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「地域づくり人材養成セミナー」

山村エンタープライズホームページ●http://sanson.asia

撮影場所：美作市田殿

地域活動の中核的な役割を担い、学習支援体制を推進していこうとする
人材を育成するための県民指導者研修講座を開講しています。

NPO法人 山村エンタープライズ 代表理事

藤井 裕也　「地域づくり人材養成セミナー公開講座Ⅰ」講師
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　「人おこしシェアハウス」の準備がスタートしました。

　ずっと調整を続けていた、元ゴルフ場の社員寮がついに使用できるようになりました。

時間がかかりましたが、事業の公益性を配慮していただき、美作市に仲介していただけ

たこともあり、ついに契約にこぎつけました。南向きの小高い丘の中腹なので日当たりが

よく、とても静かで、美作市中心部にも比較的近く、最高の環境です。今年の４月からこ

こに若者たちが集い、新しいドラマが始まります。

　私の仕事は、「山村シェアハウス」運営、「人おこし」（若者の自立支援）、「みまさか学」

（林野高校の授業プロデュース、地域住民と高校とのコーディネート）などです。大学で

は考古学を専攻していました。今の仕事を始めたのは、国際協力でネパールに幼児教

室をつくりに行ったことがきっかけです。人づくりや地域づくりっておもしろいなあと、

そのとき感じました。平成２３年４月から美作市で「地域おこし協力隊」に参加しました。

１年目は棚田再生グループとして上山地区（美作市）に入らせてもらいました。２年目か

ら梶並地区（同市）に来て、３人の仲間と今の仕事を始めました。平成２７年１１月から、

田殿（同市）でも活動を始めました。

　仕事への原動力は、とにかく「おもしろい」ということ。人づくりと教育が大好きなんだ

と思います。社会的な矛盾、貧困、ニート、ひきこもり。そんな問題を解決しようという使命

感みたいなものがあるんです。行政と市民が思いを共有していくことが大切だと考えて

います。社会教育はその突破口だと思います。
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「生涯学習・社会教育
　関係職員研修講座」

撮影場所：旧勝央町郷土美術館

勝央町教育委員会 社会教育主事

三戸 祥惠　「生涯学習・社会教育関係職員研修講座」等に参加
ＭＩＴＯ　ＳＡＣＨＩＥ

勝央町教育委員会 社会教育主事

三戸 祥惠 「生涯学習・社会教育関係職員研修講座」等に参加
ＭＩＴ Ｏ 　 ＳＡ Ｃ ＨＩＥ

　教育振興部社会教育班で生涯学習についての仕事をしています。仕事内容は多岐にわたりますが、具体的
には、子どもの体験学習を増やして、強い子ども、自立して生活できる大人になってほしいという気持ちから「冒
険遊び場づくり」という事業を実施しています。親世代も体験が少ないこともあり、一緒に体験してもらいたいの
で、親子参加にしています。地域の方たち（森林ボランティアなど子どもに直接接点がない方）が積極的に協力
してくれ、シイタケの植菌など貴重な体験をさせていただいています。
　これからの勝央町についてですが、個々の思いはもっていても、それを表現する場所と実行する術がないと
感じている町民の方が大勢いらっしゃいます。そんな方々がそれぞれの力を発揮できるように、私たちが率先し
て動けばエネルギッシュな勝央町になると思っています。そして、子どもたちには勝央町が大好きな大人になっ
て、町に帰ってきてほしいです。
　大切なものは家族ですね。仕事ができるのも家族の支え、励ましがあるからです。３人の子どもたちも強く生
きていってもらいたいと思っています。

　学べる機会を大事にしたいです。チャンスがあるならどんどん研修などに行きたいです。

　ストリートダンスを始めたのは、私が伊里公民館長だったとき、４０代くらいのお母さんたちが公民館でダン
スをしているのを見て興味をもったことがきっかけです。伊里地区に男性だけのサークル活動がなかったことも
あり、これからの我々の世代の新しい生き方、取り組み方を発信したいということを強く思ってグループを結成
しました。
　練習は毎週１回行っています。ステージは年に２０回程度、地区の文化祭や介護施設、県外にも行っていま
す。ミュージカルにも出ましたし、中学生ともコラボレーションすることもあるんですよ。新聞やテレビの取材もたく
さん来てくれます。
　ダンスをすることの喜びは、時間をかけて覚えて、人の前で発表して、それなりに拍手をもらえることです。芸
能人になったような気分になります。かけ声をもらえる、黄色い声援があると一層うれしいですね。また、施設で
おじいさん、おばあさんが喜んでくれる姿を見ることも喜びです。ただ、１年に1曲か２曲しか覚えられず、ダンス
は本当に難しいなあと痛感しています。
　どんな方でもそれぞれの悩みがありますが、やる気になれば何でもできるのではないか、こうやってできるよ、
ということをみんなに伝えたいのです。我々高齢者が頑張らなければなりません。

　一生懸命な姿を皆さんに見ていただいて、頑張ることの大切さを発信できたらと思っています。
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　行政職員等を対象に生涯学習・社会
教育推進に必要な基礎的知識・技能の
研修を行い、資質向上を図っています。

「ぱるスマイルDay」

撮影場所：備前市伊里公民館

　毎月第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。

備前市伊里地区
ストリートダンスグループ 「OYAジーＺ」

小林 建夫
ぱるスマイルDay
「ぱるコンサート」出演

ＫＯＢＡＹＡＳＨＩ　ＴＡＴＥＯ
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※親プロ（親育ち応援学習プログラム）

「親育ち応援学習プログラム」について
岡山県教育庁生涯学習課ホームページ「家庭教育の充実」
http://www.pref.okayama.jp/site/16/detail-28196.html

