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10年間の歩み H i s t o r y
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 生涯学習センター 

10年間の歩み 
 

平成9年 

平成１０年 

平成１１年 

平成１２年 

平成１３年 

平成１４年 

平成１５年 

平成１６年 

平成１７年 

平成１８年 

平成8年度　平成18年度 

H8.12　岡山県生涯学習センター竣工 

H9.2　 
オープン記念式 

H9.5　岡山県生涯学習大学開設 

H9.2　 
岡山県生涯学習 
情報提供システム 
「ぱるネット岡山」稼働 

H11.7　三学ぱるトライアルデイ開催 

H9.2　 
県民学習講座 
実施 

H10.3　 
生涯学習 
「受講生の集い」 
開催 

H17.4　 
生涯学習・社会教育担当者向けの 
研修リニューアル 

H12.4　 
生涯学習センター施設ボランティア 
（ぱるボランティア）設置 

　平成9年2月、多くの期待を担って開所した岡山
県生涯学習センターは、ここで１０周年の節目の年
を迎えます。 
　当センターは、烏城高校、児童会館と連携しな
がら、少・壮・老の三世代の県民の皆さんが楽しく
学習や交流ができるゾーンとして、「三学ぱる岡山」
の愛称で、誰もが、いつでもどこでも学ぶことが出
来るよう、生涯学習推進の拠点施設として活動を
続けてきました。　　 
　今年は開所１０周年を記念した「まなびピア岡山
２００７」プレフェスティバルを開催するとともに、 
１０周年のあゆみパネル展等を行います。 
　これからも、県民の皆さんが生涯にわたって行
われる学習の支援ができるよう、所員一同努力し
てまいります。 
 
　　岡山県生涯学習センター所長　岡田　浩明
　　　　 
 

所長所感 
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「まなびピア岡山２００７」 
  プレフェスティバル 

　平成19年11月に開催する第19回全国生涯学習フェスティバルを、多くの
方に知っていただき、また参加・来場していただくため、開所10周年を迎える
県生涯学習センターを会場に、プレフェスティバルを開催します。皆さまの参
加をお待ちしています。 

まなびピア岡山2007プレフェスティバルの開催 I n f o r m a t i o n

第１９回全国生涯学習フェスティバル 

平成１８年11月２日（木）～３日（金）［祝日］ 

平成18年11月2日（木）　10：00～15：40

岡山県生涯学習センター１０周年記念 

と　き 

ところ 岡山県生涯学習センター 

21世紀の生涯学習を考えるＤＡＹ 21世紀の生涯学習を考えるＤＡＹ 
●オープニングセレモニー  （10：00～10：35）　〔体育館ホール〕 

大会イメージソングの表彰・発表 
●シンポジウム　（10：40～12：10）　〔体育館ホール〕 

テーマ  「生涯学習でキラリ☆元気なまちづくり」 
　　　　コーディネーター 　松畑熙一氏（中国学園大学学長） 
　　　　シンポジスト　　　 山口裕視氏（岡山県副知事） 
　　　　　　　　　　　　　岡崎敬郎氏（岡山県生涯学習大学修了生） 
　　　　　　　　　　　　　加納容子氏（ＮＰＯ法人勝山・町並み委員会） 
　　　　　　　　　　　　　実末和子氏（和気町体育指導委員） 
　　　　　　　　　　　　　守屋美雪氏（箭田まちづくり推進協議会：真備） 
　　　　　　　　　　　　　横見和憲氏（どろんこ塾：高梁） 

