
2019 Spring

No.64
◆ 平成 31 年度　研修講座のご案内　　
◆ さまざまな地域課題に視点をおき、
　　　　　　　　　　　　　　　　学びが広がっています
◆ 推進しています ! ～公民館活動支援～
◆ キラリ! 地域で活躍する受講生
◆ お知らせ　平成 30 年度 研修講座ＤＶＤ貸し出し中 !
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平成31年度　研修講座のご案内
　地域社会が抱えるさまざまな課題解決に向け、一歩を踏み出す人材や住民自身が主役とな
る実践活動をリードできる人材を養成するための講座を開催します。
　今年度は、「長野県の子どもの自殺の現状と課題」や「公民館の未来像」などの
新講座や、多数の講師をお迎えして、さらに講座の充実を図っています。

… 地域づくり推進研修 … 地域の教育力向上研修

… 地域と学校の連携推進研修

5/14火 7/1月

7/19金

8/24土

9/5木 10/25金

11/6水

11/29金

生涯学習推進者実践講座【松本市】
ぶらっと楽しむまちづくり

公民館ステップアップ講座【上田市】

命を守るための備え

地域から支える「わたしたちの信州学」

共生社会の実現 子どもの貧困問題と対策

持続可能な社会づくりに向けた
教育の新しい在り方

公民館の未来像
幼児期にふさわしい運動遊び

【移動講座】
子育て支援に
関する講座
A・B・C・D

もうひとつの公共

　県内各地では特色あるまちづくりが行なわれて
います。そんなまちをぶらっと歩いてノウハウを学
び、自分のまちづくりの糧にしていく講座です。
　今回は工芸のまちとして知られる松本市に学び
ます。「工芸の五月」と銘打って行われる街角の出
店、イベントが1ヶ月続き、まちが工芸で溢れます。ク
ラフトフェアは５月末の土、日です。
講師　都市計画家　倉澤　聡 氏

　上田市の上野が丘公民館は、第69回の優良公民館表彰を受賞
しています。地域との連携による事業の展開、活動が認められた結
果です。あらためて上野が丘の地域を歩き、地域との連携に基づい
た活動を学びます。
講師　松本大学総合経営学部　教授　白戸　洋 氏

　近年、経験したことのない自然災害が全国各地
で発生しています。阪神・淡路大震災の体験をもと
に、東京大学と連携し最前線の防災研究をされて
いる講師をお招きし、日頃から備えておくべきこと
や、地域での人と人との繋がりの大切さを考えると
ともに、演習を通じて学校を避難所に想定した災
害時の対応について学びます。
講師　兵庫県広域防災センター　防災教育専門員　田中　健一 氏

　誰もが安心して暮らせる「共生社会」の実現が、今社会
の大きな目標となっています。講座では「共生社会」の現
状と課題について、障がい者福祉を専門とされる講師か
ら学ぶとともに、難病や聴覚障がいをかかえながら、障が
い者の自立支援のため奮闘されているお二人からお話を
お聞きし、今後の地域づくりを考えます。
講師　首都大学東京　人文社会学部社会福祉分野
　　　　　　　　　　　　　　　　   教授　杉野　昭博 氏
　　　CIL上田Groping　代表　井出　今日我 氏
　　　塩尻市手話講座運営委員会　委員長　森下　尚子 氏

　子どもの貧困問題への理解や関心が深まり、
県内でも子ども食堂などの様々な支援の輪が広
がっています。困難を抱える子どもたちのために
有効な貧困対策をさらに進めるにはどうすれば
よいか、今年度も湯浅誠先生をお招きし、全国の
事例に学び私たちにできることを考えます。
講師　社会活動家・法政大学現代福祉学部教授　湯浅　誠 氏

　地球環境の異変をはじめ、世界には様々な課
題が山積しています。これらは一人ひとりが理解
して、行動につなげていく必要があります。ＥＳＤ
(持続可能な開発のための教育)の考え方や、具
体的な方策であるＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)
の内容を学び、「持続可能な社会」実現のために
できることを考えます。　
講師　湊川短期大学　学長　末本　誠 氏

