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今年度の取組
る質の高い研修に努めます。

新潟県立
生涯学習推進センター

所長 中島憲一
新潟県の生涯学習推進拠点施設である当セ
ンターは、創立20周年を目前に控えていま
す。この20年の間に、市町村合併による生涯
学習推進の大きな担い手である市町村の生涯
学習関係職員の激減や、インターネットをは
じめとするＩＣＴの飛躍的進歩による学習情
報・学習資料の伝達・活用状況など、様々な
環境・状況の変化がありました。
生涯学習推進20年の成果を検証し、生涯学
習推進環境の変化や学習者のニーズに沿っ
て、これまでの成果を土台にした事業等のリ
ニューアルに努め、生涯学習推進センターの
一層の充実を図って参ります。皆様の当セン
ターの御利用、御活用をお待ち申し上げてお
ります。平成23年度、よろしくお願いいたし
ます。
○社会の要請に対応した研修の充実
家庭教育支援や青少年の健全育成、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ニーズに応
え、課題解決に向けた魅力あふれる企画や仕
掛けづくりなど、トップレベルの講師陣によ

○ネットワークを活かした情報の収集と提供
今年度大幅リニューアルを進めている新潟
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
集や提供をはじめ、皆さんの多様なコミュニ
ケーションの場の設定に努めます。
○魅力あふれる学習機会の提供
高等教育機関や国の関係機関との連携・協
力を一層進め、当センター開所以来充実発展
に努めてきた「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
い学習機会や学習情報の提供に努めます。
○多様な相談への親身な対応
生涯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、指導者や学習機会
などの学習情報の整備、学習相談システムの
検討・改善に努めると共に、人的ネットワー
クを生かした相談体制の充実に努めます。
○映像による学びの提供と視聴覚教育の推進
当センターには、新潟県視聴覚ライブラ
リーから受け継いでいる映画や昔の貴重な映
像などがたくさん保存されています。これら
の貴重な財産を生かした「映画・ビデオ鑑賞
会」等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。

◇◇よろしくおねがいします◇◇
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所長 中島憲一
次長（学習情報課長） 小板栄子
【学習振興課】
課長 諏訪部寛栄
振興課の総括・社会教育主事講習Ｂ
副参事（社会教育主事） 内藤薫
にいがた連携公開講座・学校支援活動研修会
副参事（社会教育主事） 田邉寿夫
生涯学習職員研修・放課後等支援活動研修会
社会教育主事 渡辺亜紀
家庭教育支援研修・子育て電話相談
社会教育主事 石丸綾子
いきいき県民カレッジ・コーディネーター養成研修会
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【学習情報課】
副参事（社会教育主事） 安田 毅
広報活動・視聴覚教育の推進
主査 加藤由美子
施設等の使用許可・視聴覚教材や機器の貸出
社会教育主事 早川 敬一
メディア研修・教材制作技術支援
社会教育主事 佐藤 敏男
ラ・ラ・ネット管理運用・生涯学習にいがた
学習相談員 山田 尚子
生涯学習相談
事務補助 大槻しのぶ
映画・ビデオ鑑賞会等の広報

◇◇学習会・研修会に御利用ください◇◇

推進センターの施設・教材を貸出します
新潟県立生涯学習推進センターでは、利用
登録団体（県の行政機関、高等学校、高等専
門学校、短大、大学、団体等）に対し、視聴
覚教材や視聴覚機材の貸出を行っています。
小学校・中学校（PTAを含む）は、地域ラ
イブラリーの登録団体になっていれば、地域
ライブラリーを通して貸出を行います。（個
人への貸出及び教材の視聴は行っておりませ
ん。）
なお「平成２１年度視聴覚教材目録」が必
要でしたら御連絡ください。

また、生涯学習の振興を目的に施設の貸出
も行っています。
各種大会、講演会、研修会等に御利用くだ
さい。貸出施設はホール（定員186名）、大
研修室（定員100名）です。申込受付は使用
日の３ヶ月前から行っています。
いずれも、詳しくは生涯学習推進センター
のホームページを御覧ください。
（http://www.lalanet.gr.jp/nlpc/index.html）