●記念講演会　（13：00～14：20）　〔体育館ホール〕 

口　演  「人の輝き　まちの輝き」 
　　　　講師　大分県佐伯市観光大使　　矢野大和　氏 

●ポスターセッション　（14：40～15：40）　〔情報創作棟ほか〕 

「岡山発まなびスタイルによる取組事例の発表－まなびピア岡山2007へ向けて－」 
 Ａグループ「岡山独自の歴史や文化・芸能、伝統産業の再発見と継承」 
　　・笠岡市白石公民館（純白石産綿織物）　　・奈義町教育委員会（横仙歌舞伎） 
Ｂグループ「ＩＴの活用や先端技術の活用」 
　　・岡山市立御南西公民館（子育て講座の配信）・津山工業高等専門学校（ロボット公開講座） 
Ｃグループ「現代的な課題への取組」 
　　・NPO法人まちづくり推進機構岡山（防災まちづくり）・岡山市立京山公民館（ESD環境プロジェクト） 
Ｄグループ「生涯学習拠点施設の機能を活かした学習活動」 
　　・県生涯学習センター（ぱるボランティアの活動）　・おはなし玉手箱（読み聞かせ等の活動） 
Ｅグループ「スポーツレクリエーションの振興による地域の活性化」 
　　・ＮＰＯ法人きよね夢てらす（スポーツ、文化活動等によるまちづくり） 
　　・備前市商工観光課（まほろばウォーク） 

マナビィ 
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　このほか、地産地消ＰＲコーナーや県立児童会館での体験コ
ーナーもあります。 
　また、2日間を通して、岡山県生涯学習センター10周年のあ
ゆみパネル展や第19回全国生涯学習フェスティバル市町村開
催地パネル展を開催します。 

21世紀の生涯学習を考えるＤＡＹ 

子どもがキラリ☆かがやきDAY
（９：３０～９：４５） 〔交流棟前〕 

平成18年11月3日（金）・祝日

岡山市立津島小学校吹奏楽部 

ウェルカムアトラクション 

（１０：００～１１：３０） 〔視聴覚室〕 

「輝くまちへ－わたしたちからの提案－」 
●コーディネーター　　　　　　　　　　　　岡山大学教育学部助教授　　　　　　　熊谷愼之輔　氏 
●登壇者 
　「岡山市子ども会ジュニアリーダーズクラブメンバー」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  岡山市立御南中学校 ３年　　　　　　　 丸岡千恵 さん 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　岡山市立興除中学校 ３年　 　　　　　　小嶌夏季 さん 
　「ＡＭＤＡ高校生会メンバー」　　　　　　　県立岡山操山高等学校 １年　　　　　　 杉山高志 さん 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　県立岡山操山高等学校 １年　　　　　　 竹久真也 さん 
　「岡山市京山地区ＥＳＤ環境プロジェクト（岡山KEEP）メンバー」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　県立岡山朝日高等学校 １年　 　　　　　 幸谷勇作 さん 
　「吉備国際大学ボランティアセンター学生スタッフ」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　吉備国際大学福祉ボランティア学科 ３年　矢田尚子 さん 

青少年による地域社会づくりフォーラム 

（１２：３０～１５：３０） 〔体育館ホール〕 

●粟井春日歌舞伎保存会　　　（美作市立粟井小学校６年） 

●新見マジックサークル 

　　　　　　　　　（高梁中学校３年　藤森大樹さんほか） 

●竹のオーケストラ〔小学生の部〕　　　  （倉敷市真備町） 

●劇団花みずき　　　　　　　　　　　　  　  （備前市） 

●ギター演奏 

　  （岡山市立岡山後楽館高等学校　１年　 高尾和樹さん） 

●合唱　　　　　　　　  （県立高梁高等学校コーラス部） 

キラリ☆ステージリレー発表 
（１０：００～１５：３０） 〔屋外テントほか〕 
親子チャレンジ体験広場 

（１３：００～１５：００） 〔視聴覚室〕 
子ども映画会 

●木の実のペンダントづくり 

●木工クラフト 

●パソコンで工作　　　　など４０のコーナーを予定 

「まんが日本昔ばなし」の上映 

岡山県マスコット  ももっち 

みんなで 
参加しよう！ 

9：30～15：30

11月2日（木）のオープニングセレモニー、シンポジウム、

記念講演会、ポスターセッションに参加御希望の方は事

前のお申込が必要です。 

申  込  先：第19回全国生涯学習フェスティバル実行委員

会事務局（県教育庁生涯学習課全国生涯学習

フェスティバル推進室内） 

　　　　ＴＥＬ：086－221－5530 

申込期限：10月20日（金）　　 

申込方法：お電話でお申し込みください。　　 

定　　員：700名　申込期限内でも、定員700名に達し

た場合は、締め切らせていただきますので、御

了承ください。 

なお、上記以外については、御自由に参加いただけます。 

お問合せ・お申込先 
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三学ぱるマンスリー・トライアル報告 A c t i o n