　我が国固有の社会教育施設である公民館。長
野県の公民館数は全国一であり、長く地域づくり
の中心を担ってきました。公民館が誕生して70年
以上を経過した今、公民館の現状を見据え、これ
からの公民館の未来像を「公民館の役割を見出
す視点」から学びます。
講師　秋田大学大学院教育学研究科　教授　原　義彦 氏

　生活習慣の変化に伴い、子どもた
ちの体力や運動頻度の変化、また
動作のぎこちなさが報告されていま
す。発達段階に適した運動遊びが脳
に与える影響や、子どもたちの主体
性を大事にした効果的な運動の在
り方について学び、バランスの良い
運動遊びの例や小学生向けのアレ
ンジ方法を体験します。
講師　松本短期大学幼児保育学科　准教授　白金　俊二 氏

　ボランティア活動を通じて生きがいのある日々を
送り、社会に貢献したいという人々が増えています。
講座では、国内や海外のボランティア・NPO活動推
進の研究やプログラム開発に携わり、市民参画の
運営による『世田谷ボランティア協会』を立ち上げ
た講師から、責任ある市民として今われわれに何が
期待されているのか学びます。
講師　昭和女子大学　グローバルビジネス学部

特任教授　興梠　寛 氏

公民館基礎講座　開催地：佐久市・飯田市・下條村・安曇野市・松本市
　生涯学習・社会教育の意義や公民館の果たすべき役割といった公民館の職員として知っておきたい基礎的な知識を学ぶとともに、地域づくりを推進す
る中心的な役割を担う公民館職員の意識の高揚とスキルアップを図ります。県内４地区で開催して、公民館職員の地域ネットワークの形成を支援します。
長野県生涯学習推進センター　公民館支援専門アドバイザー 　筒井　美保子

◎すべての講座を無料で受講できます。　◎会場が記載されていない講座は、長野県生涯学習推進センターで開催します。　◎各講座の詳しい内容は、　　概ね１ヶ月前にホームページ掲載の講座案内をご覧ください。

　今年度も信州大学医学部の本田秀夫先生をお招きし、
発達障がいのある子どもをどう理解し、どのように支援し
ていけばよいかを学びます。幅広い臨床経験をもち発達
障がい研究の第一人者として国際的に高く評価されてい
る本田先生のお話を１日お聞きできる貴重な機会です。

東京大学医学部卒業。２０１４年より信州大学医学
部附属病院子どものこころ診療部　部長・診療教
授。２０１８年より現職。医学博士。精神保健指定
医。日本児童青年精神医学会代議員。日本発達障
害学会評議員。日本自閉症スペクトラム学会評議
員。日本自閉症協会理事。全国情緒障害教育研究
会顧問。「自閉症スペクトラムー１０人に１人が抱え
る『生きづらさ』の正体」、「子どもから大人への発
達精神医学―自閉症スぺクトラム・ＡＤＨＤ・知的障
害の基礎と実践―」等著書多数。

講師　信州大学医学部子どものこころの発達医学教室
　教授　本田　秀夫 氏

4/18木

新年度スタート
講座新年度スタート
講座

発達障がいの理解と援助

A 4/22月
岡谷市：情報モラル

託児あり

5/24金

6/5水

B 7/11木
安曇野市：情報モラル

C 10/19土
上松町：発達障がい

D 11/7木
駒ケ根市：情報モラル

受講、
お待ちしています！

8/29木 長野県の子どもの自殺の現状と課題
～私たちにできること～

　自殺者数は全国で年間２万人以上、県内でも300
人を超えています。特に県内では未成年の自殺が全
国的に高い水準にあり、子ども・若者の自殺対策が喫
緊の課題となっています。本研修では、子ども・若者の
自殺実態について理解を深めるとともに、県内の支
援関係者間の連携の可能性について模索します。大
人として何ができるかをともに考えます。
講師　NPO法人自殺対策支援センターライフリンク

代表　清水　康之 氏

高遠高等学校 小諸商業高等学校 中野西高等学校

手話通訳あり

9/13金 子どものトラウマの理解と支援
　感情がコントロールできない、リストカットがやめら
れない、大人への不信感を表す、性的行動に走る。子
どもたちのこのような行動の原因は、虐待・暴力の目
撃・いじめなどの被害にあるのかもしれません。今年
度も、トラウマ治療の第一人者として東日本大震災
後に学校支援にも携わった講師をお招きし、困難を
抱える子どもたちの支援方法について学びます。
講師　こころとからだ・光の花クリニック　院長　白川　美也子 氏

