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。

映画・ビデオ鑑賞会 上映開始：１３時
７月２７日(日)
「永遠のルチアーノ・パヴァロッティ」
（記録映画）
８月２４日(日)
「象のいない動物園」(アニメ)
「字のないはがき」(アニメ)
９月２８日(日)
「青い山脈」(劇映画)
１０月２６日（日）
「めぐみ～引き裂かれた家族の３０年～」
（ドキュメンタリー映画）
季節の上映会 上映開始：１３時３０分
７月２４日(木)「走れメロス」
８月２２日(金)「はらぺこあおむし」
「NHK未来への教室『エリック・カール』」
２８日(木)
「NHK未来への教室『リゴベルタ・メンチウ』」

県内の学習機会や施設などの情報発信室

生涯学習相談コーナー
各種資料（講座、研修会、イベント情報など）が豊富
に揃っています。相談員がＰＴＡや公民館、市町村等で行う
講座の講師探しなどのお手伝いもしています。ぜひ、生
涯学習相談コーナーをのぞいてみてください。きっと役立

つ情報を得ることができます。お待ちしております。
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/

新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」

しょうがいがくしゅう

№１０８

生涯学習

平成2６年７月２２日発行

にいがた

新潟県立
生涯学習推進センター

特別講演会
「『ただ目の前の笑顔の為に－。』～カンボジアからの報告～」の開催について

県立生涯学習推進センターでは、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、カンボジアで社会活動家として精力
的に活動されている 加藤 南美（かとうみな
み）様を講師にお迎えして実施させていただ
き ま す。演 題 は「『た だ 目 の 前 の 笑 顔 の 為
に－。』～カンボジアからの報告～」です。
８ 月 ３ ０ 日（土）の 午 後 ２ 時 か ら、当 セ ン
ター１階ホールで開催いたします。

「日本の若者にはすごい人がいる」という
のが、講演を聞かれた多くの方からの感想で
あると伺っております。

ぜひ、今回の講演会に御参加いただき、
日本の若者のパワーに触れていただきたいと
考えております。お忙しいこととは存じます
が、多くの皆様からの御参加をお願いいたし
ます。

講師の加藤様は、十代に東南アジア諸国へ
一人旅に行き、そこで目の当たりにしたカン
ボジアの孤児院に住む「親も居ない」「支援
もない」それでも目を輝かせ夢を語る子ども
たちに「２０年後の未来を共に創り、自由に
未来を選択する環境を創りたい」という思い
から「ＮＧＯ ＳＥＥＤ ＯＦ ＳＭＩＬＥ」を
設立されました。現在は、ＮＧＯ ＳＥＥＤ
ＯＦ ＳＭＩＬＥから独立を果たし、独立後は
子どもたちの両親をサポートする支援を開始
しています。【母親が安心して子育てをしな
がら働ける環境創り】を目標に、カンボジア
国内で技術提供を通して自立支援を行うプロ
ジェクトの立ち上げと、母親たちが安心して
働ける環境創りのため託児所の開設に向け活
動中です。

カンボジアへの思いやこれまでの活動の様
子、これからの夢や希望などをお話しいただ
く予定です。昨年度の新潟県トップマネジメ
ントセミナーの講師としても御講演をいただ
きました。
新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」

県内各地で開催しています

にいがた連携公開講座２０１４
「にいがた連携公開講座2014」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
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演

「インターネットを利用した犯罪やいじめから青少年を守るために」
講師：新潟県警察本部サイバー犯罪対策課職員

不要です。特に蓮池 薫様をお迎えしての第
７回講座は、センターホール受付にて午後
12:30より整理券をお渡しします（先着186
名）。ま た、同 施 設 内 大 研 修 室（定 員 100
名）にてライブ中継も行います。

