新潟県立生涯学習推進センター

生涯学習にいがた
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今年度の取組について

平成１９年５月１１日発行
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当センターでは、これまでの事業の一層の改善・充実に努め、以下のキーワードを柱として諸課題
への的確な対応に取り組みます。多くの皆様のご利用をお願いします。
◇多様化・高度化への対応

◇仕掛けづくり・仕組みづくり

大勢の方々の退職を契機に学習のニーズが多様化
し、かつ、高度化・専門化しつつあります。高等教
育機関や国の関係機関との連携・協力を一層進め、
幅広い学習機会の提供や学習情報提供、トップレベ
ルの講師陣による質の高い研修の推進に努めます。
また、多様化・複雑化する学習相談や家庭教育・子
育て電話相談では、情報収集に努めるとともに相談
員の一層の資質向上を図ります。

人づくり・地域づくりにおいてはその仕掛けが重
要だと言われています。今年度は、特に若者が育つ
地域づくりやボランティア活動の推進などの仕掛け
や仕組みのあり方について研修を深めます。

◇映像による学びの提供
映画・ビデオ鑑賞会への参加者が急激に増加して
います。良質な映画による鑑賞会やセンターに保存
されている昔の映像による鑑賞会を積極的に推進し
ます。

◇企画力の向上
今、企画力が問われています。地域の実情やニー
ズに応え、課題の解決につながる、魅力あふれる企
画のあり方や、効果的な広報活動の進め方などの研
修を推進します。

◇出前事業の推進

◇脳科学からのアプローチ

◇広報活動の拡充

脳科学の急速な進歩の中、子どもの育ちにも確か
な科学的根拠を求める動きが広がっています。今年
度は脳科学の立場から家庭教育支援事業（講演会）
を実施します。

「ラ・ラ・ネット」、県や市町村の広報誌、広告、
チラシ、マスコミ等、あらゆる媒体を活用した広報
活動に努め、情報の提供や広報活動の推進を図りま
す。

生涯学習の県内全体への広がりを目指し、上越・
中越地域等での研修会や映画・ビデオ鑑賞会の実施
を進めます。
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振興課の総括・社会教育主事講習Ｂ
「にいがた連携公開講座2007」・各種調査
生涯学習職員研修・学習プログラム「作成
家庭教育支援研修・「すこやかコール」
「いきいき県民カレッジ」・奉仕体験活動推進研修

平成19年度の事業予定 ～いまから ここから 自分から～
学習情報課

学習振興課

情報の収集と提供
相談業務

研修・
講習等
学習機会の提供・
充実

●「ラ・ラ・ネット」
（新潟県生涯学習情報提供システム）
●広報紙「生涯学習にいがた」
●登録団体への視聴覚教材・機材の貸出
●教材選定試写会

●各種調査
●学習プログラムの開発と事例集の作成
●市町村業務連絡
●学習プログラムの研究開発及び生涯学習取組事
例集の作成

●学習相談員による生涯学習相談
TEL.025-284-6119

●家庭教育・子育て電話相談
「すこやかコール」
TEL.025-283-1150

●教育メディア研修
・概論 8/4
・演習（初級）
① 8/ 7、 8
② 9/13、14
③ 9/27、 28
・演習（中級）
①8/20、8/27
②10/5、10/11
・演習（上級）
①8/22、8/29
●ラ・ラ・ネット情報メンテナンス研修会
・県内各会場 ５月～８月上旬実施
●視聴覚ライブラリー職員研修会
①4/27 ②7/13 ③10/12
●16ミリ映写機操作講習
①5/11 ②7/27 ③8/31
●自作教材コンクール ①6/7
●登録団体の教材制作に対する技術支援