利用期間 
開館時間 
休 所 日 
 
 
 
 
駐 車 場 
利用手続 

1週間（最長2週間まで） 
火～土曜日　9:00～21:00、日曜日　9:00～17:00 
月曜日、国民の祝日・休日、12月28日から翌年の1月4日 
※ なお、月曜日が祝日又は国民の休日の場合、当日を 
開所し、翌日の火曜日を休所日とします。 
ただし、当センターの行事等でやむを得ず利用日・ 
利用時間の変更をお願いする場合があります。 

普通車180台、大型バス4台 
利用希望月の6ヶ月前の月の初日から1週間受け付けます。多数の応募があ
ったときは、調整や抽選を行います。その後に空きがある場合は、随時受け付
けます。 

三学ぱる 

　7月23日（日）に、生涯学習センター・烏城高校・児童会館の3施設（愛
称：三学ぱる岡山）が連携し、「三学ぱるマンスリー・トライアル〈7月期〉」
を開催しました。 
　「三学ぱるマンスリー・トライアル」は、子どもたちに豊かな体験活
動をしてもらおうと、生涯学習センターの「ぱるボランティア」が中心
となって毎月第1土曜日に行っています。7月23日は、夏休みに入って
最初の日曜日、「七夕かざり」や「木のふね」「バルーンアート」など普段
よりコーナー数を増やし、15コーナーを設けて行い、750人の人でに
ぎわいました。 

「三学ぱる岡山」開放事業 

 ＜オープニング・読み聞かせ＞ 

マナビィの登場に、子どもたちも  
大喜び。11月にまた、会おうね！ 

●木のふね作り 

●どっかん花火 

●マーブリング 

●バルーンアート 

●手品体験 

●ストロー鉄砲作り 

＜木のふねを作ったよ＞ 

＜オリジナルうちわの完成＞ 

＜手品体験もしたよ＞ 

＜マーブリングって不思議？＞ 

＜バルーンアートに挑戦＞ 

＜楽しいな！ヨーヨーつり＞ 

＜花の苗をもらったよ＞ 

＜すてきな七夕かざりだね！＞ 

〈7月期〉報告 

マンスリー・トライアル マンスリー・トライアル 

●うちわ作り 

●スライム作り 

●ヨーヨーつり 

●七夕かざり 

●わたがし 

●プラネタリウム 

など 

烏城高校や岡山大学、キラリ☆ネットのボランティアも大活躍し、 
また、児童会館のプラネタリムも大盛況でした。 



岡山県生涯学習センターのボランティア紹介 
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I n f o r m a t i o n

ぱるボランティアとは… 
　ぱるボランティアとは、岡山県生涯学習センターの施設ボランティアのことです。センターで実施している講
座やイベント等に幅広くボランティアとして参加・参画しています。自己実現を目的とし、「いつでも、どこでも、誰
でも、気軽に、楽しく」を合い言葉に活動しています。 
　平成17年度からぱるボランティアの活動分野を情報、視聴覚、体験活動、広報、フロアーの5分野に分けて
活動しています。現在、ぱるボランティアの登録人数は33人です（H18.8） 

パソコンを有効に活用するために！ 

映像を記録しよう！  
 

ボランティア相互の連絡と情報提供のために！ 

ぱるボランティア 
募 集 中 ！！ 
 

あなたもボランティア活動に参加しませんか？ 

施設を気持ちよく使ってもらうために！ 子どもたちの輝く顔を見たい！ 

岡山県生涯学習センター  展示スペース 

詳しくは、岡山県生涯学習センター振興課  ＴＥＬ 086－251－9751 まで 

情報分野  

視聴覚分野  
広報分野  

フロアー分野  体験活動分野  

展示スペース 

フロアー全面（200㎡）、展示用パネル6枚、自在ワイヤーとフック、作品台（2400mm×900mm）×8、 
展示ケース（1800mm×1000mm）×3、スポットライト有り 

車　　JR岡山駅西口から約5分 
バス　岡電バス　JR岡山駅西口から 
　　　中央病院線京山入口下車徒歩8分 
徒歩　JR岡山駅西口から約25分（約1.7km） 

三学ぱる岡山   岡山県生涯学習センター 
TEL（086）251-9751　FAX（086）251-9757  

使用料 
無料 

■ 利 用 案 内  
利用期間 
開館時間 
休 所 日 
 
 
 
