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事 業 案 内

生涯学習推進基礎講座
　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、その資質向上を図ります。

　　対象　：　市町村の生涯学習・社会教育担当職員、公民館職員、
　　　　　　　生涯学習推進に関わるボランティア・ＮＰＯ関係者　等
　　会場　：　岡山県生涯学習センター

　■　第１回　４月２６日（火）
　　　　（１）講義「基礎から学ぶ生涯学習・社会教育の進め方」
　　　　　　　　　　　　　　　広島経済大学経済学部　准教授　志々田まなみ
　　　　（２）実践発表　「深めよう！地域のきずな」　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸内市中央公民館　館長補佐　茂成詔司
　　　　　　　　　　　  「社会教育施設職員として」
　　　　　　　　　　　　　　　岡山県生涯学習センター　学習相談員　杉山豊
　■　第２回　５月１０日（火）
　　　　（１）講義「基礎から学ぶ講座企画のキーポイント」
　　　　（２）ワークショップ「レッツチャレンジ！講座企画」
　　　　　　　　　　　　　　　香川大学生涯学習教育研究センター　准教授　山本珠美

　本年度から、当生涯学習センターに着任いたしました所長の門野八洲雄でございます。
　皆様方には、平素より当センターの事業に御理解と御協力をいただいておりまして、心
からお礼を申し上げます。
　岡山県では、平成２２年２月に「第３次岡山県生涯学習推進基本計画」を策定しており
ます。この基本計画は、県民だれもが生涯のいつでも、どこでも、自由に学習機会を選択
して学ぶことができる環境の充実に一層努めるとともに、学んだ成果を生かし合うことに
より、県民一人一人の豊かな学びと「地域力」の高い自立した地域社会の形成が循環する
「生涯学習社会☆おかやま」の実現を目指そうとするものであります。
　今回の東日本大震災の未曾有の被害に対しても、日本各地はもとより世界から支援の輪が広がり、また、多くの
ボランティアが現地で活躍されているところであります。防災を含めて、地域住民が相互に支え合うまちづくりが、
たいへん重要であると痛切に感じております。こうしたことからも、「地域力」を高める生涯学習の取組は、きわ
めて大切であると考えます。                                                                  
　当センターは、平成９年２月にオープン以来、岡山県における生涯学習の拠点施設として、生涯学習推進の中核
となる県・市町村等の生涯学習指導者の養成や、生涯学習情報の提供や学習相談、広く県民を対象とした学習講座
等の開設、生涯学習に関わる調査・研究、施設・設備の利用促進などに努めてきているところであります。
　県教育庁生涯学習課はもとより、県庁関係部局、教育事務所、市町村の生涯学習担当部署等とも相互に連携を図
り、各種施策を推進して参りたいと考えております。 
　県民の一人でも多くの方々に当施設を御活用いただけるよう工夫しながら、当センターの運営に努めて参りたい
と考えておりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。           

新任のごあいさつ
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平成２３年度 岡山県生涯学習センター 事業案内

 生涯学習推進実践講座
　日常の業務に役立つ実践的な内容の研修を行います。現代的な課題に対応したテーマ別研修になっており、生涯
学習・社会教育担当者の力量向上を図ります。
　   
　　対象　：　市町村の生涯学習・社会教育担当職員、公民館職員、
　　　　　　　生涯学習推進に関わるボランティア・ＮＰＯ関等
　　
　■　第１回　５月１８日（水）　社会教育主事等研修会２日目と兼ねる　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　■　第２・３回　公民館職員等研修会と兼ねる

　　  コース  日　　程　　　　　　テ　　ー　マ　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　　　所

　　　　　　　６月　７日（火）　　
　　
　　　　　　　６月２１日（火） 

　　　　　　　７月　５日（火）　　
　　　　　　　７月２１日（木）
　
　　　　　　　９月　８日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県生涯学習センター
　
　　　Ｃ　　　９月３０日（金）　　地域総ぐるみで取り組むまちづくり　　　　　　　　和気町学び館サエスタ
　
　　　　　　１１月３０日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鏡野町中央公民館

　　　　　　１０月　６日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県生涯学習センター
　
　　　Ｄ　　１０月１２日（水）　　学校・家庭・地域の連携による地域教育力の向上　　まなび広場にいみ
　　
　　　　　　１１月１７日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津山市中央公民館