●生涯学習職員研修会
・基礎研修 ①5/30、31 ②11/22
・リーダー研修 10月中旬
●生涯学習実践研修会
○地域・家庭・学校・行政を結ぶ人づくり
まちづくり研修会
① 6/11 ② 8/ 8、9 ③11/29
○家庭教育支援事業の企画力向上セミナー
① 5/22 ② 8月下旬
○ボランティア活動推進研修会 11/16
●家庭教育サポーター養成研修会
①9/11 ②9/18 ③10/ 3
④10/18,19 ⑤11/21
公開講演会
講師 黒川伊保子
⑥12/ 7

●映画・ビデオ鑑賞会
・毎月１回（原則第４日曜日午後から）
・タイムスリップにいがた（８月、12月）
●文部科学省教育情報衛星通信ネットワーク
「エル・ネット」
・オープンカレッジ、子ども放送局の放映

●「いきいき県民カレッジ」
・講座一覧（入学案内）は年３回発行
①４月上旬 ②６月下旬 ③10月下旬
●「にいがた連携公開講座2007」
・テレビ会議システムで会場を結び実施
①7/ 7 ②8/29 ③9/ 5 ④9/12
⑤9/29 ⑥10/20 ⑦11/18 ⑧12/12

●家庭教育サポーターステップアップ研修会
①10/ 4 ②10/ 5 ③10/31 ④11/13
⑤11/14

● 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/
携帯版は、http://www.lalanet.gr.jp/m
● 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（兼新潟県体験活動等支援センター）
TEL:025-284-6119
soudan@mail.lalanet.gr.jp
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
(URL)http://www.lalanet.gr.jp/nlpc/ (e-mail) nlpc@mail.lalanet.gr.jp
平成１９年４月１日、新潟市の政令都市移行に伴い、当センターの住所表示が上記のとおり変更になりました。
お手数ですが、お手元の住所リストの訂正をお願いいたします。

学び情報発信基地『ラ・ラ・ネット』
『ラ・ラ・ネット』では、インターネットで次のような情報を提供しています。
①学習機会
生涯学習に関する講座・イベント情報
②いきいき県民カレッジ
県民がどなたでも受講できる講座情報
③施設
生涯学習に関係する施設情報
④団体・グループ
市町村登録の団体・グループ情報
⑤指導者
生涯学習に関する指導者情報
（連絡先等は「学習相談」℡025-284-6119 にご連絡ください。）
⑥ボランティア
ボランティアに関する講座・講習会・団体情報
⑦おやこのひろば
おやこで楽しめる講座・施設情報
⑧新潟ふるさと情報
県内の文化財等に関する情報
⑨所蔵文献・視聴覚教材
当センターが保管する教材・資料情報
⑩エル・ネット
文部科学省の教育情報衛星通信ネットワーク情報
この他にも「資格情報」「公開講座情報」「通信制学校情報」、当センター主催事業情報、広報紙「生涯学
習にいがた」のバックナンバーを見ることもできます。
また、一部の情報は携帯電話からも利用することができます。
公民館・博物館・美術館等の生涯学習関係施設や大学等高等教育機関から、県民の皆さまへ向けての情報発
信の場としても活用いただけます。
毎日新しい情報が更新されています。皆さまのアクセスをお持ちしています。

映画・ビデオ鑑賞会のお知らせ

～上映予定作品～

今、注目されています（満員御礼！） 映画・ビデオ鑑賞会のオススメ
多くの皆様から入場していただき、平成18年度は平成17年度を大きく上回る約1800名（特別企画を含めると約
2200名）においでいただいています。今年度も“映像は一瞬…、感動は永遠に…”をテーマに、皆様にセンター
所有の映像を公開し提供いたします。ぜひ、家族でお楽しみください。
◆５月27日（日）13:30～15:30
～裁判員制度シリーズ 第２弾～
①『評議』 －裁判員制度広報用映画－ ・出演：小林稔侍、榎木孝明、藤田弓子 他
・2006年制作、劇映画、62分
②特別企画・出張セミナー『裁判員制度Ｑ＆Ａ』
講師：新潟地方裁判所 裁判官
・時間 52分（予定）
◆６月24日（日）13:30～14:50
①地域の虐待防止『幼い命の悲鳴を救うために』
・2001年制作、劇映画、26分
②アニメ文学館『あすなろ物語・人生劇場』
・1986年制作、動画、50分
◇入場無料、申込不要、先着順（222席）満席の場合は入場できません。
◇会場：新潟県立生涯学習推進センター・ホール
◇運営：映画ボランティアの会
◆駐車場は、鳥屋野潟公園の駐車場をご利用 ください。

