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情報提供・学習相談
　生涯学習情報提供システム
　視聴覚ライブラリー、学習相談コーナー
科学教育の普及と推進
　岡山県「宇宙の学校」
　サイピア学校学習利用プログラム
人と科学の未来館サイピア
　プラネタリウム情報、企画展示
　サイエンスショー・科学教室
施設利用案内
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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。

※平成２６年４月消費税率の変更等に伴い、平成２６年４月１日から施設等利用料金が改定されました。
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

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・視聴覚教材等予約）
　 ☎ 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

平成26年5月発行

発行 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/
https://www.facebook.com/okasyogaise
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区　　分
施設・設備等（定員・面積・階）

 9:00～
12:00

13:00～
17:00

18:00～
21:00

 9:00～
17:00

13:00～
21:00

 9:00～
21:00

冷  房
（１時間当）

暖  房
（１時間当）

視 聴 覚 室 72人 261㎡ １F 5,400 7,200 5,400 14,300 14,300 21,500 630 530
大 研 修 室 150人 261㎡ 2F 5,000 6,700 5,000 13,400 13,400 20,100 630 530
洋 研 修 室 12人 33㎡ 3F 800 1,100 800 2,200 2,200 3,300 80 60
和 研 修 室 8畳 33㎡ 3F 600 800 600 1,600 1,600 2,400 80 60

ミーティング室① 18人 28㎡ 2F 600 800 600 1,600 1,600 2,300 70 50
ミーティング室② 12人 22㎡ 2F 500 600 500 1,200 1,200 1,800 50 40
ミーティング室③ 18人 28㎡ 2F 600 800 600 1,600 1,600 2,300 70 50
ミーティング室④ 18人 40㎡ 4F 700 1,000 700 1,900 1,900 2,900 90 80
ミーティング室⑤ 26人 58㎡ 5F 1,000 1,400 1,000 2,800 2,800 4,100 130 110

美 術 教 室 35人 80㎡ 3F 2,800 3,700 2,800 7,500 7,500 11,200 390 310
木 工 教 室 8人 39㎡ 3F 900 1,200 900 2,500 2,500 3,700 90 70
陶 芸 教 室 24人 39㎡ 3F 800 1,000 800 2,100 2,100 3,100 90 70
書 道 教 室 32人 66㎡ 3F 1,200 1,600 1,200 3,200 3,200 4,700 150 130

パソコン教室① 40人 116㎡ 4F 7,100 9,500 7,100 18,900 18,900 28,400 270 220
パソコン教室② 20人 66㎡ 4F 3,000 4,000 3,000 8,000 8,000 11,900 150 130
ボランティア室 18人 40㎡ 4F 700 1,000 700 1,900 1,900 2,900 90 80

録画・録音
ス タ ジ オ

録
画 － 116㎡ 5F

4,500 6,000 4,500 11,800 11,800 17,900 270 220

録
音

2,500 3,300 2,500 6,600 6,600 9,900 270 220

試　 写 　室 18人 66㎡ 5F 1,400 1,800 1,400 3,600 3,600 5,500 150 130
編 　集 　室 － 21㎡ 5F 600 700 600 1,500 1,500 2,300 50 40

 

 

※12:00～13:00及び17:00～18:00の使用料の額は13:00～17:00の使用料額の1/4の額とする。（10円未満切り上げ）
※1時間未満の時間は1時間として計算する。 　
　冷房期間：6月1日～9月30日　
　暖房期間：12月1日～3月31日　
　特例期間：上記冷暖房期間の前後２週間程度（工事などのため、冷暖房の利用ができない場合があります。） 

生涯学習・社会教育関係職員研修講座
初任者研修（H26.4.18）

岡山県「宇宙の学校」（第３回  H25.12.8）

ぱるスマイルDay　－ぱるチャレンジ－
「ミクロの森を探検してみよう～コケ探検隊～」（H25.10.19）

生涯学習大学　主催講座
「学習の手引き」（H25.10.27）

※カーナビゲーションシステムで「岡山県生涯学習センター」が見つからない時は、「岡山県立烏城高等学校」で入力してください。
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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「情報発信の基礎」
　　　演習「ＳＮＳ（フェイスブック作成）の基礎」他
開催時期：１１月～１２月
訪問場所（予定）：市町村会場

