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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。

これらの他に、目的に応じた部屋があります。また、付随施設として講師控室、幼児プレイルーム、給湯室もあります。
詳しくは岡山県生涯学習センターHPをご覧いただくか、総合案内までお問い合わせください。

総合案内  086-251-9788　総合案内は交流棟1階です

センター情報提供

●施設利用　主な貸出施設の紹介

視聴覚室
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。
パソコンによるプレゼンテーション
も可能です。
72席。飲食不可。

和研修室
茶道などの和室ならではの研修な
どに活用できます。
茶道用道具一式（有料）、炉、座卓、
座布団等があります。
８畳。飲食可。

大研修室
多人数での各種講座や研修に利用
できます。
会議机５０脚、１５０席。飲食可。

パソコン教室１，２
パソコン教室1には、Windows7 
Professional搭載のパソコン４１
台を設置し、インターネット接続が
可能です。
Office2010Professional、ホー
ムページビルダーV16等のソフト
が利用できます。
また、同じ環境でパソコンを２２台
設置している、パソコン教室２もあ
ります。
いずれも飲食不可。

洋研修室
少人数の会議に便利です。
他の部屋よりグレードの高い部屋
です。
ロの字固定机。１２席。飲食可。

ミーティング室１～５
少人数の研修や講座に利用するこ
とができます。
ミーティング室１：会議机６脚、１８席
ミーティング室２：会議机４脚、１２席
ミーティング室３：会議机６脚、１８席
ミーティング室４：会議机３脚、１８席
ミーティング室５：会議机６脚、２６席
※ミーティング室１～３は３室隣り合

わせですので、３室を合わせれば
最大４８席での利用が可能です。

　飲食可。

火曜日～土曜日：午前9時から午後9時まで
日曜日・祝日:午前9時から午後5時まで

休所日
月曜日（その日が祝日に当たるときを除く）
祝日の翌日（その日が祝日でない火曜日から金曜日
までに当たるときに限る。）
12月28日から翌年1月4日まで

お問い合わせ
●総合案内（施設等予約専用）
　 ☎ 086-251-9788
●総務課
　 ☎ 086-251-9750
　fax 086-251-9757
●振興課
　 ☎ 086-251-9751
●学習相談
　 ☎ 086-251-9758
●人と科学の未来館サイピア
　 ☎ 086-251-9752
　fax 086-251-9780

開所時間
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　本年４月に、当生涯学習センターに着任しました所長の岡本です。皆様方には、平素から当センターの取
組に御理解と御協力をいただき、心から感謝を申し上げます。
　本年４月２９日に、岡山県生涯学習センター「人と科学の未来館サイピア」がオープンしました。旧岡山県
立児童会館を改修し、最新式のプラネタリウムの息をのむ映像とわくわくする科学の実験や不思議が体験
できる科学館となりました。プラネタリウムの魅力を最大限に生かしながら、ＪＡＸＡなどの専門機関や企業、
教育･研究機関、ＮＰＯなど関係者の科学に関する「知」を結集し、いつ来ても新しい体験・驚きがある連携・
協働型の科学館として、その魅力を高めてまいります。そして、子どもたちを中心に幅広い世代の方々が、
科学に対する興味や関心、知的探求心を高め、ものづくりや科学技術の面白さ、楽しさを学ぶことで、「みん
なが科学好きになる」ことを目指しています。
　また、当センターは、「第３次岡山県生涯学習推進基本計画」に基づき、県民の学習環境の充実に努めると
ともに、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」の実現に向けて、生涯学習指導者の養成、学習情報の提供や学習相談、学習講座等の開設などの諸
事業を展開しています。
　今後も、多くの皆様が当施設を御活用いただけるよう一層の工夫をしながら、教育・研究機関、企業、団体
等と幅広く連携・協働し、県民の皆様の生涯学習に最大限の貢献ができるよう所員ともども一生懸命取り組
んでまいる決意ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

岡山県生涯学習センター

「人と科学の未来館 サイピア」 開館4 
29
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　人と科学の未来館サイピアが４月２９日に開
館しました。オープンを記念し、当日は伊原木
知事をはじめ、多くの関係者の出席のもと開
館記念式典を開催し、午後は記念講演会やプ
ラネタリウム特別鑑賞会、科学実験などが行
われ、多くの方にお越しいただきました。

　最新式プラネタ
リウムは大迫力！

　星空解説と岡山県オリジナ
ル天文番組「岡山は宇宙に開
いた窓～星を仰ぐ心は永遠に
～」を見て、岡山の素晴らしさ
に感動しました。多くの方に
見ていただきたいです。

★開館記念式典

★企画展示
★科学実験

★科学実験

★プラネタリウム鑑賞 ★記念講演会

★企画展示

新
　
　

 

任

ご
あ
い
さ
つ

　長沼毅先生の講演は、驚
きの連続でした。生物がどこ
まで生きられるかをわくわく
しながら聞きました。宇宙の
生物についても教えてくだ
さいました。

　開館を記念して、２階の企画展示
室では、ＪＡＸＡ等からお借りした本
物の宇宙服や宇宙食を見ることが
できました。宇宙食を食べてみた
い方は、１階のミュージアムショッ
プで購入することができます。
　科学実験では、空気の圧力を利
用した楽しく不思議な実験を体験
できました。
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「人と科学の未来館 サイピア」 オープンウィーク科学教室

　（株）山田養蜂場の御協力のもと、小学生と保護者ら約１２０人が蜜蜂につい
て学びました。社員３人が講師となり、子どもたちは蜜蜂の生態や巣穴の構造
について学んだ後、厚紙で六角形を作ってつなぎ合わせ、実際に上に乗って単
穴＝六角形の強さを確かめる活動を行いました。
　次に、蜜蝋（みつろう）の板を丸め、思い思いの形のロウソクを楽しくつくるこ
とができました。最後に、蜜蜂が一生に作れる蜜の量は小さなスプーン１杯と
いう説明を聞き、自然環境や命の大切さを学ぶことができました。

★ 5月3日 「みつばち教室」

　岡山工業高等学校の専門７科（化学工学科・デザイン科・建築科・機
械科・電気科・情報技術科・土木科）による、「岡工ものづくり体験デー」
が行われました。高校生がそれぞれの科の特徴を生かし、キャンドル
や住宅模型、表札、ロボットカー等のものづくりや化学実験、スーパー
エンバイロメントの研究発表を行いました。高校生が、参加した子ど
もたちに寄り添うように工作や実験をサポートしたり、研究成果を
堂々と発表したりしました。オルゴールづくりでは、はんだ付けに苦労
しながら組み立てたオルゴールから音が出た時、とびっきりの笑顔が
子どもたちの顔にあふれました。

