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 第19回全国生涯学習フェスティバル

まなびピア岡山2007
生涯学習活動を実践する場を全国的な規模で提供することによって、
国民の学習への意欲を高めるとともに、参加を促進するなど
生涯学習を一層振興することを目的として開催されます。

　会場のコンセプトを岡山らしさあふれる“まなび”との出会い
を創出する「生涯学習・出会いのタウン－まなびと出会いの交差
点－」として構成し、街を構成する“場”をキーワードに、会場全
体を「楽しさ」と「にぎわい」あふれる場として演出することを検
討します。

　桃太郎アリーナを中心とした岡山県総合グラウンドを主会場
として、フェスティバルの目玉のひとつでもある「生涯学習見本
市・生涯学習体験広場」を行う予定です。

■解説
　鮮やかな明るい緑色で表した岡山県
の特産物である「マスカット」を背景に、
“まなびピア岡山”は、「晴れの国」の象
徴である太陽と青空を表す黄色と青色
で、“2007”はもうひとつの特産物で
ある「ピオーネ」をイメージした紫色で
表現することによって、明るさと爽やか
さを兼ね備えたものとしています。

平成19年11月2日（金）～6日（火）の5日間〔予定〕
桃太郎アリーナを中心にした 
岡山県総合グラウンド〔予定〕

全国生涯学習フェスティバルとは
主会場と県内各地の市町村会場でも、生
涯学習に関する体験型イベントや、地域
の特性を活かした展示・ステージ発表な
どを行います。

あらゆる世代の人々が、学ぶ楽しさや大
切さを感じることでまなびの輪を広げてい
く全国規模の参加型イベントです。

子どもから高齢者まで誰もが楽しく参加
できる、県民総参加のフェスティバルとし
て展開していきます。

大会ロゴ
マーク

主 会 場

開催期間

大会シンボルマーク「マナビィ」



　文部科学省、岡山県、市町村、各種生涯学習団体等と連携・協働し、岡山県らしさを発揮して、県民総参加のもと、県民と地域社
会が輝く「生涯学習社会☆おかやま」の実現を目指すとともに、全国の生涯学習振興に寄与し、真の生涯学習社会の実現につなが
ることを期待して開催します。

（1） だれもが参加・交流・体験でき、学びを身近に感じることができるフェスティバルとします。
（2） 市町村合併による新しいまちの「人づくり」「地域社会づくり」に寄与できるフェスティバルとします。
（3） 岡山国体・全国障害者スポーツ大会で培った「おもてなしの心」を引き継ぎ、官民協働のパートナーシップを発揮できる
 フェスティバルとします。
（4） 開催の成果が継承されるフェスティバルとします。
（5） 岡山発まなびスタイルを全国に発信するフェスティバルとします。

　平成17年度の11月～1月にかけて、フェスティバルを広く
知っていただくために広く一般公募したところ、岡山県内外から
1,712作品もの応募がありました。第19回全国生涯学習フェス
ティバル企画準備委員会にて厳選な審査を行った結果、上記の

作品が最優秀作品に選ばれました。この最優秀作品を大会
キャッチフレーズとして、大会の広報用に幅広く活用していくこと
としています。

いろんな形で参加できます。みんなでフェスティバルを盛り上げましょう！！

「岡山県マスコット ももっち」も
「マナビィ」と一緒に、
「岡山発まなびスタイル」を
PRしていきます。

基本理念・事業展開の方針

大会キャッチフレーズ

晴れの国 キラリ☆輝く まなびの輪

○国際交流、環境、人権などの現代的課題への取組を紹介
○岡山独自の歴史や文化・芸能、伝統産業の再発見と継承
○岡山情報ハイウェイや先端産業の活用を紹介
○生涯学習拠点施設の機能を活かした学習活動を紹介
○スポーツレクリエーションの振興による地域の活性化

事業の内容

生涯学習見本市・生涯学習体験広場
岡山県総合グラウンド 〔予定〕
　企業・学校・行政機関や生涯学習活動を実践している団
体・グループ等が多彩な学習情報、生涯学習活動の成果
や実践例を展示・発表することにより、様 な々学びの提案と
体験、交流の場を提供します。