　◆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、生涯学習推進に関わるボランティア・NPO関係者　等
　会場：県生涯学習センター（４月１８日、５月８日）
　　　　津山市中央公民館（５月１３日）
　第１回（中央研修）：４月１８日（金）
　　（１）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研究科　准教授　熊谷 愼之輔
　　（２）行政説明  「岡山県の社会教育行政の現状」
　　（３）実践発表  「地域とともにある公民館をめざして」 
　　　　　　　　　吉備中央町吉川公民館　主事　木林 りみこ
　　　　　　　　  「岡山市の社会教育におけるＥＳＤの取組について」　
　　　　　　　　　岡山市ＥＳＤ世界会議推進局　担当課長補佐　内田 光俊
　　（4）情報交換 
　第２回（地区研修）：５月８日（木）、５月１３日（火）　
　　　講義・演習「社会教育・公民館担当者の役割を考える」
　 　　　　　　　　岡山大学キャリア開発センター　助教　中山 芳一

　◆学校支援（中央研修）
　５月２１日（水）１０：００～１６：００
　(1) 行政説明「子どもが安心して学び成長できる環境づくりの実現に向けて」
　(2) 演習「コーディネーター塾」（実践発表・交流・情報交換）

　◆放課後・土曜日教育支援（中央研修）
　８月７日（木）１０：００～１６：００
　(1) 行政説明「おかやま子ども応援事業（放課後・土曜日教育支援）について」
　(2) 演習「土曜日教育支援のプログラムづくり（仮）」

　◆家庭教育支援（中央研修）
　８月２８日（木）10：00～16：00
　(1) 行政説明「おかやま子ども応援事業（家庭教育支援）について」
　(2) 講演「思春期の子どもたちの現状（仮）」　ウィメンズクリニック・上村　院長　上村　茂仁　　
　(3) 交流・情報交換「家庭教育支援ワールドカフェ」

　◆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。本年度は、「つながり」をテーマに、地域づくり、人づくりを学 
　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、生涯学習推進に関わるボランティア・NPO関係者　等
　会場：県生涯学習センター
　日時：９月２６日（金）１０：００～１５：３０
　　（１）講義「人と人のつながりが地域を元気にする（仮）」
　　（２）演習「『縁結人』になろう（仮）」
　　　　　　　昭和女子大学コミュニティサービスラーニング　センター長　興梠　寛
　※ステップアップ研修（地区研修）は、備前地区、備中地区、美作地区の３会場で行います。　
　　備前地区：１１月２８日（金）　（会場：和気町学び館「サエスタ」）　
　　備中地区：１２月１１日（木）　（会場：ライフパーク倉敷）　
　　美作地区：  １ 月２３日（金）　（会場：グリーンヒルズ津山リージョンセンター）

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

公民館情報ネットワーク事業

指導者の養成と研修

所長あいさつ
　岡山県生涯学習センターは、県民が生涯にわたって行う学習活動を支援する拠点施設として設置され、市町村や関係機
関等との連携を図りながら、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」の実現を目指して諸事業を進めています。昨年度は、新たに「人と科学の未来館サイピア」を開館し、「み
んな科学が好きになる」を合い言葉に、企業や高校・大学等関係機関やボランティアの皆さんのご協
力を得て、科学教育の普及・推進に向けた第一歩を踏み出すことができました。開館１年を待たずに、
サイピア入館者が延べ１０万人を上回りました。皆様のご利用に感謝を申し上げます。
　平成２６年度から、晴れの国おかやま生き活きプランがスタートしました。このプランでは、本セン
ターを中心に、多様な主体が連携・協働して生涯学習活動の環境づくりを推進し、県民の皆様の「生き
がい・元気づくり」を支援していくことが求められています。
 安心で豊かさが実感できる地域を創造し持続的に発展できるよう、人々の学びと活動をつなぎ、「人
づくり」、「きづなづくり」をキーワードに、皆様と共に取り組みを進めてまいりたいと思います。
 今年度も、皆様のご理解とご協力、ご支援を賜り、生涯学習センターの一層のご利用をお願いいたし
ます。