５月４日　「ものづくり体験デー」 

　（株）ＮＥＣの御協力のもと、約６０人の子どもたちが身近な紙コップと模型
モーターを利用して、ダンスロボットの工作に取り組みました。ロボットは、
ゼムクリップを使用したコントローラーで、左右に動いたり、前進やＵターン
をしたりします。
　また、コミュニケーションロボット「ＰａＰｅＲｏ（パペロ）」と、音声認識機能や
タッチセンサーの機能を使って交流しました。
　今回参加した子どもたちからは、「身近にあるもので作れるのが楽しかっ
た」とか「工夫や実験をすることが好きになった」といった声が多く聞かれま
した。

★ ５月５日　「身近なものでロボットを作ろう！」

★

　天文同好会岡山アストロクラブの皆さんの御協力のもと、約60人
が天体望遠鏡や双眼鏡の選び方についてのお話を聞きました。講師
の大島学先生が天文機材を選ぶ際のポイントやカタログを見るた
めに必要な用語などの説明を丁寧にしてくださいました。その後、ア
ストロクラブ会員9名から個別に実機を説明していただき、興味のあ
る機材を実際に使うことができました。これから天体観望を始めよう
と思っている方には大変参考になりました。

5月6日　「始めよう天体観望　実機で分かる天文機材の選び方」★

　「人と科学の未来館サイピア」オープンを記念
し、長沼毅先生に講演をしていただきました。生物学者・理学博士である先生の話
は、ご自身の体験をもとにしたもので、生命の神秘にせまる貴重なお話でした。地
球生物の生存の可能性を重力や温度、圧力などの条件ごとに示されると、私たち
が想像することのできない極限の状態でも生物が生存できることに驚かされまし
た。クマムシやネムリユスリカ、イワトビペンギンなど、その生物独特のユニーク
な生活を写真を使いながらユーモアたっぷりに紹介してくださり、楽しみながら勉
強させていただくことができました。講演後の質問タイムでは、子どもたちから質

問が寄せられ、真剣なまなざしで先生の回答に耳を傾ける姿に未来の科学者の姿が重なり、頼もしくうれしく感じまし
た。

★「人と科学の未来館サイピア」オープン記念講演会

　人と未来の科学館サイピアのオープンをお祝いするように企画展示室にはＪＡＸＡ等の貴重な資料がたくさん集め
られました。来場者の注目はなんと言っても、「船外活動ユニット（宇宙服）」です。本物の宇宙服を着た姿を記念に写そ
うと長蛇の列ができていました。その他には、「国際宇宙ステーション（ISS）」や「きぼう」、「H ⅡーBロケット」などの模型、
宇宙食などの展示があり、クイズラリーで楽しみながら学べるようになって
いました。ISSで活動している乗務員のおしっこの再利用方法を皆さんは
知っていますか？答えは、「飲料水として飲む」だそうです。これには、多くの
子どもたちが驚いていました。1957年10月4日にソ連がスプートニク１号
の打ち上げに成功してから今日まで、発展し続ける宇宙開発の歴史や日本
の素晴らしい科学技術を教えてくれる素晴らしい展示でした。１Ｆのショップ
には、宇宙食やＪＡＸＡ関連のおみやげも売っていますので、興味のある方
はご覧ください。

★ 開館記念企画展示「有人宇宙開発」

　サイエンスドームいっぱいに映し出される
星空の美しさ。約1000万個の星を映すこと
のできる光学式プラネタリウム。その素晴ら
しい夜空に会場の皆さんも魅了されたようで
す。日時を入力すればすぐにその日の星空が
再現できたり、各座席に設置されたリモコン
でアンケートに答えたり、新しいプラネタリウ

ムの魅力をたくさん感じることができました。全天周デジタル投影機から映し出
される宇宙の映像はとても迫力があり、宇宙空間をリアルに感じさせるものと
なっていました。プラネタリウムを鑑賞後、ドームから出てきた方たちは満足そう
な笑顔をされていました。

★ プラネタリウム鑑賞会

「生命の神秘と地球 ～生物はどこまで生きられるか？～」
講師：広島大学大学院生物圏科学研究科　長沼毅准教授
●日　時　平成２５年４月２９日（月・祝） １３：３０～１５：３０
●場　所　岡山県生涯学習センター　体育館・ホール
●参加者　約３１０名

●思っていた以上に壮大な映像
で、次のプログラムにも大き
な期待をしています。
●オリジナル番組では、岡山県
と天文学との深いかかわりを
知り、とても感動しました。
●岡山が元気になるきっかけに
なると思いました。
●県内のたくさんの小中学生に
来て見てもらいたいと思いま
した。

～鑑賞された方の感想～

●長沼先生の話が聞きたくて、
楽しみにしてやってきました。
　期待通りでした。
●科学や生物にとても興味があ
るので、勉強になりました。
　将来は科学の先生になりたい
です。

～参加者のコメント～
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が行われました。高校生がそれぞれの科の特徴を生かし、キャンドル
や住宅模型、表札、ロボットカー等のものづくりや化学実験、スーパー
エンバイロメントの研究発表を行いました。高校生が、参加した子ど
もたちに寄り添うように工作や実験をサポートしたり、研究成果を
堂々と発表したりしました。オルゴールづくりでは、はんだ付けに苦労
しながら組み立てたオルゴールから音が出た時、とびっきりの笑顔が
子どもたちの顔にあふれました。

５月４日　「ものづくり体験デー」 

　（株）ＮＥＣの御協力のもと、約６０人の子どもたちが身近な紙コップと模型
モーターを利用して、ダンスロボットの工作に取り組みました。ロボットは、
ゼムクリップを使用したコントローラーで、左右に動いたり、前進やＵターン
をしたりします。
　また、コミュニケーションロボット「ＰａＰｅＲｏ（パペロ）」と、音声認識機能や
タッチセンサーの機能を使って交流しました。
　今回参加した子どもたちからは、「身近にあるもので作れるのが楽しかっ
た」とか「工夫や実験をすることが好きになった」といった声が多く聞かれま
した。

★ ５月５日　「身近なものでロボットを作ろう！」

★

　天文同好会岡山アストロクラブの皆さんの御協力のもと、約60人
が天体望遠鏡や双眼鏡の選び方についてのお話を聞きました。講師
の大島学先生が天文機材を選ぶ際のポイントやカタログを見るた
めに必要な用語などの説明を丁寧にしてくださいました。その後、ア
ストロクラブ会員9名から個別に実機を説明していただき、興味のあ
る機材を実際に使うことができました。これから天体観望を始めよう
と思っている方には大変参考になりました。