総合閉会式
会場：倉敷市芸文館 〔予定〕
　次期開催県への大会旗引継ぎ等のセレモニーにより、全
国各地における生涯学習の一層の発展を期待し閉会としま
す。

第19回全国生涯学習フェスティバル
市町村開催地（予定）

総合開会式
岡山シンフォニーホール 〔予定〕
　第5回おかやま県民文化祭・総合フェスティバルと合同
での開催となります。本県らしさを発揮した演出で、フェス
ティバルの開催を全国に向けてアピールします。

まなびピア岡山2007記念事業
　フェスティバルに対する関心と参加意欲を高めるため、
県内各地でテーマに沿った講演会やシンポジウム、その他
様 な々イベントを開催します。

◆市町村主催事業　14市2町（平成18年3月末現在）
　平成18年3月末現在で、16もの市町で開催することが
内定しました。さらに現在開催地となっていない市町村にお
いても、地域の活性化を図るため、参加についての取り組
みが検討されているところです。

◆参加事業
　主会場及び市町村会場において、参加者が自主的に企
画・運営・実施する事業です。

◆協賛事業
　県実行委員会が承認した、フェスティバルの趣旨に賛同
する関係機関・企業・団体が、フェスティバルの開催期間を
含む前後約3か月の間に岡山県内全域で実施する生涯学
習関連事業です。

岡山発
まなび
スタイル

■主催事業



岡山県生涯学習センター
平成18年度事業案内

各種、リーダーシップを発揮できる
様々な研修プラン
○生涯学習推進基礎講座
　市町村の生涯学習担当職員を対象に、生涯学習・社会教
育推進に必要な基礎的知識・技能の研修を行います。
　【年3回：4月、6月実施】
○生涯学習推進専門講座
　市町村の生涯学習担当職員を対象に、現代的な課題に
対応した実践的な内容の研修を行い、力量の向上を図り
ます。
　【年4回×4コース：5月、7月～9月、2月実施】
○社会教育施設職員等研修会
　生涯学習時代における社会教育・生涯学習のあり方につ
いて研修し、指導者としての力量の向上を図ります。
　【年2回：9月、12月実施】
○視聴覚ライブラリー担当者会・研修会
　視聴覚ライブラリーの運営上の諸問題を話合い、視聴覚
教育の一層の向上を目指します。
　【11月実施】
○岡山県公民館連合会・研修会
　公民館職員や市町村公民館担当者の研修を行います。
　【年3回：6月、9月、12月実施】
○教育メディア利用講座
　教育メディアを教育活動全体の枠組みの中で体系的に
利用できる力を身につけ、指導者としての資質の向上を
図ります。
　【2コース：8月、11月実施】
○パソコン指導者養成講座
　地域でのパソコン講座機会の増大に伴い、県内各地域で
の指導者の育成と、指導力の向上を図ります。
　【4コース：8月～11月実施】
○地域社会づくりリーダーセミナー
　生涯学習による地域社会づくりに向けて、官民協働で企
画立案した講座・イベントの実施を通して、リーダーの養
成を図ります。
　【年3回：6月、7月、2月実施】
○体験活動・ボランティア活動コーディネーター
　養成セミナー
　青少年の体験活動・ボランティア活動の充実をめざして、
コーディネーター、活動の指導者を養成します。
　【年3回：8月実施】

学びたいこと、いろいろ。あなたの生涯学習をサポートします。

学習事項に対して、相談にお応えします
○学習相談
　学習相談員が面談、手紙、電話、ファクシミリ、電子メール、
テレビ会議システムで、生涯学習に関する相談に応じま
す。
○岡山県体験活動ボランティア活動支援センター
　（こももセンター）
　青少年活動を支援するために、体験活動やボランティア
活動に関する情報を提供するととともに、活動のコーディ
ネートを行います。
○「ぱるネット岡山」による情報提供
　インターネット上で生涯学習情報を提供します。
○視聴覚教材・機材の整備・貸出、視聴覚教育の普及
　視聴覚教材・機材の貸出を行い、視聴覚メディア活用学
習を支援します。

○その他
　生涯学習情報の収集・整理、AVコーナーの整備・運営、図
書資料の収集等を行います。

○映像ボランティア養成講座
　ビデオ撮影からビデオ編集まで、映像に関する様々な技
術について研修し、映像技術のボランティア活動を前提
とした、映像技術指導者の育成を図ります。
　【7月実施】