※学校支援（地区研修）は、８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２５日、８月４日に県総合教育センターで実施の予定です。

対象：学校支援コーディネーター
　　　放課後こども教室コーディネーター
　　　家庭教育支援チーム員
      　土曜日教育コーディネーター
　　　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

岡山県生涯学習センター
所長　岡本　啓
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会場：県生涯学習センター

岡山県生涯学習センター
所長　岡本　啓
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　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。
　　※主催講座：県生涯学習センターが主催している講座、県内の高等教育機関等に委託し開設している講座
　　※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

　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、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）の受講生になります。
　主催講座に出席すると、「現代的課題を学ぶコース」・「岡山県の特性を学ぶ
コース」は２／３以上の出席で１単位、「生涯学習リーダー養成コース」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？ 

○本年度は主催講座として次の講座を開設します                   

　のびのびキャンパス塾は、平成２４年度以降の岡山県生涯学習大学主催講座大学院コース「学習指導」修了生が
企画・運営する講座です。県生涯学習センターでは、講座を開設・運営する指導者になるためのお手伝いをします。
　「地域の公民館等で講座を開きたいけど、まだ自信がない」「学んだことを多くの人に広げていきたいけど、どうし
ていいか分からない」という方は、ご相談ください。
　講座開設者の資格：平成２４年度以降の岡山県生涯学習大学主催講座大学院コース「学習指導」修了生
 ※平成２６年度以降は岡山県生涯学習大学主催講座「生涯学習リーダー養成コース」修了生となります。
　開設場所：県生涯学習センター
　開設期間：前期（４月～９月）、または後期（１０月～３月）
　※お問い合わせは、県生涯学習センター振興課（０８６－２５１－９７５1）まで

　家庭の教育力の向上を図るために、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ともに、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ります。

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５日（木）９：３０～１５：３０

　（１）親育ち応援学習プログラムについて
　（２）講義「親育ち支援の必要性（仮）」　岡山大学大学院　准教授　横松 友義
　（３）体験「親育ち応援学習プログラム」
　（4）講義「ファシリテーターの役割について」 

親育ち応援学習リーダー養成講座（基礎編）

岡山県生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山）　青少年のキャリアの形成、キャリアアップ支援の一環として、大学と連携しながら、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、技術等を習得させるとともに、演習等をとおして学んだものを生かし
て、生涯学習センター、人と科学の未来館サイピアで活躍する人材やそれぞれの地域や学校で活躍する人材を養
成します。

対象 : 岡山県内の大学生（募集人数：５０人）等

Ｈｏｗ Tｏ ボランティア!!（学生ボランティア養成講座）

のびのびキャンパス塾

５月２５日（日）
10:00 ～ 15:30
６月１５日（日）
10:00 ～ 13:00
６月２２日（日）
10:00 ～ 15:30
８月３１日（日）
10:00 ～ 13:00
９月１４日（日）
10:00 ～ 15:30
２月８日（日）
10:00 ～ 15:30

日　　時
仲間づくり
ボランティア活動の実践の hｏｗ tｏ!!
救急法の hｏｗ tｏ!!

たのしいイベント企画の hｏｗ tｏ!!

学校支援の hｏｗ tｏ!!

楽しい科学実験の hｏｗ tｏ!!
ボランティア活動・団体の紹介
活動の振り返り

内　　容

※９月～１月で、ボランティア活動を実践する。

※ご希望があれば、託児コーナーをご用意します。
※この講座は、「基礎編」（１回）、「実践編」（２回）、合わせて３回の講座になります。
※「実践編」は、各教育事務所主催で開催します。
    岡山教育事務所：７月２３日（水）、８月２１日（木）
    津山教育事務所：７月１８日（金）、８月２０日（水）

現代的課題を学ぶコース
講座名 講座開設機関 実施日 問合先 申込締切

人と暮らしにかかわる情報技術 岡山県立大学 8/2､8/9､8/22､8/29､9/5 0866-94-9116 7/2（水）
少子高齢化と日本経済 岡山商科大学 8/25､8/26､8/27､8/28 086-256-6656 7/24（木）
東アジアの現在（いま）を考える 吉備国際大学 8/28､8/29､9/4､9/5 0866-22-7404 7/25（金）

