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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/ 

これからの上映予定 

映画・ビデオ観賞会 

季節の上映会 

 LLPC(Lifelong Learning Promotion Center) book (推進センター 所長）  

季 節の上映会は、月２回行っています。ま

た、映画・ビデオ鑑賞会は、月１回（原則

第４日曜日）行っています。いずれも、映画ボ

ランティアの皆様から御協力いただきながら運

営しています。 

映画・ビデオ鑑賞会 上映開始:１３時３０分 

 9月23日(日)「深夜食堂」 

10月28日(日)「スープ･オペラ」 

11月25日(日）｢天心」 

季節の上映会 上映開始：１３時３０分 

 9月13日(木)「晴れ舞台はブロードウェイで！ 

        ～シニア劇団の挑戦」 

       「続･映画でみる昭和30年代の日 

              本・家族の幸福 家族編おじい 

        さんはがんこ者」 

 9月20日(木）｢あぶあぶあの奇跡」 

10月11日(木）｢欲望という名の電車」  

10月18日(木)「誰がために鐘は鳴る」 

11月 1日(木)「米百俵－小林虎三郎の天命－」 

11月  8日(木）｢ゆうゆうたる持続 諸橋轍次と 

       『大漢和辞典』」 

               ｢明治を駆け抜けた人 吉田東伍と 

       『大日本地名辞典』」 

あるとデータで示されていた。なぜそのような

事が言えるのか？直言すれば、人間は社会的動

物であるからだ。人は孤立していては自身のメ

ンタルヘルスを保てない。精神が身体に及ぼす

影響は計り知れない。パワハラや差別や偏見は

心身に悪影響を及ぼすが、ほどよい人間関係は

健康寿命を延ばす。考えてみれば人とのつなが

りを創るのは生涯学習・社会教育にとっては、

必要課題である。健康面からも生涯学習の推進

は健康格差も縮めるために役に立つ。  

    「つながり」と健康格差 

 

 人生100年時代の今、健康長寿であることが

生涯学習を楽しく進める上で大切であると日

頃から思っていた。そこに表題の書籍（村山洋

史 著）が目に止まったので通読してみた。その

内容から健康を維持するには、まず頭に思い浮

かぶのは、「食」「運動」「喫煙」などの要因

である。それらは重要なファクターであること

は間違いないが、この書籍からは驚くべき事が

書かれていた。それは「人とのつながり」を保

つことが、禁煙や運動やダイエットより効果が   
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   【9月１４日（金）の催物】 

10:00~  基調講演 
「生涯学び活躍できる循環型生涯学習社会」 
     講師 千葉大学名誉教授 長澤成次さん 

パネルディスカッション 
「学びから活躍へ～実践する人々～」 

12:30~ 受付・整理券配布  

 

13:30~  県民フォーラム2018開会式 
『いきいき県民カレッジ奨励証（学長賞）表彰式等』 

にいがた連携公開講座2018 

 大桃美代子さん講演会 

｢幸せの種を蒔こう。地元にある宝探し。｣ 
 

(魚沼市出身新潟食料農業大学

客員教授。タレントとして

ニュースをはじめ、料理、クイ

ズ、バラエティー、情報番組と

幅広い分野で活躍。） 

 

 

 
 

申込み不要 当日会場で整理券配布（先着順） 

定 員  ホール150名 

        

15:45 終了予定 

    【9月15日（土）の催物】 

10:00~12:00 防災ミーティング！  

 ～命を守るために 大切なこと～ 
                   【新潟県公民館連合会】  

 コーディネーター 新潟大学 雲尾周さん 
 

13:30~15:30 防災講演会 

「災害と地域づくり」 

 ～イザ!カエルキャラバンから学ぶ～ 
        【下越・新潟地区社会教育主事等会】 

           【新潟県生涯学習協会】 

 講師 NPO法人プラス･アーツ理事長 永田宏和さん 

 

１Ｆ ホールロビー 

   （積み木あそび） 
    学習成果品展示･販売【江南高等特別支援学校】 
１Ｆ 制作演習室 

   （防災クラフト〈簡易トイレ･新聞紙で作る 

    スリッパ･食器･コップ〉ロープの結び方） 
１Ｆ 学習相談コーナー 

   （簡単ゴムでっぽう作りと的あて） 
２Ｆ 大研修室 
   （段ボールシェルター・救助に役立つロープワー 

    ク・救助ゲーム・緊急時のファーストエイド） 
    学習成果品展示･販売【柏崎工業高校】 
屋外 （緊急時の食事づくり･モンキーブリッジ又は信 

   号塔）学習成果品展示･販売【新発田農業高校】  



 

          にいがた連携公開講座２０１８  自作映像・視聴覚教材コンクール 

     にいがた連携公開講座 御案内 

    自作映像・視聴覚教材コンクール作品募集 

学 習場面で活用できる自作教材の作成を奨励し、

視聴覚教材の活用を促進するため、「自作映像・

視聴覚教材コンクール」を実施しています。 

   デジタル作品以外も募集の対象であり、指導者の

教材だけではなく、児童・生徒が自身の学習のために

作成したものでも応募が可能です。 

 

