
※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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ぱるネット岡山

生涯学習
センターだより

H27.10.28 生涯学習・社会教育施設関係職員研修講座H27.10.28 生涯学習・社会教育施設関係職員研修講座 H27.12.13 科学キッズフェスティバルｉｎ京山祭H27.12.13 科学キッズフェスティバルｉｎ京山祭

H27.5.27
地域づくり人材養成セミナー
H27.5.27
地域づくり人材養成セミナー

H28.3.5
金井宇宙飛行士との交信イベント
H28.3.5
金井宇宙飛行士との交信イベント

・伊島小学校前を西進、つきあたり

●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

岡山県

済生会
病院

　サイピアの「サイエンスドーム」では、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。プラネタリウム番組は、ドームいっぱいに広がる大迫力の「全天周映像番組」と美しい星空
を眺められる「星空解説」があります。
◆星空解説 「ほしぞらタイム」
　星空を４５分間楽しめる「ほしぞらタイム」。
　今夜見える星を中心に、季節の星座や、見ごろを迎えている
天体など、解説員の生解説でご紹介します。
　また、毎月天文・宇宙の話題をテーマを変えてお届けします。
　毎月第３金曜日の１９時からは、夜間投影「ヨルプラネ」も開
催しています。

◆全天周映像番組 「はじめての 星の王子さま」
　世界で最も愛されている書物の一つ「星の王子さま」。
　柔らかで優しい映像と、美しい音楽が、皆さんを幸せなひと
時へといざないます。

◆全天周映像番組 「名探偵コナン 星影の魔術師」
　宝石でできた太陽系儀「輝きの天球」。それを狙った怪盗キッ
ドから予告状が。コナンは今度こそ、怪盗キッドを捕えることが
できるのでしょうか。

◆全天周映像番組
　「スターオーシャン ─太陽系外惑星への航海─」
　私たちが暮らす天の川銀河。私たちのすべてがある、ふるさ
との銀河。みずから輝く星、「恒星」。天の川銀河には約１千億個
もの恒星が集まっています。私たちの太陽も、そんな数多くあ
る恒星の、ほんのひとつ。
　この広大な銀河の中で、太陽系のように、恒星を回る惑星は
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■人と科学の未来館サイピア

＊全天周映像番組はすべて「星空ミニ解説付き」です。
＊最新情報は、サイピアのHPでご確認ください。

プラネタリウム情報〈サイエンスドーム（２階）〉
URL:http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/

○プラネタリウム投影スケジュール ※6月末まで

団体投影
団体投影
団体投影

名探偵コナン
スターオーシャン

平日（火・木）
団体投影
団体投影
団体投影

名探偵コナン
星の王子さま

平日（水・金）
1 0：0 0
1 1：1 5
1 3：3 0
1 4：4 5
1 6：0 0

名探偵コナン
ほしぞらタイム
星の王子さま
名探偵コナン

スターオーシャン

土　曜　日
名探偵コナン

ほしぞらタイム
星の王子さま
名探偵コナン

─

日曜・祝日
1 0：0 0
1 1：3 0
1 3：3 0
1 4：4 5
1 6：0 0

JR岡山駅西口から車で５分！
岡山市内にあるプラネタリウム
JR岡山駅西口から車で５分！
岡山市内にあるプラネタリウム

サイピィ

池田動物園のとなり 

2016年
4月29日

サイピアオープン
３周年!!
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■所長あいさつ

◆県生涯学習センター開所20周年記念
　生涯学習「受講生の集い」記念講演会
日時：平成28年11月20日（日）
　　　13：30 ～ 15：30（予定）
講師：倉本　聰（脚本家）
演題：「当たり前の暮らしを求めて」（仮）

◆県生涯学習センター開所20周年記念
　「地域づくり・人づくり実践研究交流会」
日時：平成29年2月19日（日）
　　　10：00 ～ 15：30（予定）
内容：●記念シンポジウム