7/31､8/4､8/19､8/21、9/4、9/11、9/17、9/26 6/30（月）心豊かにいきいきと生きる くらしき作陽大学 086-523-0822

岡山県の特性を学ぶコース
講座名 講座開設機関 実施日 問合先 申込締切

つい話したくなるような岡山自慢話 岡山理科大学 8/30､9/6､9/20､9/27 086-256-9731 7/29（火）

楽しい科学実験教室を開催する
方法を学ぶ講座 津山工業高等専門学校 ７/30､７/31､8/1､9/20 0868-24-8217 6/27（金）

生涯学習リーダー養成コース
講座名 講座開設機関 実施日 問合先 申込締切

生涯学習リーダー養成コース 県生涯学習センター 9/7､9/14､9/28､10/12､　
10/26､11/9､11/16､11/23 086-251-9751 8/7（木）

学習講座等の開設
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　県生涯学習センターでは、「ぱるスマイルDay」と題して、5・7・9・10・12・1・3月の第３土曜日に子ども・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てのステージ発表「ぱるコンサート」、子ども向け映画会・
読み聞かせ「ぱるシアター」を行っています。ぜひ、ご家族でおいでください。

　「ぱるボランティア」とは、平成１２年度に発足した県生涯学習センターで活動する「施設ボランティア」で
す。生涯学習センターで行われるイベント（京山祭、ぱるスマイル Day、公開講座、サイピアでの科学体験
教室等）のスタッフボランティアとして一緒に活動してみませんか。
　高校生以上の方でしたら、どなたでもご応募できます。
　随時受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

ぱるコンサート・ぱるボランティアについては県生涯学習センター
振興課（086-251-9751）までご連絡ください。

　京山祭は、京山キッズゾーン「岡山県生涯学習センター」と「池田動物園」がそれぞれの機能を活かしながら連携し、
様々な体験ができるイベントで、今年で７年目になります。また、大学コンソーシアム岡山や産学官民の連携・協力によ
り、子どもから大人まで幅広い世代を対象として、親子で親しむことのできるイベントを開催します。
　６月１日（日）は、大学コンソーシアムと一緒に「日ようび子ども大学 in 京山祭」、１１月３日（月）は、科学を中心とした

「科学キッズフェスティバル in 京山祭」を開催します。 お楽しみに！

親子で体験・交流、そして科学  「京山祭」

ぱるスマイルDay
　平成２６年２月２３日（日）、県内各地から大勢の方にご参加いただき、「受講生の集い」を開催しました。

生涯学習「受講生の集い」

ぱるボランティア募集

ぱるコンサートで発表していただける出演者を募集しています。公民館や社会教育施設等で活動している
方の発表の場としてご活用ください。
・発表時間　１団体あたり３０分程度（最大１時間）
・平成２５年度の例
   「ＯＹＡじ～ｚ」（伊里公民館・ダンス）
   「灘崎かげっこ」（灘崎町・影絵）
   「らくらくピアノ」（県内公民館他） 
　「あすなろ腹話術」（岡山県生涯学習センター）
　「栗ボルバークインテット」（岡山市福祉会館他・金管五重奏）」
　「みっふぃーず」（岡山県生涯学習センター他・サクソフォン四重奏）
　「マジックショー」（ぱるボランティア・県内公民館他）
　「岡山シンフォニックバンドフルート四重奏」（岡山市福祉会館）
　「ウクレレ＆フラダンスコンサート」（ぱるボランティア・県内公民館）

ぱるコンサート出演者募集

「日ようび子ども大学 in 京山祭」 

「ぱるチャレンジ」 「ぱるコンサート」 「ぱるシアター」

「科学キッズフェスティバル in 京山祭」

施設設備の提供交　流

証書授与式
○単位認定証書授与者　１６９名
○修了証書授与者　　　　２名
○奨励証授与者            １9 名

記念講演会
○演題「映画を作りながら考えたこと」
○講師　アニメーション映画監督　高畑　勲

これまでの経験をもとに、生涯学習についての話、岡山での思い出、
自然や人とのつながりの大切さなど貴重なご講話をいただきました。

「生涯学習大学で同世代の方が前向きに勉強している姿を見て、大変、刺激を受けた。」
「高畑監督の記憶に岡山の風景が残り、映画の中に生かされていることが嬉しかった。」

