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岡山県生涯学習センター１５周年

平成８年１２月

岡山県生涯学習センター竣工

岡山県生涯学習センターは平成９年２月にオープンして１５周年を迎えます。

平成９年２月

開所１５周年にあたって

平成９年２月

平成２４年の新春を迎えるに当たり、謹んでお慶び申し上げます。 岡山県生涯学習センターが 、平成９

平成９年５月

年に県民の生涯にわたる学習活動の振興を図る拠点施設として県立烏城高等学校と一体的に整備され、本
年で１５周年を迎えております。

岡山県生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」稼動

岡山県生涯学習大学「のびのびキャンパス岡山」開設

平成１０年２月 「県立烏城高等学校・岡山県生涯学習センターの一体的運営に
関する委員会」発足

これまで「岡山県生涯学習大学」の開設や生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」の運営等を通し
て、学習機会や生涯学習情報の提供などを進めることで、県民の学習意欲を高めるとともに学習活動の支

平成１０年１０月

援を行ってきました。さらに、近年は、第３次岡山県生涯学習推進基本計画にもあるように、学びを通じ
岡山県生涯学習センター
所長 門 野 八 洲 雄

岡山県生涯学習センターオープン記念式

て支え合う自立した地域社会の形成を目指して、生涯学習・社会教育関係者や県民の研修機会の充実に取
平成１２年６月

り組んでいるところです。

岡山県生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」が岡山情報
ハイウェイに接続され、インターネット上で情報提供を開始

岡山県公民館連合会事務局が岡山県教育庁生涯学習課から移管

こうした取組に加え、今後、当センターの施設として旧県立児童会館を整備し、平成２５年には、広く
子どもから大人まで科学にかかわる学び・体験・交流のできる施設となるよう準備を進めてまいります。

平成１２年度

県民皆様の一層のご理解とご協力、ご活用をよろしくお願いいたします。
平成１２年１１月
平成１３年３月

平成１４年３月

岡山県生涯学習推進中核施設連絡協議会を設立

国庫補助事業「情報技術学習環境整備事業」によりパソコン教室２を整備

平成１４年２月
平成１４年３月

文部省委嘱事業「生涯学習ボランティア推進フォーラム」、
「キャリア開発学習情報提供推進事業」を実施

岡山県生涯学習センター開所５周年記念事業を実施

「おかやま学びフェスタ2008」
ぱるボランティアの運営するブース

岡山県生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」を更新

岡山県公民館連合会発足５０周年に伴う記念事業を実施

平成１４年６月 「おかやま長寿学園」を「岡山県生涯学習大学」に統合
平成１４年７月

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」を設置
平成１５年９月
平成１７年４月
平成１８年３月
平成１８年１１月

プレフェスティバル

「ぱるネット岡山」
オープニングセレモニー

第２６回中国・四国地区公民館研究集会を開催

「晴れボラ・フェスタ」
「晴れボラ・デビュー」の研修成果を寸劇で発表

生涯学習・社会教育担当者向け研修のリニューアル

岡山県生涯学習推進中核施設連絡協議会を解散

第１９回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア岡山 2007」プレフェス
ティバルを、岡山県生涯学習センター開所１０周年記念を兼ねて開催
「まなびピア岡山2007」
主会場で体験活動ブースを運営

「まなびピア岡山2007」
岡山の伝統食「ばら寿司」作り体験

平成
20 年

平成
19 年
２月
４月
１１月
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オープン当時のセンター全景

岡山県生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」をリニューアルする。
施設設備の維持管理等の業務に指定管理者制度が導入される。
第１９回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア岡山２００７」が開催され、
岡山県生涯学習センターはサブ会場となる。

６月

１１月

１１月

新たに「いきいき生涯学習ボランティア活
用！」事業「晴れボラ・デビュー」を開催
する。
池田動物園、県立児童会館とともに３施設
に「京山キッズゾーン」の愛称をつけ、
「京山祭」を始める。
「まなびピア岡山２００７」の成果を継承
し、「おかやま学びフェスタ２００８」を
開催する。
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平成
21 年