5月6日　「始めよう天体観望　実機で分かる天文機材の選び方」★

　「人と科学の未来館サイピア」オープンを記念
し、長沼毅先生に講演をしていただきました。生物学者・理学博士である先生の話
は、ご自身の体験をもとにしたもので、生命の神秘にせまる貴重なお話でした。地
球生物の生存の可能性を重力や温度、圧力などの条件ごとに示されると、私たち
が想像することのできない極限の状態でも生物が生存できることに驚かされまし
た。クマムシやネムリユスリカ、イワトビペンギンなど、その生物独特のユニーク
な生活を写真を使いながらユーモアたっぷりに紹介してくださり、楽しみながら勉
強させていただくことができました。講演後の質問タイムでは、子どもたちから質

問が寄せられ、真剣なまなざしで先生の回答に耳を傾ける姿に未来の科学者の姿が重なり、頼もしくうれしく感じまし
た。

★「人と科学の未来館サイピア」オープン記念講演会

　人と未来の科学館サイピアのオープンをお祝いするように企画展示室にはＪＡＸＡ等の貴重な資料がたくさん集め
られました。来場者の注目はなんと言っても、「船外活動ユニット（宇宙服）」です。本物の宇宙服を着た姿を記念に写そ
うと長蛇の列ができていました。その他には、「国際宇宙ステーション（ISS）」や「きぼう」、「H ⅡーBロケット」などの模型、
宇宙食などの展示があり、クイズラリーで楽しみながら学べるようになって
いました。ISSで活動している乗務員のおしっこの再利用方法を皆さんは
知っていますか？答えは、「飲料水として飲む」だそうです。これには、多くの
子どもたちが驚いていました。1957年10月4日にソ連がスプートニク１号
の打ち上げに成功してから今日まで、発展し続ける宇宙開発の歴史や日本
の素晴らしい科学技術を教えてくれる素晴らしい展示でした。１Ｆのショップ
には、宇宙食やＪＡＸＡ関連のおみやげも売っていますので、興味のある方
はご覧ください。

★ 開館記念企画展示「有人宇宙開発」

　サイエンスドームいっぱいに映し出される
星空の美しさ。約1000万個の星を映すこと
のできる光学式プラネタリウム。その素晴ら
しい夜空に会場の皆さんも魅了されたようで
す。日時を入力すればすぐにその日の星空が
再現できたり、各座席に設置されたリモコン
でアンケートに答えたり、新しいプラネタリウ

ムの魅力をたくさん感じることができました。全天周デジタル投影機から映し出
される宇宙の映像はとても迫力があり、宇宙空間をリアルに感じさせるものと
なっていました。プラネタリウムを鑑賞後、ドームから出てきた方たちは満足そう
な笑顔をされていました。

★ プラネタリウム鑑賞会

「生命の神秘と地球 ～生物はどこまで生きられるか？～」
講師：広島大学大学院生物圏科学研究科　長沼毅准教授
●日　時　平成２５年４月２９日（月・祝） １３：３０～１５：３０
●場　所　岡山県生涯学習センター　体育館・ホール
●参加者　約３１０名

●思っていた以上に壮大な映像
で、次のプログラムにも大き
な期待をしています。
●オリジナル番組では、岡山県
と天文学との深いかかわりを
知り、とても感動しました。
●岡山が元気になるきっかけに
なると思いました。
●県内のたくさんの小中学生に
来て見てもらいたいと思いま
した。

～鑑賞された方の感想～

●長沼先生の話が聞きたくて、
楽しみにしてやってきました。
　期待通りでした。
●科学や生物にとても興味があ
るので、勉強になりました。
　将来は科学の先生になりたい
です。

～参加者のコメント～
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　サイエンスドームにあるハイブリッド・プラネタリウムは、最新鋭の光学式プ
ラネタリウムと高解像度プロジェクターにより、精細で美しく迫力のある星空
や映像をドームいっぱいに映し出します。約１０００万個の星で表現された天の
川や星空、デジタル映像による惑星や銀河の姿などが楽しめます。

　現在、上映中の全天周番組は「スペースエイジ～宇宙を目指すものたち」です。人工衛星スプートニク打ち上げには
じまるソ連（現ロシア）とアメリカによる宇宙開発競争、アポロ１１号の月面着陸、そして、現在の国際宇宙ステーション
へ。半世紀にわたる人類の宇宙開発の歴史的な事実を描いた作品です。８月以降は新番組が登場します。お楽しみに。

「人と科学の未来館 サイピア」

★ 生まれ変わったプラネタリウム

　サイエンスドームと科学体験・学習広場では、学校団体が校外学習や遠足等
でご利用いただけるように、学習プログラムを用意しています。

★ 学校学習プログラム

©Mirage3D

全天周番組「スペースエイジ」
７月末まで投影予定

※全天周：ドームいっぱいに広がる迫力ある
　　　　映像番組　
※プラネタリウム：解説員による星空生解説

投影 （投影時間は各回４５分程度）

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

平日 土・日・祝・夏休み等
１０：００～

 一般（プラネタリウム）
 １１：４５～

一般（全天周）   
１３：３０～

 一般（プラネタリウム）
 １４：４５～

 一般（全天周）

９：３０～
学校学習 
１１：００～
学校学習 
１３：３０～
学校学習 
１４：４５～

一般（全天周）
１６：００～

一般（プラネタリウム）

●プラネタリウム学習投影（サイエンスドーム）
　平日の1回目から3回目までは、学校学習用の投影を行います。教科書だけ
では理解しにくい太陽や月、星の動き、星座早見盤の使い方をプラネタリウム
を使い、子どもと先生が一緒に星空を見上げながら学習することが出来ます。
　保育園・幼稚園・小・中・高等学校各学年の理科学習の内容に合わせた投影プ
ログラムや、教科の枠を超えて宇宙の神秘や魅力、星や星座にまつわる伝説を
紹介する投影プログラムを用意しています。
　また、岡山県オリジナル番組もあります。岡山と宇宙の深いつながりを紹介
する「岡山は宇宙に開いた窓」と、郷土岡山の魅力を備前、備中、美作の３つの地
域ごとに歴史と自然・景観に分けて紹介する「おかやまものがたり」の２つです。

●科学実験・サイエンスショー（科学体験・学習広場）
　科学のおもしろさ、不思議を感じ、理科学習への関心・意欲向上へつながる
科学実験や理科工作、サイエンスショーを行います。内容は、事前打合わせによ
り、各学校の学習内容に合わせ、学習への導入や学習後の発展的内容の理解
を深めるための実験や工作も出来ます。