平成２５年度岡山県生涯学習
大学で熱心に学んだ方々に、
証書を授与しました。

体験発表
平成２５年度の受講生を代表して２名の方が
体験発表をしました。
主催講座受講の様子、ボ
ランティア活動の開始、
地域での実践などを紹介
しました。

 ご講演より（抜粋）
「理想は必ずしも貫徹しない。ほとんどの人は夢は叶わない。叶わなかったときにどうするのかを学ぶことが大切
である。」「自然の中で何かを育てる経験は、苦労、失敗したときの絶望感、試行錯誤、収穫の喜びを学ぶことが
できる。」「大人たちが子どもたちに自然とふれあう機会を日常的に上手に作ることが必要である。」

TEL ０８６－２５１－９７５１

TEL ０８６－２５１－９７５１

参加された方の声

今年度の生涯学習「受講生の集い」は、平成２７年２月２２日（日）に開催予定です。
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　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、子ども
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・公民館等に配付しています「視聴覚教材目録」をご覧ください。または、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。

視聴覚ライブラリーのご案内　　　　　　　   TEL 086-251-9788

　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

　「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計１２分野で生涯学習情報を提供しています。

生涯学習情報提供システム
情報提供・学習相談
ぱるネット岡山

「ぱるネット岡山」の使い方のご紹介

さらに新鮮な情報として・・・
ソーシャルメディア（フェイスブック、LINE）をご利用ください。

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」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

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。

!!

岡山県生涯学習センターのトップページ 

次の２つのソーシャルメディアを運営しています。

岡山県生涯学習センターや人と科学の未来館サイピアにおけるイベント等に関する情報を発信します。
ぜひ、「いいね」ボタンを押したり、友だち登録をしたりして積極的な活用をお願いします。　

＜借用手順＞
１　「視聴覚教材目録」や、ホームページで教材を選ぶ
２　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。
３　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）
４　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)へおいでください。 
　　　※機材は、宅配便を利用できません。
５　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。 

おもな提供情報
（関心のあるそれぞれの提供情報をクリック） 

講座・講演のうち、
イベント的な
行事の情報

講師や
ボランティアを
探す

学校やグループに
利用していただける
視聴覚教材・機材の無料貸出

研修やイベント
などでの実践例

サークルの
活動場所や
文化財

県内の講演会や
学習会情報

https://www.facebook.com/okasyogaise　　 友だちの登録方法はこちら
http://www.pal.pref.okayama.jp/line/index.html

ソーシャルメディア その１ フェイスブック ソーシャルメディア その２ LINE

総合案内(交流棟１階)においでください

または トップページの
「視聴覚ライブラリー」を
クリック!!

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、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。
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　去年開催した宇宙の学校を、今年も開校します。「宇宙の学校」は、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、身の回りにある教材・
道具を使った実験・工作などを家族で行い、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。
　募集定員：１００家族　　応募締切：５月３０日（金）

大好評！　今年も岡山県「宇宙の学校」開校

人と科学の未来館サイピア学校学習利用プログラム

科学教育の普及と推進
　プラネタリウム番組は「全天周映像番組」と「星空解説」の２種類があります。春から夏にかけての番組を紹介し
ます。

◆全天周映像番組
 「HAYABUSA
－BACK TO THE EARTH－

（帰還バージョン）」
 ２００３年小惑星イトカワに向けて
旅立った小惑星探査機「はやぶさ」
が、数々の困難を乗り越えて２０１０
年に６０億ｋｍの旅を終え地球に帰
ってきました。はやぶさと一緒に宇
宙の冒険へ旅立ちましょう。
　※上映期間　４／２９～８／３１

○「ノーベル賞を受賞した
　日本の科学者」
　 （５／２４～７／１０）
 ノーベル賞（物理学、化学、
生物、医学）を受賞した日本
の科学者の業績や人物像に
ついて、パネルを使って紹
介します。

○「はやぶさ君の冒険展」
　（７／１５～８／３１）

「はやぶさ」君の冒険日誌パネル、はやぶ
さ１／２縮尺模型、帰還カプセル模型等
の展示を行い、「はやぶさ」の挑戦と宇宙
を目指す意義を伝える展示です。同じ時
期に上映されている「HAYABUSA－
BACK TO THE EARTH－」と合わせて
ぜひご覧ください。