 2 学習相談・情報提供

生涯学習推進専門講座

学習相談

学習の場、
交流の場として、

人生の輪が広がりま
す。

 1 指導者の養成と研修



○岡山県生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山）
　＜P.6～P.7参照＞
○遠隔講座（VOD等）の開設
○県民学習講座
・生涯学習ボランティア養成セミナー
　生涯学習の成果を活かし、積極的に社会参加を目指
すボランティアを養成します。
　【年3回：4月、9月、1月実施】
・ボランティア講師による初心者パソコン講座
　初心者の方を対象に、パソコン操作と利用方法等の
基礎的な学習を行います。＜P.8参照＞

・ソフト活用パソコン講座
　アプリケーションソフトに的を絞り、基本的な操作方
法の説明と実習をする研修を行います。＜P.8参照＞

・パソコンセルフスタディルーム（P.S.S.R.）
　パソコンの基礎技能の向上のため、テキストを使っ
て自習できる場を提供します。＜P.8参照＞
・ぱるシアター（特別上映会）
　優れた映像作品を気軽に鑑賞していただけるよう上
映会を実施します。＜P.9参照＞

・三学ぱる塾
　生涯学習センター登録の「ぱるボランティア」や生
涯学習大学修了生が企画・運営する講座を開設しま
す。＜P.7参照＞

 3 学習講座等の開設
多様な分野の仲間や多世代の仲間が集い、
学習成果を発表するなどの場や機会を提
供します。
○生涯学習「受講生の集い」
　岡山県生涯学習大学の受講生を中心に、学んだ内容や
学びを活かした活動などについて発表する場を提供しま
す。
○発表・展示・交流
　展示スペースを生涯学習成果の発表の場として提供しま
す。
　【年間】

○学習需要の調査研究（生涯学習についての調査）
　県民の学習ニーズ等の調査結果を基に、それに即した学
習プログラムの研究、開発を行います。

○伊島小との交流

生涯学習の拠点施設として、県民が自主的・
主体的に行う学習の場として施設・設備を
提供し、学習活動を支援します。
○三学ぱるマンスリー・トライアル
　生涯学習センター登録の「ぱるボランティア」を中心に企
画・運営する、親子で参加できる体験型イベントを開催し
ます。

 5 調査・研究

○ぱるシアター（子ども映画会）
　アニメ映画を中心に上映会を行い、幼児・児童が映画に
親しむ機会を提供します。

生涯学習「受講生の集い」

伊島小との交流

三学ぱるマンスリー・トライアル

 6 施設・設備の開放

 4 交流

生涯学習ボランティア養成セミナー



のびのび
キャンパス岡山
　のびのびキャンパス岡山（岡山県生涯学習大学）
では、県民の皆様の多様なニーズにお応えし、開か
れたキャンパスを目指して、学習講座を体系化し、
今年度も様々な学習機会を提供しています。
　のびのびキャンパス岡山には、主催講座と連携講

座があります。
　講座の情報は「受講案内」（市町村の公民館等にあ
ります）や、インターネットのホームページに詳しく
掲載されていますのでご覧ください。

（岡山県生涯学習大学）

岡山県生涯学習大学では「いつでも どこでも だれでも」が学べるように、県内各地で主催講座を開催して
います。受講を希望される方は、各講座開設機関にお問い合わせの上、直接お申し込みください。

県内各地で行われる主催講座

申込締切問い合わせ先講座開設機関講座名

～9/200863－83－9200玉野市生涯学習センター地方工業都市玉野の近・現代の歩み

～9/70866－92－8362総社市教育委員会古代最後のモニュメント
鬼ノ城の謎を追う!