●岡山県生涯学習大学証書授与式
●実践発表
　「若者が主役！ 地域まるごと活性化事業」他

　岡山県生涯学習センターは、平成9年2月に「だれでも、どこでも、いつでも」学ぶことができる生涯学習社会の
実現を目指し、県民の皆様が、自己の充実・啓発や生活の向上を図り、生涯にわたって行う学習活動を支援するた
めの拠点施設としてオープンし、平成29年2月で20周年を迎えます。センターの様々な事業（地域づくり人材養成
セミナー、地域のつながり実証プログラム事業、生涯学習大学主催講座など）や活動を20周年記念事業に位置づ
け展開をしていきます。2月の「地域づくり・人づくり実践研究交流会」では、社会教育の可能性を語るシンポジウ
ムや、県内15公民館の好事例発表会を開催します。また今年度の記念講演会は脚本家の倉本聰氏をお招きし、
11月に開催します。

平成27年度記念講演会

　岡山県生涯学習センターは、今年度、開所２０周年を迎えます。この間、経済の低成長、自由化の進行、
競争と格差の拡大、財政危機、人口減少、過酷な災害の頻発など、厳しい状況が続く中で、人と人が「つ
ながり」を取り戻し、子ども・若者が希望を持ち、持続発展可能な地域をつくる取組が注目されるように
なってきました。
　こうした中、当センターでは、「第２次岡山県教育振興基本計画」に基づき、人々の学びを生かした地
域活動への参画を通して、より良い地域社会の形成を目指すとともに、多様な主体との連携・協働を進め、
県下の生涯学習活動を支援する環境づくりに努めます。
　特に、子どもを中心におき、地域の総力で課題解決に取り組む人材の養成、若者の社会参画の推進、Ｅ
ＳＤの観点に立った公民館活動の充実や支援、調査研究、生涯学習大学や学習情
報の提供を重点として取り組み、「社会教育の可能性」を発信してまいります。
　さらに、「みんな科学が好きになる」を合い言葉に、人と科学の未来館サイピア
を拠点として、科学教育の普及・推進を図るとともに、幼児から高齢者まで「少・
壮・老」の三世代の県民が仲間（ぱる）として楽しく学習や交流ができる「三学
ぱる岡山」づくりを進めてまいります。
　今年度も、県民の皆様の御理解と御協力と当センターの一層の御利用をお願い
いたします。 岡山県生涯学習センター

所長　岡本　啓

生涯学習センターだより
岡山県

■岡山県生涯学習センター開所20周年記念事業

◆生涯学習・社会教育関係職員研修講座　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、その資質能力の向上を図ります。
　また、職員間のネットワークづくりを支援します。
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15日、5月10日）
　　　津山市中央公民館（5月25日）
第1回（中央研修）：4月15日（金）10：00 ～ 16：00

（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　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）ワークショップ「地域を知る」　　　　　　　　　　　

岡山市立灘崎公民館　社会教育主事　塩瀬 香織
岡山市立高松公民館　社会教育主事　近藤 ゆみ

第2回（地区研修）【県南会場】5月10日（火）13：00 ～ 16：00
　　　　　　　　 【県北会場】5月25日（水）13：00 ～ 16：00

講義・演習「ひろがり、つながり、そしてがんばりへ」
岡山大学全学教育・学生支援機構　助教　中山 芳一

◆生涯学習・社会教育関係職員研修講座　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、「若者の社会参画」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：6月22日（水）13：00 ～ 16：00
　　　講義「若者の心に火を灯す～若者の社会参画に向けて～」
　　　演習「若者の社会参画についての学習プログラム案の作成」
　　　ＮＰＯ法人カタリバ　代表理事　今村 久美
※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9日（水）（会場：岡山県生涯学習センター）
●備中地区：7月21日（木）（会場：浅口市中央図書館）
●美作地区：1月20日（金）（会場：津山市中央公民館【仮】）

◆生涯学習・社会教育よろず相談事業
　市町村教育委員会の生涯学習・社会教育計画、各地域に応じた課題、いろいろな事業などについて、なんでも
相談におのりいたします。「相談事業」「派遣事業」の2コースをご用意しました。お気軽にお問い合わせください。