ＮＥＷ！

シリーズ “センターの歩み” 『あの頃、新潟県立生涯学習推進センターでは…』

平成４年８月７日にセンターがオープンし、時代（とき）を越えて「いつでも、どこでも、だれでもが学べ
る」生涯学習社会の実現に向けて、各種研修会及び事業を実施し、現在に至っています。
来年３月発行の記念号（第70号）にむけて、今までセンターが取り組んできた特色ある事業を、シリーズ“セ
ンターの歩み”としてご紹介します。
「開館当時」編
・平成４年８月 いきいき県民カレッジ開学式
平成４年８月「いきいき県民カレッジ」開学式が挙行され、県民の生涯学習を支援する事業として現在に
至っています。
・平成５年６月「新潟ふるさと学」開講
「良寛講座～大愚にこだわり続けた人生を追って～」をテーマにスタート。11月までに７回の講座が開か
れ、多くの方が受講されました。

家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」からのお知らせ
平成18年度に、すこやかコールに寄せられた相談は、892件でした。
相談者内訳
家族 3%

その他 8%

相談者では、母親からが全体の９割近くを占めま
す。また、就学前と小学校低学年を合わせると６割
を超えます。
これからも子育てにかかわる様々な悩みに応えて
いきたいと思います。

父親
2%

母親 87%

だれに関する相談か

相談内容（892件）
その他 13%

発育等 15%

高校生
8%

基本的な生活習慣

11%

その他 12%

中学生

9%
病気等

親自身 32%

7%
保育・就学 22%

小学校高学年7% 小学校低学年18%

就学前 46%

子育てに関することをご相談ください
専門の相談員が、友だち関係・発育・しつけ・生活習慣・健康上の悩みなどにお応えします。
◆受付時間：月曜日～金曜日の午後１時から９時まで（土・日・祝日、お盆・年末年始等は休み）
◆電話相談：０２５－２８３－１１５０
◆ＦＡＸ相談：０２５－２８４－６０１９（上記以外の時間帯で受付）

《お知らせ》 平成19年度社会教育主事講習の開催について
生涯学習・社会教育を推進するために必要な専門的知識、技能を修得し、社会教育主事の資格を得ることがで
きる社会教育主事講習が開催されます。
本講習は県内で開催される数少ない資格取得の機会です。生涯学習・社会教育関係者をはじめ、学校教育関係
者や地域の社会教育に携わる方など、多くの方々の受講をお願いします。
◇講習期間 平成19年７月23日(月)～8月17日(金)
◇実施機関 国立大学法人新潟大学
◇会
場 新潟大学教育人間科学部
（期間中、学外演習が２回予定されています。）
◇募集人数 100人（受講資格が必要です。）
◇締め切り ５月30日（水）
◇必要経費 教材、研究集録等経費33,000円
学外演習
27,000円
（演習Ⅱの宿泊費、会場費及び演習Ⅲの諸経費）
◇問合せ
新潟県教育庁生涯学習推進課生涯学習振興係
TEL：025-280-5616

社会教育主事講習（Ｂ）開催予定
衛星通信を活用し、国立教育政策研究所社
会教育実践研究センター会場を主会場に実施
している社会教育主事講習を受講できます。
◇講習期間 平成20年１月16日（水）
～２月22日（金）38日間
◇会
場 新潟県立生涯学習推進センター