　■　第４回　１２月２０日（火）　　生涯学習推進実践交流会

　　　Ａ　　　　　　　　　　　　  コーディネート力の向上　　　　　　　　　　　　　県生涯学習センター
　　
　　　

　　　Ｂ　　　　　　　　　　　　  企画力・広報力の向上　　　　　　　　　　　　　　県生涯学習センター

 公民館情報ネットワーク事業 

　この事業は、人づくりや地域づくりの拠点となる公民館が、ホームページを通じて講座や地域情報を積極的に発
信できるよう、ホームページ作成や更新に関する基礎的な技能研修を行います。

　対象　：　公民館職員、公民館ホームページ担当者、教育委員会担当職員　他　
　内容　：　講義「ホームページの作成方法、手順」
　　　　　　演習  ホームページ作成ソフトを使った文字入力や写真挿入、ホームページリンク作成

　日時・会場（詳細はホームページ等で確認してください）

　　　会　場　名　　　　　　    第１日目　　　　　　　　第２日目

　備前市立中央公民館　　　８月１９日（金）　　　　  ８月２５日（木）

　総社市中央公民館　　　　９月１６日（金）　　　  １０月　４日（火）

　まなび広場にいみ　　　１１月　８日（火）　　　  １１月１５日（火）

　瀬戸内市中央公民館　　１２月　１日（木）　　　  １２月　２日（金）　　　

　玉野市立中央公民館　　１０月１４日（金）　　　　　　　 ―

講座等に関するお問い合わせは、岡山県生涯学習センター振興課　電話０８６－２５１－９７５１へ
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事 業 案 内

学生ボランティア養成講座   How To ボランティア !!
　新しいメンバーを迎え、本年度で２年目となる講座です。地元の大学や企業と連携を図り、青少年のキャリア形
成、キャリアアップの一環として、ボランティア活動に興味、関心をもつ学生を対象にして、活動に必要な知識、
技術等の習得を目指します。
　さらに、活動を通じて学んだものを生かして、それぞれの地域や学校で活躍するリーダーの養成を行います。

　 ボランティア活動の意義　　これってボランティア？　　救命救急法を学ぼう！
　
対象　：　岡山県内の大学生 　＊募集人数：４０名　

　【主な講座内容】
　　＊４月から翌年１月まで全１１回（生きる力応援プラン「夢さがしの旅」推進事業を含む。）
　　　５月２９日（日）　ボランティア活動の意義
　　　６月１２日（日）　救命救急法を学ぼう！（ＡＥＤ講習会）
　　　７月１０日（日）　ブース企画の how to ！　ものづくりの how to ！
　　　８月２８日（日）　レクリエーション指導の how to ！

　　　９月１０日（土）～１１（日）　 宿泊研修 ・リーダーシップについて、フェスティバルの企画

　　１２月１８日（日）　Ｈｏｗ Ｔｏボランティア！！フェスティバル

　　　１月１５日（日）　活動の振り返り

“ あるある公民館 ”イニシアティブ事業 中間発表会
　　　岡山県公民館連合会第４回研修会と兼ねる

　「“あるある公民館 ”イニシアティブ事業」の実施市町村が行った特色ある「ふるさと学習」の取り組みについて
発表してもらいながら、今後、公民館が、地域の核となり、どのように人づくりや地域づくりを行っていくことが
大切なのか研修を深める。　　

　対象　：　公民館職員、行政職員、公民館運営審議会委員、社会教育委員、ボランティア、
　　　　　　ＮＰＯ関係者、その他希望者　他
　内容　：　記念講演
　　　　　　「“あるある公民館 ”イニシアティブ事業」中間発表
　　　　　　　発表市町村：瀬戸内市、笠岡市、津山市、久米南町、奈義町
　日時　：　平成２４年２月２８日（火）１０：００～１５：３０（予定）　
　会場　：　岡山県生涯学習センター
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平成２３年度 岡山県生涯学習センター 事業案内

 学校支援ボランティア・コーディネーター研修会　

　学校、家庭、地域が一体となり、子どもたちを育てることを目的として実施されている学校支援地域本部事業に
係わるコーディネーターとして必要な資質の向上を図るとともに、地域を越えたコーディネーター間のネットワー
クの構築を目指します。

