
 

 

生涯学習にいがた  
新 潟 県 立 生 涯 学 習 推 進 セ ン タ ー  

Ｎｏ．83 平成２２年５月２０日 

今年度の取組について 

平成22年度のセンター職員を紹介します 

  新潟県の生涯学習・社会教育の拠点施設である当センターでは、これまでの事業について一層の改善・充実を図

りながら、フットワーク・チームワーク・ネットワークの３ワークを大切に、以下の５つを柱として生涯学習の推進

に努めます。多くの皆様のご利用をお願いします。 

                                      

○社会の要請に対応した研修の充実 

家庭教育の支援や学社連携・融合のあり方、生涯学習による地域づくりなど、様々な課題が山積しています。社会

の要請や地域の実情・ニーズに応え、課題解決に向けた魅力あふれる企画のあり方や仕掛けづくりなど、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。 

 生涯学習関係職員研修として基礎研修会や社会教育主事専門講座等を開催します。また、生涯学習実践研修として

コーディネーター養成研修会や家庭教育支援のための各種研修会、放課後子ども教室・学校支援地域本部事業の研修

会等、数多くの研修会を開催します。 

○ネットワークを活かした情報の収集と提供 

 新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」や「生涯学習にいがた」等を通して県や市町村、各関係団体

等の生涯学習情報の収集や提供に努めます。また、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

報活動の充実を図ります。 

○魅力あふれる学習機会の提供 

団塊の世代の退職を契機に学習のニーズが多様化し、かつ、高度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、「いきいき県民カレッジ」や「にいがた連携公開講座」等を通して、幅広い学習機

会の提供や学習情報の提供に努めます。 

○多様な相談への親身の対応 

 学習相談や家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」では、多様化・複雑化する相談に対応するために相談員

の一層の資質向上を図り、相談者の目線に立った相談に努めます。今年度は、各保育園・幼稚園等に「すこやかコー

ル」ポスターを配布するとともに、小中学校ＰＴＡ役員や各市町村生涯学習・社会教育関係職員に「ちょっとおしえ

てコール」の学習相談カードを配布して、相談業務の一層の周知・啓発に取り組みます。 

○映像による学びの提供と視聴覚教育の推進         

 良質な映画やセンターに保存されている昔の映像による「映画・ビデオ鑑賞会」を積極的に行うとともに、教育メ

ディア研修等を通して視聴覚教育・情報教育を推進します。特に今年度は、視聴覚教材目録を配布し、当センター保

存の映像資料の有効活用を促進します。 
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（主な事務分掌） 

広報活動・視聴覚教育の推進・地域ライブラリー支援 

施設等の使用許可・視聴覚教材や機器の貸出 

メディア研修・16㎜映写機操作講習・教材制作技術支援 

「ラ・ラ・ネット」の管理運用・「生涯学習にいがた」 

生涯学習相談「ちょっとおしえてコール」 

映画・ビデオ鑑賞会等の広報 

 

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」・各種調査・学校支援地域本部研修会 

生涯学習職員研修・放課後子ども教室研修会・生涯学習取組事例集 

家庭教育支援研修・子育て電話相談「すこやかコール」 

「いきいき県民カレッジ」・コーディネーター養成研修会 



 

 

 ◆生涯学習に関する機関や団体へホール(186席)と大研修室(100席)の         

   貸し出しを行っています。  

《利用できる日・時間》      《使用料》 

  ○火～金…9:30～19:00 

  ○土・日・祝日…9:30～17:00 

《申請手続き》 

 ○使用許可申請書は，使用する日の 

   ３ケ月前から提出できます。  

施設利用のご案内 

平成22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 

 

●「ラ・ラ・ネット」 

  （新潟県生涯学習情報提供） 

●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 

●市町村業務連絡 

●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 

  「ちょっとおしえてコール」（火～金 9:30～17:00） 

      TEL:025-284-6119 

●家庭教育・子育て電話相談 

  「すこやかコール」 （月～金 13:00～19:00） 

      TEL:025-283-1150 FAX:025-284-6019 
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●メディア研修 