題

講 師

浮世絵にみる
越後・佐渡の名所

県立歴史博物館
主任研究員 渡部 浩二様

県立歴史博物館

５

９月25日（木）
10:00～12:00

ロコモ予防して
いきいき人生

新潟医療福祉大学
教授
小林 量作様

聖籠町町民会館
小ホール

６

９月27日 (土)
13:30～15:30

旅日記に見る越後路

長岡大学
教授
小川 幸代様

魚沼市
地域振興センター

７

10月18日（土）
13:30～15:30

拉致被害者にとっての
拉致問題解決とは

新潟産業大学
准教授 蓮池 薫様

県立生涯学習推進ｾﾝﾀｰ

８

11月28日 (金）
13:30～15:30

いのちの教育
～私たちの今活と終活～

上越教育大学
教授
得丸 定子様

地域連携を担当する教員研修会
新潟県教育委員会では、「平成26年度 地域
連携を担当する教員研修会」を開催します。
【対象】
新潟県内の市町村立小・中・特別支援学校の
「地域連携を担当する教員」
【期日】
８月４日（月）
県立生涯学習推進センター（下越地区）
８月５日（火）
アミューズメント佐渡（佐渡地区）
８月11日（月）上越地域振興局（上越地区）
８月22日（金）魚沼市中央公民館（中越地区①）
８月25日（月）燕市吉田産業会館（中越地区②）

など、３５名の参加がありました。講師の方から
は、青少年の身の回りにある機器（スマートフォ
ンやゲーム機等）がインターネットに容易につな
がること。不適切な利用により架空請求等のトラ
ブルに遭いやすくなることなど、わかりやすく説
明していただきました。予防策や対処方法につい
ても、映像教材や相談先を示していただき、青少
年への接し方を振り返る有意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

（県内８会場にネット配信）

柏崎市市民プラザ

※第１回～第３回は終了いたしました。
学校と地域をつなぐキーパーソン

学校関係者や生涯学習関係者、一般県民の方々

会 場

９月６日（土）
13:30～15:30

４

平成２６年度メディア研修特論（講習会）

★講師★
周 様
純 様

★事例発表校★
：阿賀町立上条小学校
村上市立荒川中学校
佐渡地区 ：佐渡市立行谷小学校
佐渡市立両津中学校
上越地区 ：糸魚川市立田沢小学校
上越市立柿崎中学校
中越地区①：南魚沼市立大崎小学校
中越地区②：燕市立吉田小学校

新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」

修室で、新潟県警察本部サイバー犯罪対策課の
職員の方々を講師にお迎えし、講習会を開催し
ました。

事業企画力スキルアップ研修会
“企画力”と“広報力”を磨く

行列のできる講座・チラシのつくり方
６ 月13日（金）に「行列のできる講座・チラシ

（１）８月４日、５日、１１日
･･･ 新潟大学准教授
雲尾
（２）８月２２日、２５日
･･･ 新潟経営大学教授 中島

下越地区

６月１８日に県立生涯学習推進センター大研

新しいサービスの普及により、いつでも、どこで
も、だれとでもコミュニケーションをとることが
できる環境が整っています。主催者として、青少
年が安全に安心してインターネットを利用するた
めの学習機会を積極的に設けていくことの大切さ
を実感いたしました。

のつくり方」をテーマにし、「NPO扉」の指田祐美様
を講師に迎え、行列のできる講座や企画のツボ、思
わず手に取るチラシの見分け方などを御指導いただ
きました。指田様の研修会は、明日からの事業にす
ぐに生かせる技術を学べ、直接自作のチラシを添削
してもらえる特典もあり、毎年定員を超える人気講
座です。今年度も行政職員、NPO職員など40名以上の
応募がありました。

また、Wordを活用した袋文字の作成法なども教わ
り、実践的なスキルを身につけることができまし
た。

受講者からは、「すぐ使える具体的なテクニッ
クなどを教えていただけてよかった」「新しい企画
に役立てたい」など満足な声が聞かれ、11月７日
（金）の第２回目の実践編も大いに期待できる、有
意義な研修会となりました。

研 修 会 で は、集 客 の 少 な い 原 因 は、「“企 画
力”と“広報力”不足」であること、企画・講座作
りには、「ターゲットを絞る」「心をつかむ言葉」
「集客する熱意と努力」の３か条が必要であること
など、「目からウロコ」の様々なポイントを学ぶこ
とができました。 グループワークでは、実際にチラ
シを用いてそれぞれのチラシの集客の順位や問題点
を話合い、大変盛り上がりました。
新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」