４月

情報課と振興課を統合し新しく振興課とする。

公民館情報ネットワーク事業
公民館のホーム
ページによる情
報発信方法等の
研修を行う。

学校支援ボランティア・コーディネーター研修会
学校支援コーデ
ィネーター、ボ
ランティア、行
政職員、教員が
集いワークショ
ップ等を行う。

平成
23 年

おかげさまで 15 周年
９月
１２月

岡山県生涯学習センター未来科学棟（仮称）整備基本計画が策定される。
未来科学棟（仮称）開館に向け、科学キッズフェスティバルを開催する。

科学キッズフェスティバル
オープニングコンサート
岡山市立津島小学校
吹奏楽部

サイエンスショー
岡山県立玉野高等学校

エアドーム式プラネタリウム

「京山祭」
オープニングコンサート
学生ボランティア養成講座「HowToボランティア!!」
京山祭での実践活動

ペーパークラフト
林原生物科学博物館

「おかやま映像玉手箱」
岡山県生涯学習センターが所蔵する貴重
な１６ミリフィルム「岡山県ニュース」
のDVD化が完了。インターネットでも映
像を配信中。
平成20年度制作
昭和33年版、昭和34年版、昭和35年版
平成21年度制作
昭和36年版、昭和37・38年版

学生ボランティア養成講座「HowToボランティア!!」
企画研修

カバ車「クッキーくん」と「さん太」号

平成
22 年
4

森のクラフト
国立吉備青少年自然の家

４月

学生ボランティア養成講座「HowToボ
ランティア!!」、公民館情報ネットワー
ク事業、学校支援ボランティア・コー
ディネーター研修会の３事業が新たに
スタート。

化石発掘体験
なぎビカリアミュージアム

上記の他に、岡山大学、岡山理科大学、岡山県立岡山工業高等学校、
中国電力株式会社、学生ボランティア、ぱるボランティアの方々に
ご参加いただきました。
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事業報告

生涯学習推進実践講座
この講座では「すぐに役立つ」「すぐに使える」を合言葉にして現代的な課題に対応した４つのコースを設定し、スキルアップをめざした実践的な
内容の研修を行いました。
■全体研修会
５月１８日（水） 兼 社会教育主事等研修会
「地域のネットワークづくりとコーディネート力の向上」
講師
神戸学院大学 教授 今西幸蔵 氏
シンポジスト 津山市立東小学校 西山由花子 氏
ＮＰＯ法人元気交流クラブたけのこの家 澤健 氏
坪田譲治子どもの館 福間トキ子 氏
講義の中で、コーディネーターとしての役割と重要性について学んだ
後、シンポジウムをもとに「地域をつなぐコーディネーター、担当者と
して」と題して意見交流をしました。３人のシンポジストの熱い思いに
感化され、それぞれの立場でできることや今後の展望について語り合い
ました。
■Ａコース ６月７日（火）・２１日（火）
「コーディネート力の向上」
講師 Ｉ．Ｂ．Ｐ総合研究所 所長 本城稔 氏
両日とも人間関係づくりには欠かせないコミュニケーション力・コー
ディネート力のスキル向上をめざして、ワークショップを中心に研修を
行いました。ワークショップを通じて、言葉が人間関係に与える影響に
ついて考えるとともに相手に共感しながら「聴く」ことの大切さを学び
ました。また、２日間の研修で参加者同士の交流もだんだん深まり、ネ
ットワークづくりにも役立ちました。
■Ｂコース ７月５日（火）・２１日（木）
「企画力・広報力の向上」
講師 広報誌アドバイザー 芝沼隆一 氏
ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター事務局長 石原達也 氏
第１日目は「戦略的な広報誌づくりのスキル向上」をめざして、広報
の仕方、記事の書き方、写真の撮り方などの演習をし、即実践に役立つ
ポイントを学びました。また、第２日目は「講座の企画・立案力のスキ
ル向上」というテーマで、実際に講座を企画する手法をワークショップ
をしながら学びました。「ちらし、記事の構成について即効的なお話が聞
けて大変有意義であった。」という感想もあり、参加者からも好評でした。
■Ｃコース ９月８日（木）、９月３０日（金）和気町、１１月３０日（水）鏡野町
「地域総ぐるみで取り組むまちづくり」
講師 岡山県社会福祉協議会 主任 石井慎一 氏
子ども劇場笠岡センター 理事長 宇野均恵 氏
かのさと体験観光協会 事務局長
仲田芳人 氏
第１日目は、実際に東日本大震災の災害ボランティアを体験された石
井氏に体験談を語っていただきました。実際の映像に会場全体が涙する
場面もあり、体験談から日頃の地域の人間関係づくりの大切さを痛感し
ました。第２日目は、出前講座として和気町、鏡野町で会場をお借りし
ての研修になりました。和気会場では、和気町教育委員会の野山晶義氏、
鏡野会場では香北公民館の三村吉子氏の実践発表をもとに、両会場とも地域資源や地域の人材を生かしたまちづくりについて考えました。
■Ｄコース １０月６日（木）、１０月１２日（水）新見市、１１月１７日（木）津山市
「学校・家庭・地域の連携による地域教育力の向上」
講師 大阪教育大学 学長 長尾彰夫 氏
岡山大学 准教授 熊谷愼之輔 氏
第１日目は、大阪教育大学の長尾氏を講師にお迎えして、地域連携の
意義について講義がありました。そのお話の中で「地域はもともとある
ものではなく、つくっていくものだ」という言葉が印象的でした。また、
津山市教育相談センターの市村京子氏、美咲町地域コーディネーターの
山田師子氏、野津貴子氏、岩野由香美氏の具体的な実践事例から地域の
居場所づくりがいかに子どもたちにとって大切かを学びました。第２日
目は、岡山大学の熊谷 氏を講師にお迎えして、新見市と津山市で研修を行いました。特に公民館としての役割や地域の人間関係づくりが話題の中心に
なり、地域連携を推進していくためのコーディテーターとして資質向上を図りました。
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平成２３年度実施事業

