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にいがた生涯学習県民フォーラム2015を開催しました
テーマ「地域を学び・地域で生かす」
10月30・31日 会場：県立生涯学習推進センター
１０月３１日（土）
【生涯学習講演会②】

１０月３０日（金）
【生涯学習成果発表ステージ】

演題
「ボランティア活動
事故とその責任」
講師 関 雅夫 氏
（新潟みなと法律事務所）

楽しむ楊名時太極拳

西白根婦人会

【「地域で生かす」実践発表】
ＮＰＯ法人希楽々（きらら）
発表者 渡辺 優子 氏
五泉市のびのび学習教室「寺子屋」

発表者

とやの楽語会

蒲澤

賢吉

氏

【ちゃれんじ広場】

ぐるーぷ・赤い靴

【いきいき県民カレッジ表彰式】
学長賞受賞者１０名の方から表
彰式にお出でいただきました。平
成26年度及び平成27年度上半期の
学長賞受賞者は53名でした。みな
さんも「いきいき県民カレッジ手
帳」を持って、さまざまな講座を
受講してみませんか？

【生涯学習講演会①】
演題
「挨拶から始まる地域の絆」

２階研修室の「けん玉」「将棋」「オセロ」「凧づくり」「紙
バックづくり」「紙芝居」の体験コーナーでは、親子で楽しそう
に活動していました。真剣にけん玉や将棋、オセロなどに挑戦す
る子どもたちの熱気が伝わってきました。新潟県生涯学習協会、
新潟県公民館連合会、そして体験コーナーを担当していただいた
各団体の皆様、ありがとうございました。

講師

村松 真貴子 氏
（フリーアナウンサー）

【地域を学ぶ」実践発表】
阿賀町観光ガイド
発表者 佐藤
ＮＰＯ坂井輪地域学
発表者 小野

のぞきからくり
修司

氏

生涯学習相談

【子ども読書のつどい】
１１月２８日（土）長岡市中之島文化センター

耐介

氏

講演

柳田

邦男

氏(ノンフィクション作家)

「家読(うちどく)の力～大人の気づき、子どもの成長」

にいがた連携公開講座201５
「落ちこぼれ水族館が作った世界一のクラゲ水族館～館長のよもやま話～」
講師 村上 龍男 様

10月３日（土）「にいがた連携公開講座2015」
第７回講座として、講師に山形県鶴岡市立加茂水族
館前館長の村上龍男様をお招きし、「落ちこぼれ水
族館が作った世界一のクラゲ水族館～館長のよもや
ま話～」をテーマに、ご講演いただきました。
27歳で加茂水族館の館長になってから、入館者が
減り続け、様々な工夫も実らず苦労された経験と、
クラゲ展示に着目して年間で百万人に達する水族館
に成長させた経験を比較させながら、受講者に生き
方のヒントを考えさせてくださいました。「失敗し
ても、決してあきらめず、努力を続ければ何とかな
ること」「人と同じことをしていてはだめで、常識
にとらわれず人が考えつかないことにチャレンジす
ると成功に結びつくこと」「積極的に情報を発信し
ていくことが必要なこと」「学校の勉強の成績だけ
でなく、一つのことを追求したり、新しいことに
チャレンジしたりすることが社会人として必要なこ
と」など、人生訓とも言える貴重なことを教えてい
ただきました。
なお、講話の要旨は、当センターのホームページ
「ララネット」に掲載しておりますので、ぜひご覧
ください。
講師の村上様のユーモアを交えた受講者の生き方
に役立つ貴重なお話で、講話の２時間が短く感じら
れ、まだまだお話を聴いていたい気持ちになりまし
た。
受講者の中からは、「心を揺さぶられる感動的な
講演でした。村上様の生き様を見せていただきまし
た。生きる力がすばらしいです。」「信念をもって
生きることが大事だと分かりました。」「大きな
チャレンジの話がとても興味深く楽しかったで
す。」など、講師の話を通して自分の生き方を見つ
め、元気を得たと感じる感想が
多く寄せられました。「また、
来年も聴きたいすばらしい講座
だった。」と答える方もいらっ
しゃいました。

いきいき
県民カレッジ
秋・冬号

主 会 場の 県立 生涯 学習推 進 セン ター ホー ル、
ネットライブ配信会場の同施設大研修室・村上市
生 涯 学習 推進 セン ター・新 発田 市生 涯学 習セン
ター・刈羽村生涯学習センターラピカの会場を合
わ せ、１ ７１ 名の 方から 受 講し てい ただ きまし
た。受講者は高齢者だけでなく、10～40歳代の受
講者が他の講座に比べて多かったこと、受講者の
満足度（肯定的評価）が100％であったことは、成
果です。

