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　県生涯学習センターでは、今年度も生涯学習「受講生の集い」を開催します。この集いは岡山県生涯学習大学で学んだ方を対象に、
証書授与などの表彰式を行い、さらに生涯学習大学の受講生による体験発表、著名な方をお迎えしての記念講演会を行います。
　この集いには岡山県生涯学習大学の受講生の方だけでなく、どなたでも参加できます。
多くの方のご参加をお待ちしています。

日時：平成２７年２月２２日（日） １３：００～１５：３０
場所：岡山県生涯学習センター　体育館・ホール
内容：記念式典・記念講演会

申込方法・申込締切
※詳細につきましては後日配布するチラシまたはセンターホームページをご覧ください。
問合せ先：岡山県生涯学習センター　振興課（電話０８６-２５１-９７５１）

日本初のアクション派女優・志穂美悦子として、数多くの映画やTVに出演。
1987年に結婚以降、芸能活動は行っていなかったが、2011年11月に東日本大震災
復興特別企画として、自身のライフワークであるフラワーアートをまとめた書籍
「INSPIRE Vol.1」を出版。売上げの全てを寄付するチャリティーブックとして話題にな
り、その後シリーズ化されている。
震災直後から被災地の宮城県七ケ浜を訪れ、参加者と一緒に作品を作り上げるワークショップを開催。その展開は今や全国に広がり、
老若男女問わず幅広い層から支持されている。
岡山市東区西大寺出身。
岡山市立西大寺中学校卒業生。

受講生の集い、記念講演会のお知らせ

●岡山県生涯学習大学

～記念講演会～

教育支援活動コーディネーター等研修会
（家庭教育支援）(H26.8.28)
教育支援活動コーディネーター等研修会

（家庭教育支援）(H26.8.28) 岡山県「宇宙の学校」(H26.6.29)岡山県「宇宙の学校」(H26.6.29)

生涯学習大学開校式
(H26.8.25)
生涯学習大学開校式
(H26.8.25)

ぱるスマイルＤａｙー ぱるチャレンジｰ
「キヤノン　ジュニアフォトグラファーズ」(H26.10.18)
ぱるスマイルＤａｙー ぱるチャレンジｰ

「キヤノン　ジュニアフォトグラファーズ」(H26.10.18)

「受講生の集い」の様子（昨年度）対象：生涯学習大学受講生、一般県民
講師：長渕  悦子 氏　
　　　  フラワーアーティスト　
　　　（女優　志穂美　悦子）　　　　
演題：「可能性の扉」
プロフィール

・伊島小学校前を西進、つきあたり



岡山の研修拠点センター講師陣
生涯学習・社会教育関係職員研修講座

岡山大学大学院　
准教授　熊谷  愼之輔 氏

岡山大学キャリア開発センター　
助教　中山  芳一 氏

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
センター長　興梠  寛 氏

ＮＰＯ法人 スクール・アドバイス・ネットワーク
理事長　生重  幸恵 氏

ウィメンズクリニック・かみむら
院長　上村  茂仁 氏

岡山県学童保育連絡協議会　　
角野  いずみ 氏

岡山大学大学院　
准教授　横松  友義 氏

岡山県栄養士会
小林  計子 氏

ふれあい交流拠点「くるみの森」
赤迫  康代 氏

初任者研修（中央研修・地区研修）
ステップアップ研修（中央研修） 教育支援活動コーディネーター等研修会

旭小学校支援地域本部
飯田  純子 氏

倉敷東小学校支援地域本部
吉村  栄輔 氏

備前中学校支援地域本部
福圓  良子 氏

矢掛中学校支援地域本部
岩崎  恭子 氏

学校支援、放課後等・土曜日教育支援、
家庭教育支援（中央研修）

親育ち応援学習
リーダー養成講座

県民学習講座　How To ボランティア!!（学生ボランティア養成講座）

岡山県レクリエーション協会　
鷹取  良枝 氏

神戸大学大学院
教授　松岡  広路 氏

平成２６年度指導者の
養成と研修

▽ステップアップ研修（地区研修）
　○備前地区 １１月２８日（金） 学び館「サエスタ」
　○備中地区 １２月１１日（木） ライフパーク倉敷
　○美作地区   １月２３日（金） グリーンヒルズ津山
▽岡山県公民館連合会
　○第５回研修　「企画プレゼンテーション大会」　１月１５日（木）　岡山県生涯学習センター
▽公民館情報ネットワーク事業
　内容：講義「情報発信の基礎」、演習「ＳＮＳの基礎」他　訪問場所：５市町村を予定

