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～ふるさと再生への提言～

明石要一先生の講演会を開催
当センターでは、県民の皆様を対象に特別
講演会を実施しています。
今年度は、千葉大学名誉教授 明石要一様
を講師にお迎えして「ふるさと再生への提言
～ふるさとを捨てる教育からふるさとを育て
る教育へ～」というテーマで８月24日（土）
の午後２時から、当センターホールで開催い
たします。
現在の社会は、少子化や高齢化が進むとと
もに、都市化や情報化も進展しており、大人
も子どもも人間関係が希薄になってきている
と言われています。このような現状にあっ
て、私たちの大切なふるさとを再生していく
にはどのような取組を行っていけばよいのか
を一緒に考えていきたいと思います。
生涯学習関係職員、学校関係者、ＰＴＡの
皆さんはもとより、子どもの教育や地域づく
りに関心のある多くの皆様からの御参加をお
待ちしております。
講師の明石要一先生は、教育社会学(青少
年教育)を専門とされ、青少年文化の研究に
精力的に取り組んでおられます。
東京教育大学（現筑波大学）大学院博士課
程単位取得満期退学後、千葉大学に御勤務さ
れ、1993年からは千葉大学教授、2005年から
は千葉大学教育学部学部長として御活躍され
ています。
また、文部科学省中央教育審議会委員、同
審議会生涯学習分科会会長、同審議会スポー
ツ･青少年分科会委員などの要職も担当され
ています。

当センターでは、平成21年８月にも御講演
をいただいています。その際にはグループ
ワークについての御指導や御講評もいただ
き、参加された皆様にはたいへん好評でし
た。
今回もすばらしい御講演をお届けします。
多くの皆様の御参加をお待ちしております。

県内各地で開催 インターネット配信も予定しています

にいがた連携公開講座２０１３
「にいがた連携公開講座2013」は、新潟県
教育委員会と県内の大学や市町村などが連携
して、県民の皆様にとって身近でかつ地域
ニーズに対応したテーマで開催する公開講座
です。講座はすべて受講料無料、申し込みは
回

期

日

演
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不要です。直接会場へお越しください。いき
いき県民カレッジ登録講座です。詳しくは生
涯学習推進センターまでお問い合わせくださ
い。開催が近くなりましたら、当センター
ＨＰ「ラ･ラ･ネット」でもお知らせします。
講 師

会 場

３

７月20日（土）
13:30～15:30

古代の史料を読む

県立歴史博物館
専門研究員 浅井勝利様

県立歴史博物館

４

９月17日（火）
10:00～12:00

ひざ痛・腰痛を予防し
ていきいき人生

新潟医療福祉大学
教授 小林量作様

小千谷市民会館
大ホール

５

９月27日 (金)
13:30～15:30

人権教育を推進するた
めに

上越教育大学
教授 梅野正信様

南魚沼市役所本庁舎
大会議室

６

10月５日（土）
13:30～15:30

思春期の「子ども」に
親はどう向き合うか

新潟中央短期大学
教授 石本勝見様

見附市中央公民館

７

11月17日（日）
13:30～15:30

古文書で読み解く江戸
時代

上越教育大学
教授 浅倉有子様

能生生涯学習センター
（のう楽習館）

８

12月７日 (土）
13:30～15:30

碑、モニュメントが語
る郷土の歴史

県立文書館
前副館長 本井晴信様

県立生涯学習推進ｾﾝﾀｰ
（インターネットで配信）

※第１回～第２回は終了いたしました。

随時受付中

１６㎜映写機の操作技術
を学んでみませんか？
昨年度の「16mm映写機操作技術講習会」の
受講者は３名でしたが、今年度はすでに19名
もの方が受講されました。今年度は、ちょっ
とした16mm映写機ブームのようです。受講者
の所属は、図書館、公民館、保育園、児童セ
ン タ ー、Ｎ Ｐ Ｏ、放 送 局、老 人 ク ラ ブ 等、
様々です。老人クラブの方は、「昔懐かしい
16mm映画を自分たちで上映してみたい」と受
講の理由を話してくださいました。
当センターには、古いフィルム(1950年代
のものから)も多数あり、映写機付きの貸出
しも行っています。あなたの町内や学校、施

操作の実習

設、グループでも懐かしのフィルムを借りて
上映会を開いてみませんか。そのために、ま
ずは、16mm映写機の使い方を学んでみてはい
かがでしょうか。３時間ほどの講習を受けれ
ばどなたでも操作できるようになります。
「16mm映写機操作技術講習会」の受付は随
時行っています。詳しくは、県立生涯学習推
進センターまでお問い合わせください。