～6/140867－72－6147新見市教育委員会満喫・感動にいみの宝物体験学習

～6/90868－72－2900美作市教育委員会歴史散歩
～現地で感じる歴史と文化の風～

～6/23086－225－5087NPO法人旭川を日本一美しい川に
育てる会

河川環境整備ボランティアチームリーダー養成講座
～次世代を担う青少年の育成を目指して～

一般教養コース （市町村・NPOで行う講座）

平成18年度　
三学ぱる塾（前期）　
開催講座一覧
　「三学ぱる塾」とは、岡山県生涯学習大学の修了生、または岡山
県生涯学習センター「生涯学習ボランティア」（ぱるボランティア）と
して活躍している人によって開設される講座です。
※三学ぱる塾は「岡山県生涯学習大学」の連携講座です。

平成17年度　三学ぱる塾（後期）　「陶芸の製作」

学びたいと思っている
あなたならどなたでも
受講できます。

受講生募集

平成17年度主催講座「備前瀬戸内発見伝」平成17年度主催講座「21世紀のくらしと文化」



申込締切問い合わせ先講座開設機関講座名

～6/22086－464－1021川崎医療福祉大学これからの健康と生活

～8/5086－523－0822くらしき作陽大学音と芸術へのいざない

～9/14086－440－1004倉敷芸術科学大学地球環境の現状と保全
～フィールドワークを通じて学ぶ～

～9/70867－72－0634新見公立短期大学アートを楽しむ

～8/40866－22－3517順正短期大学生きがいづくり

～7/28086－293－1100中国学園大学・中国短期大学インターネット活用講座

申込締切問い合わせ先講座開設機関講座名

～8/2086－251－7226岡山大学生涯学習の指導とコーディネート

～7/310866－22－7404吉備国際大学カラダとお金の危機管理

～7/1086－256－6656岡山商科大学経済のグローバル化と地域

～7/26086－256－9731岡山理科大学環境問題

～6/7086－473－1680倉敷市立短期大学21世紀のくらしと文化

～8/160868－22－7718美作大学栄養と運動

～6/150868－24－8217津山工業高等専門学校デジカメの活用

大学院コース 地域での指導者・ボランティア活動に生かすより高度な実践力を身につけるための
講座を開設します。

申込方法時間回数実施期間（実施期日）講座名
電話・FAX13：30～15：3012平成18年5月13日～9月16日国文学講座　源氏物語
電話・FAX10：00～12：006平成18年5月20日～9月16日物語と工作
E－mail10：00～16：005平成18年7月2日～8月6日eかおおと講座
往復はがき10：00～15：001平成18年6月10日WORD＆PAINT PART1
往復はがき10：00～15：001平成18年6月17日WORD＆PAINT PART2
往復はがき10：00～15：001平成18年7月1日WORD＆PAINT PART3
往復はがき10：00～15：001平成18年7月8日WORD＆PAINT PART4
往復はがき10：00～15：001平成18年7月15日WORD＆PAINT PART5
往復はがき10：00～15：001平成18年9月2日はじめまして! EXCEL君PART1
往復はがき10：00～15：001平成18年9月9日はじめまして! EXCEL君PART2

平成17年度主催講座「デジカメの科学」

専門教養コース 専門性の高い内容、現代的課題に関する内容について講座を開設します。

平成17年度主催講座「生きがいづくり」 平成17年度主催講座「生きがいづくり」



平成18年度パソコン講座
この講座は、岡山県生涯学習大学連携講座(短期講座)になります。

申込み締切(必着)時　間期　日コース 

 5 月 6 日(土)13:30～15:306月2日(金)・6日(火)・7日(水)・9日(金)前期昼間コース

 9 月26日(火）13:30～15:3010月24日（火）・25日(水)・27日（金）・31日(火)後期昼間コース

11月 4 日(土)10:00～15:0012月3日(日）・10日(日)日曜コース

ボランティア講師による 初心者パソコン講座
～マウス操作からワードの初歩まで～

前期ソフト活用パソコン講座
～初心者からステップアップ～

ウィンドウズの基本操作、文字入力ができる方が対象です《各コースとも全３回》

申込み締切(必着)時　間期　日コース 

5月20日(土)13:30～15:306月20日(火)・21日(水)・23日(金)インターネットとメールを使おう昼間コース

5月27日(土)18:30～20:306月27日(火)・28日(水)・30日(金)ワードでちらしをつくろう夕方コース

6月11日(日)18:30～20:307月11日(火)・12日(水)・14日(金)エクセルで売上一覧表をつくろう夕方コース

8月 1 日(火)13:30～15:309月1日(金)・5日(火)・8日(金)デジカメ画像で楽しもう昼間コース

①往復ハガキ
　「希望パソコン講座名・希望コース名」を明記し、
郵便番号、住所、電話番号、 氏名を記入の上、
郵送。  
②センターに直接来所
　抽選結果をお知らせするハガキのみをご持参く
ださい。
③インターネット上から
　生涯学習センターホームページ→学習講座→講
座受講申込
※受講希望者が多数の場合は、抽選となります。
返信はがきまたはＥメールで抽選結果をお知らせ
します。
お問い合わせは情報課 086-251-9752 まで