今後の予定
ぜひ研修に

ご参加ください。
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【参加者の感想から】
「発表してくださった方々の熱意あふれる積極的な取り組みに感動しました。どの地域にも必要だと思いました。」
「実際にご活躍されている方々のお話をうかがうことで、多角的に相互のつながり方を考えるきっかけができて、たいへ
ん有意義な研修でした。」
「先生の熱い思いが、私が何をすべきか教えてくださった気がします。参加者として気づきがたくさんありました。」

元ＮＨＫキャスター　
エッセイスト　村松  真貴子 氏

神戸学院大学
教授　清原  桂子 氏

NPO法人岡山ＮＰＯセンター
副代表理事　石原  達也 氏

社会教育施設職員等研修会（岡山県公民館連合会研修会） 第１・２・３回

【参加者の感想から】
「企画のまとめ方から有効な発表内容のまとめ方まで、実際に学びたいことが学べ、大変良かったです。現在悩んでい
た事業の組立に役立ち、助かりました。」

【参加者の感想から】
「生涯学習や社会教育の意義や役割等がわかりました。自分のやるべきことや目指す方向が見えてきました。生涯学習・
社会教育担当者との横のつながりができて良かったです。」
「実践・経験に基づいた構成で目からウロコの話がたくさん聴けました。たいへん勇気づけられました。」

【参加者の感想から】
「座学をイメージしていました
が、とてもアクティブな講義で驚
きました。集団の特性のようなも
のについて学ばせてもらえて本
当に良かったと思いました。」
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ぱるスマイルＤａｙ　～今後の予定等～

　県生涯学習センターで活動する「施設ボランティア」として、各種イベント
（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。
　応募資格：高校生以上、どなたでも
　受付期間：随時（振興課までご連絡ください）｠

ぱるボランティア募集　　　　　　　　　　   ０８６－２５１－９７５１

実施日　平成２６年１２月２０日（土）、平成２７年１月１７日（土）、３月２１日（土）

※都合により上映作品を変更する場合があります。ご了承ください。  ※ボランティアによる絵本の読み聞かせもあります。

グリム名作劇場「６人のごうけつ」、「ミッキーマウスのメリークリスマス」、こども
にんぎょう劇セレクション「三枚のお札」、イソップ物語「北かぜとおひさま」、日
本むかし話「つるのおんがえし」　

「スプーンおばさん」、「鉢かづき姫」、落語アニメおばけ長屋、日本むかし話「か
もとりごんべい」

「トムとジェリー」、「注文の多い料理店」、楽しいムーミン一家１話「ムーミン谷の
春」、日本むかし話「したきりすずめ」

12月20日（土）

1月17日（土）

3月21日（土）

岡 山 県

●施設設備の提供 

　この他にも、県内の５つの大学で「現代的課題を学ぶコース」「岡山の特性を学ぶコース」として講座が開かれまし
た。約３００人の方が受講し、学びを深めることができました。

　全８日間の講座の中で、県内の様々な社会教育団体等の取組を
聞き、地域で必要なことや大切なことを話し合い、自分たちのこれ
からの活動を具体的に考えました。
　この講座で参加者同士のつながりができ、よりよい社会に向け
て共に頑張ろうという意欲が高まりました。

《受講生の声》
「社会教育リーダーの役割の大切さを学ぶことができました。」
「県生涯学習センターを出て、他の施設で講義を受けるのは新
鮮で、その施設の取組を身近に感じることができました。」

　県生涯学習センターでは「岡山県生涯学習大学」を開設し、県民の皆様に様々な学習機会を提供しています。

県民の学びの場　岡山県生涯学習大学　主催講座

●学習講座等の開設 －岡山県生涯学習大学－ 

　「受講案内」には県内各地でおこなわれている講座を連携講座として掲載し、県民の
皆様が自分に適した学習内容を選択できるように情報提供しています。
　「受講案内」は、県生涯学習センター、お近くの公民館・図書館などで無料で配布して
います。
　連携講座の最新情報は、県生涯学習センターのホームページからもご覧いただけ
ます。
　講座へのお申し込み等については、開設機関に直接ご連絡ください。　