託児あり

9/21土 いのち
　グローバル化、高度情報化、少子高齢化など、日
本はかつてない激動の時代を迎えています。このよ
うな混沌とした社会の中で、私たちの生き方も大き
な転換を迫られていますが、この講座では私たちは
何を価値あるものとして貴び、いかに生きるべきか、
人生のあり方や「いのち」について考えます。
講師　無量寺東堂　愛知専門尼僧堂堂長　青山　俊董 老師

手話通訳・要約筆記あり

生涯学習推進者実践講座　開催地：小諸市・宮田村・松本市・信濃町
　「地域づくり」を推進する方々が、自ら取り組もうとする課題の解決に向け、地域との連携・協働、仕組みづくりなど、より具体的で実践的な方法を
習得することを目的とします。県内４地区で開催し、身近な地域の課題解決を考えるとともに、受講者が課題の発見から活動の仕組みづくりまでの
実践力を身につける研修を行います｡

NEW

NEW

NEW

託児あり
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共生社会の実現
～誰もが安心して暮らせる地域づくり～
期 日： 平成30年11月29日(木)
講 義： 「共生社会の現状と課題」
講 師： 山梨大学　名誉教授　三重野　卓 氏
研究発表Ⅰ： 「難病と向き合いながら」

CIL上田Groping　代表　井出　今日我 氏
研究発表Ⅱ： 「ろう者の暮らし」

塩尻市手話講座運営委員会　委員長　森下　尚子 氏

命を守るための備え
期 日： 平成30年7月11日(水)
講 義： 「命を守るための備え」
演 習： 「学校を避難所に想定した避難所運営ゲーム『ＨUＧ』」
講 師： 兵庫県広域防災センター防災教育専門員　神戸大学大学院都市安全研究センター　田中　健一 氏

人口学から見たわが国の将来
期 日： 平成30年12月6日(木)
講 義： 「人口学から見たわが国の将来 ～少子化問題の現状～」
講 師： 明治大学政治経済学部　教授

明治大学付属明治高等学校・明治中学校　校長　安藏　伸治 氏
実践発表Ⅰ： 「松本市の取組み～少子化対策の視点で～」

松本市こども部こども育成課　課長　青木　直美 氏
実践発表Ⅱ： 「市民タイムスフレンドシップパーティーの歩み」

株式会社市民タイムス　取締役　特別参与　吉田　誠 氏

◆感想◆
●�近年の災害等について、テレビや新聞で情報を得ていましたが、講義をお聞きしたことでより身近な問題として考えることができました。「生
き残ってから」のことより「死なないための努力」を先にすることが重要という言葉が特に印象に残りました。
●�色々な自然災害があり、地域の言い伝えや周りの方々との繋がりの大切さや、普段から災害に対し、イメージしてスピーディに動けるように
しておかなければならないことを感じた。

◆感想◆
●�データに基づく時代の流れと、現状打開の一端が理解できた。
●�官民の取組みにより成果が表れている様子をお聞きし参考になりました。
●�会社とお客様との関係から、地域貢献としての活動を通してつながり、少しずつ実がなるような地道な活動をしていることに、今後もますま
すこの活動が継続されることを願っています。◆感想◆

●�貧困について、実は他人ごとでありましたが、湯浅先生の分かり易く楽しい語り口で、しみるように理解することができました。自分が
できる活動が対策になればと考えが改まりました。

●こども食堂がなぜ貧困対策につながるのか、講義を拝聴して腑に落ちました。
●�地域で「こども食堂」を運営しています。やはり本当に貧困で困難な方のところへどうしたら伝わるのかと日々考えていましたが、本日
のお話で、赤信号ではなく、黄信号もしくは青信号のところで良いのだと理解できました。むしろ地域づくりの一環として位置付けるこ
とができました。

◆感想◆
●�とても広く深い世界を分かり易くお話しいただいた。気づかなかった視点での講義で興味深かった。自分の立場に引き寄せて学ばせて
いただいた。
●�障がいを抱えるお二人の生き方の方向を定め、自分らしく道を拓こうとしている姿から勇気をいただきました。