複数回の申込は可能ですが、
1コースにつきいずれか一つ
の方法でお申し込みください。

自分のペースでパソコンの自己学習をしてみませんか

申し込み開始実　　　施　　　日

 4/27～5/17(水)・5/27(土)・6/3(土)・6/14(水)・6/24(土)・7/5(水)・7/12(水)・7/22(土)１期

 9/ 1～  9/6(水)・9/13(水)・9/30(土)・10/11(水)・10/21(土)・10/28(土)・11/8(水)・11/25(土)２期

実施コース ・はがき作成（Word2002）　・文書作成（Word2002）　・画像の加工(Word2002） 　・地図作成（Word2002）
 ・インターネットの楽しみ方（IE､OE等）　・表計算の基礎(Excel2002)　・発展(Excel2002)
 ・ホームページ作成（ホームページビルダーVer.7）　・ディジタル写真（フォトストーリー3）
 ・デジタル画像（Paint Shop Pro 7）　・スライド作成（PowerPoint2002）
 ※各コース毎にテキスト代として100円が必要です。

電話または来所で申し込んでください。　情報課　086－251－9752
※申込みは各期内で5回までとし、各開催日の定員に達した時点で締め切ります。
　 複数期の参加は可能ですが、その都度申し込みが必要です。

申し込み

申し込み

パソコン セルフスタディ ルーム（P.S.S.R.）



ぱるシアター（前期）

上映場所／岡山県生涯学習センター
子ども映画会：情報創作棟 1階視聴覚室　72席(当日先着順)
特別上映会　：体育館・ホール　350席(要予約)

上映内容開催日時
【子ども映画会】
「うちのタマ知りませんか 猫の巣城」「花咲か爺さん」「夢を買う」「さるかに合戦」
「たのきゅう」「セロひきのゴーシュ」

4/15(土)
13:30～15:00

【子ども映画会】
「ちびまる子ちゃん」「双子の星」「白雪姫」「赤い靴」「長ぐつをはいた猫」

5/20(土)
13:30～15:00

【子ども映画会】
「ぞくぞく村のオバケたち　雨ぼうずピッチャン」「サヨナラ、みどりが池」
「そばの花さいた」「注文の多い料理店」

6/17(土)
13:30～15:00

【子ども映画会】
「七夕ものがたり」「じごくのそうべえ」「忍たま乱太郎」
「ちびねこコビとおともだち」

7/15(土)
13:30～15:00

【特別上映会】
「半落ち」出演：寺尾聰、柴田恭兵、原田美枝子ほか

8/20(日)
13:30～15:40

【子ども映画会】
「猫の事務所」「おじいちゃんはボクのヒーロー」「耳なし芳一」「月見の枝」
「三年寝太郎」「ひょうたん長者」「お月様とうさぎ」

9/16(土)
13:30～15:00

お問い合わせ先　〒700-0016　岡山市伊島町３‐１‐１
岡山県生涯学習センター　情報課　TEL086-251-9752

●特別上映会「半落ち」は右の要領でお申し込み
下さい。来所して申し込まれる場合は官製はがきを
持参してください。生涯学習センターのホームペー
ジからも申し込めます。
http://www.pal.pref.okayama.jp/top.html
[学習講座]の[講座受講申込]をクリック
※個人情報は鑑賞の可否の連絡等、本事業の運
営以外の目的には一切使用いたしません。

　岡山県視聴覚ライブラリーでは、
学校や社会教育施設、町内会など、
県内の団体を対象に、視聴覚教材・
機材の貸し出しを行っています。
　ビデオテープをはじめ、16ミリ
フィルム、DVDなどの教材を多数そ
ろえ、無料で貸し出しています。機
材の操作がわからない方にはお教
えいたします。お気軽にお問合せ下
さい。

申し込み

視聴覚教材の利用の仕方
①生涯学習センターが配付しております
視聴覚教材目録（冊子）からお選び下
さい。
　インターネットからも教材の検索ができ
ます。
　http://www.pal.pref.okayama.jp/