◇◇いまから ここから 自分から◇◇
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学習情報課
●ラ・ラ・ネット（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

相 ●学習相談員による生涯学習相談
(火～金9:30～17:00）
談
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学習振興課
●各種調査
●市町村業務連絡
●生涯学習取組事例集の作成

●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

●メディア研修会
5月～１1月 各回定員６名～20名
・静止画活用
6/21 9/13
・自作ビデオ作成・活用
6/15・16 10/12・13
・プレゼンテーション資料作成基礎
7/21 8/18
・プレゼンテーション作成スキルアップ
10/26 11/17
・パソコン講座開設・実施学習プログラム
6/29
・インターネット情報発信力向上 7/6 9/6
・情報セキリュティ管理
6/8 10/18
・情報モラル・サイト利用 6/8 10/18
・自ら構築・管理するネットワーク
7/6
9/6
●視聴覚関連施設職員研修会
①6/8 ②8/30アナウンス講座 ③11月
●16ミリ映写機操作講習
5/11
●自作教材コンクール
2/7
●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
①5/18・19
②7/13～7/15の１日
③9/2
・リーダー等研修
11/10 11/21(長岡)
・社会教育公民館職員スキルアップ 6/16
●生涯学習実践研修会
・コーディネーター養成研修会 9/7・8
・家庭教育支援のための企画力向上セミナー
9/13・14
・家庭教育支援者ステップアップ研修Ⅰ
①6/23
②6/30 ③7/12
・家庭教育支援者ステップアップ研修Ⅱ
①9/6
②9/27・28 ③10/28
・放課後等支援活動研修会
① 6/28 ②8/25 9/9（長岡） ③12/6
・学校支援活動研修会
① 7/1
②12/6
●「社会教育主事講習（B）」1/19～2/24

●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
・年７回程度
●講演会等の開催
・3/4 他随時
●共催事業
・新大人文学部「地域映像アーカイブ」 6/4
・文化庁「著作権セミナー」 8/23

●「いきいき県民カレッジ」
・講座一覧（入学案内）は年３回発行
①5月上旬
②６月下旬
③１０月下旬
●「にいがた連携公開講座」
① 6/25
② 7/17
③ 7/23
④ 7/28
⑤ 8/6
⑥ 8/28
⑦ 9/4
⑧ 9/10
⑨12/10
●共催事業
・放送大学新潟学習センター
10/28

◇◇あの頃の新潟がよみがえる◇◇

『カメラが見つめた新潟のすがた』
新潟県立生涯学習推進センターでは、中俣
正義氏（故人）が昭和25年（1950）～38年（1963）
までの新潟県各地を撮影した写真をラ・ラ・
ネット（URLは下記参照）で公開しています。
中俣氏は、「思い出ほろろん」（新潟日報事業
社）をはじめ多数の写真集を世に送り出した
六日町出身の写真家です。新潟県発展の姿を
後世に残すものとして、たいへん貴重な映像
です。このたび、御家族の協力をいただき、４
月から来年１月まで（予定）定期的に更新しな
がら公開します。県立図書館にも中俣氏の著
書を多数所蔵しています。あわせて、ぜひ御覧
ください。なお、中俣氏が撮影した１６ミリ映
画を６月４日（土）に上映します。ぜひ、御来
場ください。

糸魚川けんか祭

岩室村

●貴重映像公開のお知らせ●
「発掘！！中俣正義と県観光課の映画」
（２０１１地域映像アーカイブ）
と き：６月４日（土）
午後１時～（１２時３０分開場）
と こ ろ：新潟県立生涯学習推進センター ホール
入場無料・定員１８６名・先着順
上映作品：雪国の生活（１９６４年制作)
佐渡１９５７
主 催：新潟県立生涯学習推進センター・新潟
大学人文学部「地域映像アーカイブ」
※詳しくはラ・ラ・ネットを御覧ください。

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
Mail：lalasoudan@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
Mail：nlpc@mail.lalanet.gr.jp URL：http://www.lalanet.gr.jp/