サイエンスショー「空気と遊ぼう」

©GOTO

©GOTO

　KU-MA（子ども・宇宙・未来の会）とJAXA宇宙教育センター
が提供するテキストをもとに、身の回りにある材料・道具をつ
かった実験・工作などを行い、子どもの心に自然と宇宙と生命
への限りない愛着を呼び起こし、好奇心・冒険心・匠の心を育
むことを目的としています。６月３０日（日）の開校式を含めた年
４回のスクーリングと各家庭で行う家庭学習を親子一緒に楽
しく行います。
　秋には、JAXAと生涯学習センターとの共同事業として知識
の習得に偏らず、実験・体験による感動を与えることを重視し
た体験型プログラムのコズミックカレッジの開催も予定してい
ます。ご期待ください。

★ 岡山県「宇宙の学校」開校！

平成２４年度
「宇宙の教室」の
様子

子ども天文教室開講式

　５月１８日（土）に「子ども天文教室」、１９日（日）に「子ども科学教室」の開講
式が行われました。
　天文教室は、夕方６時から８時まで年間９回行われます。天体望遠鏡の使
い方にはじまり、惑星や流星、最新の天文学を学んだり、実際に天体望遠鏡
を使った天体観測も行います。
　科学教室は、３つのコースに別れています。小学校下学年と保護者による
ファミリーコース、小学校上学年によるジュニアコース、中学生以上による
ミドルコース。年間９回、それぞれのコースに合わせて「もしも原子が見えた
なら」「電池と回路」「ばねと力」「生物と細胞」等のテーマで科学のおもしろ
さ、奥深さにじっくりと迫ります。

★ 子ども科学クラブスタート

　子どもたちに自然・科学のおもしろさや楽しさを教え
てくださる方を募集しています。
　サイエンスショーや科学実験の実演、天文教室や科学
教室、公民館や学校での出前講座の講師、また、科学イ
ベントの企画や運営を行うことができる方、知識や専門
性、経験を生かしてサイエンスインストラクターを始めて
みませんか？　
　講師は出来ないけど、科学教室や実験のお手伝いをし
たい思われている方、是非、科学ボランティアにご登録く
ださい。年齢や経験は問いません。
　サイエンスインストラクター・科学ボランティア共に随
時受付ていますので、お気軽にご相談ください。

★ サイエンスインストラクター・科学ボランティア募集中

生涯学習センター振興課　
電話　０８６－２５１－９７５１
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　サイエンスドームにあるハイブリッド・プラネタリウムは、最新鋭の光学式プ
ラネタリウムと高解像度プロジェクターにより、精細で美しく迫力のある星空
や映像をドームいっぱいに映し出します。約１０００万個の星で表現された天の
川や星空、デジタル映像による惑星や銀河の姿などが楽しめます。

　現在、上映中の全天周番組は「スペースエイジ～宇宙を目指すものたち」です。人工衛星スプートニク打ち上げには
じまるソ連（現ロシア）とアメリカによる宇宙開発競争、アポロ１１号の月面着陸、そして、現在の国際宇宙ステーション
へ。半世紀にわたる人類の宇宙開発の歴史的な事実を描いた作品です。８月以降は新番組が登場します。お楽しみに。

「人と科学の未来館 サイピア」

★ 生まれ変わったプラネタリウム

　サイエンスドームと科学体験・学習広場では、学校団体が校外学習や遠足等
でご利用いただけるように、学習プログラムを用意しています。

★ 学校学習プログラム

©Mirage3D

全天周番組「スペースエイジ」
７月末まで投影予定

※全天周：ドームいっぱいに広がる迫力ある
　　　　映像番組　
※プラネタリウム：解説員による星空生解説

投影 （投影時間は各回４５分程度）

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

平日 土・日・祝・夏休み等
１０：００～

 一般（プラネタリウム）
 １１：４５～

一般（全天周）   
１３：３０～

 一般（プラネタリウム）
 １４：４５～

 一般（全天周）

９：３０～
学校学習 
１１：００～
学校学習 
１３：３０～
学校学習 
１４：４５～

一般（全天周）
１６：００～

一般（プラネタリウム）

●プラネタリウム学習投影（サイエンスドーム）
　平日の1回目から3回目までは、学校学習用の投影を行います。教科書だけ
では理解しにくい太陽や月、星の動き、星座早見盤の使い方をプラネタリウム
を使い、子どもと先生が一緒に星空を見上げながら学習することが出来ます。
　保育園・幼稚園・小・中・高等学校各学年の理科学習の内容に合わせた投影プ
ログラムや、教科の枠を超えて宇宙の神秘や魅力、星や星座にまつわる伝説を
紹介する投影プログラムを用意しています。
　また、岡山県オリジナル番組もあります。岡山と宇宙の深いつながりを紹介
する「岡山は宇宙に開いた窓」と、郷土岡山の魅力を備前、備中、美作の３つの地
域ごとに歴史と自然・景観に分けて紹介する「おかやまものがたり」の２つです。

●科学実験・サイエンスショー（科学体験・学習広場）
　科学のおもしろさ、不思議を感じ、理科学習への関心・意欲向上へつながる
科学実験や理科工作、サイエンスショーを行います。内容は、事前打合わせによ
り、各学校の学習内容に合わせ、学習への導入や学習後の発展的内容の理解
を深めるための実験や工作も出来ます。

サイエンスショー「空気と遊ぼう」

©GOTO

©GOTO

　KU-MA（子ども・宇宙・未来の会）とJAXA宇宙教育センター
が提供するテキストをもとに、身の回りにある材料・道具をつ
かった実験・工作などを行い、子どもの心に自然と宇宙と生命
への限りない愛着を呼び起こし、好奇心・冒険心・匠の心を育
むことを目的としています。６月３０日（日）の開校式を含めた年
４回のスクーリングと各家庭で行う家庭学習を親子一緒に楽
しく行います。
　秋には、JAXAと生涯学習センターとの共同事業として知識
の習得に偏らず、実験・体験による感動を与えることを重視し
た体験型プログラムのコズミックカレッジの開催も予定してい
ます。ご期待ください。

★ 岡山県「宇宙の学校」開校！

平成２４年度
「宇宙の教室」の
様子

子ども天文教室開講式

　５月１８日（土）に「子ども天文教室」、１９日（日）に「子ども科学教室」の開講
式が行われました。
　天文教室は、夕方６時から８時まで年間９回行われます。天体望遠鏡の使
い方にはじまり、惑星や流星、最新の天文学を学んだり、実際に天体望遠鏡
を使った天体観測も行います。
　科学教室は、３つのコースに別れています。小学校下学年と保護者による
ファミリーコース、小学校上学年によるジュニアコース、中学生以上による
ミドルコース。年間９回、それぞれのコースに合わせて「もしも原子が見えた
なら」「電池と回路」「ばねと力」「生物と細胞」等のテーマで科学のおもしろ
さ、奥深さにじっくりと迫ります。