「相談事業」･･･会場：県生涯学習センター
「派遣事業」･･･会場：各市町村教育委員会で準備
対象：市町村教育委員会
相談内容：生涯学習・社会教育推進体制構築、改善の相談及び助言
　　　　　事業実施計画（全体・個別）の相談及び助言
　　　　　公民館実施事業の相談及び助言　
コンサルタント：岡山大学大学院教育学研究科　教授　熊谷 愼之輔　
　　　　　　　　香川大学生涯学習教育研究センター　准教授　山本 珠美　 　

■指導者の養成と研修

平成27年度ステップアップ研修

平成28年度初任者研修
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◆生涯学習・社会教育関係職員研修講座　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、「若者の社会参画」をテーマに、地域づくり、
人づくりを学びます。
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■指導者の養成と研修

平成27年度ステップアップ研修

平成28年度初任者研修
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生涯学習センターだより
岡山県

◆統括コーディネーター養成講座
　学校支援、放課後・土曜日等支援、家庭教育支援等のコーディネーター同士をつないだり、地域の人や資源を
活用したりする、実践的なリーダーを養成します。また、基礎資料となるアンケート調査や好事例に関する調査研究
を実施します。
対象：学校支援、放課後・土曜日等支援、家庭教育支援等のコーディネーター経験者のうち、市町村教育委員会

から推薦された方（各市町村1 ～ 2名）　※市町村担当者も受講可能
●現在地域コーディネーターとして意欲的に取り組んでいる方
●今後、地域の核となって活動しようとする方
●継続的な体制づくりに取り組もうとする方　等

内容：全5回（※中央研修①～③は必ずご参加ください。）

◆地域づくり人材養成セミナー
　この事業は、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の育成を図ります。
実際に地域づくりをテーマに活動している方から、考え方や方法を学び実践する力を養います。コースは、すでに
社会教育活動をしている経験者を対象にしたものと、これから活動していこうとする若者を対象にしたものの2コース
に分かれています。

　新たな指導者の発掘と育成、仲間づくりの促進やネットワークの形成・
強化、活動の活性化を目的として、理論学習や活動実践等の研修をとお
して、地域づくりに取り組む活動者の育成を図ります。
対象：生涯学習活動グループリーダーやリーダーを志す者、
　　　教育支援活動コーディネーター、社会教育関係団体関係者、
　　　ＮＰＯ・ボランティア関係者、学校・行政関係者　等
講師：ＮＰＯ法人 岡山ＮＰＯセンター　副代表理事　石原 達也 

○生涯学習プランナー養成コース

【生涯学習プランナー養成コース】 日時：6月19日～12月21日（全6日間）　会場：県生涯学習センター
《公開講座Ⅰ》地域づくりの実践事例を聞く
「持続可能なまちづくり～津山市高倉自治協議会の
取組～」ＮＰＯ法人たかくら村　理事　和田 優輝

地域づくりの際に必要な目線を確認する
【講義】「地域づくりの基本」　【演習】「私自身の棚卸し」
「地域づくりの仕組みを考える」

地域づくりの仮説を立てる
【講義】「課題と原因の仮説の立て方」
【演習】「課題と原因の仮説を立てる」

地域づくりの目標を立てる
【講義】「目標の決め方と検証の仕方」　【演習】「目標を決める」３

２

１
地域づくりの計画をつくる

【講義】「巻き込む計画の立て方」
【演習】「巻き込む計画を作る」

《公開講座Ⅱ》地域づくりの計画を共有する
【交流・情報交換】「違う視点からの助言」

実践をまとめる
【演習】「達成度を検証し、見える化する」

実践活動を発表する
【演習】「ポスターセッションと次の目標設定」6

5

4

３

　地域活動に興味をもつ県内大学生等を対象に、自らの思いを社会の
中で実現させる行動力を身につけることを目的として、自主性やリーダー
としての資質を高める実践型研修をとおして、それぞれの地域や学校で活
躍する人材を育成します。
対象：地域活動に興味をもつ県内大学生　等
講師：ＮＰＯ法人 ふれあいサポートちゃてぃず　代表理事　湊　照代