さまざまな地域課題に視点をおき、学びが広がっています
～学びが支える地域づくり・人づくり～

　生涯学習推進センターでは、地域課題を講座の中心にすえ、県内外の先進的な事例に学び、各地
域での即戦力として活躍できる講座の提供をしています。平成30年度に開催した講座の一部を紹介
します。

DVD
貸出あり

地 域 づ く り 推 進 研 修

子どもの貧困問題と対策
期 日： 平成30年10月26日(金)
講 義： 「１ミリでも進める子どもの貧困対策」
講 師： 社会活動家・法政大学現代福祉学部教授　湯浅　誠 氏

　実際のリアルな映像と共に、阪神淡路大震災から、講座直前まで講師が支援に奔走していた平成３０年７月豪雨まで、過去の災害の状況や教訓について
説明いただき、防災の基本とは「災害を知ること、そして己を知ること」であり、「普段できないことはいざというときにできない」ため、防災教育が必要であ
ることを学びました。避難所運営ゲームでは、続々と被災者が訪れる緊迫感の中で即断を迫られる厳しさを体験し、地域性をはじめ様々な点を考慮した防災
計画や体制を、平常時に準備する必要性を実感しました。

　「結婚しているカップルの出生率は、約70年間ほぼ変化がないにもかかわらず、少子化が進んでいる原因を、膨大なデータを用いて解説され、子育
て中は時短勤務できるオランダの例から、ライフステージに応じて働き方を選べ、安心して子育てができる社会を実現すべきであると話されました。
また「子育てしながら働ける環境がある」ランキング（野村総研H29年7月公表）第1位の松本市の少子化対策や、市民タイムス主催パーティーの社会
貢献や参加者支援の視点は、参加者にとって刺激となりました。

　子どもの貧困対策を進めるためには、黄信号と赤信号(周りを見た時に気になる子)を分けて考えることが必要であること、黄信号のうちに周囲が気
づいて、赤信号に転落してしまうのをいかに防ぐかが重要であること、また民間にできるのは黄信号の段階の支援であることをお話いただきました。
　子ども食堂のような誰でも来れる場所「人と人とがふれあう、やさしくてあったかいにぎわい」を地域に創り、「お金やつながりがないために、にぎわい
からはじかれる子どもを作らないこと」が、貧困対策であることを学びました。

　講義では、共生社会の考え方、共生の視点、共生の諸問題、生活の質の考え方、共生に関わる住民力の指標化・指数化などについて、各自、共生
問題を考える手がかりとしてお聞きしました。また研究発表では、難病や聴覚障がいをかかえながら、障がい者の自立支援のため奮闘されてい
るお二人から、その日常の様子や今取り組んでおられる活動に関わるお話をお聞きし、今後の共生社会実現のための地域づくりについて考えま
した。

DVD
貸出あり

地 域 の 教 育 力 向 上 研 修
　　　情報モラルに関する講座Ａ（上田市）
期 日： 平成30年10月25日(木)
講 義： 情報モラル講演会　－ 子どもとメディア －
　　　　　「ネット社会に生きる子どもたちと大人の役割」
講 師： みやばやしこどもクリニック　院長　宮林　麻里 氏

　幼児期から小中学生におよぶ子どもたちのスマホ・タブレット機器への依存傾向が進むことで起こる、メディア依存症・ネットトラブル（いじめ・犯
罪）の現状を、小児科医としての経験をふまえ、実話を交えお話されました。子どもに伝えるべきネット社会の常識（モラル）・子どもとのコミュニケーシ
ョンの大切さを学びました。

移動講座

◆感想◆
●�医師という立場から、メディアが子ども達に与える影響を専門的に話していただけてとてもよかったです。ぜひ、子ども達に話をしていた
だきたいです。
●�子どもへのメディアの渡し方やルールを相談して決め「子どもにとって都合の良い親にはならない !」

移動講座　　  情報モラルに関する講座Ｂ（売木村）
期 日： 平成30年11月10日(土)
講 義： 第１部「小中学生の適切なスマホ・ネット利用」

第２部「大人のやるべきこと・子どもが考えるべきこと」
講 師： 松本市立菅野中学校　校長　松島　恒志 氏

◆感想◆
●�子どもにも大人にも、ネット・スマホの利用について分かりやすくためになった。
命の大切さについては、本当に考えさせられました。
●�児童、生徒の利用が多いのに驚きました。依存症にならないよう注意するきっか
けになると思います。