★ 子ども科学クラブスタート

　子どもたちに自然・科学のおもしろさや楽しさを教え
てくださる方を募集しています。
　サイエンスショーや科学実験の実演、天文教室や科学
教室、公民館や学校での出前講座の講師、また、科学イ
ベントの企画や運営を行うことができる方、知識や専門
性、経験を生かしてサイエンスインストラクターを始めて
みませんか？　
　講師は出来ないけど、科学教室や実験のお手伝いをし
たい思われている方、是非、科学ボランティアにご登録く
ださい。年齢や経験は問いません。
　サイエンスインストラクター・科学ボランティア共に随
時受付ていますので、お気軽にご相談ください。

★ サイエンスインストラクター・科学ボランティア募集中

生涯学習センター振興課　
電話　０８６－２５１－９７５１
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「人と科学の未来館 サイピア」

★ サイピア施設利用サイピアは
このような施設です！
家族で楽しい休日を満喫、
学校学習で科学の不思議を体験
～あなたに合ったサイピア
　　　活用方法を探してみましょう～

●平日は学校学習として、
休日は幅広い世代が楽し
める科学教室、サイエン
スショーなどを開催しま
す。

●県内の様々な団体と連携
を強め、バラエティ豊か
で魅力あるプログラムを
用意しています。

●科学、ものづくりの奥深さ
を体感してください。

●あなたの職場やグループ
の研究成果や実績をここ
で紹介してください。

●最新のプラネタリウムが神秘、幻想の世界
にご案内します。

●端末回答機による参加型学習投影が児童
生徒の理解度アップをサポートします。

※その他にも親子で遊び学べ
る親子サイエンスルームや
映像設備などがあります。
詳しくはサイピアＨＰやパン
フレットをご覧ください。

☆企画展示室

☆サイエンス
　ドーム

☆科学・体験学習広場

★「人と科学の未来館サイピア」のポータルサイトがオープン！

公式フェイスブック　https://www.facebook.com/okasyogaise

　「館内案内」や「利用案内」など「サイピア」を利用するに当たっての
紹介等が掲載されています。特に注目していただきたいのは、「お知ら
せ」と「イベント」に関する情報です。各種のお知らせやイベントの申込
方法、企画展示室で行われている展示内容等、各種情報をタイムリー
にお伝えしていきます。
　アドレス http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/ または岡山
県生涯学習センタートップページからご覧ください。

　また、最近のスマートフォン（多機能携帯電話）の普及等を背景に利
用が飛躍的に拡大しているソーシャルメディアの「フェイスブック」も
運用していますので、合わせてご覧ください。

★ 友の会
　「人と科学の未来館サイピア」の活動を応援してくださる科学に興味のある方、友の会に入りませんか？

①「友の会便り」により各種催し物のご案内
②プラネタリウム新番組の先行試写会への参加
③各種行事への優先参加（先行情報提供・予約受付）
④会員向けの事業への参加
⑤プラネタリウムを団体割引料金（２割引）で観覧

特　典
一般会員　  ２,５００円　　　学生会員　１,５００円
賛助会員　１０,０００円

年　会　費

※賛助会員は、特典①～④に加えて４人まで
　団体割引料金でプラネタリウムを観覧出来ます。

　６月から人と科学の未来館サイピアの学校利用がはじまりました。岡山県内の保育園・幼稚園・小学校・中学校・中等
教育学校・高等学校・特別支援学校が学校行事として施設を利用する場合は、施設使用料、プラネタリウム観覧料共に
無料です。
　利用申込は、人と科学の未来館サイピア（086－251－9752）へお願いします。
　来年度の利用については、１０月から申込受付開始予定です。申込方法等詳細については人と科学の未来館サイピ
アホームページ等でお知らせします。

学校利用の場合は

●開館時間等

●施設の貸出

●プラネタリウム　観覧料（1人1回につき）
開館時間　午前9時から17時まで（原則）
休 館 日　月曜日（その日が祝日に当たるときを除く。）
　　　　　祝日の翌日（その日が祝日でない火曜日から
　　　　　金曜日までに当たるときに限る。）
　　　　　12月28日から翌年の1月4日まで
　　　　　※機器の点検などにより、臨時休館になる場合があります。
入 館 料　無料（ただし、プラネタリウム観覧料を除く）

※学校学習で利用の場合は申請により無料になります。

100円
300円
500円
300円

80円
240円
400円
240円

小学生未満
小学生・中学生
高校生
その他の一般の方

区　　分 30人以上の団体個　　人

無　　料 無　　料65歳
未 満
の 方

65歳以上の方

※通常はプラネタリウム投影や各種イベント、学校学習が優先となるため、施設の貸出には制限があります。サイピア予約受付へご確認ください。

備考　この表に掲げる時間帯の利用に併せて、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの時間帯に利用する場合における利用料金は、
　　　午後1時から午後5時までの欄に掲げる額に4分の1を乗じて得た額（その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げた額）とする。

47,640円
8,280円
5,400円
1,980円
1,620円

投影装置を使用する場合
投影装置を使用しない場合

基　　　準　　　額 基　準　額
区　　分 午前9時から

正午まで
63,520円
11,040円
7,200円
2,640円
2,160円

午後1時から
午後5時まで

サイエンス
ドーム
科学体験・学習広場
企画展示室
プロデュースセンター

47,640円
8,280円
5,400円
1,980円
1,620円

午後6時から
午後9時まで

127,040円
22,080円
14,400円
5,280円
4,320円

午前9時から
午後5時まで

127,040円
22,080円
14,400円
5,280円
4,320円

1,130円

400円
170円
120円

1,060円

310円
130円
100円

午後1時から
午後9時まで

190,560円
33,120円
21,600円
7,920円
6,480円

午前9時から
午後9時まで 冷房設備 暖房設備
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　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、ホームページなどを通じて講座や地域情報を積極的に発
信できるよう、情報発信やホームページ作成などの基礎的な研修を行います。

　対象／公民館・社会教育施設職員、公民館ホームページ
　　　　関係者、教育委員会職員　他　
　内容／講義「講座企画の基礎、情報発信の基礎」
　　　　演習 「ＳＮＳ（フェイスブック作成）の基礎、
　　　　　　  広告チラシ作成の基礎」　他
　開催時期／9月～12月
　訪問場所（予定）／市町村会場