○未来を担う若人育成コース

【未来を担う若人育成コース】 日時：6月19日～9月4日（全6日間）　会場：県生涯学習センター
●開講あいさつ、ねらい、プログラム概説

《公開講座Ⅰ》地域づくりの実践事例を聞く
「持続可能なまちづくり～津山市高倉自治協議会の
取組～」ＮＰＯ法人たかくら村 　理事　和田 優輝

●地域づくりのニーズを明らかにする基本的な流れを
　学ぶ。地域課題を明確化する。
●事業計画書の意義と作り方を学ぶ

●事業プラン作成・ブラッシュアップ３

２

１
●予算書及び事業費の考え方を学ぶ
●イベント準備

（課外）自分たちが立てた事業プランを実践

●イベント実施報告共有ワーク
●プレゼンテーションの方法を学ぶ

●プレゼン最終確認　　　　　　●修了式（修了証）
　《公開講座Ⅱ》発表（プレゼン）6

5

4

回・日時 内　　容 会 場

1．中央研修①
　5月31日（火）
　10：00～16：00

説明「おかやま子ども応援事業について」
①ワークショップ「地域課題の把握　実践テーマの把握」
　講師：岡山市立岡山後楽館高等学校

教頭　室 貴由輝
YKG60　共同代表　井辻 美緒

②講義「統括コーディネーターの役割、求められる資質」
　講師：岡山大学大学院教育学研究科

教授　熊谷 愼之輔 岡山県生涯学習センター
（情報・創作棟 2 階大研修室）

2．中央研修②
　7月15日（金）
　10：00～16：00

ワークショップ「グループ別スキルアップ講座」
①学校・地域とのネットワークづくりコース（仮）
　（コーディネート機能、持続的な活動を目指して）
②教育プログラムの開発　企画・立案コース（仮）
　（多様な活動、持続的な活動を目指して）
　講師：ＮＰＯ法人スクール・ネットワーク・アドバイス

理事長　生重 幸恵　、井上 尚子

※
3
．地
区
研
修
　
※
管
轄
事
務
所
の
地
区
研
に
参
加

【
岡
山
教
育
事
務
所
】

9月6日（火）
13：00～
16：30

ＣＮ研①（放課後支援）
実践発表「わくわく温羅クラブ昭和の取組」（仮）
講話・ワークショップ（情報交換を含む）
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岡山県生涯学習センター

11月10日（木）
13：00～
16：30

ＣＮ研②（学校支援）
活動見学
・ボランティアによる学習支援（合奏指導）（予定）
実践発表「川上小学校支援本部の取組について」（仮）
講話・ワークショップ（情報交換を含む）
　講師：香川大学教育学部　准教授　岡田　涼

高梁市川上総合学習センター

【
津
山
教
育
事
務
所
】

6月28日（火）
13：30～
16：00

ＣＮ研①（学校支援）
実践発表、情報交流
　講義「学校と地域の連携・協働を進めるために」（仮）
　講師：香川大学教育学部　准教授　大久保 智生

津山教育事務所

11月16日（水）
13：30～
16：00

ＣＮ研②（家庭教育支援）
家庭教育支援チームの実践発表、情報交流、講話・まとめ
　講師：赤坂教育相談室　主宰　杉山 嘉弘

津山市中央公民館

4．特別オープン講座
　8月4日（木）
　13：00～16：30

※平成28年度社会教育主事講習特別オープン講座と兼ねる。
実践発表、シンポジウム
　文部科学省初等中等教育局　参事官　廣田　貢
　浅口市立鴨方東小学校　校長　安田 隆人
　ＮＰＯ法人ファミリーリングあゆむ　代表理事　飯田 純子 岡山県生涯学習センター

（情報・創作棟 2 階大研修室）

5．中央研修③
　3月2日（木）（予定）
　13：00～16：00

①実践発表会・協議
②総評「岡山型プラットフォームの担い手として」（仮）
　講師：岡山大学大学院教育学研究科

教授　熊谷 愼之輔
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5
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生涯学習センターだより
岡山県