 
駐 車 場 
利用手続 

1週間（最長2週間まで） 
火～土曜日　9:00～21:00、日曜日　9:00～17:00 
月曜日、国民の祝日・休日、12月28日から翌年の1月4日 
※ なお、月曜日が祝日又は国民の休日の場合、当日を 
開所し、翌日の火曜日を休所日とします。 
ただし、当センターの行事等でやむを得ず利用日・ 
利用時間の変更をお願いする場合があります。 

普通車180台、大型バス4台 
利用希望月の6ヶ月前の月の初日から1週間受け付けます。多数の応募があ
ったときは、調整や抽選を行います。その後に空きがある場合は、随時受け付
けます。 

1週間（最長2週間まで） 
火～土曜日　9:00～21:00、日曜日　9:00～17:00 
月曜日、国民の祝日・休日、12月28日から翌年の1月4日 
※ なお、月曜日が祝日又は国民の休日の場合、当日を 
開所し、翌日の火曜日を休所日とします。 
ただし、当センターの行事等でやむを得ず利用日・ 
利用時間の変更をお願いする場合があります。 

普通車180台、大型バス4台 
利用希望月の6ヶ月前の月の初日から1週間受け付けます。多数の応募があ
ったときは、調整や抽選を行います。その後に空きがある場合は、随時受け付
けます。 

利用期間 
開館時間 
休 所 日 
 
 
 
 
駐 車 場 
利用手続 

マンスリー・トライアル 
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ぱるシアター（無料映画会） 
上映場所／岡山県生涯学習センター 

上映内容 開催日時 

１０月２１日（土）13:30～15:00

１１月１８日（土）13:30～15:00

１２月１６日（土）13:30～15:00

 
１月２０日（土）13:30～15:00

２月１８日（日）13:30～15:40

 
３月１７日（土）13:30～15:00

●子ども映画会　「ハロウィンの大冒険」「どんぐりと山猫」「ねずみくんのチョッキ③」 
 
●子ども映画会　「七五三と子どもたち」「プーさんとはちみつ」 
　　　　　　　　「アルプスの少女ハイジ」「きずだらけのりんご」 
 
●子ども映画会　「ミッキーマウスのメリークリスマス」「年神様とお正月」 
　　　　　　　　「南極犬タロ」 
　　　　　　　　「眠れぬ夜の小さなお話  すてきなイブのお話／雪の日雪の精のお話」 
 
●子ども映画会　「福は内！鬼は外！」「雪渡り」「やさしいオオカミ」 
　　　　　　　　「まんが日本昔ばなし  一寸法師／火男／カチカチ山／大沼池の黒竜」 
 
●特別上映会　事前申込が必要 
　　　　　　　　「たそがれ清兵衛」監督：山田洋次　原作：藤沢周平 
　　　　　　　　　　　　　　　　 出演：真田広之、宮沢りえ、小林稔侍ほか 
 
新着教材特集（作品未定） 
 

●子ども映画会　視聴覚室　７２席（予約不要） 
●特別上映会　体育館・ホール　３５０席（要予約） 
 

●ぱるシアター特別上映会 
　「たそがれ清兵衛」 
　下記の要領で、往復ハガキにてご応募ください。 
　直接来所して申し込まれる方は普通ハガキを持参してください。 
　インターネットを使い、生涯学習センターホームページからも 
　申し込めます。 
　http://www.pal.pref.okayama.jp/top.html 
 

お申し込み・お問合せ　〒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　電話０８６－２５１－９７５２ 

 