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

◆初任者研修
　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、社会教育施設職員　等
　会場／県生涯学習センター（４月１９日、５月１０日）
　　　　津山市中央公民館（５月９日）
　第１回（中央研修）：４月１９日（金）
　　⑴講義「基礎から学ぶ生涯学習・社会教育の進め方～入門編～」
　　　岡山大学大学院教育学科　准教授　熊谷愼之輔
　　⑵岡山県の社会教育行政の現状
　　⑶ぱるネット岡山の活用について
　　⑷実践発表「勝央町の取組」　　勝央町教育委員会  社会教育主事  三戸祥恵
　第２回（地区研修）：５月９日（木）、５月１０日（金）　
　　⑴親育ち応援学習リーダー養成について
　　⑵演習「レッツトライ！ 家庭教育支援のすすめ～親育ち応援学習プログラムの活用を通して～」
　　　（県北会場）岡山市立上道公民館  主任  吉田郁美　
　　　（県南会場）NPO法人子ども達の環境を考えるひこうせん　代表理事  赤迫康代

◆ステップアップ研修（中央研修）
　日常の業務に役立つ実践的な内容の研修を行います。本年度の地区研修は、「おかやま子ども応援事業」に関連し
て、家庭教育支援にどのように取り組んでいくかを具体的な演習を通して学びます。
　対象／市町村の生涯学習・社会教育担当職員、公民館職員、社会教育施設職員　等
　会場／県生涯学習センター
　日時／６月２０日（木）　10：00～16：00
　⑴講義「人づくりをとおして地域を耕す～島根県の取組から～」　島根県教育庁社会教育課  社会教育主事  山本芳正
　⑵演習「地域力醸成プレゼンテーション大会」
※ステップアップ研修（地区研修）は、８月～１２月に３回実施の予定です。

　子どもは、学校、家庭、地域の中で生活しています。保護者や教職員のよりよい関わりはもちろん、地域の方々の力
が加わることにより、それぞれが豊かな成長の場になることから、学校教育支援（学校支援地域本部など）、放課後・週
末等支援（放課後子ども教室など）、家庭教育支援（家庭教育支援チームなど）の取組が県内各地で展開されていま
す。この研修会では、学校と家庭、地域のそれぞれの関係づくりを進めるコーディネーターや家庭教育支援を推進する
リーダー等の資質向上を図ります。また、当センターでは、教育支援活動コーディネーター等研修会を県総合教育セン
ター、岡山教育事務所、津山教育事務所と連携して行います。
　対象／学校支援コーディネーター、放課後子ども教室コーディネーター、家庭教育支援チーム員、公民館職員、
　　　　教職員（地域連携担当職員）、ボランティア　等
　会場／県生涯学習センター

～ 指 導 者 研 修 講 座 ～
生涯学習・社会教育関係職員研修講座

教育支援活動コーディネーター等研修会

　家庭の教育力向上を図るために、地域の子育て支援拠点や公民館、保育所・学校園等において、保護者同士が交流
しながら子育てに必要な知識やスキルを学ぶ「親育ち応援学習プログラム」を効果的に活用し、その活用を促進するフ
ァシリテーターを養成すると共に、地域の子育て・家庭教育支援リーダーとしての実践力の向上を図る。

親育ち応援学習リーダー養成講座（基礎編）

　この講座は、県内の学生を対象にボランティアを養成するも
のです。本年度で3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、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、生涯学習センタ
ーで活躍する施設ボランティアや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。

How to ボランティア！！（学生ボランティア養成講座）

公民館情報ネットワーク事業

◆学校支援（中央研修） ◆放課後支援（中央研修） ◆家庭教育支援（中央研修）

※学校支援（地区研修）は、６月～１１月に各教育事務所単位でそれぞれ２回実施の予定です。
※学校支援（地域連携担当者研修）は、７月に県総合教育センターで実施の予定です。

　　　　６月１２日（水）
⑴おかやま子ども応援事業（学校支援）
　について
⑵講義・演習「子ども理解について」
　岡山大学教育学部　
　助教　中山芳一

　　　　８月１日（木）
⑴おかやま子ども応援事業
　（放課後・週末等支援）について
⑵講義「高齢者の活躍」（仮題）
　高知大学教育研究部　
　准教授　矢野宏光
⑶演習「放課後支援ワールドカフェ」
　

　　　　８月２９日（木）
⑴おかやま子ども応援事業
　（家庭教育支援）について
⑵講義「特別支援教育について」（仮題）
　ノートルダム清心女子大学
　講師　青山新吾
⑶演習「家庭教育支援ワールドカフェ」

対象／ＰＴＡ指導者、家庭教育支援チーム員、社会教育関係者、
　　　保健福祉関係者、市町村職員、教職員、
　　　子育て支援や家庭教育支援に携わっている方　等
会場／県生涯学習センター
日時／６月２７日（木）
⑴親育ち応援学習プログラムについて
⑵講義「親育ち支援の必要性」（仮題）
　岡山大学大学院　准教授　横松友義
⑶演習「親育ち応援学習プログラム」

対象／岡山県内の大学生（募集人数：40人）等

演習の様子
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　　　　津山市中央公民館（５月９日）
　第１回（中央研修）：４月１９日（金）
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⑴おかやま子ども応援事業
　（家庭教育支援）について
⑵講義「特別支援教育について」（仮題）
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演習の様子



12 13

　岡山県生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山）では、県民の皆様が自分に適した学習内容を選択できるよう、県内
各地で様々な講座を提供しています。
　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、「受講案内」（公民館や図書館等にありま
す）や、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。

　受講を希望される方は、各講座開設機関にお問合せの上、直接お申
込みください。
　お申込みをされ、開設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。
　この大学に年齢制限はありません。生涯にわたっての取得単位が加
算されます。３０単位取得された方には、修了証書を授与します。以後１
０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？

～ 県 民 学 習 講 座 ～ ～施設・設備の提供～
岡山県生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山）

※主催講座：生涯学習大学が大学の理念に基づいて独自に開講する講座
※連携講座：県内各機関（県・県立機関、大学、市町村、各種団体）が開設している講座のうち、連携していただいている講座