　対象　：　学校支援コーディネーター、生涯学習・社会教育行政職員、社会教育関連施設・学校教育関係者、
　　　　　　ボランティア・ＮＰＯ関係者　他
　内容　：　講義、ワークショップ、シンポジウム、研究協議　他　
　
　■　第１回　６月２日（木）
　　　　　（１）説明「岡山県の学校支援の取組について」
　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県教育庁生涯学習課　社会教育主事（主幹）　三宅淳
　　　　　（２）講義「学校・家庭・地域の連携・協働の意義とコーディネーターの役割」
　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学大学院教育学研究科　准教授　熊谷愼之輔
　　　　　（３）情報交換「コーディネーターＱ＆Ａ」
　■　第２回　７月２８日（木）　岡山県総合教育センターと共催
　　　　　（１）講義「学校と地域の効果的な連携を進めるためのポイント」
　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学大学院教育学研究科　准教授　熊谷愼之輔
　　　　　（２）シンポジウム「学校と地域の効果的な連携を進めるために」
　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター：岡山大学大学院教育学研究科　准教授　熊谷愼之輔　　
　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジスト：学校長、担当教職員、地域コーディネーター、ボランティア　
　　　　　（３）研究協議「地域全体で子どもたちを育てるために」
　■　第３回　平成２４年１月３１日（火）
　　　　　（１）地区研修会報告「教育事務所主催コーディネーター研修会の報告」
　　　　　（２）実践発表（備前地区・備中地区・美作地区の各実践担当者）

  

 交流・施設設備の開放
  
○ 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、展示や体験発表等学習成果の発表の場を提供します。
　■　平成２4年２月下旬　実施予定

○ 発表・展示・交流
　交流棟展示スペースを生涯学習の成果発表の場として無料で提供しています。
　■　お問い合わせは、施設利用受付 086-251-9788 まで

○ 京山キッズチャレンジ
　京山祭において、子どもたちへ体験活動を提供します。
　■　年 4回実施予定

○ ぱるシアター（無料映画会）
　アニメを中心に無料上映会を通して、子どもから大人まで映像に親しむ機会を提供します。　
　■　子ども向け映画会　年１２回　毎月第３土曜日　１３：３０～１５：００
　■　特別上映会（一般向け映画会）　年２回　　８月、１１月

講座等に関するお問い合わせは、岡山県生涯学習センター振興課　電話０８６－２５１－９７５１へ
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岡山県生涯学習大学

生涯学習「受講生の集い」開催 !!
　平成２３年２月２０日（日）１０時３０分から１５時の間で生涯学習「受講生の集い」を開催しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　証書授与式

     　　午前は平成２２年度岡山県生涯学習大学で学んだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位認定証書授与者１名、修了証書授与者２名、奨励
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　証書授与者２３名、のびキャン博士称号取得者９名に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県生涯学習大学副学長（県教育長）が証書を授与
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しました。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体験発表
　
　　　　　　　　証書授与式後、 ３名の方が岡山県生涯学習大学で学ん
　　　　　　　だ喜びや、学んだことを地域に生かし社会貢献すること、
　　　　　　　仲間と活動することが、自らの生きがいにつながったこ
　　　　　　　とや、学んだ成果をどのように活用しているかを発表し
　　　　　　　ました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記念撮影
　

　　

　　　　　　　　　　　　記念講演会

　午後からの記念講演会では、登山家でアウトドア総
合メーカー「モンベル」会長の辰野勇氏が「野遊びの
すすめ」という演題で、目標を持って挑戦することや、
学んだ知識や技能を地域社会へ還元することの大切さ
について講演し、３００名以上の方が話に聞き入りま
した。また、入場者全員にステッカーや、抽選で３０
名の方に辰野氏のサイン色紙のプレゼントもあり喜ば
れていました。

受講生の集い　・　のびのびキャンパス岡山
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7/1(金)

8/31(水)

募集終了

7/22(金)

8/1(月)