生涯学習推進基礎講座
この講座では生涯学習・社会教育関係者で経験年数が少ない方を対象として、基本的な知識・技能を身につけるための研修を行いました。
■第１回 ４月２６日（火）
「基礎から学ぶ生涯学習・社会教育の進め方」
講師
広島経済大学 准教授
志々田まなみ 氏
実践発表 瀬戸内市中央公民館
茂成詔司 氏
岡山県生涯学習センター 杉山豊 氏
生涯学習と社会教育の違い、コーディネーターとして求められる資質
など生涯学習・社会教育の基礎的な知識を学んだ後、午後からは具体的
な取組の実践発表をお聞きしました。初めての受講者も多く、互いに熱
心に意見交流をしたり、質疑応答をしたりして実りの多い研修になりま
した。
■第２回 ５月１０日（火）
「基礎から学ぶ講座企画のキーポイント」
講師 香川大学 准教授 山本珠美 氏
講座企画のポイントを学んだ後、実際に企画づくりのワークショップ
を行いました。参加者同士で互いに意見を交えながらアイデア豊かな講
座を考え、実践的な研修を行うことができました。

生涯学習推進実践交流会
■１２月２０日（火）
「地域全体による子どもの育ちを支える支援のあり方」をテーマに、
市町村の社会教育・生涯学習行政職員や公民館職員、教職員、ボランテ
ィア、ＮＰＯ等、県内の社会教育・生涯学習関係者が一堂に会して研修
を行いました。
午前中は東大阪大学の向出佳司 氏を講師にお迎えして「人生・出逢い
−親の目、子の芽、地域の眼−」という題目で講演がありました。午後
からは①若者の自立支援②子育て・家庭教育支援の充実③地域総ぐるみ
で子どもたちを育む仕組みづくり、の３つの分科会に分かれ、現在、岡
山県が抱えている不登校、暴力行為、いじめ等の子どもに関わる課題を解決するための具体策について協議しました。県内外の実践発表から、地域の
子どもは地域全体で育てるために学校教育と社会教育のさらなる連携の必要性を再認識し、参加者同士の子どもの支援ネットワークの輪を広げました。

How To ボランティア !! 学生ボランティア養成講座
この講座は、県内の学生を対象にしたボランティアを養成するものです。本年度で２年目の事業です。地元
の大学や企業と連携を図り、青少年のキャリア形成の一環として、ボランティア活動に興味、関心を持つ学生
を対象に実施しました。活動に必要な知識、技術等を習得するとともに、出会った仲間と協力することの素晴
らしさを体験しました。
５月からスタートした全１０回の講座（最終回は１月実施）では、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の講習を受
けたり、宿泊研修にて講師からリーダーシップ力を学んだり、イベントにてブースを出展するためのノウハウ
を学びました。本講座で培った知識や技術を生かして、それぞれの地域や学校でリーダーとして活躍が期待さ
れています。