受講案内（後期） 連携講座のご案内
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　のびのびキャンパス塾は、岡山県生涯学習大学主催講座「学習指導」の修了生が企画・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。
　今年度（前期）は「パソコン教室」が開催され、５日間にわたって15名の方が学ば
れました。
　皆さんの学びを多くの方に広げていきませんか？
　後期は、2月に「パソコン教室（Word2010の基礎をマスターしよう！）」の開催を
予定しています。
※お問合せは、県生涯学習センター振興課（086-251-9751）まで

のびのびキャンパス塾

パソコン教室の様子

「美術館の運営」（大原美術館）

「倉敷のまちづくり」（倉敷物語館） 

「親育ち応援学習プログラム」体験 「公民館とＥＳＤ」（京山公民館）

○主催講座：「生涯学習リーダー養成コース」（岡山県生涯学習センター）

　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ステージ発表「ぱるコンサート」でも、
楽しいイベントを企画中です。イベントに関する情報は、ホームページ・ソーシャルメディア（フェイスブック・ＬＩＮＥ）また
は、毎月配布するチラシで随時お知らせしますのでご注目ください。

ぱるチャレンジ 「けん玉であそぼう！」（7/19実施） 「マジックスクリーン」、「スライム」（9/20実施）

ぱるコンサート「ファゴットアンサンブル
カミーノ（岡山交響楽団）」（9/20実施）

「切り絵をつくろう！」
（7/19実施）

「プラ板キーホルダー」
（5/17実施）

以下に、今年度実施したイベント（一部）についてご紹介します。

【ボランティア経験者の声】
「イベントを企画・実施し、いろいろな方とのふれあいを通して、自分自
身に自信がつきました。何よりとても楽しくて生き生きと生活してい
ます。」｠

※時間はいずれも１０：００～１５：００
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　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。
　今年度（前期）は「パソコン教室」が開催され、５日間にわたって15名の方が学ば
れました。
　皆さんの学びを多くの方に広げていきませんか？
　後期は、2月に「パソコン教室（Word2010の基礎をマスターしよう！）」の開催を
予定しています。
※お問合せは、県生涯学習センター振興課（086-251-9751）まで

のびのびキャンパス塾

パソコン教室の様子

「美術館の運営」（大原美術館）

「倉敷のまちづくり」（倉敷物語館） 

「親育ち応援学習プログラム」体験 「公民館とＥＳＤ」（京山公民館）

○主催講座：「生涯学習リーダー養成コース」（岡山県生涯学習センター）

　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ステージ発表「ぱるコンサート」でも、
楽しいイベントを企画中です。イベントに関する情報は、ホームページ・ソーシャルメディア（フェイスブック・ＬＩＮＥ）また
は、毎月配布するチラシで随時お知らせしますのでご注目ください。

ぱるチャレンジ 「けん玉であそぼう！」（7/19実施） 「マジックスクリーン」、「スライム」（9/20実施）

ぱるコンサート「ファゴットアンサンブル
カミーノ（岡山交響楽団）」（9/20実施）

「切り絵をつくろう！」
（7/19実施）

「プラ板キーホルダー」
（5/17実施）

以下に、今年度実施したイベント（一部）についてご紹介します。

【ボランティア経験者の声】
「イベントを企画・実施し、いろいろな方とのふれあいを通して、自分自
身に自信がつきました。何よりとても楽しくて生き生きと生活してい
ます。」｠