0866-22-7560

086-272-6254

086-251-7195

086-232-2262

0866-94-2111

7/29, 7/30, 8/5, 8/6,

9/2, 9/3, 9/9, 9/10

9/12, 9/13, 9/14, 9/15,

9/16

7/2, 7/3, 7/9, 7/10, 7/16,

7/17, 7/23, 7/24

8/18, 8/23, 8/25, 8/30, 9/1,

9/6, 9/8, 9/13, 9/15, 9/22

8/22 ,8/26, 8/27, 9/3, 9/4,

9/17, 9/18

吉備国際大学

山陽学園大学・山陽学園短期大学

岡山大学

岡山商工会議所連合会

岡山県立大学

高梁発！地域を学び地域を活かす

健康で文化的な生活を目指して

私たちのくらしと国際

岡山の誇り再発見

情報デザイナー養成講座

講　座　名 講座開設機関 実　施　日 問い合わせ先 申込締切

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

誰もが安心して暮らせる社会をめざして

「脱ネイティブ化」する英語 その実態と可能性

大人のための楽しい科学実験・自然観察

美作大学・美作大学短期大学部

中国学園大学・中国短期大学

岡山理科大学

0868-22-7718

086-293-1100

086-256-9731

8/10(金)

8/5(水)

6/30(木)

8/27, 9/2, 9/3, 9/10

9/13, 9/14, 9/15, 9/16

7/10, 7/24, 8/24, 8/29,

8/31, 9/5, 10/16, 11/6

講　座　名 講座開設機関 実　施　日 問い合わせ先 申込締切

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の講座

継続受付中086-251-9751
7/31,8/21,9/25,11/20

(10月～11月中にボランティア実践活動）
岡山県生涯学習センター子どもに関わるボランティア養成講座

講　座　名 講座開設機関 実　施　日 問い合わせ先 申込締切

実践コース　ボランティアの基礎 ・実践に関する講座

受講生募集

学びたいと思っているあなたならどなたでも入学できます！
　岡山県生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山）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。
　岡山県生涯学習大学には、主催講座と連携講座があります。講座情報は年 2回 (5 月・
10 月）発行の「受講案内」（公民館や図書館等で配布しています）や、岡山県生涯学習
情報提供システム「ぱるネット岡山」に詳しく掲載されていますので、ご覧ください。

県内各地で行われる主催講座 ( しくみとお申し込み方法）
　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。
　お申し込みをされ、実施機関から受講が許可された時点で、生涯学習大学「のびのびキャンパス岡山」の学生にな
ります。
　主催講座に出席すると、実践コース・専門教養コースは２／３以上の出席で１単位、大学院コースは全出席（欠席
届を出していただいた場合は 1日のみ欠席が認められます）で 2単位を取得することができます。
　この大学に年限はありません。生涯にわたっての取得単位が加算されます。３０単位取得された方は修了証書を授
与します。以後１０単位取得されるごとに奨励証を交付します。生涯学習大学で新しい自分を発見してみませんか！
　平成２２年度岡山県生涯学習大学主催講座では、実践コース２７名、専門教養コース１１３名、大学院コース１３
４名で合計２７４名の受講者がありました。
 　
 ○  今年度は主催講座として、次の講座を開催しております。

岡山県生涯学習大学
のびのびキャンパス岡山

H.23

前期受講案内

申込締切を過ぎても受講可能な講座もあります、詳しくはそれぞれの問い合わせ先で確認してください。
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生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」 ・ 視聴覚ライブラリー ・ 学習相談情報提供･学習相談

生涯学習情報提供システム

ぱるネット岡山のご案内
  　　http://www.pal.pref.okayama.jp

ＰＣメールでも

携帯メールでも

OK!

県内の生涯学習情報をインターネットで提供！

　内　容　
　　　・講座や講演会をはじめとする学びの場に関する情報
　　・公民館や図書館、社会教育施設等に関する情報
　　・講座や研修会の講師・ボランティアに関する情報　　　　・公民館まつりや映画会等のイベント情報　他

・何かを学びたいと考えている方
・子どもも大人の方も
・社会教育・学校教育関係者
・ボランティア、ＮＰＯ関係者

きっと見つかる、
　　あなたの求める生涯学習情報！
～ 欲しい情報がすぐに見つかります ～

ぱるネット岡山 検   索
クリック !!