  ５～12月 各回定員6名 

  ・チラシ作成  

   ①5/11 ②6/24 ③7/14 

  ・デジタルカメラ撮影＆画像加工 

   ①5/20 ②6/8 ③6/16 ④9/10 ⑤10/19  

  ・ビデオ撮影＆簡易編集 

   ①5/13 ②7/16  

  ・ビデオ編集＆DVD作成 

   ①5/25 ②6/29 ③7/27 ④9/28 

   ⑤10/26 ⑥11/24 ⑦12/7 ⑧12/14 

  ・プレゼンテーション資料作成基礎 

   ①5/18 ②6/18 ③6/22 ④7/20 

   ⑤10/14 ⑥11/17 ⑦12/2 

●視聴覚ライブラリー職員研修会 

  ①6/18 ②9/17 ③11/19 

●16㎜映写機操作講習 

   ①5/6 ②8/20 

●自作教材コンクール 5/31 

●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  

   ①6/2～3 ②8/31～9/3のうち１日 

   ③11/9～11/21のうち１日 

  ・リーダー研修 10/27 

●生涯学習実践研修会 

  ・コーディネーター養成研修会 

   ①8/3～4 ②9/8～9 

  ・家庭教育支援のための企画力向上セミナー 

     6/10・11/5 （２回連続） 

  ・家庭教育支援者ステップアップ研修会 

   ①9/7 ②9/28～9/29 ③10/19 

  ・放課後子ども教室指導者研修会 

     ①7/27 ②１１月 

  ・学校支援地域本部研修会 

     ①7/2 ②１１月 

●「社会教育主事講習（B）」 1/19～2/25 

●「社会教育主事専門講座」 10/26～27 

 

●映画・ビデオ鑑賞会 

  ・毎月１回（原則第４日曜日） 

●季節の上映会 祝日シアター開催 

  ・随時 

●講演会等の開催 

  ・随時 

●「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月下旬 ②６月下旬 ③10月下旬 

●「にいがた連携公開講座」 

   ①6/5 ②6/12 ③7/4 ④9/18 ⑤９/20 

   ⑥9/26 ⑦10/17 ⑧11/17 ⑨12/10 
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 9:30～12:30 13:00～17:00 17:00～19:00 

ホール(１階) 3,500円 4,600円 2,400円 

大研修室(２階) 2,400円 3,400円 1,900円 

視聴覚教材・機器利用のご案内                         ◆利用登録団体へ貸し出しを行います。登録は随時行ってい

ますので、必要な機関・団体はお問い合わせください。  

《予約受付》 
 ○土・日・祝日を除く9:30～17:00まで、使用日の３ケ月前から予約ができます。電話で利用状況を確認の上、予約を

してください。 
 ○｢2010年度(平成22)版視聴覚教材目録｣をご活用ください。 
  またラ・ラ・ネット(http://www.lalanet.gr.jp/)から教材検索ができます。 



 

 

相談内容
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県内の生涯学習の情報をインターネットで 『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。 

 

○ 講座・イベント     講座・講習会・展覧会・コンサートなど、様々な学びの場を紹介 

○ いきいき県民カレッジ  県民の皆様がどなたでも受講できる各種講座を紹介 

○ 施設          学校・公民館・博物館・美術館・体育施設・野外活動施設等を紹介 

○ 団体・グループ     市町村の公民館等で活躍する団体・グループ・サークルを紹介 

○ 指導者・講師      講演・講座・研修会・イベントなどの指導者を紹介 

○ ビデオ・ライブラリー  登録された動画・音声を視聴可能 
 

 

 

 

 

 

  （P C 版） http://www.lalanet.gr.jp 

 （携帯版） http://www.lalanet.gr.jp/m/ 
 

 

 この他にも、「ボランティア」「文化財」「生涯学習推進センター所蔵文献・視

聴覚教材」「資格」「公開講座」「通信制学校」等の様々な情報を提供してい

ます。講座・イベント・県民カレッジ情報は、携帯電話でも検索することができ

ます。 

 皆様のアクセスをお待ちしています。 

※ 「講座・イベント」「指導者」「団体・グループ」について情報を募集しています。 

  情報の登録を希望される方は、担当(025-284-6110)までご連絡ください。 

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２１年度のすこやかコール相談件数は１０７０件でした。昨年度より１７５件増え、親子を支