公民館情報ネットワーク事業
公民館では、学習講座や様々な取組を通じて地域の人々のつながりを強めたり、地域の情報などを積極的に発信しています。また、この情報発信に
関して、岡山県内の公民館では、全体の約７０％以上でホームページ開設をしているものの、特色ある講座情報や活動の様子などをホームページで発
信している公民館は、全体の約３０数パーセントとなっています。そこで、公民館のホームページの開設支援及び発信する情報の質と量を向上させる
ため、昨年度から「公民館情報ネットワーク事業」を行っています。この事業では、岡山県立大学 デザイン学科 教授 嘉数彰彦 氏とコンピューターイ
ンストラクター 原田はるえ 氏を講師に迎え、公民館からの情報発信を戦略的に進める方法や、掲載情報やホームページ開設での注意点、ホームペー
ジの更新演習などを行いました。
備前市中央公民館 ８月１９日（金）、８月２５日（木）
総社市山手公民館 ９月１６日（金）、１０月４日（火）
玉野市立中央公民館 １０月１４日（金）
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）
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岡山県生涯学習大学

のびのびキャンパス岡山

岡山県内で開催される様々な学習講座の中で、誰でも参加でき、６分野にあてはまる講座を集めたものが「岡山県生
涯学習大学（愛称：のびのびキャンパス岡山）」の講座です。学習を通じて心豊かに、生きがいのある人生が送れるよ
う多くの皆さんが参加しています。
岡山県生涯学習大学の説明と、講座情報の一覧を掲載した「受講案内」を５月・１０月頃に発行。
３月には年度初めに開講される講座情報を掲載した「受講案内速報版」を発行。
配布場所は公民館、図書館、市町村役場、教育委員会、連携講座実施機関等。

評価制度

◆各機関をつなぐコーディネーターとなること、簡単な
言葉だが実践は困難なことが多いと思われます。具体例
を参考に行動していきたいと思います。

学習の励みとして、受講時間１５時間程度を１単位として認定します。
受講案内等で希望の講座を探し、講座開設機関に申し込みます。
出席状況によって、単位が認定されます。
○主催講座

実践コース、専門教養コース・・・２／３以上出席で 1 単位を認定。
大学院コース・・・全出席で２単位を認定。ただし、欠席届を出した場合、１日は欠席を認める。

○連携講座

１時間３０分の受講につき、「のびキャンシール」が１枚もらえます。１０枚集めて、県生涯学習センターに
送ると１単位を認定。

３０単位取得された方は、生涯学習大学の修了者として表彰されます。
さらに、その後も１０単位取得ごとに頑張った証として奨励証がもらえます。
また、修了者のうち主催講座の大学院コースで「学習指導」分野を修了し、さ
らに同一分野の講座を２回以上修了すると「のびキャン博士」と認定し、称号
授与書がもらえます。

◆講座企画の際に、要求課題と必要課題のバランスを考
えて計画していきたいと思います。
◆一人で考えると頭が痛くなる講座企画もグループで考
えると様々な意見が出てきて楽しく考えられました。横
のつながりを大切にしたいと思いました。

Ｈow Ｔo ボランティア !!
◆はじめは、ボランティアについて考えてみまし
たが、ぜ～んぜんわかりませんでした。漠然とで
すが少しずつ、自分なりのボランティアの形が見
えてきました。
◆自分の意見を言う場が多くあったので、自分を
鍛えることができました。
◆ボランティアについて、みんないろいろな考え
方があって、自分と違う意見を聞くことができた。
◆参加する前は不安だったけれど、この講座をと
おして、いろいろな大学の人と交流ができたり、
意見をきくことができて刺激になった。