撮影場所：総社市井山宝福寺

総社市

山本 章江
「親育ち応援学習リーダー養成講座」修了生

ＹＡＭＡＭＯＴＯ　ＡＫＩＹＯ

総社市

山本 章江
「親育ち応援学習リーダー養成講座」修了生

ＹＡＭＡＭＯＴＯ　ＡＫＩＹＯ
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　学校園や身近な地域で互いに交流しながら、子育てについて楽しく学び合うことができる
参加型の学習教材。岡山県教育委員会ではそれを効果的に活用し、その活用を促進する
ファシリテーター（会議などでの進行役）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向上を図る「親育ち応援学習リーダー養成講座」を開講している。

　幼稚園の先生をしていたのですが、子どもができたことをきっかけに仕事を辞めました。周りに子育て
を手伝ってくれる人がいなくて大変だなあと感じていたとき、自分の子どもが今もお世話になっている子育
てひろばを、市の保健師さんが紹介してくださいました。自分と同じ気持ちの多くのお母さん方と友達にな
りました。毎日のようにお世話になったので、今度は自分が何か役に立ちたいと思っていたとき、岡山県生
涯学習センターの「親育ち応援学習リーダー養成講座」を紹介していただきました。子育ては楽しさもあ
り苦しさもあるという自分の体験が、誰かの役に立つのではないかという考え方と、「親プロ」※がまさに一
致したのでした。
　講座に参加し新しいものが見つかったことは、社会につながる第一歩になったと思いました。何かをし
たいけど、子どもがいるのでできないと感じているお母さんが多いと思います。この講座は託児があり、子
どもを預けることができとても良かったので、みなさんにもぜひ参加してほしいですね。

　これから挑戦してみたいことは、リトミック（音楽教育）の勉強です。そのため、月１回日曜日に家を空ける
のですが、夫が子どもをみてくれています。夫婦で子育てに関しての思いを共有しています。
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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

TEL 086‐251‐9752　FAX 086‐251‐9780
　URL http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/

　Facebook https://www.facebook.com/scipia
　E-mail sci-pia@pref.okayama.jp

人と科学の未来館サイピア
プラネタリウムオペレーター

合田 美佳
Ｇ Ｏ Ｄ Ａ 　 Ｍ ＩＫ Ａ

　子どもの頃から科学館が好きで、よくプラネタリウムに行っていました。星はキラキラし

て、なんて素敵なんだろう、宇宙や星について勉強してみたいと思っていました。大学で

は天文学を学び、サイピアの観測イベントのボランティアに参加していました。大学の

キャリアセンターでサイピアの求人を見て就職を決めました。今は、プラネタリウムの番

組づくりや投影が主な仕事です。

　

　自分が好きな分野なのですごく楽しいです。毎日プラネタリウムを見ているので、夜空

がよりわかるようになりました。日頃から必要な知識を本などで勉強して、お客様の質問

にわかりやすく答えられるようにと心がけています。お客様に「実際の星空を眺めたとき、

前より（星座とかが）わかるようになりました。」と言ってもらえることがあります。この仕事

に就いて本当に良かったと思う瞬間です。

　今、いつも星と一緒で幸せです。毎日夜空を見上げることがとても楽しくて。将来は、

自分の子どもや孫と空を見上げながら、星について教えたいと思っています。

　みなさんも人と科学の未来館サイピアに来て、たくさんの星と出逢ってください。
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　岡山県生涯学習センターは、「学び」を通して人がつながり、「学び」の成果を

地域社会に生かすこと、そして、多様な主体の連携・協働により「学び」や「学び

の成果」を生かす場を創り出すことを目指しています。このセンターだよりでは、県

内で人づくりや地域づくり、つながりづくりに力を注いでいる方々にインタビューを実

施しました。すべての方に共通していることは、人が好きで、岡山県や自分の地域

社会を大切にしているということでした。これからも人づくりと持続可能な地域づくり、

つながりづくりを大切に、皆様の学びを応援していきます。

　大学時代からネパールで

学校を作り、卒業してからは

地域おこし協力隊。人づくり、

地域づくり、人と人とのつな

がりが好きでたまらないと、

笑顔で答えてくれました。情

熱と冷静さを兼ね備えた、

お洒落な方でした。

藤井 裕也さん

　教育委員会の方なので、

堅い方？と思いきや、人とお

祭りが大好き。とても明るく

爽やかな方でした。日頃か

ら地域の方との交流を大切

にされているからこそ、素晴

らしい地域づくりができるの

ですね。

三戸 祥惠さん

　男性、65歳以上限定の

ダンスグループリーダーとし

て、たくさんのつながりをも

ち、地域を超えて活躍され

ています。何歳からでも何に

でも取り組めるんだ、という

情熱をおもちの方でした。

小林 建夫さん

　星のことを語っている真

摯な姿から、プラネタリウム

の仕事がすごく似合ってい

るなあと思いました。サイピ

アの若きエースとして、県民

の方が宇宙や科学に興味

をもってもらえるよう頑張っ

てください。

合田 美佳さん

　誰もが大変な子育て。そ

の経験から学んだことを、地

域のお母さん方とつながり

ながら、「誰かの役に立ちた

い」という気持ちで学ぶ姿

勢に感動しました。優しさと

笑顔に満ちた素敵な方で

した。

山本 章江さん

●生涯学習・
　社会教育関係職員研修

●地域づくり
　人材養成セミナー

●親育ち応援学習リーダー
　養成

●岡山県生涯学習大学

●人と科学の未来館サイピア

●京山祭、ぱるスマイルDay

●ぱるネット岡山（学習情報提供）

●学習相談

●調査・研究

学び地 域
づくり

人
づくり

つながり
づくり
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