◆親育ち応援学習リーダースキルアップ養成講座
　親育ち応援学習リーダー養成講座の修了生がプログラムの効果的な活用方法について学び、ファシリテーターと
しての実践力向上を図ります。また、活動の幅を広げるためにお互いの取組や活動について情報交換し、参加者同
士のつながりを深めます。新しく追加するプログラム体験も予定しています。

対象：「親育ち応援学習リーダー養成講座」修了生、市町村家庭教育担当者、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：【第1回】　6月14日（火）　9：30 ～ 16：00

●第1回のみ、2つのコースに分かれて実施します。
　〈フォローアップコース〉ファシリテーターの基礎を学び直し、ファシリテーター

としてデビューする。
　〈レベルアップコース〉ファシリテーター同士の情報交換を図り、活動の幅を

広げる。
　　　【第2回】10月  6日（木）10：00 ～ 15：40

〈フォローアップコース〉 〈レベルアップコース〉 ①体験「新しいプログラム」
①体験「アイスブレイク習得」 ①体験「アイスブレイク習得」 ②協議・情報交換
②講義「親プロの基礎・基本」 ②情報交換「親プロのエッセンス」
③演習「ファシリテーターに挑戦」 ③協議「新しいプログラム開発」

　岡山県公民館連合会では、公民館職員を対象に次の事業方針のもと研修会を開催しています。
　〈事業方針〉（1）地域の拠点として豊かな地域づくりを担う公民館活動を推進する。

（2）公民館を中心とした社会教育活性化支援を行う。
（3）  ＥＳＤの観点に立った公民館活動を推進する。

◆第1回研修会　平成28年5月20日（金）
　●実践発表・座談会「公民館がコミュニティデザイン！」
　　　平成25年度優良公民館表彰「最優秀館」福井県福井市社北公民館　田中 典子　
　　　平成26年度優良公民館表彰「最優秀館」広島県大竹市玖波公民館　河内 ひとみ

◆第2回研修会　平成28年6月22日（水）
　　兼：生涯学習・社会教育関係職員等研修講座
　●講義「若者の心に火を灯す～若者の社会参画に向けて～」
　　演習「若者の社会参画についての学習プログラム案の作成」
　　　講師：ＮＰＯ法人カタリバ　代表理事　今村 久美

◆第3回研修会　平成28年7月5日（火）
　●講演「地域で人を育てるには」（仮）
　　　講師：映画監督　林　弘樹
　●映画「惑う～ After The Rain ～」（特別先行試写上映）

◆第4回研修会　平成28年8月予定
　　兼：社会教育施設職員等研修会
　　※県南会場、県北会場
　●ワークショップ「まちづくりのためのＥＳＤ」（仮）
　　　講師：岡山市立公民館職員

◆第5回研修会　平成29年1月予定
　　公民館「地域のつながりづくり」実証プログラム事業
　●平成28年度 事業報告会
　　　・地域でつながる子育てプロジェクト実行委員会（津山市城西公民館）
　　　・瀬戸内市「竹田喜之助ものがたり紙芝居制作」実行委員会（瀬戸内市中央公民館）
　　　 ・高屋町子守唄の里音楽祭実行委員会（井原市高屋公民館）
　●平成29年度 企画プレゼンテーション大会

◆第6回研修会　平成29年2月19日（日）
　　兼：岡山県生涯学習センター開所20周年記念事業
　●記念シンポジウム
　●実践発表「若者が主役！ 地域まるごと活性化事業」他

■岡山県公民館連合会からのお知らせ

第 1 回 第 2 回

◆親育ち応援学習リーダー養成講座（市町村出前講座）
　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。
　これまで、県生涯学習センターで実施していた「親育ち応援学習リーダー養成講座」が、市町村で開催されるこ
とになり、受講しやすくなりました。