※時間はいずれも１０：００～１５：００
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岡 山 県

６月１日（日）「日ようび子ども大学in京山祭」

１１月３日（月・祝）「科学キッズフェスティバルin京山祭」

●交流 ～京山祭～ 京山祭は、京山キッズゾーン「県生涯学習センター」「池田動物園」で行うイベントで、今年で７年目になります。 

　体育館では、楽しいスポーツ体験やストロー吹き矢の体験をはじめ、音楽遊びや人形劇を使っ
た食育、サイピアではお医者さん体験、ふうせんロケット工作、情報・創作棟ではペットボトル顕
微鏡づくり、まっくらワールドの探検、たくさんの紙コップを使った遊びなどさまざまな工作や体
験教室などが開催されました。各大学の専門的な知識や技術を子どもたちに分かりやすい形で
紹介し、楽しく体験できるブースが展開されました。
【出展大学】
○岡山大学 ○岡山県立大学 ○岡山商科大学
○岡山理科大学 ○川崎医科大学 ○川崎医療福祉大学
○環太平洋大学 ○くらしき作陽大学 ○山陽学園大学
○山陽学園短期大学 ○就実短期大学 ○中国学園大学
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ム型のスクリーンに映し出されるコンピュータ映像を外からだけでなく、ドーム内からも見ることができ、子どもだけで
なく大人も楽しむことができました。「ホタル体験」では本物のホタルが暗室で光る様子や、ホタルの幼虫を見ることが
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【協力団体」
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○木工愛好会 ○国立吉備青少年自然の家
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「オープニングセレモニー」 「体験ブース」  ＜企業、法人、ボランティア、学校・大学等30団体から31ブースを出展＞
　京山中学校吹奏楽部による軽快な演奏に場
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『雪だるまつくろう』」の演奏では寸劇、
「BELIVE」の演奏では、客席を巻き込んだ合唱
もあり、大変盛り上がりました。

　どのブースも一日中、子どもたちの笑顔が溢れていました。県生涯学習センターの各施設「交流棟」 「情報・創作棟」 「体育館・ホール」 「人と科学の未来館サ
イピア」「太陽の丘公園」などで、 操作したり、作ったり、実感したりする体験を通して、科学のおもしろさや手作りの楽しさを味わうことができました。

　イオンエンジンの原理で動く風船ホバークラフト
づくりや鉄球と磁石を使ったスイングバイ実験機を
作りました。参加した子どもたちからは「実際に自分
で実験することで、宇宙のことを知ることができ
た。」「“はやぶさ”についての知識が身についた。」な
どの声がありました。

「サイエンスショー」
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て結成されたチーム「Ｔｅａｍ Ｓ.Ｓ.Ｍ」による参
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就実大学

岡山歯科技工専門学院 烏城高等学校 岡山一宮高等学校

日本アマチュア無線連盟　岡山県支部 岡山市歯科医師会 木工愛好会 西日本三菱自動車販売株式会社 ぱるボランティア リコーサイエンスキャラバン

国立吉備青少年自然の家中国電力株式会社　岡山支社 岡山理科大学のっぱら co２sos ＳＦＣ CRISコンソーシアム 岡山県青年団協議会

ヒヨコふれあいコーナー

アニマルバルーンづくり

岡山工業高等学校　化学工学科 岡山理科大学

ＪＡＸＡ宇宙教育センターとの連携事業
「コズミックカレッジ・
     ファンダメンタルコース」

プロジェクションマッピング体験



宿泊研修
　国立吉備青少年自然の家で行
いました。採集した砂鉄を使った
鉱物標本作りやネイチャーゲー
ムを行い、自然にたっぷりと触れ
合う体験活動をしました。

９／６～７
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　総社市立維新小学校において、ＪＡＸＡから講師の方をお招きして連携授業が2日間行われました。

JAXA学校支援事業

JAXAタウンミーティング　平成27年1月24日（土）

岡 山 県

岡山県「宇宙の学校」

●科学教育の普及と推進

　９／２１にJAXA宇宙教育センターとの共同主催による宇宙教育リ－ダーセミナーを行いました。今回のセミナーは、
宇宙教育リ－ダー（SEL)を取得済みで、１１／３に開催した「コズミックカレッジ」のボランティアとして参加される方を対
象としました。
　最初に、JAXA宇宙教育センター職員から宇宙教育の理念に関する要点を学びました。次に、宇宙教育リ－ダー

（SEL)である済美高等学校の山中文夏先生をお招きし、「コズミックカレッジ」の
教材づくりを中心に研修を行いました。イオンエンジンの原理にも利用されて
いる静電気の反発を利用して進む「風船ホバークラフト」と、「小惑星探査機　
はやぶさ」が速度や方向を変えるときに使った“スイングバイ”を体験できる「ス
イングバイ実験機」を作成しました。それぞれの教材を作成する中で、受講生か
らいろいろなアイディアが出て、活気ある研修会となりました。

宇宙教育リ－ダーセミナー

宇宙の学校指導者セミナー
６／１４

スタッフによる宇宙教材事前研修会

第２回スクーリング
　月と太陽の大きさや地球との距離、皆既月食が起こる仕組
みを学びました。太陽の大きさにみんな驚いていました。その
後、空を飛ぶ種子を折り紙や薄い発泡スチロールで作り、飛ば
しました。

８／２４

月食の仕組みを模型を使って解説 肩車をしてもらって種を飛ばそう

川に入って砂鉄採集 草の中から何かが聞こえる!