●本年度は、主催講座として、次の講座を開催します
実践コース

講座名 講座開設機関 実施日 問合先 申込締切
ボランティアの基礎、実践に関する講座

◇その他◇
　子どもの体験活動支援
　ボランティアリーダー養成講座　
　～子どもとおとなの幸せな出会いを目指して～

赤磐市立
山陽公民館

9/8,9/29,
10月(2回),11/10 086-955-9777 8/8（木）

専門教養コース
講座名 講座開設機関 実施日 問合先 申込締切

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

◇健康と福祉◇
　心豊かにいきいきと生きる くらしき作陽大学

岡山理科大学

環太平洋大学

◇自然・科学◇
　現代天文学入門

◇能力開発◇
　60歳以降を生き生き楽しく過ごす為の
　「実践！今から始める体づくり」

8/2,8/8,8/27,
8/30,9/4,9/9,
9/18,9/27

8/24,8/31,
9/21,9/28

7/6,7/13,7/20,
7/27

086-523-0822

086-256-9731

086-958-0200

7/2（火）

7/23（火）

6/6（木）

大学院コース
講座名 講座開設機関 実施日 問合先 申込締切

地域での指導・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

◇学習指導（必修）◇
　生涯学習の手引き 岡山県生涯学習センター

吉備国際大学

岡山大学

美作大学

◇社会とくらし◇
　備中高梁学から考える社会とくらし

◇歴史と文化◇
　美作の歴史再発見

◇国際理解◇
　世界を知る、学ぶ、そして岡山は？

9/1,9/15,10/13,
10/20,10/27,
11/4,11/17,11/24

8/29,8/30,9/5,
9/6,9/12,9/13,
9/26,9/27

8/11,8/21,8/24,
8/28,8/31,9/7,
9/14,9/21

7/25,7/26,7/27,
8/2,10/22,10/29,
10/31,11/5､11/10,
11/12

086-251-9751

0866-22-7404

086-251-7186

0868-22-7718

8/1（木）

7/29（月）

6/25（火）

7/11（木）

　毎月第３土曜日には子ども・親子を対象とした体験活動「ぱるチャレンジ」、趣味や特技を生かした「ぱるコンサート」、
子ども向け映画会「ぱるシアター」を行う、『ぱるスマイルＤａｙ』を設けています。ぜひ、ご家族づれでお越しください。

ぱるスマイルＤａｙ

　「ぱるボランティア」とは、平成12年度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の企画・運営などで、できるとき
にできることを楽しみながら活動しています。「ぱるスマイルＤａｙ」や「京山祭」（６月と１１月に実施）などで、子どもを対
象にした体験活動の企画を考えていきます。
　年齢・経験は問いません。ぜひ、一緒に活動してみませんか。随時受付ていますので、お気軽にご相談下さい。

    県生涯学習センター振興課　電話０８６－２５１－９７５１までご連絡下さい

ぱるボランティア募集

日　　　時 ぱるシアター　上映予定作品

７月20日（土）

９月21日（土）

10月19日（土）

12月21日（土）

ぱるチャレンジ ぱるコンサート ぱるシアター

ぱるスマイルＤａｙ　今後の予定

【７月２０日】 【１０月１９日】

※内容は変更することがあります。詳細はホームページでご覧ください。

※内容は変更することがあります。詳細はホームページでご覧ください。

【９月２１日】
●心つながる＊リズムで
　コミュニケーション
  （ドラムラムサークル） 
●牛乳パックで作って遊ぼう
●夏休み子ども科学教室

●ものづくり（未定）
●マジックショー

●こけ宝探し
●心つながる＊リズムで
　コミュニケーション

スプーンおばさん、忍たま乱太郎、世界名作童話「ピーターパン」、まんが日本
昔ばなし「分福茶釜」「一寸法師」

トムとジェリー、ねずみくんのチョッキ、美しいさいごの一葉、まんが日本昔ば
なし「河童のあまごい」「カチカチ山」

ミッキーマウス第三巻、１０ぴきのかえる２、世界名作童話「ジャックと豆の木」、
まんが日本昔ばなし「たのきゅう」「そこつ惣兵衛」

ドナルドダック第一巻、年中行事アニメーションシリーズ「神様がくれたクリス
マスツリー」、夢ものがたり、まんが日本昔ばなし「宝の下駄」「夢を買う」
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算されます。３０単位取得された方には、修了証書を授与します。以後１
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分を発見してみませんか？
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10/31,11/5､11/10,
11/12

086-251-9751
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086-251-7186
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7/29（月）

6/25（火）

7/11（木）

　毎月第３土曜日には子ども・親子を対象とした体験活動「ぱるチャレンジ」、趣味や特技を生かした「ぱるコンサート」、
子ども向け映画会「ぱるシアター」を行う、『ぱるスマイルＤａｙ』を設けています。ぜひ、ご家族づれでお越しください。

ぱるスマイルＤａｙ

　「ぱるボランティア」とは、平成12年度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の企画・運営などで、できるとき
にできることを楽しみながら活動しています。「ぱるスマイルＤａｙ」や「京山祭」（６月と１１月に実施）などで、子どもを対
象にした体験活動の企画を考えていきます。
　年齢・経験は問いません。ぜひ、一緒に活動してみませんか。随時受付ていますので、お気軽にご相談下さい。

    県生涯学習センター振興課　電話０８６－２５１－９７５１までご連絡下さい

ぱるボランティア募集
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９月21日（土）
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ぱるチャレンジ ぱるコンサート ぱるシアター

ぱるスマイルＤａｙ　今後の予定

【７月２０日】 【１０月１９日】

※内容は変更することがあります。詳細はホームページでご覧ください。

※内容は変更することがあります。詳細はホームページでご覧ください。

【９月２１日】
●心つながる＊リズムで
　コミュニケーション
  （ドラムラムサークル） 
●牛乳パックで作って遊ぼう
●夏休み子ども科学教室

●ものづくり（未定）
●マジックショー

●こけ宝探し
●心つながる＊リズムで
　コミュニケーション

スプーンおばさん、忍たま乱太郎、世界名作童話「ピーターパン」、まんが日本
昔ばなし「分福茶釜」「一寸法師」

トムとジェリー、ねずみくんのチョッキ、美しいさいごの一葉、まんが日本昔ば
なし「河童のあまごい」「カチカチ山」

ミッキーマウス第三巻、１０ぴきのかえる２、世界名作童話「ジャックと豆の木」、
まんが日本昔ばなし「たのきゅう」「そこつ惣兵衛」

ドナルドダック第一巻、年中行事アニメーションシリーズ「神様がくれたクリス
マスツリー」、夢ものがたり、まんが日本昔ばなし「宝の下駄」「夢を買う」
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　「ぱるネット岡山」は「きっと見つかる、あなたの求める生涯学習情報」をキャッチフレーズに県内の生涯学習情報をイ
ンターネットで提供するシステムとして、「講座・講演」「施設・文化財」「講師・ボランティア」「視聴覚教材」などの利用者
のニーズに応じた生涯学習情報を提供しています。

　「ぱるネット岡山」、「施設利用案内」、「視聴覚ライ
ブラリー」、「人と科学の未来館サイピア」の情報へ、
よりスムーズに入っていけるようになりました。
　「休所日」が一目でわかるカレンダー表示やサイト
内をキーワードにより検索できる「Google」検索の
機能も備えています。
※「ぱるネット岡山」の使い方は従来と同じです。

生涯学習情報提供システム
ぱるネット岡山

●「ぱるネット岡山」の使い方

アドレス　http://www.pal.pref.okayama.jp/　
または「ぱるネット岡山」で検索エンジンから探す。

ぱるネット岡山 クリック!!