生涯学習推進実践講座
◆客観的に自分を知ること、言葉の表現力を養うこと、一人ひとりが大切な人として接する
ことの大切さを学ばせていただきました。

「ぱるネット岡山」での講座検索

◆効果を想定して企画すること、反省・アンケートの内容も参考になりました。テレビの手
法を利用するのはおもしろいと思いました。

岡山県生涯学習センターでは、生涯学習情報のデータベース岡山県生涯学習
情報システム「ぱるネット岡山」があり、インターネットでいつでも、どこで
も、どなたでも気軽に講座を探すことができます。
一般の検索サイトで「ぱるネット岡山」または「岡山県生涯学習センター」
で検索してみてください。ほとんどの検索サイトで、検索結果の一番上に表示
されます。毎日更新して、新鮮な情報を公開しています。
また、一般の検索サイト同様、自由語検索に対応していますので、探したい
内容の言葉を入力して検索ボタンを押すだけで、簡単に検索できます。ぜひ、
一度岡山県生涯学習情報提供システム「ぱるネット岡山」をお試しください。

視聴覚教材

研修 ・ 講座等
参加者
の 生涯学習推進基礎講座
声

おかげさまで 15 周年

◆同じ課題をもつ人たちが連携して解決していくことが次の段階への大きな力になることを
学んだ。
◆学校に協力したい人はたくさんいるのに十分に活用されていない状況がある。コーディネー
ター的な役割の人の大切さがわかった。
◆子どもの支援をしながら地域の大人が成長し、地域づくりにつながるというメリットを意
識し地域及び学校に発信していきたい。

岡山県視聴覚ライブラリー

岡山県生涯学習センターでは、視聴覚ライブラリーを運営しており、県内の学校・公民館・サークル等の団体向けに DVD、ビデオ、
１６ミリフィルム、液晶プロジェクター、１６ミリ映写機等の視聴覚教材・視聴覚機材の無料貸し出しを行っています。
視聴覚教材のジャンルには、人権教育、交通安全、進路指導など学校で使えるものから、歴史、環境問題、ボランティア活動等
様々なものがあります。最近はネット犯罪や防災、メンタルヘルス等の教材も増えています。また、子ども向けのアニメーション
作品も取り揃えています。

【利用方法】
①借用希望の教材・機材の決定

視聴覚教材の貸出は３作品以内。
教材は県生涯学習センターホームページで検索できます。
視聴覚教材目録、借用申込書もダウンロードできます。

②電話で予約（借用期間を決定）
貸出期間は７泊８日以内。

③借用申込書をファックス送信

視聴覚教材目録の冊子は毎年５月頃、
学校や公民館等に配付しています。
必要な方は岡山県生涯学習センター
までお問い合わせください。

086-251-9751

FAX 086-251-9757

④教材を県生涯学習センターで受け取り、又は宅配便で送付
※宅配便送料は利用者負担、機材の宅配はできません。

⑤視聴後、返却

※返却日は厳守してください。
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昔懐かしいアニメーションの１６
ミリフィルムもあります。
映写機の操作方法の説明も致しま
すので、どうぞご利用ください。
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施設利用

おかげさまで 15 周年

貸出施設の紹介

平成２５年 未来科学棟（仮称）オープン予定

岡山県生涯学習センターでは、施設の貸出を行っています。講演会や会議などに、ぜひご活用ください。

施設利用受付

086-251-9788

視聴覚室

大研修室

各種視聴覚機材を用意し様
々な映像を視聴することが
できます。72 席。
◆ワイヤレスマイク、プロ
ジェクター、ブルーレイレ
コーダー、16 ミリ映写機等

和研修室

３室を合わせた状態

少人数の会議に利用できる
少しグレードの高い部屋で
す。会議机、12 席。

ボランティア室
ミーティング室４

ミーティング室１,２,３

少人数の会議に利用できま
す。両室とも同じ間取りで
す。
会議机 3 脚、18 席。

木工教室

陶芸教室

各種木工用機械を備えて
います。作業机 1 脚、
8 席。
◆電動糸鋸盤、電動ドリ
ル、木工旋盤、電動グラ
インダー、卓上ボール盤、
電動鋸、電動かんな等

部屋の入射光線が一定で
デッサン等、美術創作の場
として利用できます。
美術机 35 脚、35 席。
◆テレビ、ビデオデッキ、
教材提示装置等

電動ろくろのほか、土練り
器や手ろくろなどの陶芸工
具を備えています。
作業机 3 脚、24 席。
◆電動ろくろ 10 台等、
作品乾燥室

WindowsXP 搭載のパソ
コンを 21 台設置。イン
ターネット接続あり。
※平成 24 年度中に機器
の更新予定。詳しくは
お問い合わせください。

平成２４年２月から Windows7 Professional を搭載
したパソコンに更新する予定です。インターネット
接続あり。Office2010Professional、ホームページビ
ルダー 16 等のソフトが利用できます。
◆パソコン 41 台、プロジェクター、教材提示装置等
詳しくはお問い合わせください。