試作ホバークラフト

　岡山県「宇宙の学校」開校に先立って
スタッフの研修会を開催しました。宇宙
教育の意義、安全指導、宇宙教育教材を
使った演習を行いました。

開校式
第１回スクーリング

　午前・午後それぞれ約５０家族が参加しました。熱気球を
グループごとに協力して作り、体育館で打ち上げました。
みるみる天井へ昇っていく気球を見上げ、参加者から感嘆
の声と拍手があがりました。

平林  久先生の科学の話 家族が力を合わせて熱気球作り

６／２９

次回

〇ホバークラフト作り

〇科学の話
　スチロール凧作り
　レポート発表会
　閉校式

第3回　１２／７

第4回　２／１

　サイエンスショーは、毎月新しいテーマの科学ショーを家族連れの親子などを対象に、特別なイベントを開催していない
土・日・祝日に開催しています。子どもから大人まで楽しめる内容ですので、科学の世界に親しんでください。

　日本の宇宙航空研究開発について、最前線で活躍する専門家から各分野の現状を紹介
後、参加者の皆様と専門家が直接意見交換を行い、日本の宇宙開発について知ることができ
ます。高校生以上の内容ですが、小中学生でもご参加いただけます。皆様のご来場を心より
お待ちしています。開催詳細については、生涯学習センターホームページやチラシ・ポスター
等でお知らせします。

「サイピア」サイエンスショー

●人と科学の未来館サイピア

グラスハープ（アーモニカ）の実演

大きなポリ容器で作った空気砲をぽん！

URL:http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/ 

１１月・１２月のテーマ　「振動の科学」

１月、２月のテーマ
１月『静電気と遊ぼう』
２月『電磁石で遊ぼう』を予定しています。

　『振動の科学』をテーマにしています。ガリレオが発見した「振り子の法則」を
使った実験や、ものが振動して音が聞こえる現象、共振による災害の映像など見ら
れます。フランクリンが発明した「グラスハープ（アーモニカ）」と同じ仕組みのワイ
ングラスを使った楽器を作って演奏し、美しい音色を楽しむことができます。

　宇宙飛行士の訓練を担当されていた山方健士主任から国際宇宙ス
テーションの活動内容や、宇宙飛行士の仕事などについてお話を聞い
た後、和食宇宙食として、宇宙羊羹と宇宙緑茶を試食しました。宇宙飛
行士になるために必要なことは 「いろんなことに興味があって、みんな
と仲良くできて、大学を出て仕事をしていて、英語がしゃべれる、元気な
人！」と教えていただき、英語特区でもある維新小学校の児童によい刺
激になりました。

宇宙飛行士の訓練を紹介

宇宙から見た地球の美しさに感動 宇宙旅行の可能性を紹介

ＩＳＳ模型を前に
宇宙での
生活を聞く

宇宙ステーションの秘密や宇宙での暮らしを知ろう

　はやぶさのイオンエンジン開発にも携わった清水幸夫さんに小惑
星イトカワから、サンプルリターンを果たした「はやぶさ」の物語や、「は
やぶさ２」の計画、将来の宇宙旅行について、貴重な映像資料を使って
わかりやすく教えていただきました。宇宙に行くことがさらに身近にな
ることを感じ、子どもたちは身を乗り出して話を聞いていました。

私たちの地球や宇宙探検の計画を知ろう

本年度は、１１月と２月にも赤磐市立磐梨小学校・豊田小学校、新見市立高尾小学校の児童がこの連携授業を受ける予定です。

イラスト：池下章裕、提供：JAXA
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　「ぱるネット岡山」(http://www.pal.pref.okayama.jp/)
は、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１２分野で生涯学
習情報を提供しています。
　また、ソーシャルメディア（フェイスブック・LINE)による情報
発信も行っています。事業の案内や報告を随時更新していま
すので、ぜひご注目ください。