「ぱるネット岡山」へアクセスできる岡山県生涯学習センターのトップページが変わりました！

①「講座・講演」をクリックします。　　
②「講座・講演　詳細検索」のページに移動
　するので、　「条件選択」の関心のある分類を
　クリックします。　　
③講座等のタイトル一覧が表示されます。　　
④詳細情報が表示されます。　　

「フリーワード検索」でキーワードを入力
するほか、マウスだけで操作もできます。　　

「ぱるネット岡山」の使い方を「講座・講演」情報を例に説明します。

クリック

①クリック

②クリック

③クリック

④詳細情報表示

　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、お気軽にご相談ください。また、学習相談コーナーがある交流棟２階には、約３万点の図書や行政資料があります
のでご利用ください。

学習相談コーナーのご案内　　TEL 086-251-9758

　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、公民館を
はじめ、町内会、子供会、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・視聴覚機材を無料で貸し出しています。
　視聴覚教材のジャンルには、人権教育・情報モラル・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、防災、ボランティア活動、メンタルヘルス等様々なものがあります。ま
た、子ども向けのアニメーション作品等も取り揃えています。詳しくは、学校・公民館等に配布し
ています「視聴覚教材目録」をご覧ください。または、岡山県生涯学習センターホームページか
らもダウンロードできます。

❶「視聴覚教材目録」や、ホームページで教材を選ぶ
❷電話（０８６－２５１－９７８８）で予約する

※岡山県生涯学習センター総合案内(交流棟１階)につながります。
その場で、貸出期間・受渡方法等を調整させていただきます。

※教材そのものに関するご質問は、振興課（０８６－２５１－９７５１）まで。
❸借用申込書に記入しファックスで送る
　　（ファックス番号：０８６－２５１－９７８０）
❹岡山県生涯学習センターで教材を受け取る
　　（宅配可：送料は利用者負担）

※教材の受け取りは、岡山県生涯学習センター総合案内(交流棟１
階)へおいで下さい。 

※機材は、宅配便を利用できません。
❺視聴後、返却する

※返却日は必ずお守りください（返却日より早く返していただくの
は構いません）。 

※宅配便で返却する場合は、翌日必着で発送してください。
※視聴時に教材・機材に異常があった場合は、必ずご連絡ください。 

視聴覚ライブラリーのご案内　　TEL 086-251-9788

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。

相談方法 その１　・対面で　　交流棟２階　学習相談コーナーにおいでください。
                      　　　　　　　　　※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２　・お電話で　学習相談コーナー（直通）０８６－２５１－９７５８まで

受付時間のご案内　（火～土）午前９時～午後９時　（日・祝日）午前９時～午後５時
　　　　　　　　　※休所日にご注意ください。休所日はホームページ等でご確認ください。　　

借 用 手 順

今年４月からホームページのデザインが変わ
りました。
（トップページの「視聴覚ライブラリー」をク
リック!!）

または

クリック

総合案内(交流棟１階)においでください

～情報提供・学習相談～
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岡 山 県 生 涯 学 習 セ ン タ ー

人と科学の未来館サイピア特集
　サイピアオープン行事・所長あいさつ
　オープン記念講演会・開館記念企画展示
　オープンウィーク科学教室
　プラネタリウム・学習プログラム
　宇宙の学校・子ども科学クラブ
　施設紹介
　施設利用・友の会

センター事業案内
　指導者研修講座
　県民学習講座
　施設・設備の提供 
　ぱるネット岡山
　学習相談コーナー・視聴覚ライブラリー

施設利用案内

http://www.pal.pref.okayama.jp/
https://www.facebook.com/okasyogaise
E-mail:syogaise@pref.okayama.jp

岡山県
生涯学習センター

43 2013年6月
No.

よりだ 特集号
サイピア

★★★

交 通 案 内 　ACCESS MAP

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。

これらの他に、目的に応じた部屋があります。また、付随施設として講師控室、幼児プレイルーム、給湯室もあります。
詳しくは岡山県生涯学習センターHPをご覧いただくか、総合案内までお問い合わせください。

総合案内  086-251-9788　総合案内は交流棟1階です

センター情報提供

●施設利用　主な貸出施設の紹介

視聴覚室
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。
パソコンによるプレゼンテーション
も可能です。
72席。飲食不可。

和研修室
茶道などの和室ならではの研修な
どに活用できます。
茶道用道具一式（有料）、炉、座卓、
座布団等があります。
８畳。飲食可。

大研修室
多人数での各種講座や研修に利用
できます。
会議机５０脚、１５０席。飲食可。

パソコン教室１，２
パソコン教室1には、Windows7 
Professional搭載のパソコン４１
台を設置し、インターネット接続が
可能です。
Office2010Professional、ホー
ムページビルダーV16等のソフト
が利用できます。
また、同じ環境でパソコンを２２台
設置している、パソコン教室２もあ
ります。
いずれも飲食不可。

洋研修室
少人数の会議に便利です。
他の部屋よりグレードの高い部屋
です。
ロの字固定机。１２席。飲食可。

ミーティング室１～５
少人数の研修や講座に利用するこ
とができます。
ミーティング室１：会議机６脚、１８席
ミーティング室２：会議机４脚、１２席
ミーティング室３：会議机６脚、１８席
ミーティング室４：会議机３脚、１８席
ミーティング室５：会議机６脚、２６席
※ミーティング室１～３は３室隣り合

わせですので、３室を合わせれば
最大４８席での利用が可能です。

　飲食可。

火曜日～土曜日：午前9時から午後9時まで
日曜日・祝日:午前9時から午後5時まで

休所日
月曜日（その日が祝日に当たるときを除く）
祝日の翌日（その日が祝日でない火曜日から金曜日
までに当たるときに限る。）
12月28日から翌年1月4日まで

お問い合わせ
●総合案内（施設等予約専用）
　 ☎ 086-251-9788
●総務課
　 ☎ 086-251-9750
　fax 086-251-9757
●振興課
　 ☎ 086-251-9751
●学習相談
　 ☎ 086-251-9758
●人と科学の未来館サイピア
　 ☎ 086-251-9752
　fax 086-251-9780

開所時間
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