＜対象＞■県内の学校に在学する児童、生徒、学生  

                ■県内に在住、又は県内の事業所に勤務す 

るアマチュアの個人又はグループ 

 

＜部門＞■児童生徒部門 ■学校教育部門  

    ■社会教育・地域映像部門 

 

＜募集期間＞  

 平成30年9月3日（月）～平成31年1月18日（金） 

 このコンクールは製作技法の優劣のみを

審査するものではありません。その教材の

有効性、利用方法、制作過程なども審査基準

としています。多くの皆様からの応募をお

待ちしています。  

 

にいがた連携公開講座 第7回目 

講師／大桃 美代子 さん 

（新潟食料農業大学客員教授） 

演題／「幸せの種を蒔こう。地元に

ある宝探し。」 

日 時 ／9月14日（金）13:30～15:45

（受付・整理券配布12:30～） 

会場／県立生涯学習推進センター 

その他／参加費無料・申込不要 

お問い合わせ／県立生涯学習推進 

       センター 

 
 

にいがた連携公開講座 第8回目 

講師／斎藤 裕 さん 

（新潟県立大学教授） 

演題／「地域で子どもを育てる～子

どもの成長を軸とした地域社

会と学校の連携のあり方～」 

日時／9月29日（土）13:30～15:30 

会場／佐渡市 金井コミュニティー

センター 

その他／参加費無料 

お問い合わせ／佐渡市教育委員会 

       社会教育課 

 

にいがた連携公開講座 第9回目 

講師／卜部 厚志 さん 

（新潟大学准教授） 

演題／「もしものために備えよう！

～粟島と下越地域の災害を考

える～」 

日時／10月2日（火）13:30～15:45 

会場／粟島浦小・中学校 

その他／参加費無料・申込不要 

お問い合わせ／粟島浦村教育委員会 
 

平成29年度自作映像・視聴覚教材コンクール最優秀賞作品 

【社会教育・地域映像部門】 

「新潟村上最北端!山北ご当地PRムービー 

 心をひとつに･･･さんぽくでまっているさけの」 

             さんぽく南小学校6年生 

【学校教育部門】 

「谷小の給食ができるまで」小千谷小学校 髙山美結さん 

          

【児童生徒部門】 

「君のいない夏」     潟東中学校 チーム3年2組           

 

        地域かがやき創生講座  メディア研修会  推進センターってどんなところ?! 

 

講師 荒木寿友 先生 

演題 もっと！ モヤモヤとワクワクを生み出す 

   ファシリテーション 

日時 ９月２１日（金）９時５０分～１６時００分 

場所 県立生涯学習推進センター 

費用 参加費無料  

 

皆さま、あの「モヤモヤ」と「ワクワク」も

う体験されましたか？荒木寿友先生の直接指導

のもと、ファシリテーションについての講演、

演習を再び、さらにパワーアップして開催いた

します。 

荒木先生は、2009年よりセーブ・ザ・チルド

レン・ジャパンのアドバイザー、2011年より東

日本大震災からの復興に向けたまちづくりを、

岩手県陸前高田市・山田町、宮城県石巻市の子

どもたちと推進するなど精力的に活動されてい

ます。実践の場での伝えあう力を伝授していた

だける貴重な機会となっております。多くの方

の御参加をお待ちしております。  

地域かがやき創生講座 

生 涯学習推進センターでは、県内の生涯学習

に関する情報提供や指導者の育成、情報活

用の推進、相談業務など幅広い事業を行っていま

す。そのほかにも、生涯学習の振興を目的に施設

の貸出も行っています。研修会、講演会等に御利

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。使用料はホール¥3,500～、大研

修室¥2,400～となっております。 

 詳しくは当センターホームページ｢ラ・ラ・

ネット」を御覧ください。スマホ版の「施設空き

状況」からでも御覧いただけます。 

 

 

スマホ版は 

    こちらから 

 

   

 

  PC画面ではこちらから 

後期メディア研修のお知らせ 

メ ディア研修会はICT（情報通信技術）を活用して県

民の生涯学習活動を支援する担当者、指導者の資

質向上を目指し、当センターが毎年実施している研修で

す。 

 後期の研修は、10月～12月に行います。内容は、申し

込み多数の講座である、PowerPointを使ったプレゼン

テーション資料の作成、動画作成の基礎、iPadを使った

動画作成、YouTubeの基本的な使い方の講座を行いま

す。 

 また、青少年をネットトラブルから守るための方策に

ついて研修する講座や、かんたんなプログラムづくり

「プログラミン」の基本的な使い方の講座を実施しま

す。 

 各講座の詳細・申込方法等については、ラ・ラ・ネッ

ト（新潟県生涯学習情報提供システム）を御覧ください。 

生涯学習推進センターってどんなところ?! 

施設の貸出もしています!! 

お申込みは

こちらから 