マイク、録音機器が設置
されており、CD 等への
レコーディングが可能。
防音効果に優れたナレー
ションルームあり。
◆ピアノ、編集機器等

岡山県生涯学習センター施設等使用料一覧表

試写室

１６ミリフィルムやビデオ
の上映、会議等に利用でき
ます。会議机 6 脚、18 席。
◆16 ミリ映写機、ビデオ
デッキ、DVD プレーヤー、
プロジェクター等

受付窓口が変わります
現在、講義棟１階で行っている施設利用
受付の窓口を、平成２４年３月下旬から
交流棟１階正面入口付近に移動します。

地球や宇宙科学に関する映像・プラネタリウム

地域資源と科学

岡山の科学的資産を活用したものづくり技術や科学

暮らし・環境と科学

岡山の自然や身近な題材による科学

未来科学棟のめざすべき方向

学校教育との連携による
創造性豊かな人材の育成
幅広い世代の体験・交流を
生みだす場の提供

（単位：円）

9:00 〜
12:00
5,250
4,900
790
570
500
380
500
690
2,730
900
750
1,140
6,910
2,900
690
4,350
2,390
1,240
1,320
540

18:00 〜
13:00 〜
9:00 〜
13:00 〜
9:00 〜
冷房
暖房
21:00
17:00
17:00
21:00
21:00 １時間当 １時間当
視聴覚室（72人）
5,250
7,010
13,900
13,900
20,900
620
520
大研修室（150人）
4,900
6,540
13,000
13,000
19,500
620
520
洋研修室（12人）
790
1,060
2,140
2,140
3,210
80
60
和研修室（8畳）
570
760
1,530
1,530
2,320
80
60
ミーティング室1（18人）
500
660
1,350
1,350
2,020
70
50
ミーティング室2（12人）
380
520
1,040
1,040
1,590
50
40
ミーティング室3（18人）
500
660
1,350
1,350
2,020
70
50
ミーティング室4（18人）
690
920
1,870
1,870
2,800
90
80
美術教室（35人）
2,730
3,640
7,310
7,310
10,900
380
310
木工教室（8人）
900
1,210
2,420
2,420
3,640
90
70
陶芸教室（24人）
750
990
2,010
2,010
3,050
90
70
書道教室（32人）
1,140
1,520
3,070
3,070
4,610
150
130
パソコン教室１（40人）
6,910
9,220
18,400
18,400
27,600
270
220
パソコン教室２（20人）
2,900
3,880
7,760
7,760
11,600
150
130
ボランティア室（18人）
690
920
1,870
1,870
2,800
90
80
録画・録音スタジオ 録画
4,350
5,800
11,500
11,500
17,400
270
220
〃
録音
2,390
3,200
6,440
6,440
9,670
270
220
教材制作室（10人）
1,240
1,660
3,340
3,340
5,030
130
110
試写室（18人）
1,320
1,760
3,540
3,540
5,340
150
130
編集室
540
720
1,450
1,450
2,200
50
40
茶道具
一式１時間につき680円（和研修室）
ピアノ
一式１時間につき960円（録画・録音スタジオ）
陶芸窯
一式１時間につき870円
※12:00〜13:00及び17:00〜18:00の使用料の額は13:00〜17:00の使用料の額の1/4の額とする。
（10円未満切り上げ）
冷房期間：6月1日〜9月30日、暖房期間：12月1日〜3月31日
・予約受付は３ヶ月前の初日（初日が休館日のときは翌日）９時から行います。
・申請書の様式は講義棟１階受付及びホームページにあります。
・営利活動を目的としたもの、特定政党による演説会・講演会（政治活動）、特定の宗教団体による布教活動（宗教活動）
での利用はできません。
・駐車台数が限られているため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
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県内企業や大学、ＮＰＯ等と連携・協働し岡山の
特性を生かした事業・コンテンツを提供します。