◆プラネタリウムコンサート
　ＣＤコンサートや、七夕ライブコンサートも開催します。プラネタリウムの美しい映像と一緒にコンサートをお楽し
みください。詳細は決まり次第、人と科学の未来館サイピアホームページ等でご紹介します。ご期待ください。

プラネタリウムの投影時間・観覧料金が変更になりました。
◆投影開始時刻（投影時間は各４５分程度）               　〇観覧料金

◆星空解説
　（プラネタリウム解説員による
　生解説番組）

「宙（そら）マルシェ」
　旬の星をそろえました。
　４・５月は夜空に赤く輝く火星に
ついて、６・７月は輪が特徴の土星
について解説します。この番組を
見ると、夜空を見上げることが楽し
くなります。
　※上映期間　４／１５～７／１３

「サイピア」プラネタリウム情報

企画展示室では、県内外の博物館、大学、企業等の貴重な資料等をお借りして展示しています。

「サイピア」企画展示

　土・日・祝日・夏休み等の休日に、サイピアの「科学体験・学習広場」で行ってい
ます。空気や水、ドライアイス等の身近な物を使った実験で、科学の楽しさ、おも
しろさを感じることができます。

「サイピア」サイエンスショー・科学教室

人と科学の未来館サイピア

※申込方法はチラシ、または生涯学習センターホームページをご覧ください。
　お問い合わせは、岡山県生涯学習センター振興課（０８６－２７１－９７５１）まで

今年度は、１日２回の開催！
昨年度の２倍の家族が参加できます

　◆学校利用の魅力

　◆予約はお早めに！

平成26年度分学校団体利用予約の流れ

　平成２６年度の学校団体施設利用予約を受け付けています。予約はＦＡＸのみで受け付けます。
　春・秋の遠足・校外学習シーズンは大変混雑が予想されますので、お早めにお申し込みください。
　お申し込みの簡単な流れは次のとおりです。
※詳細は、人と科学の未来館サイピアホームページをご覧ください。（http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/science/index.html）

人
と
科
学
の
未
来
館

サ
イ
ピ
ア

学
校
団
体

予約受付 予約申込書（FAX）

予約完了

予約申込書をもとに日時・内容の決定（TEL）

利用申請書に記入後送信（FAX）

利用日当日まで
利用申請書（原本）、減免申請書等を郵送または、利用当日までに持参。
※予約申込書のFAX先着順で予約を受け付けます。
※提出書類は人と科学の未来館サイピアホームページからダウンロードできます。

※一般投影はドームいっぱいに広がる迫力ある映像の「全天周映像番組」と、プラネタリウム解説員による「星空解説」が有ります。
　投影内容の詳細については、人と科学の未来館サイピアのホームページをご覧ください。
※２０名以上の団体でのご利用の場合は予めご予約ください。３０名以上のご利用で団体割引が適用となります。