岡山県生涯学習センター 
平成１８年度事業（１０月～３月）のご案内 

岡山県生涯学習センターでは、平成１７年度より新たに生涯学習の指導者として活躍してみたい方を対象に、研修を行っています。 

上記講座の申込・お問い合わせは、岡山県生涯学習センター振興課　電話 ０８６－２５１－９７５１ 

学習講座 

　生涯学習の成果を生かしたボランティアとして活躍してみたい人を対象に、生涯学習ボランティア養成のための 
講座を開催します。 

生涯学習ボランティア養成セミナー 

生涯学習ボランティア養成 
セミナー 

講　座　名 

岡山県生涯学習センター 

会　　場 

1月21日（日） 

期　　日 

生涯学習ボランティアについて、大学教授の講義や 
地域で活躍している人の実践発表等。詳細未定。 

内　　容 

県
民
学
習
講
座 

指導者の養成と研修 

　県・市町村の生涯学習担当者や地域社会づくり推進のリーダー等を対象として、生涯学習の現代的課題に対応 
した実践的内容の研修を行います。 

生涯学習推進専門講座 

生涯学習推進専門講座 
（第４回） 

講　座　名 

岡山県生涯学習センター 

会　　場 

2月7日（水） 

期　　日 

○各コースからの実践発表 
○講義「住民主体の地域社会づくりの実践」 
 

内　　容 

行
政
職
員
等
研
修 

岡山県生涯学習センターの講座紹介・お知らせ Lecture introduction
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パソコン関連講座の紹介 I n f o r m a t i o n

 

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。 

●後期昼間コース　9月26日締切　 
　10月24日（火）・25日（水）・27日（金）・31日（火）  13:30～15:30 

●日曜日コース　　11月4日締切 
　12月3日（日）・10日（日）  10:00～15:00

ボランティア講師による初心者パソコン講座（WindowsXP使用） 
　 マウス操作やキーボード入力を中心に学習します 

●エクセルで売上一覧表をつくろう（夕方コース）　9月17日締切 
　10月17日（火）・18日（水）・20日（金）  18:30～20:30 

●ワードではがきをつくろう（昼間コース）　10月14日締切　 
　11月14日（火）・15日（水）・17日（金）  13:30～15:30 

●デジタル画像で楽しもう（昼間コース）　11月5日締切　 
　12月5日（火）・6日（水）・8日（金）  13:30～15:30

後期ソフト活用パソコン講座  ～脱初心者～ 
　 Windowsの基本操作と日本語入力ができる方に 

【コース】（各コーステキスト代として100円が必要です。） 
・ はがき作成（Word2002）　・ 文書作成（Word2002）　・ 地図作成（Word2002）　 
・ 画像の加工（Word2002）　・ インターネットの楽しみ方（IE、OE等）　・ 表計算の基礎（Excel2002） 
・ 表計算の発展（Excel2002）　・ ホームページ作成（ホームページビルダーVer.7） 
・ デジタル写真をもっと楽しく（フォトストーリー3）　・デジカメ写真で楽しもう（PaintShopPro7） 
・ プレゼンテーションスライド作成（PowerPoint2002） 

【開催日】（時間はいずれも13:30～15:30）　 
　○第2期〔9月1日（金）受付開始〕 
　　9月6日（水）・13日（水）・30日（土）　10月11日（水）・21日（土）・28日（土）　11月8日（水）・25日（土） 

パソコンセルフスタディルーム（P．S．S．R．） ※パソコン自己学習の部屋 

・受付開始日の午前9時から電話または来所で申し込んで下さい。　　
・申込は各期5回を上限とし、各開催日の定員（20名）に達した時点で締め切ります。 
 

申込方法 
 

受講無料 

①往復はがきの場合 
　「希望パソコン講座名」を明記し、郵便番号、住所、 
　 電話番号、氏名、年齢を記入の上、郵送下さい。 
②センターに直接来所の場合 
　抽選結果をお知らせするハガキのみをご持参下さい。 
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。 
※定員各コース20名、多数の場合抽選となります。 
　資料代として100円が必要です。 

※個人情報は受講可否の連絡など、本講座の 
　運営以外の目的には一切使用致しません。 

申 込 方 法  
 

TEL（086）251－9752
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わがまちの生涯学習（地域社会づくり） Life Long Learning In Our Town