パソコン教室２

パソコン教室１

録音録画スタジオ

平成２５年、岡山県生涯学習センターに、旧岡山県立児童会館をリニューアルした「未来科学棟（仮称）」がオープンし
ます。幅広い世代が科学に対する興味・関心等を高め豊かな科学的素養を育成する「未来につながる科学の学び・体験・
交流の発信拠点」をめざします。

地球・宇宙と科学

少人数の研修に利用できま
す。ミーティング室 1,３は
会議机 6 脚、18 席。ミーティ
ング室２は会議机４脚、12
席。3 室を合わせれば最大
48 席での利用が可能。

美術教室

書道の場としてだけでな
く、会議等にも利用でき
ます。机 16 脚、32 席。
◆テレビ、ビデオデッキ、
教材提示装置等

洋研修室

会議机 50 脚、150 席の研
修室。多人数での各種の講
座や研修に利用できます。
◆ワイヤレスマイク、プロ
ジェクター、DVD・ビデオ
デッキ等

茶道など、和室ならではの
研修などに活用できます。
8 畳。
◆茶道用道具、炉、座卓、
座椅子、座布団

書道教室

これらの部屋の他に、映像編集等が行える編集室、教材制作室があります。
また、付随施設として講師控室、幼児プレイルームもあります。
詳しくはお問い合わせください。

イメージ図

交流棟 展示スペース

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５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
・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。
※詳しくはお問い合わせください。
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生涯学習「受講生の集い」記念講演会

岡山県生涯学習センター開所１５周年記念事業
申込方法
往復ハガキに下記の必要事項をご記入の上郵送してください。(１枚につ
き４名様まで) 直接来所される場合は返信用ハガキをご持参ください。

※個人情報は、本事業の運営以外の目的には一切使用いたしません。

ご 注 意

○ 申込み多数の場合は抽選とし、２月上旬に入場整理券を発送します。
○ 小学３年生以下のお子様は、保護者同伴で申込してください。
申込締切

平成２４年１月３１日（火）必着

京山祭
３月３日（土）は池田動物園・太陽の丘公園と合同で、ひな祭
りをテーマに子ども向けのイベントを開催します。
○ １０：００〜１５：００
※詳しくはホームページでお知らせします。

ぱるシアター 子ども映画会

毎月 第３土曜日、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。

1/21
(土)

世界の伝記シリーズ「ライト兄弟」
雪渡り、かさじぞう

2/18
(土)

世界の伝記シリーズ「エジソン物語」
氷河ねずみの毛皮、ゆきおんな

3/17
(土)

世界の伝記シリーズ「リンカーン物語」
まんが日本昔ばなし「馬方とタヌキ」
ひなまつり、おじいちゃんはボクのヒーロー

交通案内

○ 情報・創作棟 １階 視聴覚室
○ 参加無料、事前申込み不要
○ １３：３０〜 ( 約９０分間 )
１２：３０〜１３：００

フルートコンサート

ACCESS MAP

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

至 津山市
岡山 IC
岡山大学●

京山中学校
●

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・太陽の丘公園

休所日

●岡山武道館
伊島小学校
●

●県総合グラウンド
岡山ロイヤル
ホテル●

京山入口○
池田動物園
●

岡山西税務署●

岡山工業高校
●

リーセント
●カルチャーホテル

・総務課
086-251-9750
fax 086-251-9757

ノートルダム
清心女子大学●

・振興課(研修、視聴覚教材の利用）
086-251-9751

●JR岡山駅西口から約５分

岡
山
駅

奉還町商店街

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

岡山フェアレーン●

●
済生会病院

至 総社市

車
バス
徒歩

映画会の前にはボランティアによる
フルート演奏を行っています。
会場は交流棟１階です。

・学習相談
086-251-9758

●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）

・施設利用受付(指定管理者)
086-251-9788

●ＪＲ岡山駅西口から約25分（約1.7Km）

岡山県生涯学習センターだより No.40

発行

三学ぱる岡山

岡山県生涯学習センター

〒700-0016

岡山市北区伊島町三丁目１番１号

http://www.pal.pref.okayama.jp/

ぱるネット岡山

平成２４年１月 発行

検 索