１回目
２回目
３回目 
４回目 
５回目

大　人
高校生
小中学生
６５歳以上
幼　児

５２０円
３００円
１００円
３１０円
無　料

４７０円
２４０円
８０円

２６０円
無料

１０：００～（団体投影）
１１：１５～（団体投影）
１３：３０～（団体投影）
１４：４５～（一般投影）
１６：００～（一般投影）

 １０：００～（一般投影）
 １１：３０～（一般投影）
 １３：３０～（一般投影）
 １４：４５～（一般投影）

平日 土・日・祝日・夏休み等 個  人 団体（３０名以上）

無料　
学校学習利用の場合は、
プラネタリウム観覧料・施設
使用料等が無料です！

光学式投影機による、約１０００万個の星と、デジタル
投影機による精細で迫力ある映像がドームいっぱい
に広がります。

科学体験・学習広場では、真空
実験や静電気実験等の体験が
できます。他にも簡単な理科工
作もできます。

最新式ハイブリッド・
プラネタリウム

科学実験・現象を
体験・体感 各学年の学習内容に合わせた

プラネタリウム、サイエンス
ショー・科学実験等のプログラムを
多数用意しています。
理科学習のひとつとして活用可能
です。

多彩なプログラム

モデルコース・近隣見学場所
人と科学の未来館サイピアと一緒に利用できる
施設やモデルコースの紹介をしています。

雨天時でも安心
雨天時には、県生涯学習センターの施設を利用
して昼食場所を確保します。

※詳しくは、人と科学の未来館サイピアホームページをご覧ください。
　アドレス http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/
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ってきました。はやぶさと一緒に宇
宙の冒険へ旅立ちましょう。
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○「ノーベル賞を受賞した
　日本の科学者」
　 （５／２４～７／１０）
 ノーベル賞（物理学、化学、
生物、医学）を受賞した日本
の科学者の業績や人物像に
ついて、パネルを使って紹
介します。

○「はやぶさ君の冒険展」
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さ１／２縮尺模型、帰還カプセル模型等
の展示を行い、「はやぶさ」の挑戦と宇宙
を目指す意義を伝える展示です。同じ時
期に上映されている「HAYABUSA－
BACK TO THE EARTH－」と合わせて
ぜひご覧ください。

◆プラネタリウムコンサート
　ＣＤコンサートや、七夕ライブコンサートも開催します。プラネタリウムの美しい映像と一緒にコンサートをお楽し
みください。詳細は決まり次第、人と科学の未来館サイピアホームページ等でご紹介します。ご期待ください。

プラネタリウムの投影時間・観覧料金が変更になりました。
◆投影開始時刻（投影時間は各４５分程度）               　〇観覧料金
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　旬の星をそろえました。
　４・５月は夜空に赤く輝く火星に
ついて、６・７月は輪が特徴の土星
について解説します。この番組を
見ると、夜空を見上げることが楽し
くなります。
　※上映期間　４／１５～７／１３

「サイピア」プラネタリウム情報

企画展示室では、県内外の博物館、大学、企業等の貴重な資料等をお借りして展示しています。

「サイピア」企画展示

　土・日・祝日・夏休み等の休日に、サイピアの「科学体験・学習広場」で行ってい
ます。空気や水、ドライアイス等の身近な物を使った実験で、科学の楽しさ、おも
しろさを感じることができます。

「サイピア」サイエンスショー・科学教室

人と科学の未来館サイピア

※申込方法はチラシ、または生涯学習センターホームページをご覧ください。
　お問い合わせは、岡山県生涯学習センター振興課（０８６－２７１－９７５１）まで

今年度は、１日２回の開催！
昨年度の２倍の家族が参加できます

　◆学校利用の魅力

　◆予約はお早めに！

平成26年度分学校団体利用予約の流れ

　平成２６年度の学校団体施設利用予約を受け付けています。予約はＦＡＸのみで受け付けます。
　春・秋の遠足・校外学習シーズンは大変混雑が予想されますので、お早めにお申し込みください。
　お申し込みの簡単な流れは次のとおりです。
※詳細は、人と科学の未来館サイピアホームページをご覧ください。（http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/science/index.html）
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利用日当日まで
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光学式投影機による、約１０００万個の星と、デジタル
投影機による精細で迫力ある映像がドームいっぱい
に広がります。

科学体験・学習広場では、真空
実験や静電気実験等の体験が
できます。他にも簡単な理科工
作もできます。

最新式ハイブリッド・
プラネタリウム

科学実験・現象を
体験・体感 各学年の学習内容に合わせた

プラネタリウム、サイエンス
ショー・科学実験等のプログラムを
多数用意しています。
理科学習のひとつとして活用可能
です。

多彩なプログラム

モデルコース・近隣見学場所
人と科学の未来館サイピアと一緒に利用できる
施設やモデルコースの紹介をしています。

雨天時でも安心
雨天時には、県生涯学習センターの施設を利用
して昼食場所を確保します。

※詳しくは、人と科学の未来館サイピアホームページをご覧ください。
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所長あいさつ
指導者の養成と研修
　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
　Ｈｏｗ  Ｔｏ  ボランティア!!
　親育ち応援学習リーダー養成講座
学習講座等の開設
　岡山県生涯学習大学
　のびのびキャンパス塾
交流
　生涯学習「受講生の集い」、京山祭

施設設備の提供
　ぱるスマイルＤａｙ
情報提供・学習相談
　生涯学習情報提供システム
　視聴覚ライブラリー、学習相談コーナー
科学教育の普及と推進
　岡山県「宇宙の学校」
　サイピア学校学習利用プログラム
人と科学の未来館サイピア
　プラネタリウム情報、企画展示
　サイエンスショー・科学教室
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

45 2014年5月
No.