メールサービスのご案内

　新鮮な

　　　生涯学習情報が
　　　　　毎週金曜日に

　　　　　　　　電子メールで
　
　                               　　あなたのもとへ届きます！

　内　容
　　☆センターからの耳寄りな最新情報
　　☆講座・イベント情報
　　☆ぱるシアター（映画会）の情報
　　☆「ぱるネット岡山」に新規登録された
　　　　　　　　講座・講演情報（ＰＣメールのみ）
　　☆週末のイベント情報　ほか

県生涯学習センターからのお得な情報を今すぐゲット！

　登録手順 
  　①インターネットで「ぱるネット岡山」にアクセス    
  　②ページ下部のボタンをクリック                      
  　③画面の指示に従って登録                            

※携帯電話でメールの受信制限をされて
いる場合は、@pref.okayama.jp　からの
メールを受信できるように設定してくだ
さい。

　　　　　毎週金曜

　 　 　 　　電電
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 視聴覚ライブラリーのご案内　☎ 086-251-9751　

　視聴覚教材は、学習の効率を上げるための手段として活用されています。視覚と聴覚から同時に情報を得ること
ができ、学習内容の定着率はきわめて高く、しかもなかなか忘れないという特徴があります。
　しかし、市販やレンタルされているＤＶＤ等は、個人・家族での視聴に限られています。「学校教育だから」といっ
て、市販のＤＶＤ等を自由に使用することはできません。視聴覚ライブラリーでは、上映権付の映像教材を、学校
教育・社会教育等の関係機関・団体に貸し出しています。ぜひ、視聴覚ライブラリーの映像教材を活用して、わか
りやすい学習や研修、映画会等を行ってみてはいかがでしょうか。
　借用方法等は岡山県生涯学習センターのホームページを教材をご覧ください。
 　　○ 今回は一般向けの長編映画を中心にご紹介します。

岡山県生涯学習センター
交流棟２階　学習相談コーナー
にお越しください。

学習相談コーナー（直通）

086-251-9758
までお電話してください。※事前にお電話いただくとよりスムーズに相談できます。

その１・対面で その２・お電話で

（火～土） 午前９時～午後９時 （日）午前９時～午後５時受付時間のご案内

相 談 方 法

 学習相談のご案内　☎ 086-251-9758　

　岡山県生涯学習センターでは県民の皆様からの生涯学習に関する相談に応じる学習相談員が常駐していますの
で、お気軽にご活用ください。

学習相談の例
　・ボランティアをしたいけど、どこへ行けばいいのかな？
　・資格を取りたいけど、どのようにしたらいいのかな？
　・自分たちの勉強会に迎えるいい講師はいないかな？
　・近くで何かいい講座（パソコン、手芸等々）はないかな？
　　　などなど、生涯学習に関する様々なご質問に経験豊富な相談員がアドバイスをします。

　教材番号 タイトル　／　内容      時間  メディア
　D0150  石井のおとうさんありがとう　～岡山孤児院―石井十次の生涯～ 111 分  DVD
　  明治期に日本初の孤児院を創設し、後に「児童福祉の父」「岡山四聖人の一人」と称えられた石井十次の生涯 
  を描いた作品。出演：松平健、永作博美、辰巳琢郎、竹下景子ほか
　D0249  黄金花　～秘すれば花、死すれば蝶～    79 分  DVD   
  ひと癖もふた癖もある老人たちが集う老人ホーム「浴陽荘」を舞台に、奇妙で不思議、てんやわんやな日々 
  を描いた作品。出演：原田芳雄、松坂慶子ほか
　D0250  ミラーを拭く男       117 分  DVD
　  定年を間近に控えたサラリーマンが思わぬ交通事故を起こしてしまう。それをきっかけに、一度はバラバラ 
  になった家族がゆるやかに再生する様子を温かく描く。出演：緒形拳、栗原小巻、国仲涼子ほか
　V1646  父と暮らせば       99 分  VHS
  終戦から３年後の広島。たった一人の家族だった父親を原爆で失い、生き残った自分に負い目を感じる娘の 
  前に、“ 恋の応援団長 ”を名乗る父の幽霊が現れる。出演：宮沢りえ、原田芳雄、浅野忠信ほか
　V1682  紙屋悦子の青春       113 分  VHS
  悦子と明石は密かに心を寄せ合っていた。しかし、海軍航空隊に所属する明石は明日の命も危ぶまれる身。  
  自分よりも生き残る可能性が高い親友に悦子を任せようとする。出演：原田知世、永瀬正敏、松岡俊介ほか 
　V1683  おにぎり       120 分  VHS   
  東京から駆け落ちして来た若いカップルが、訳ありな人達とともに米作りをとおして、悩み、仲間、結婚、  
  出産といった人生のポイントを、経験していく。出演：吉永雄紀、大貫あんり、松原智恵子ほか
　2066  半落ち        122 分  16 ミリフィルム
  元捜査一課の警部で現在は警察学校の教職に就く男が最愛の妻を殺害した。自首するまでの空白の二日間に 
  男は何をしていたのだろうか。出演：寺尾聰、原田美枝子、吉岡秀隆ほか



