーから受け継いでいる
映画や映像など貴重な財産を活かした映画・ビデ
オ鑑賞会、季節の上映会等を新たな学びを生み出
す機会として活用するとともに、教育メディア研
修等の視聴覚教育・情報教育を通して、質の高い
学びの充実を目指します。

◇◇よろしくおねがいします◇◇

◇◇皆様の参加をお待ちしています◇◇

生涯学習推進センター職員紹介

平成２６年度 生涯学習推進センター事業予定

（後列右より）
山田尚子
若月隆雄
靏間美知子
松井正和
長谷川公子
島田芳樹
長谷川明寿
（前列右より）
阿久津美春
清水明
樋口健一
青木孝史
杉本さやか

所長 樋口 健一
次長（学習情報課長） 清水 明
【学習振興課】
課長 青木 孝史
振興課の総括・社会教育主事講習Ｂ
副参事（社会教育主事） 長谷川 明寿
生涯学習推進職員研修・子ども支援
にいがた連携公開講座・調査研究
社会教育主事 阿久津 美春
家庭教育支援者養成研修・子育て電話相談
社会教育主事 杉本 さやか
いきいき県民カレッジ・コーディネーター養成研修

情
報
提
供
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【学習情報課】
副参事（社会教育主事） 島田 芳樹
広報活動・視聴覚機材、教材の整備
主査 長谷川 公子
施設等の使用許可・視聴覚教材や機器の貸出し
社会教育主事 松井 正和
メディア研修・教材制作技術支援
社会教育主事 若月 隆雄
ラ・ラ・ネット管理運用・生涯学習にいがた
学習相談員 山田 尚子
生涯学習相談
事務補助 靏間 美知子

◇◇学習会・研修会に御利用ください◇◇

推進センターの施設・教材を貸し出します
当センターでは、利用登録団体（県、市町
村は登録不要）に対し、視聴覚教材や視聴覚
機材の貸出しを行っています。
借りる場合は、必ず事前に電話で予約をし
てください。予約のない場合、来所されても
貸出対応ができない場合があります。
個人への貸出しは行っておりませんので御
注意ください。
16㎜映写機の操作講習も随時行っておりま
すので、16㎜フイルムを御利用の際には必要
に応じて受講してください。

また、生涯学習の振興を目的に施設の貸出
しも行っています。各種大会、講演会、研修
会等に御利用ください。
貸出施設はホール（定員186名）、大研修
室（定員100名）です。
教材、機材、施設の申込受付は使用日の３
か月前から行っています。
詳しくは当センターのホームページ「ラ・
ラ・ネット」を御覧ください。
http://www.lalanet.gr.jp/
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学習情報課
学習振興課
●ラ･ラ･ネット（生涯学習情報提供システ ●各種研究調査
ム）の管理･運営及び利用促進
●市町村業務連絡
●広報紙「生涯学習にいがた」の発行
●生涯学習取組事例集の作成
●施設及び視聴覚教材･機材の貸出し
●学習相談員による生涯学習相談
（火～金 9:30～17:00）TEL:025-284-6119
FAX:025-284-6019
Ｅメール:lalasoudan@mail.lalanet.gr.jp
生涯学習相談コーナーでの受付
（火～金 13:00～16:30）
●メディア研修会
前期６～８月 各回定員６名
（後期10月～12月 詳細は後日広報します。）
①PCによる画像加工・フォトムービー作
成 6/19
②プレゼンテーション資料作成･操作 6/24
③情報モラル 6/27
④動画配信サービスの活用 7/4
⑤情報セキュリティ 7/10
⑥ＳＮＳ活用研修 7/15
⑦ビデオ編集･ＤＶＤ作成 7/29
⑧映像ライブラリーの活用 8/6
●視聴覚関連施設職員研修会 6/18
●16ミリ映写機実技講習会
6/11
●自作映像･視聴覚教材コンクール
・応募期間:9/1～1/30
・審 査 会:2/13
●映像活用･教材制作の支援（適宜）
★地域連携を担当する教員研修会★
推進センター
8/ 4
アミューズメント佐渡 8/ 5
上越地域振興局
8/11
サンラックおぢや
8/22
燕市吉田産業会館
8/25

学 ●映画･ビデオ鑑賞会
習
毎月１回（原則第４日曜日）
機 ●季節の上映会
会
毎月１･２回
の ●共済事業
提
・文化庁「著作権セミナー」
供
・放送大学新潟学習センター
・
「講演会」12/6
充
実

8/8

●家庭教育･子育て電話相談「すこやかコー
ル」
（月～金 13:00～19:00）TEL:025-283-1150
上記以外の時間はFAXで相談をお受けします。
FAX:025-284-6019
●生涯学習推進職員研修会
⑴ 社会教育主事講習(Ｂ) 1/21～2/27
⑵ 基礎研修会（定員40名）
①5/8 ②5/9 ③5/15 ④ 11/21
⑶ 事業企画力スキルアップ研修会
「行列のできる講座・チラシの作り方」
①6/13 ②11/7
⑷ コミュニティリーダー研修会 9/9
●生涯学習実践研修会
⑴ コーディネーター養成研修会 10/3
⑵ 家庭教育支援事業のための
企画力向上セミナー 9/11･12
⑶ 家庭教育支援者養成研修会
【新潟会場(生涯学習推進センター)】
➀ 5/29 ② 6/12 ③ 6/25 ④ 7/10
【上越会場(上越市学びの交流会)】
➀ 5/30 ② 6/13 ③ 6/26 ④ 7/11
⑷ 家庭教育支援者ステップアップ研修会
【新潟会場(生涯学習推進センター)】
➀ 9/24 ② 10/7 ③ 10/29 ④ 11/12
【南魚沼会場(サンライズ南魚沼)】
➀ 9/26 ② 10/8 ③ 10/30 ④ 11/13
⑸ 子ども支援コーディネーター研修会
推進センター9/3 中之島文化センター9/4
⑹子ども支援スタッフ･ボランティア研修会
推進センター7/16中之島文化センター7/17
●「いきいき県民カレッジ」
・講座一覧(入学案内)は年３回発行
➀ ５月 ② ７月 ③ 11月
●「にいがた連携公開講座2014」
➀ 6/8
②6/19 ③6/28
④ 9/6
⑤ 9/25 ⑥9/27 ⑦10/18 ⑧11/ 28
●講演会等の開催
・特別講演会 8/30