②電話(086-251-9752)で予約します
　●3ヶ月前の月の初日から予約可能
　●１度に３本まで
　●期間は７泊８日以内（宅配の場合、
　配送期間も含む）

③借用申込書を記入し、FAX(086-
251-9757)または郵送します。

④岡山県生涯学習センター情報課で教
材を受取ります。

　宅配も可能（送料は利用者負担）※著作権法に触れる場合、入場料等を徴収す
る場合、営利目的、特定の政党・宗教の宣伝活
動にはご利用いただけません。

視聴覚教材
情報をクリッ
クして検索
してくださ
い。

視聴覚ライブラリーからのお知らせ
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　吉備のよさを全国に発信しようと、古代吉備の歴史な

どを学ぶ市民グループ「鬼ノ城塾」は平成13年の春、開

塾しました。塾の拠点は、古代山城・鬼ノ城（総社市奥坂）

の 麓 にあるゴルフ場のクラブハウス。塾生である会員の
ふもと

多くは、働き盛りの会社員です。

　この年は、歴史や芸術といった各ジャンルの第一人者

を講師に迎え、鬼ノ城を中心とした吉備の文化のすばら

しさを学ぼうと、6回にわたり講義が行われました。この

なかには、課外授業として実際に鬼ノ城を歩き説明を聞く、

フィールドワークもありました。その後、ゴルフ場の都合

で休講となった時期もありましたが、この年以降も、鬼ノ

城・西門の復元状況やまちづくりへの取り組み方など、切

り口を鬼ノ城や古代吉備に迫るものを講義内容に設定し、

塾は今日まで続けられてきました。

　平成17年の春、塾では、課外講義の一つとして「たた

ら操業をやってみよう」ということになりました。たたらと

は古代の製鉄方法です。操業場所には、国内最古級の

製鉄炉跡である 千  引 カナクロ谷遺跡に
せん びき

近く、鬼ノ城の麓（総社市阿曽地区）にあ

るコミュニティ広場を選びました。また、

6世紀のたたらにこだわり、できるだけ当

時の炉を復元し、砂鉄ではなく鉄鉱石を

用い、送風も手押フイゴで行うことにな

りました。

　たたら操業は昨年11月20日、粘土を

たたき締めて作る炉づくりから始まりまし

た。23日には、完成した炉に鉄鉱石と木

炭を交互に投入開始。2基の手押しフイ

ゴを使って炉の下部から送風し、炉内の

温度を上げていきます。昼前に始まった

本操業では、塾生だけでなく、このことを聞いて

駆けつけた人たちも、炉への鉄鉱石や木炭の投

入体験やフイゴ押し体験をしました。

　日も暮れ、炉から青白い炎が立ち上がるなか、

炉を取り巻く人 は々鉄ができるのを今か今かと待っていま

した。操業開始から約10時間が過ぎた午後10時ごろ送

風を停止。炉を壊して鉄の塊を取り出しました。

　塾生たちは、この操業に一応の成果はあったものの、

取り出した塊には満足できない部分もあり、鉄鉱石を使っ

た操業のむずかしさを痛感。考古学の専門家の応援も受

けて、今回の結果の検証と研究を1年かけて徹底的に行

い、再度6世紀のたたらに挑戦することになりました。

　幅広い討議を行い、情報発信とともに新しい何かが創

造できればとがんばっている鬼ノ城塾も、開講以来5年

が過ぎました。これを記念して塾では今年12月に、芸

術・文化・アートによる吉備のまちづくりをテーマに「アート

教育ﾌﾟログラム・鬼ノ城」と題したフォーラムを開催予定。

今後もまちづくり・人づくりにつながる活躍が期待されま

す。

吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉備備備備備備備備備備ののののののののののよよよよよよよよよよささささささささささをををををををををを学学学学学学学学学学びびびびびびびびびび、、、、、、、、、、吉備のよさを学び、
ままままままままままちちちちちちちちちちづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりにににににににににに生生生生生生生生生生かかかかかかかかかかすすすすすすすすすすまちづくりに生かす
鬼ノ城塾が昨年取り組んだ「たたら操業」を
中心にこの塾について紹介します。