開催場所（予定）
　【岡山教育事務所管内】　●高梁市　　●矢掛町　　●井原市　　●赤磐市　　●吉備中央町
　【津山教育事務所管内】　●津山市　　●西粟倉村　

※出前講座についての問い合わせは、各教育事務所生涯学習課（家庭教育支援担当）まで。 

※ご希望があれば、託児コーナーを御用意します。

公民館「地域のつながりづくり」実証プログラム事業
　地域の拠点である公民館が培ってきた「地域のつながりづくり」の
ノウハウを先進的な取組を実施している公民館（モデル公民館）の具
体的な活動を通じて実証することにより、公民館の重要性を広く知っ
ていただく事業です。 今年度も来年度のモデル公民館の募集を予定し
ておりますので、ふるってご応募ください。申請方法等の詳細につい
ては、県公民館連合会のHPに後日掲載予定です。

※岡山県公民館連合会の事業については、岡山県公民館連合会のHPをご覧ください。 
広報誌

「岡山の公民館」 

「惑う～After The Rain～」

ＥＳＤについての研修会

昨年度の
プレゼンテーション大会
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■交流・連携・体験
　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。

■岡山県生涯学習大学（のびのびキャンパス岡山）の開設

●本年度は主催講座として次の講座を開催します。
現代的課題を学ぶコース

講座名 開設機関 実施日 問合せ先 申込締切

7／2、9、16、30、8／6

7／27、8／3、10、17、24

8／18、23、9／5、8、9、14

6／1

6／27

7／18

｢地域とデザイン
～ローカルからグローバルまで～｣

｢生活習慣病について学ぼう｣

｢心豊かにいきいきと生きる｣

岡山県立大学

川崎医科大学

くらしき作陽大学

岡山県立大学事務局 企画広報室　 
☎0866-94-9116　
川崎医科大学 事務部庶務課
☎086-462-1111
くらしき作陽大学 入試広報室
☎086-523-0822

岡山県の特性を学ぶコース
講座名 開設機関 実施日 問合せ先 申込締切

8／22、23、24、25、26 7／22「高梁川水紀行」 吉備国際大学
吉備国際大学 庶務課　　　　
☎0866-22-7404

主催講座で学ぼう！
（岡山県・岡山県教育委員会が開設している講座、3分の2以上の出席で1単位）

連携講座で学ぼう！

受講案内

　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
講座です。1時間受講した方には、その場でのびキャンシールを1枚お渡ししています。のびキャンシールを集めると、
10枚ごとに1単位が認定されます。生涯学習大学の受講生にとって学習の励みになっています。

ぱるスマイルDay
　県生涯学習センターでは、原則第3土曜日に、「ぱるスマイルDay」と題した3部構成のイベント（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」）を開催しています。今年度の開催日は、5／21、7／16、9／17、10／15、
12／17、3／18です。県生涯学習センターのＨＰで内容をご覧いただき、ぜひ、ご家族でお越しください。

ぱるコンサート出演者募集
　9／17、10／15、12／17の「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グループのみなさん、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）　　会場：交流棟1階

ぱるボランティア募集
　「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。高
校生以上の県民の皆さん、生涯学習センターで行われるイベントの補助をしたり、「ぱるスマイルＤａｙ」や「京山祭」
などのイベントでブースを企画・運営したりする、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。
　「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（電話：086-251-9751）まで、
お気軽にお問い合わせください。

京　山　祭
　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生かしながら
連携し、様々な体験ができるイベントです。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に生涯学習の推進を図る目的で、親子で親しむことのできるイベントを開催します。
　● 6 月 5 日（日）「日ようび子ども大学 in 京山祭」
　●12月11日（日）「科学キッズフェスティバル in 京山祭」

生涯学習「受講生の集い」
　平成28年2月21日（日）、県内各地からご参加いただき、「受講生の集い」を開催しました。

証書授与式
〇単位認定者 172名
〇修了証書授与者 2名
〇奨励証授与者 14名

体験発表
平成27年度岡山県生
涯学習大学で熱心に学
ばれた方々に、証書を
授与しました。

岡山県生涯学習大学主催講座の受講生1名が「コミュ
ニケーションを大切にポジティブに生きる」という演題
で、ボランティアで社会貢献し多くの方々から元気を
もらっていることを発表しました。