生涯学習推進基礎講座 

◆ 協働によって子どもを育むことが地域づくり（人材づくり）につな
がるという思いを強くしたので、自分の立場を生かしていきたい。

◆「要求課題」「必要課題」を常に考えながら、２つのバランスを取って
講座を企画することが大事だと感じた。

生涯学習推進実践講座
 
◆様々な場で子どもたちと地域のお年寄り、地域の方々とのつながりでお互いに成長できるということが
わかりました。今後も大変でしょうが、学校と地域がさらに密に連絡を取り、何らかの働きかけができれ
ばと思います。

◆社会教育、生涯学習のベースに人権教育があるとの言葉に、人権教育の重要性を再認識した。人と関わ
る際には相手を尊重する気持ちを大事にしないといけないと思いました。

◆息が長く継続できる学校支援の形、地域のつながりを無理しない方法で関わっていきたいと考える。地
域のこと、人材をよく知り、子どもたちの学習の助けになれたらと思っている。

◆様々な立場からの取り組みが聞けてよかったです。具体的な話の中に、日常の業務で思い悩む事に生か
せるヒントが見えた気がします。

Ｈow Ｔo ボランティア !!
◆何がボランティアだと思うか？について話し合い、いろいろな意見が出て面白かった。 みんなの意見を聞い
て幅広い活動がボランティアと呼べるのだと分かった。

◆いろいろな大学の人と関わって、意見を交わしたり交流することができ楽しい！

◆自分自身の事があまり分かっていないことを思い知らされた。

◆「救命救急法を学ぼう！」の講義で、これまで知らなかったＡＥＤの使い方や救命処置について知ることが
でき大変有意義だった。

◆救命救急を実際に行うには、日頃からの意識と自分の冷静さが大切となることが理解できた。

京山山頂より（中央手前に岡山県生涯学習センターの駐車場が見える）10

ボラン
ティア



■生涯学習大学事務局から
岡山県生涯学習大学では、学ばれる方の多様なニーズにお応えすべく、たくさん
の講座を用意しております。県内各地で様々な講座を行っていますので、その中
からあなたに合った講座を探してみてください。

岡山県生涯学習大学　主催講座
◆講座で学んだことを、すぐに子ども会やわが家の育児に役立てることができました。
池田光政の有事対処の策など、資料だけでは分からないことを、専門的見地から講義で解説していただき、たいへ
ん勉強になった。

◆先生方が熱心に講義してくださるので、難しいことも一生懸命聞くことができます。世界が広がっていくようで
おもしろい。

◆ボランティア養成講座で学んだことを生かして、子育てにかかわるボランティアに活用したり地元の小学校で役
に立てることがあれば参加したいと思います。

◆講座のアシスタントをしたり、学んだことを地域の人々に話してあげたい。

◆自分の世界が広がった。仕事に役立てるだけでなく、将来は海外ボランティアなども考えたいと思います。

岡山県マスコット「うらっち」と「ももっち」

京山山頂の太陽光発電システム（独立行政法人産業技術総合研究所設置）↑ 11

ボランティア

ボラン
ティア

ボラン
ティア

 ぱるボランティア募集
  　ぱるボランティア」とは平成１２年に発足した、岡山県生涯学習センターで活動する「施設ボランティア」の
ことです。主な活動としては、子ども向け体験活動の企画・運営、映画会や絵本の読み聞かせ、学習講座（三学ぱ
る塾）の企画・運営などで、できる時にできることを楽しみながら活動しています。
　経験、年齢は問いません。
　ぜひ、一緒に活動してみませんか。随時受付をしていますので、
ご気軽にご相談ください。
 
　　岡山県生涯学習センター振興課
　　　　電話０８６－２５１－９７５１までご連絡ください。
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交通案内　　ACCESS MAP