　第１部では、スマホの使い方で気をつけてほしいことを７点にまとめて、分かりやす
くお話いただき、第２部では、メディア利用による心身への影響やネットいじめ・トラブ
ルの現状、家族・友人とのコミュニケーション・いのちの大切さまでを児童、生徒ととも
に学びました。

DVD
貸出あり

DVD
貸出あり
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塩尻市
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　平成 28年度より、センターの機能を社会教育関係者や地域活動の中核的な担い手を対象とす
る指導者研修に特化し、「日本一の公民館活動を支えるセンターへ」という方向で進めてきました。
公民館活動のサポート機能を強化するため、公民館支援専門アドバイザーを配置し、この３年間、
多くの県内各市町村支援を行いました。そのなかで、公民館関係者の初任者研修として位置付け
た「公民館基礎講座」の紹介をします。

推進しています ！　～公民館活動支援～

◆平成 28 年度◆
●�公民館で仕事をする上での方向性や目指すところ、公民館の役割を学
ぶことができた。新規採用職員兼公民館１年目で不安な点が沢山ある
が、仕事に対するモヤモヤの一端を解消することができた。（佐久市）
●�公民館のあり方、学ばせていただいた。今後の活動の基としたい。（諏訪市）
●�公民館の役割や課題を、社会教育法の観点で学べる、良い研修会で
した。公民館基本事項について、資料整理がわかりやすく認識も新
たに有意義でした。（小川村）

◆平成 29 年度◆
●�公民館の位置づけと歴史が理解できた。長野県の公民館活動はすば
らしい。（上田市）
●�楽しさということに共感である。楽しみ、為になる、頼りになる＋儲
かる、他に何があるだろう？追求したい。高齢化の進む周辺地区で
の活動化はますます難しくなる。元気な婦人の活動が期待される。
（公民館、分館役員に女性が少ないのは残念）（上田市）
●�公民館の戦後の成り立ちの中での目的、その後、時代の移り変わり
の中、少子高齢化社会の中でどうやっていくのかのヒントがいくつか
わかったので良かったです。（飯島町）

◆平成 30 年度◆
●�公民館の独自性の大切さを再認識した。これは守っていかなくては
ならない。（松本市）
●�できるだけ多くの方々とつながりをつくっていけるヒントをいただけ
ました。（筑北村）
●��今年度、公民館分館長を頼まれたが、これからの日本の人口減少に
対して、昔のように地域との絆を強めていかなければならないと思
う。公民館の存在意義を確認するのに、基礎ではあるが、新しい知
識として頭に入った点は良い。これからの公民館活動はとても大切
なものだと思った。（諏訪市）

Q1.  「公民館基礎講座」を始めて３年になりますが、受講者の方
には、どのようなことに重点をおいて、伝えてきましたか？

A1.  公民館は「地域づくり、人づくり」と言いますが、人とひとを
つなぎ、楽しく、為になる公民館づくりが地域づくりにつなが
る。それには、まず自分が公民館を楽しむことだと伝えました。

Q2.  基礎講座開催後、市町村や公民館活動の様子の変化など、
感じていることはありますか？

A2.  初年度、主な対象者は公民館職員の方たちでしたが、2年
目からは分館や役員の方たちへの講座が多くなりました。分
館・自治館に関わる
方々は、身近で地域
を支えている方たちで
す。長野県の財産だ
と思います。

Q3.  最後に、初任者公民館職員に向けて一言。

A3.  公民館は、やりがいのある仕事です。人とめぐり会い、学ぶ
ことの楽しさを多くの人に伝えてください。そのためには自分
も学び、そして公民館を好きになることです。周りに笑顔とロ
マンを溢れさせてください。

平成 30 年度
長野県主事研修会・総会（筑北村）

■…H28
■…H29
■…H30

平成30年度は、開催要望が多く、
８地区で行いました !