　県民の皆様からの生涯学習に関する相談に
応じるため、学習相談員が常駐しています。　
　来所または電話(０８６－２５１－９７５８)にてお
気軽にご相談ください。

生涯学習情報提供システム（ぱるネット岡山）とソーシャルメディア

　視聴覚教材・機材の借用方法は、県生涯学習センターホームページや視聴覚教材目録をご覧ください。
　なお、今年度購入した視聴覚教材をご紹介します（一部）。

　ぜひ、視聴覚ライブラリーの教材・機材を活用して、わかりやすい授業や研修会、映画会等を行ってみてはいかがで
しょうか。

視聴覚ライブラリーのご案内　 　　　 TEL：０８６－２５１－９７８８

岡 山 県

「サイピア」プラネタリウム情報

●情報提供・学習相談 

　企画展示室では、県内企業やＮＰＯ、大学、高等学校等が持つ優れた先端技術・ものづくり技術、研究成果等の展示
を紹介しています。県民が身近にある科学技術や産業等の「岡山の強み」を知り、ものづくり等に触れられる機会を作
ります。
　１１月9日（日）までは、川崎医科大学現代医学教育博物館による『人体にとりこめ！ウェルcome噛む消化ランド』を開
催しました。“消化戦隊タベルンジャー”が登場する消化に関する内容をパネルで紹介、また標本などを使って幅広い
年齢層に分かりやすく紹介しました。土・日・祝日には、消化器エプロン工作や、噛む力体験、内視鏡体験をご家族でお
楽しみいただきました。
　１１月１６日（日）には、『きらり輝け！岡山さんフェア２０１４』を開催しました。このフェアでは、岡山県下の農業、工業、商
業、家庭、看護、福祉、情報の専門学科および総合学科、特別
支援学校で学ぶ生徒が日頃の産業教育に関する学習成果を
発表しました。
　１２月は、１２日（金）から１８日（木）まで、『第７８回岡山県児
童生徒発明くふう展』及び、『２０１４岡山県未来の科学の夢絵
画展』を開催します。子どもたちの科学への関心と、想像力
によるアイディアの詰まった作品をぜひご覧ください。

　サイエンスドームでは、誰もが宇宙を好きになる！を目指し、光学式とデジタル式のハイブリッドプラネタリウムを活
かした様々なプラネタリウム番組をお届けしています。
　オリジナル番組の『岡山は宇宙に開いた窓　星を仰ぐ心は永遠に』は、岡山と宇宙との関わりを描いた作品です。岡
山は、晴れる日が多いというだけではなく大気が安定していて、星の観測に適しています。また、“星にものを尋ねられ
る”天文施設が数多くある、宇宙と深いつながりを持った場所でもあります。今夜、岡山から見える星空を眺めながら、

宇宙に想いを馳せてみませんか。
　土・日・祝日を中心に、家族向けの番組も上映しています。『しまじろうとたんじょうびのおほしさ
ま』では、天体観測に来たしまじろうたちの元に、彗星のコメットが落ちてきました。コメットと一緒
に星空の大冒険へ出かけます。『プラネタリウム番組：ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検２』では、私達
の住む地球や太陽系がいつ、どうやって誕生したのか宇宙の謎に迫ります。
　また、新しい全天周映像番組『大恐竜時代 恐竜パッチの大冒険』が、１２月２日から公開となりま
す。この冬は、太古の世界へタイムスリップしましょう。ご家族みなさんでおいでください。

「サイピア」企画展示 （11月、12月）

　昭和４０年代前半～５０年代前半に岡山県が企画した２本の貴重なフィルム映像「あすの岡山県１７０万人の太陽」「お
かやま－その風土と民俗－」を新たにデジタルアーカイブし、ＤＶＤとして保存することができました。インターネットお
よびＤＶＤで視聴できます。また、ＤＶＤは団体向けに貸出しも行っています。なお、昨年までに同事業で制作した「特別
史跡 閑谷学校」「備前焼]「吉備路を訪ねて」「高梁川」「ふるさと岡山」の５作品についても同様です。郷土岡山の歴史的
な映像をご覧ください。

１６ミリフィルムデジタル化事業

消化戦隊タベルンジャー！

作品をご覧になるには・・・

エプロン工作で消化器名を知ろう

©Benesse　Corporation / しまじろう ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ＡＤＫ
©JAXA 提供 Courtesy NASA/JPL-Caltech.