車
バス
徒歩

●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）

　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・休日にあたる月曜日：午前９時から午後５時まで

　休所日
月曜日(月曜日が休日の場合はその翌日)
国民の祝日・休日（月曜日を除く）
１２月２８日から翌年１月４日まで

　お問い合わせ
　・総務課
 086-251-9750
　      fax 086-251-9757

　・振興課(研修、視聴覚教材の利用）
　         086-251-9751

　・学習相談
　      086-251-9758

　・施設利用受付(指定管理者)
　      086-251-9788

岡
山

駅

至 津山市
岡山 IC

池田動物園
●

●
済生会病院

岡山工業高校
●

ノートルダム　
清心女子大学●

京山中学校
●

伊島小学校
●

至 総社市

奉還町商店街

岡山西税務署● 岡山フェアレーン●

岡山ロイヤル
ホテル●

　リーセント
●カルチャーホテル

●岡山武道館

●県総合グラウンド

岡山大学●

京山入口○

岡山県生涯学習センター
県立烏城高等学校・太陽の丘公園

三学ぱる岡山

楽しいムーミン一家「ニョロニョロの秘密」
月とあざらし、西遊記

なかよしおばけ「おばけのキャンプ旅行」
月見の枝、三年寝太郎ひょうたん長者、赤ずきん

一休さん、プーさんとはちみつ
トムとジェリー「星空の音楽会」ほか

アニメハチ公物語、忍たま乱太郎
トムトジェリー「いたずらきつつき」ほか

8/20
( 土 )

9/17
( 土 )

10/15
( 土 )

11/19
( 土 )

１０：３０～１１：３５
　アルプスの少女ハイジ、　銀河鉄道９９９
１３：００～１５：１０
　遙かなる甲子園　　                会場：体育館・ホール

8/7
( 日 )

ぱるシアター 無料映画会のご案内
　県生涯学習センターでは、県民のみなさまに映像に親し
んでいただくため、無料の映画会を開催しております。
　毎月 第３土曜日はアニメを中心とした子ども向けの映画
を上映します。上映の合間には学生ボランティアによる絵
本の読み聞かせも行っています。
　○ 情報・創作棟 １階 視聴覚室
　○ 参加無料、事前申込み不要
　○ 午後１時３０分から ( 約 90 分間 )

 　また、8月と 11 月には特別上映会として、一般の方にも
楽しんでいただける長編映画の上映も行います。
　特別上映会

11 月の特別上映会は決定次第ホームページ等でお知らせします。
※日程・内容については変更することがあります。

　県生涯学習センターの交流棟１階には生涯学習活動で制作した
作品等が展示できる場所を提供しています。使用料は無料ですの
で、お気軽にご利用ください。
【 設備 】
　・移動式展示パネル６枚
　・展示ケース６台
　・スポットライト
【 制限事項 】
　○ 生涯学習の作品展示であること
　○ ２人以上のグループによる展示（個人は不可）
　○ 火曜日から日曜日までを基準とし、２週間を限度
【 予約方法 】
　　予約の受付は利用日の 6ヶ月前の月初から行います。来所ま
　たは電話にて、施設の空状況等を確認の上、仮予約してくださ
　い。申し込み順としますが、１週間は受付期間として、重複の
　場合の調整期間とします。調整不可能な場合は抽選とします。
【 お問い合わせ先 】
　岡山県生涯学習センター　施設利用受付　☎ 086-251-9788

展示スペースをご利用ください

12:30 ～ 13:00
フルートコンサートフルートコンサート
子ども映画会の前に
交流棟で開催しています

みんな♪
おいでよ
交流棟へ

ご利用方法等、ご不明点は学習相談コーナーの学習相談員にお気軽にお尋ねください。

　 親と子の読み聞かせ広場 
　子ども向けの絵本を取り揃えています。お子
　さんと一緒にゆっくりとお過ごしください。

　 まなびのスペース 
　県生涯学習センターが所有する資料等を利用
　して学習ができる場所を提供しています。

　 映像ブース 
　ＤＶＤやレーザーディスク等の各種映像作品がご覧になれ
　ます。ちょっぴり懐かしいような作品も用意してあります。

　 書籍・資料コーナー 
　生涯学習関連資料や雑誌等を自由にご覧になれます。また、
　県内の市町村の広報紙や新聞等の資料も揃えています。
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