える家庭教育支援の重要性をより感じられた１年でありました。 

 相談者は母親が９３％を占め、子育ての悩みを誰にも相談できないなど、親自身の悩みの相談が今

年も３５％を占めました。すこやかコールは、これからも子育てにかかわる様々な悩みや問題にお答

えできるよう努めてまいります。 

 またＱＲコードを掲載した“すこやかポスター”を、秋以降県内公民館・生涯学習施設等に配布す

る予定です。 

誰に対する相談か 乳児・幼児
33%親自身

35%

小学校高学年
11%

高校生以上
3%

中学生
3%

小学校低学年
15%

子育てに関することをご相談ください 
  

  専門の相談員が、発育・しつけ・友だち関係・生活習慣・健康上の悩みなどにお答えします。 

 

  受付時間：月曜日から金曜日の午後1時から午後7時まで（土・日・祝日・お盆・年末年始は休み） 

 

電話相談：０２５－２８３－１１５０     FAX相談：０２５－２８４－６０１９ 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

● 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・情報提供「ちょっとおしえてコール」 
 TEL:025-284-6119  soudan@mail.lalanet.gr.jp   

 

今年度からコンピュータ室を「ビデオ工房」として、ビデオ編集・ＤＶＤ作成のためのスペースとしてどなたでも

利用できるように開放いたしました。 

利用された方は自分のお子さんの誕生や幼児期を収めた貴重なVHSや８mmビデオテープを持参し、懐かし

そうに画面を眺めながら楽しく編集作業を行っていました。 

「ビデオの取り込みに思ったよりも時間がかかった。」「やる前は難しそうだった

けど、手持ちのビデオでDVDができて感激です。」「大事な思い出ビデオをもう

再生できないとあきらめていたので嬉しいです。」という充実感や喜びに満ちた

声が聞かれました。 

今後もビデオ工房はオープンいたします。特に利用者が多いと予想される12

月から3月までは開放の回数を多くいたしますのでどうぞご利用ください。 

  

◆５月２３日（日）午後１時～３時１０分 

『漂泊の俳人 種田山頭火』 

（1999年制作・55分） 

『歴史の道 ～東北～』 

（1998年制作・60分） 

◆６月２７日（日）午後１時～３時１０分 

『襤褸の旗』（らんるのはた） 

（1974年制作・115分） 

 ※足尾鉱毒事件と田中正造 

  

○各回とも、開場は１２時３０分です。 

○入場無料・申込不要・先着順（１８６名） 

○会場：県立生涯学習推進センター１階ホール 

○運営：映画ボランティアの会 

○駐車場：鳥屋野潟公園駐車場をご利用ください。 

●なお、上記のほかに「季節の上映会」や「祝日シア

ター」を開催します。 

○詳しくは、ホームページをご覧ください。 

（http://www.lalanet.gr.jp/nlpc） 

※事情により内容を変更する場合があります。 

 

  

「越前浜チャレンジセミナー」 
 第2回 

   構成的グループエンカウンター入門編 

 
 ○日時：平成22年7月10日(土)～7月11日(日) 1泊2日 

 ○場所：新潟県立青少年研修センター 

             〒953-0012 新潟市西蒲区越前浜5597-1 

 ○内容：人間関係づくりや自己発見に効果を上げ    

ている構成的グループエンカウンターの実

習をします。 

 ○定員：30人 

 ○対象：18歳以上の青年 

             青少年指導者等(高校生を除く) 

 ○費用：1人 2,300円(予定) 

 ○申込期間：平成22年6月25日(金) 

 ○申込方法：電話にてお申し込みください。 

 ○その他：内容の詳細については、 

必ず電話にてご確認ください。 
 

 ○問い合わせ：県立青少年研修センター 

                                        ℡：0256-77-2111 