『活躍☆キラリ』 
 

島がいきいき  元気になるために 
島づくり海社 ～笠岡諸島のしまべん～ 

子どもを地域で守り地域で育てる！ 

◆北房子ども地域活動推進協議会 
　昨今、子どもたちが身近な場所で様々な体験や交

流を行うことができる「子どもの居場所」をつくることの

重要性が叫ばれていますが、北房地区では、生涯学習

や子どもの地域活動に関わる地域の方々や各種団体

で組織している「北房子ども地域活動推進協議会」が、

そのために様々な活動をしています。その一環として行

っている地域子ども教室「なんでも寺子屋教室」では、

今年度も夏休み中のイベントとして料理教室、ニュー

スポーツ教室、工作教室を実施しました。 

　今回は、参加した子どもたちに充分楽しんでもらえる

よう、料理教室に給食の人気メニューを取り入れるなど

工夫を凝らすと共に、中学生のボランティアに指導者

として子どもたちを教えてもらいました。ボランティアの

生徒たちには、初めのうちこそ子どもたちへ指導するこ

とへの恥ずかしさやとまどいが見られましたが、最後に

は立派な指導者として活躍してくれていました。このボ

ランティア活動を通じて、協議会の活動への理解や賛

同が得られ、将来は地域づくりのリーダーとなってくれる

人材が育てばうれしい限りです。 

真
庭
市 

笠
岡
市 

 
「みまもる輪防犯運動」出発式 

ナイロン製ベストを着た 
ボランティアの方 

笠岡市 

真庭市 

しまべんの完成 

　笠岡市といえば、カブトガニと白石踊り。そして、日本

で二番めの広さをほこる大干拓地です。 

　七つの有人島は、「空屋対策・しまべん」と全国放

送や雑誌で紹介されご存じの方も多いと思います。今

回は、しまべんについてご紹介します。 

　２００５年５月２９日、ＮＨＫＢＳ２「おーいニッポン」で駅

弁ならぬ島のオリジナル弁当づくりを企画し、笠岡諸

島６島がそれぞれの島の食材を使った「しまべん」を開

発しました。しまべんは「島で作る」「島の人がつくる」「島

の食材を使って作る」というコンセプトで旬の食材をふ

んだんに使い、新鮮で素朴な味わいはふるさとのお母

さんの温かさを感じさせます。 

　イベントで一時的に「べんとう」をつくることは、笠岡

諸島の島にとってはそんなに大変なことではありません。

しかし、せっかくＮＨＫで大宣伝をしてもらったのですから

「幻のしまべん」とするのではなく恒常的に「しまべん」

作りを行う体制を作り、地域の活性化につなげるという

ことが一番大切なことでした。 

　最初は、それぞれの島の公民館で作っておりましたが、

一年がかりで施設の営業許可の問題や「べんとう」を

作るスタッフの問題等をクリアーして受注体制も確立し、

それぞれの島に「しまべん会社」ができました。 

　特に、真鍋島では「しまべん」をきっかけに住民の方

がしまべんハウスを建設するなどととてつもないことに

なり、その施設に東京から移住してきた寿司職人が携

わり、しまべんを出発点として高齢者の弁当サ－ビス・

特産品加工づくり等へと大きな広がりをみせています。

この真鍋島のしまべんは、とり貝を使った「海柱べんとう」、

「あなご寿し」、「鯛飯」など旬のしまべんをどんどん開

発しています。それぞれ予約が必要で、一応定価もあり

ますが、相談に応じてくれます、笠岡港での受け取りも

可能です。 

　笠岡諸島は島の大運動会を通じ島同士が１０数年

来交流し、島民でつくる住民組織「島づくり海社」（ＮＰ

Ｏ申請中）により島おこしも住民全体で行う体制が整

ってきています。しまべんも島づくり海社の事業として、

それぞれの島が切磋琢磨しながら新しい産業づくりの

一翼をになうことができればと活動を続けています。 

京阪神エルマガジン社２００６「西の旅」ＶＯＬ.１０より 

白石の「もずく弁当」 飛島の「潮騒弁当」 

真鍋の「海柱弁当」 料理教室 工作教室 

◆みまもる輪防犯運動 
　子どもを狙った様々な犯罪が発生し、全国的に子ど

もの登下校時の安全確保について様々な対策が取り

組まれていますが、真庭市月田で７月１３日（木）に「み

まもる輪防犯運動」出発式が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　この運動は、地域の住民に子どもの登下校時間帯や、