メディア研修特論 「サイバー犯罪・インターネットトラブルの現状と方策」

ネットトラブルから身を守る
６月18日に県立生涯学習推進センター大研
修室で、新潟県警察本部サイバー犯罪対策室
の職員の方々を講師にお迎えし「サイバー犯
罪・インターネットトラブルの現状と方策」
の講習会を開催しました。当日は学校関係者
や社会教育関係者、一般県民の方々など、48
名の参加がありました。
講師の方からは、インターネットの利用者
の増加と共にサイバー犯罪も増加し、その手
口も巧妙化していること、携帯電話やゲーム
機、スマートフォン等を利用している子ども
たちの関係するトラブルが増えていることな
ど、インターネットのトラブルを身近な問題
として具体的に解説していただきました。
トラブルの予防策や対処方法についても、
映像を使いわかりやすく示していただき、受
講者にとって、日々の業務での配慮事項や日
常の生活における留意点等の示唆を得る有意

研修風景

義な講習会となりました。
ＩＣＴ技術の進歩やインターネットを利用
した新しいサービスの普及など、数年前は思
いもよらなかったことが現実になっていま
す。主催者としても、最新の情報に触れる学
習機会を積極的に設けていくことの大切さを
実感しました。

“企画力” と “広報力” を鍛える

行列のできる講座・チラシのつくり方
６月４日（火）に「ＮＰＯ扉」の指田祐美
様を講師に迎え、「行列のできる講座・チラ
シのつくり方」をテーマに企画立案とチラシ
作りのポイントや手法について研修会を行い
ました。参加者は指田様から直接チラシの添
削指導を受けることができるということもあ
り、50名以上の方の応募がありました。
午前の講義では、事業の集客が少ない原因
は、天候や他者にあるのではなく、企画者の
“企画力”と“広報力”不足であるというこ
とを再認識させられました。
後半は「企画力“向上”のための分析ゲー
ム」を行い、グループに分かれてそれぞれの
チラシの問題点等を話し合いました。
午後からは、実際に指田様からパソコンを
操作していただきながら、Wordを活用した袋

文字やオリジナルイラストの作成法を講義し
ていただきました。簡単でしかも効果的な、
明日からのチラシ作りにすぐに生かせる技術
を教えていただきました。
受講者の方からは「目からウロコの内容
だった」「チラシづくりの自信がついた」な
どの感想が聞かれ、有意義な研修会となりま
した。

午前中の講義

これからの上映予定

映画・ビデオ観賞会
季節の上映会
当センターが購入した視聴覚教材や保有し
ている貴重な映像を、県民の皆様に観賞して
いただくために、毎月３回上映会を開催して
います。この上映会は「いきいき県民カレッ
ジ」の講座にも登録されており、鑑賞すると
２単位が認定されます。申込不要で、どなた
でも御覧になれます。どうぞお気軽にお越し
ください。
会場はいずれも「新潟県立生涯学習推進セ
ンター１階ホール（県立図書館複合施設）」
です。

さわやかメール
青年を対象にした５回シリーズのセミナー。
１回目は、30名を超えるメンバー全員が出席し
た。２回目は、講師以外誰も来なかった。20年
以上経過した今でも忘れられない情景である。
２回目は、国語の先生を講師にコミュニケー
ションの学習だった。学習プログラムを練る段
階から自分も参加したい内容ではなかった。誰
も来ない理由がよくわかっていた。

映画・ビデオ鑑賞会 上映開始：１３時
７月２８日(日)
「市民ケーン」（劇映画）
８月２５日(日)
「手塚治虫物語 ぼくは孫悟空」(アニメ)
「どんぐりと山猫」(アニメ)
９月２２日(日)
「森の中の淑女たち」(劇映画)
季節の上映会 上映開始：１３時３０分
７月１８日(木)
「北壁に舞う」（記録映画）
８月 ８日(木)
「ビルマの竪琴」(アニメ)
「うずの世界」(科学映画)
８月２９日(木)
「父と暮せば」(劇映画)
社会教育には、学習指導要領も教科書もな
い。学習プログラムと講師との打ち合わせで全
ての学習活動が展開される。やりがいのある仕
事で楽しみは大きいが、責任も大きい。
先日、生涯学習推進職員となって経験の浅い
人たちを対象にした基礎研修会を実施した。課
題として持ち寄った学習プログラムを仲間の意
見を聞きながらリデザインする研修である。真
剣に学習プログラムを検討し合う姿を見なが
ら、「社会教育ってやっぱりいいな！」と思っ
た。

新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」
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
施設等の貸出
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。）

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/