記念講演会
〇演題　「心のキャッチボール」
〇講師　吉川 美代子

吉川氏のこれまでのキャスター、アナウンサー
としての長いご経験を通したご講演は、聴衆の
心へ響く、爽やかな「心のキャッチボール」と
なりました。

ぱるチャレンジ ぱるコンサート ぱるシアター

平成27年度日ようび子ども大学 ｉｎ 京山祭 平成27年度科学キッズフェスティバル ｉｎ 京山祭
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平成27年度岡山県生
涯学習大学で熱心に学
ばれた方々に、証書を
授与しました。

岡山県生涯学習大学主催講座の受講生1名が「コミュ
ニケーションを大切にポジティブに生きる」という演題
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〇演題　「心のキャッチボール」
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ぱるチャレンジ ぱるコンサート ぱるシアター

平成27年度日ようび子ども大学 ｉｎ 京山祭 平成27年度科学キッズフェスティバル ｉｎ 京山祭
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生涯学習センターだより
岡山県

■科学教育の普及・推進
人と科学の未来館サイピア学校学習利用プログラム

◆学校学習利用の魅力
●無料
　　学校学習利用の場合は、プラネタリウム観覧料・施設利用料等が無料
●最新式ハイブリッド・プラネタリウム
　　ドームいっぱいに広がる精細で迫力ある映像と約1000万個の星
●多彩なプログラム
　理科の学習の1時間として活用できる、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
●科学実験・現象を体験・体感
　　科学体験・学習広場で、真空実験や静電気実験等の本物の体験
●雨天時も安心
　　雨天時には、生涯学習センターの施設等を昼食場所として確保
●モデルコース・近隣見学場所
　　人と科学の未来館と一緒に利用できる施設やモデルコースの紹介
　　※詳細は人と科学の未来館サイピアHPをご覧ください。

◆予　約
　学校団体施設利用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。お早めにお申し込みください。申し込みの簡単な流れは次のとおりです。

子どもの「好奇心・冒険心・匠の心」を育てる 岡山県「宇宙の学校」開校！
　今年度も岡山県「宇宙の学校」を開校します。
　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や道具を使って実験や工作を家族一緒に行います。家族一
緒に実験や工作をすることで、子どもたちに身近な不思議を感じる心や宇宙への愛着を
呼び起こす気持ちを高めるとともに、家族の新しい一面に気づき、家族の絆が深まります。

「宇宙」をもっと身近に感じたいあなたへ
　今年度もＪＡＸＡと連携して行う「コズミックカレッジ」、これらの活動のスタッフやボランティアとして活躍していた
だく方、宇宙教育に興味・関心のある方のためのセミナーを開催する予定です。
　第1弾は、「宇宙の学校」指導者セミナーです。各セミナーは、生涯学習センターのHP等でお知らせします。

■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のご案内 直通電話：086-251-9788

　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
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、岡山県生涯学習センター
HPからもダウンロードできます。

学習相談コーナーのご案内 直通電話：086-251-9758

　岡山県生涯学習センターでは、県民の皆様や学校の先生方からの学習教材、研修資料、講座・講師紹介等の
相談に応じる学習相談員が常駐しています。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、図書や行政資料等があります。ＤＶＤ視聴コーナーや学習スペー
スもあり、誰でも気軽に利用できます。

◆DVD視聴を伴う相談について
※事前にお電話いただくと、よりスムーズに相談や視聴ができます。
※火曜日～土曜日は午後7時30分、日曜日・祝日は午後3時30分までに、交流棟2階にある学習相談コーナーに
お越しください。
※休所日は、HP等でご確認ください。

　「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しています。「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があります。

ぱるネット岡山 アドレス　http://www.pal.pref.okayama.jp/　
!!