©2012 OLIVE STUDIO,EBS,DREAM SEARCH C&C

土日祝日の投影番組 LINE登録の
QRコード

フェイスブックの
QRコード

１ インターネット視聴
 「岡山県生涯学習センターホームページ」にアクセスしてください。 
 ホームページアドレス　http://www.pal.pref.okayama.jp/
２ ＤＶＤ視聴　
 場所　岡山県生涯学習センター　交流棟２階ＡＶブース（無料）
 視聴希望の方は、交流棟２階　学習相談コーナーまでおいでください。　
３ 貸出（団体向け）
 視聴覚ライブラリー「借用手順」をご覧ください。 

教材番号 タイトル／内容 時間／メディア
危険な目にあわないぞ！ナオミパパの青空防犯教室
　通学路や公園など子どもに身近な場所を舞台に、危険な場所や怪しい人、危険な目にあっ
た時の対処法が具体的に描かれています。
避難所の開設・運営　その時、皆さんの力が必要です
　地域の防災拠点としての避難所の役割、開設・運営の流れ、東日本大震災で得られた教訓
などが分かりやすく解説されています。
災害時要援護者の支援 　ともに生きのびるための　自助・共助
　災害が起きたとき、要援護者自身の自助、周囲の人々の共助のあり方を改めてみつめ直
すための、市民向け啓発教材です。

D0414

D0415

D0416

18分／ＤＶＤ

17分／ＤＶＤ

17分／ＤＶＤ

こんな
ときは
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※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。

岡 山 県 生 涯 学 習 セ ン タ ー
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学習講座等の開設－岡山県生涯学習大学－  ４
　県民の学びの場　岡山県生涯学習大学　主催講座
　受講案内（後期）　連携講座のご案内
　のびのびキャンパス塾
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http://www.pal.pref.okayama.jp/
https://www.facebook.com/okasyogaise
E-mail:syogaise@pref.okayama.jp

交 通 案 内 　ACCESS MAP
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日から翌年の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11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

岡 山 県 46
2014年11月

No.

　県生涯学習センターでは、今年度も生涯学習「受講生の集い」を開催します。この集いは岡山県生涯学習大学で学んだ方を対象に、
証書授与などの表彰式を行い、さらに生涯学習大学の受講生による体験発表、著名な方をお迎えしての記念講演会を行います。
　この集いには岡山県生涯学習大学の受講生の方だけでなく、どなたでも参加できます。
多くの方のご参加をお待ちしています。

日時：平成２７年２月２２日（日） １３：００～１５：３０
場所：岡山県生涯学習センター　体育館・ホール
内容：記念式典・記念講演会

申込方法・申込締切
※詳細につきましては後日配布するチラシまたはセンターホームページをご覧ください。
問合せ先：岡山県生涯学習センター　振興課（電話０８６-２５１-９７５１）

日本初のアクション派女優・志穂美悦子として、数多くの映画やTVに出演。
1987年に結婚以降、芸能活動は行っていなかったが、2011年11月に東日本大震災
復興特別企画として、自身のライフワークであるフラワーアートをまとめた書籍
「INSPIRE Vol.1」を出版。売上げの全てを寄付するチャリティーブックとして話題にな
り、その後シリーズ化されている。
震災直後から被災地の宮城県七ケ浜を訪れ、参加者と一緒に作品を作り上げるワークショップを開催。その展開は今や全国に広がり、
老若男女問わず幅広い層から支持されている。
岡山市東区西大寺出身。
岡山市立西大寺中学校卒業生。

受講生の集い、記念講演会のお知らせ

●岡山県生涯学習大学

～記念講演会～

教育支援活動コーディネーター等研修会
（家庭教育支援）(H26.8.28)
教育支援活動コーディネーター等研修会

（家庭教育支援）(H26.8.28) 岡山県「宇宙の学校」(H26.6.29)岡山県「宇宙の学校」(H26.6.29)

生涯学習大学開校式
(H26.8.25)
生涯学習大学開校式
(H26.8.25)

ぱるスマイルＤａｙー ぱるチャレンジｰ
「キヤノン　ジュニアフォトグラファーズ」(H26.10.18)
ぱるスマイルＤａｙー ぱるチャレンジｰ

「キヤノン　ジュニアフォトグラファーズ」(H26.10.18)

「受講生の集い」の様子（昨年度）対象：生涯学習大学受講生、一般県民
講師：長渕  悦子 氏　
　　　  フラワーアーティスト　
　　　（女優　志穂美　悦子）　　　　
演題：「可能性の扉」
プロフィール

・伊島小学校前を西進、つきあたり