①炉に木炭を投入

②「たたら」の本操業中

③手押フイゴを体験する子供たち　

④講義中の様子

①

③

②

④
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　核家族化や少子化等により地域の連帯感、人間関係
の希薄化が進み、個人が主体的にコミュニティ活動をす
ることが少なくなってきている今、子どもたちの豊かな人
間性や社会性を育むために、多くの人や社会、自然など
と直接ふれあう体験の場が必要となっています。体験活
動ボランティア活動支援センターは、小・中学生が土・日
曜日などの休日を生き生きと過ごすための体験活動・ボ
ランティア活動など情報収集・提供を行うと同時に指導
者の登録や紹介、相談などを受けつけています。現在、
登録ボランティアとして華道、囲碁、絵手紙、農業、陶

芸、手話、絵本の読み語り、パソコンなど67名の地域の
大人が登録しています。
　登録ボランティアの氏名・活動内容・活動地域・活動
可能日の情報は、公民館や子ども会・保育園・幼稚園・小
学校・中学校などへ提供し、各団体や施設で子どもの体
験活動・ボランティア活動の充実が図れるようにしてい
ます。また、活動を通じて子どもと地域の大人がふれあ
える場の充実を図り、子どもと地域の大人をつなぎ、子
どもを見守る地域の輪が広がるよう推進しています。

子どもたちの豊かな子どもたちの豊かな
人間性や社会性を育むために人間性や社会性を育むために

～地域いきいき「みんなの広場」～

　登録ボランティアは、既に地域で活躍し、多くの子ど
もに笑顔を咲かせ、多くの子どもから元気をもらっていま
すが、中にはなかなか声が掛からない方もいます。これ
まで声が掛かるのを待つだけでしたが、これからは登録
ボランティア自らが売り込みをしようということで、自分
たちで企画・運営し、子どもに体験活動や交流活動等の
機会を提供し、地域の大人と子どもをつなぎ、親子の絆
を深め、新しい友達をつくる場となる事業として、地域い
きいき「みんなの広場」が開催されました。

　今年は３月土・日曜日の２日間を利用して公民館で
開催され、登録ボランティアが企画・運営する「やきもの
体験の広場」「おはなしの広場」「フォークダンスの広場」
「手話体験の広場」「風船アート体験の広場」「しゃくはち
体験の広場」「絵本とあそぼ」「パソコンの広場」などの各

種体験交流コーナーのほか、市教育委員会や市青年団、
市視聴覚ライブラリーと連携した「映画の広場」や親子ふ
れあい講演会「集いの広場」を行いました。

　事業には、２日間で約800人の親子が来場し、体験
交流コーナーをいくつも回る子どもの姿も数多く見られ、
「楽しかった」「こんなのできた」など笑顔・笑い声が絶え
ず溢れていました。
　また、登録ボランティアの方 も々子どもとの交流がで
きただけでなく、登録ボランティア同士の交流が図れる
など好評で、次に向けてどうすれば良いかなど積極的な
意見が聞かれました。そして、受身から自発的に売り込
みをしようと積極的な取り組みを図ろうとする意識が登
録ボランティアの中で生まれ始める良い機会にもなりま
した。今後の活躍が楽しみです。

◆瀬戸内市体験活動ボランティア活動支援センター

◆地域いきいき「みんなの広場」

しゃくはち体験の広場

集いの広場

やきもの体験の広場絵本とあそぼ
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学習相談を
ご利用ください
「パソコンの学習をしたい」「学習する意欲はあるのだがどんな学

習をしてよいか分からない」みなさんは、こんな疑問や悩みを

持っていませんか？県生涯学習センターでは、専門の学習相談

員が、生涯学習に取り組んでおられる方や、これから何かを学

習しようとされる方の疑問や悩みをお聞きし、学習情報の提供

や、学習方法の紹介などを行っています。ぜひ一度、学習相談

をご利用ください。

学習相談コーナー　
体験活動ボランティア
活動支援センター
●お問い合わせ先［共通］
TEL 086-251-9758　
FAX 086-251-9757
電子メール　
syogaise01@pref.okayama.jp

パソコン講座を受けたい

　　講座・研修会の案内

手話サークルを紹介して欲しい

　　団体サークルの案内

講師を探している

　　講師ボランティア紹介

福祉の資格を取りたい

　　資格取得の案内

展示できる所を探している

　　施設利用の案内私たちがお答えします
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