「ぱるネット岡山」の使い方のご紹介
岡山県生涯学習センターのトップページ おもな提供情報（関心のある情報をクリック） 

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できる
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

県内の講演会や
学習会情報

学習投影

サイエンスショー

岡山県「宇宙の学校」

人
と
科
学
の
未
来
館

サ
イ
ピ
ア

学
校
団
体

予約受付

予約受付

予約申込書（ＦＡＸ）

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）

利用申請書（原本）、減免申請書等を郵送または、利用日当日までに持参

予約確定のお知らせ（FAX）

学 校 団 体 利 用 予 約 の 流 れ

※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HP
からダウンロードでき
ます。
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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。
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　E-mail syogaise@pref.okayama.jp
■人と科学の未来館サイピア
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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　　　fax 086-251-9781
●総務課
　 ☎ 086-251-9750
　fax 086-251-9757
●振興課
　 ☎ 086-251-9751

開 所 時 間

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

生涯学習
センターだより

H27.10.28 生涯学習・社会教育施設関係職員研修講座H27.10.28 生涯学習・社会教育施設関係職員研修講座 H27.12.13 科学キッズフェスティバルｉｎ京山祭H27.12.13 科学キッズフェスティバルｉｎ京山祭

H27.5.27
地域づくり人材養成セミナー
H27.5.27
地域づくり人材養成セミナー

H28.3.5
金井宇宙飛行士との交信イベント
H28.3.5
金井宇宙飛行士との交信イベント

・伊島小学校前を西進、つきあたり

●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

岡山県

済生会
病院

　サイピアの「サイエンスドーム」では、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。プラネタリウム番組は、ドームいっぱいに広がる大迫力の「全天周映像番組」と美しい星空
を眺められる「星空解説」があります。
◆星空解説 「ほしぞらタイム」
　星空を４５分間楽しめる「ほしぞらタイム」。
　今夜見える星を中心に、季節の星座や、見ごろを迎えている
天体など、解説員の生解説でご紹介します。
　また、毎月天文・宇宙の話題をテーマを変えてお届けします。
　毎月第３金曜日の１９時からは、夜間投影「ヨルプラネ」も開
催しています。

◆全天周映像番組 「はじめての 星の王子さま」
　世界で最も愛されている書物の一つ「星の王子さま」。
　柔らかで優しい映像と、美しい音楽が、皆さんを幸せなひと
時へといざないます。

◆全天周映像番組 「名探偵コナン 星影の魔術師」
　宝石でできた太陽系儀「輝きの天球」。それを狙った怪盗キッ
ドから予告状が。コナンは今度こそ、怪盗キッドを捕えることが
できるのでしょうか。

◆全天周映像番組
　「スターオーシャン ─太陽系外惑星への航海─」
　私たちが暮らす天の川銀河。私たちのすべてがある、ふるさ
との銀河。みずから輝く星、「恒星」。天の川銀河には約１千億個
もの恒星が集まっています。私たちの太陽も、そんな数多くあ
る恒星の、ほんのひとつ。
　この広大な銀河の中で、太陽系のように、恒星を回る惑星は
あるのでしょうか。

■人と科学の未来館サイピア

＊全天周映像番組はすべて「星空ミニ解説付き」です。
＊最新情報は、サイピアのHPでご確認ください。

プラネタリウム情報〈サイエンスドーム（２階）〉
URL:http://www.sci-pia.pref.okayama.jp/

○プラネタリウム投影スケジュール ※6月末まで

団体投影
団体投影
団体投影

名探偵コナン
スターオーシャン

平日（火・木）
団体投影
団体投影
団体投影

名探偵コナン
星の王子さま

平日（水・金）
1 0：0 0
1 1：1 5
1 3：3 0
1 4：4 5
1 6：0 0

名探偵コナン
ほしぞらタイム
星の王子さま
名探偵コナン

スターオーシャン

土　曜　日
名探偵コナン

ほしぞらタイム
星の王子さま
名探偵コナン

─

日曜・祝日
1 0：0 0
1 1：3 0
1 3：3 0
1 4：4 5
1 6：0 0

JR岡山駅西口から車で５分！
岡山市内にあるプラネタリウム
JR岡山駅西口から車で５分！
岡山市内にあるプラネタリウム

サイピィ
池田動物園のとなり 

2016年
4月29日

サイピアオープン
３周年!!