ウォーキングなどの外出時にお揃いの「みまもる輪」と

書かれた黄色いベストを着用してもらい、朝夕の登下

校の付き添い等を行って、子どもの安全確保と地域防

犯の推進を図っていくものです。 

　月田コミュニティ協議会、月田奨学会、月田婦人会

の３団体が中心となって寄付を募りナイロン製ベストを

２００着作って、ボランティアで協力していただける地域

の住民の方に貸し出しをしています。 

　「みまもる輪防犯運

動」により地域が一体

となって子どもを見守り、

安心・安全な地域社会

が築いていけるように

運動を推進していきた

いです。 
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●ＪＲ岡山駅西口から約５分　●山陽自動車道岡山ＩＣから約１０分 

岡電バス　JR岡山駅西口から中央病院線京山入口下車徒歩８分（所要時間約１３分） 

●ＪＲ岡山駅西口から約２５分（約１.７km） 

車 

バス 
 

徒歩 

京山中学校 

至津山市 

至総社市 

岡山武道館 

岡山 
カルチャーホテル 

岡山フェアレーン 

岡山大学 

伊島小学校 

西税務署 

旧西警察署 

岡山工業高校 

済生会 
病院 

池田動物園 

奉還町商店街 

Ｎ 

三学ぱる岡山 

県営グラウンド 

岡山 
ロイヤルホテル 

岡山駅 

三学ぱる岡山 
　岡山県生涯学習センター 
　県立烏城高等学校 
　県立児童会館　 

国道180号 

国道53号 

古紙配合率100%再生紙を使用しています 

 

京山入口 

 開所時間
  平日（火曜日～土曜日）午前9時から午後9時まで
  日曜日　午前9時から午後5時まで

 休所日
 月曜日、国民の祝日・休日、
  12月28日から翌年1月4日まで 
　※ただし、月曜日が祝日又は国民の休日の場合、当日を開所し、翌日の 
　　火曜日を休所日にさせていただきます。 

お問い合わせ先
・講　座
　（086）251－9751（振興課直通）
・教材・機器等の利用
　（086）251－9752（情報課直通）
・学習相談・こももセンター
　（086）251－9758（直通）
・施設利用
　（086）251－9788（予約）
　（086）251－9750（その他）

お知らせ I n f o r m a t i o n

交 通 案 内  A C C E S S  M A P

 
 
 
 
 
 
 
 
②電話（086-251-9752）で予約します。 
　　●３ヵ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借用申込書を記入後、 
　 FAX（086-251-9757）または郵送してください。 

④教材の受け取り 
　 センターへ直接来所 
　　 または、宅配（送料は利用者負担） 

 
 
 

①ホームページを使うと便利です 
　http://www.pal.pref.okayama.jp/ 
　「ぱるネット岡山」の「視聴覚教材情報」から検索 
　できます。 
 

視聴覚教材の利用の仕方 
―教材の検索と貸し出し予約― 

 

新着 人権・同和問題 
啓発教材 

旅立ちの日に（アニメ） 
みみをすます 
心のキャッチボール（アニメ） 
エールを贈るバス 
 
人権の扉をひらく 
　　気づいてますか？身近な人権 
もっと素敵にハーモニー 
私たちの人権宣言 
　　転校生はおばあちゃん 
ステップ 
壁のないまち 
犯罪被害者の人権を守るために 
あしたきらりん（アニメ） 
ハンセン病 
　　今を生きる 
人権入門 
　　日常から考える１０のヒント 
公正な採用試験をめざして 
私の好きなまち 

教材番号 作　　品　　名 時　　間 

V1573 
V1574 
V1575 
V1576 
D0032 
V1577 
 
V1578 
V1579 
 
V1580 
V1581 
V1582 
V1583 
V1584 
D0033 
V1585 
 
V1586 
V1587 
D0034

40分 
46分 
23分 
29分 
 
25分 
 
30分 
50分 
 
54分 
35分 
33分 
27分 
49分 
 
23分 
 
28分 
35分 
 

Vで始まる番号はVHSビデオ、 
Dで始まる番号はDVDビデオです。    
県内の学校・社会教育団体・サークル等に 
無料貸出しています。   

クリック 

視聴覚教材目録がなくても 
インターネットを使えば大丈夫！ 
視聴覚教材目録がなくても 

インターネットを使えば大丈夫！ 