【ホールでの講演の様子】
にいがた連携公開講座2015も残すところあと１
回となりました。最終回は、糸魚川市で、実施し
ます。現時点で受講申込者は、百名を越えていま
す。事前申込みなしで当日の参加も可能です。受
講料も無料です。大勢の皆様のご参加をお待ちし
ております。

にいがた連携公開講座2015第８回講座
日 時 11月22日（日）10:15～12:15
＊開場 9:45
会 場 糸魚川地区公民館（糸魚川市横町）
テーマ 糸魚川ジオパークの地質と化石
～恐竜化石の発見をめざして～
講 師 新潟大学理学部教授 松岡 篤 様

「いきいき県民カレッジ講座一覧／入学案内」秋冬号
が発行されました。県、市町村、大学、社会教育関係
団体などの様々な講座が、900講座以上掲載されてい
ます。冊子は市町村公民館などに配布されております
ので、学習に是非御活用ください。当センターＨＰ
「ラ・ラ・ネット」にも掲載しております。

メディア研修特別講演会のお知らせ
“地域の絆”を再生する映像制作活動 ～映像制作で地域貢献～

日時：11月27日（金）13時30分～15時30分
会場：新潟県立生涯学習推進センター
講師：東京情報大学

教授

伊藤敏朗 様

近年、映像を手がかりに地域の文化や人々
の暮らしを捉え直すことに社会的関心が高まっ
ています。当センターでは、地域貢献の視点か
ら映像制作活動のあり方を学ぶ機会として、東
京情報大学教授 伊藤敏朗 先生をお招きし、特
別講演会を開催いたします。
映像制作活動を通して、地域で暮らす人々の
つながりを広げたり、歴史や文化への理解を深
めたりするなど、映像と地域文化ついて考えを
深めるよい機会になることと思います。
放送大学新潟学習センターとの

連携公開講座のお知らせ
この度当センターでは、放送大学新潟学
習センターとの連携公開講座を開催します。
講師に、放送大学客員准教授 佐藤亨先生を
お迎えし、「非行少年の心理」と題して講演
をいただきます。
マスコミで連日のように少年の凶悪犯罪が
報道され、少年事件の凶悪化や厳罰化の必要
性が言われている中、統計的なデータから少
年事件が凶悪化したのか考えます。その上
で、非行少年の心理や抱える問題、家庭での
かかわり方等について考える機会になればと
思います。
皆様の御来場をお待ちしております。

募集
作品

視聴覚教材コンクール
お知らせ

当センターでは、標記コンクールの作品
を募集しております。
詳しくは当センターホームページ「ラ・
ラ・ネット」に掲載されている開催要項を
ご覧ください。

これからの上映予定

映画・ビデオ観賞会
季節の上映会
毎月第４日曜日の「映画・ビデオ鑑賞会」
は「映画ボランティアの会」の方々が運営し
ています。上映作品の選定も行っています。
「映画ボランティア」は随時受け付けていま
す。興味のある方は、当センターまでお問い
合わせください。
「会場はいずれも、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。定員186名、先着順で入場無料です。

映画・ビデオ鑑賞会上映開始：１３時３０分
１１月２２日（日）「哀愁」
１２月２０日（日）「サクラサク」
１月２４日（日）「麦秋」
季節の上映会 上映開始：１３時３０分
１１月１９日（木）
「種田山頭火～放浪と句作の足跡・後編～」
「続・映画で見る昭和30年代の
日本・家族の幸福『夫婦編』」
１２月１０日（木）「晩春」
１２月１７日（木）「点子ちゃんとアントン」

LLPC(Lifelong Learning Promotion Center) book
「改めて公民館の役割を考える」
当センターの事業も予定通り進み、様々な研修を実施することができました。多くの研修会を通し
て、改めて公民館活動の重要性を感じています。
＜これからの公民館の役割＞
【目 的】
個人の学びを豊かにする
学びによる絆づくりを進める
学びの成果を地域に生かす
人づくりから地域づくりにつなげる

【役割と機能】
人々の学習ニーズに応じた学習機会の提供
地域における学習・活動の拠点
学習成果を生かした活動の場や機会の提供
多様な機関団体との連携、ネットワークの拠点
（「しまねの社会教育だより」vol.21より）

県内696館の公民館において、上記の目的に応じた役割と機能を再確認し、地域住民の「つどう・
まなぶ・むすぶ」姿をめざし、地域課題解決・主体形成につながる事業に取り組めるよう支援してま
いりたいと考えています。

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/