よりだ

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。

※平成２６年４月消費税率の変更等に伴い、平成２６年４月１日から施設等利用料金が改定されました。
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

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・視聴覚教材等予約）
　 ☎ 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

平成26年5月発行

発行 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/
https://www.facebook.com/okasyogaise

ぱるネット岡山
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区　　分
施設・設備等（定員・面積・階）

 9:00～
12:00

13:00～
17:00

18:00～
21:00

 9:00～
17:00

13:00～
21:00

 9:00～
21:00

冷  房
（１時間当）

暖  房
（１時間当）

視 聴 覚 室 72人 261㎡ １F 5,400 7,200 5,400 14,300 14,300 21,500 630 530
大 研 修 室 150人 261㎡ 2F 5,000 6,700 5,000 13,400 13,400 20,100 630 530
洋 研 修 室 12人 33㎡ 3F 800 1,100 800 2,200 2,200 3,300 80 60
和 研 修 室 8畳 33㎡ 3F 600 800 600 1,600 1,600 2,400 80 60

ミーティング室① 18人 28㎡ 2F 600 800 600 1,600 1,600 2,300 70 50
ミーティング室② 12人 22㎡ 2F 500 600 500 1,200 1,200 1,800 50 40
ミーティング室③ 18人 28㎡ 2F 600 800 600 1,600 1,600 2,300 70 50
ミーティング室④ 18人 40㎡ 4F 700 1,000 700 1,900 1,900 2,900 90 80
ミーティング室⑤ 26人 58㎡ 5F 1,000 1,400 1,000 2,800 2,800 4,100 130 110

美 術 教 室 35人 80㎡ 3F 2,800 3,700 2,800 7,500 7,500 11,200 390 310
木 工 教 室 8人 39㎡ 3F 900 1,200 900 2,500 2,500 3,700 90 70
陶 芸 教 室 24人 39㎡ 3F 800 1,000 800 2,100 2,100 3,100 90 70
書 道 教 室 32人 66㎡ 3F 1,200 1,600 1,200 3,200 3,200 4,700 150 130

パソコン教室① 40人 116㎡ 4F 7,100 9,500 7,100 18,900 18,900 28,400 270 220
パソコン教室② 20人 66㎡ 4F 3,000 4,000 3,000 8,000 8,000 11,900 150 130
ボランティア室 18人 40㎡ 4F 700 1,000 700 1,900 1,900 2,900 90 80

録画・録音
ス タ ジ オ

録
画 － 116㎡ 5F

4,500 6,000 4,500 11,800 11,800 17,900 270 220

録
音

2,500 3,300 2,500 6,600 6,600 9,900 270 220

試　 写 　室 18人 66㎡ 5F 1,400 1,800 1,400 3,600 3,600 5,500 150 130
編 　集 　室 － 21㎡ 5F 600 700 600 1,500 1,500 2,300 50 40

 

 

※12:00～13:00及び17:00～18:00の使用料の額は13:00～17:00の使用料額の1/4の額とする。（10円未満切り上げ）
※1時間未満の時間は1時間として計算する。 　
　冷房期間：6月1日～9月30日　
　暖房期間：12月1日～3月31日　
　特例期間：上記冷暖房期間の前後２週間程度（工事などのため、冷暖房の利用ができない場合があります。） 

生涯学習・社会教育関係職員研修講座
初任者研修（H26.4.18）

岡山県「宇宙の学校」（第３回  H25.12.8）

ぱるスマイルDay　－ぱるチャレンジ－
「ミクロの森を探検してみよう～コケ探検隊～」（H25.10.19）

生涯学習大学　主催講座
「学習の手引き」（H25.10.27）

※カーナビゲーションシステムで「岡山県生涯学習センター」が見つからない時は、「岡山県立烏城高等学校」で入力してください。