H28 ～ 30 年度 講座開催市町村

筒井美保子公民館支援専門アドバイザーに３年間の支援取組みについて聞いてみました！

受講者の感想

キラリ！
地域で活躍する受講生

タチアカネそば

主事： 事業に追われることのないように、一人ひとりを大
切に、交流を大事にしていきたいと考えてやってき
ました。

Q1　公民館は何年になりますか？

Q2　運営するうえで、どんなことを大事にしていますか？（運営方針）

横田 孝 館長 坂巻　有季子 主事

館長：�公民館に来て7年経ちます。今思うと短い感じです
が、もう7年が過ぎます。

館長：�地域の素晴らしさや魅力を再認識していただく
とともに、生涯にわたり活力に満ちた日常生活を
送っていただけるように、また最近の話題等も踏ま
え活動していきたいと考えています。

主事： �公民館は４年が経ちますね。

主事： 青木村の温かい皆さんのおかげで4年間とても楽
しく仕事をさせていただきました。1番やりがいを
感じたことは、私が企画した成人講座に100名以
上の方が参加してくださったことです。たくさんの
方々に支えられていることを実感しました。

Q3　やっていてよかったことは？（やりがい）
館長：�老若男女さまざまな方と出会い、多くの活動が

できたことが一番の思い出です。また、上小管内の
公民館の方たちだけでなく、県公運協役職員をは
じめ県内の多くの公民館館長、公民館主事の方た
ちと知り合えたこともよかったことです。

主事： 館長と同じく、生涯学習センターさんだからこそで
きるような講座を開催していただくことを望みます。

Q4　最後に、センターへの要望などありますか？
館長：�小さな公民館では、なかなか企画できない講座等

もあります。生涯学習推進センターさんには、今後
とも有意義な講座等を開催していただきたい。

　小県郡青木村。特産物にタチアカネそば
と赤ちゃんにんにくがあります。今回は村民
の生涯学習を担っている青木村公民館の横田
孝館長と、坂巻有季子主事をご紹介します。

青木村公民館主催 H30 年 通学合宿 赤ちゃんにんにく
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　平成30年度　研修講座ＤＶＤを貸し出し中です。地域づくり・学校運営に
ぜひお役立てください。貸し出しＤＶＤの一部内容をご紹介します。

お 知 ら せ

（講座名）・「演題」 講　師　名

（みんなの学び）
 30-1   講義「学びの力と自治力による県づくりの目指すもの」

実践発表「大人の学びと子ども・若者の育ちをつなげる」
実践発表「地域の課題を多様な主体でつながり向き合う」

長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課　企画幹 木下　巨一 氏
飯田市公民館　主事 小島　一人 氏
長野県長寿社会開発センター�主任シニア活動推進コーディネーター 戸田　千登美 氏

（持続可能な社会づくりに向けた教育の新しい在り方）
 30-2   講義 「持続可能な社会づくりに向けての教育」
 30-3   講義 「持続可能な社会づくりに向けて今なすべきこと」

事例発表「県内のユネスコスクールにおける ESD の取り組み」

湊川短期大学　学長 末本　 誠 氏
信州大学学術研究院　人文社会科学域教育学系　准教授　安達　 仁美 氏

（公民館の現代的役割）
 30-4   講義 「いま何をすべきか～変化するコミュニティと公民館の現代的役割～」
 30-5   演習 「プロジェクトデザイン～公民館の新たな挑戦のために何ができるか～」

昭和女子大学　グローバルビジネス学部　特任教授 興梠　寛 氏

（命を守るための備え）
 30-6   講義「命を守るための備え」

兵庫県広域防災センター　防災教育専門員　
神戸大学大学院都市安全研究センター 田中　健一 氏

（子どもの貧困問題と対策）
 30-8   講義「１ミリでも進める子どもの貧困対策」 社会活動家・法政大学現代福祉学部教授 湯浅　誠 氏

（幼児期にふさわしい運動遊び）
 30-9   講義 「幼児期にふさわしい運動遊び」 松本短期大学幼児保育学科　准教授 白金　俊二 氏

（共生社会の実現）
 30-10   講義 「共生社会の現状と課題」
 30-11   研究発表 「難病と向き合いながら」

研究発表 「ろう者の暮らし」

山梨大学　名誉教授 三重野　卓 氏
CIL上田Groping　代表 井出　今日我 氏
塩尻市手話講座運営委員会　�委員長 森下　尚子 氏

（人口学から見たわが国の将来）
 30-12   講義 「人口学から見たわが国の将来～少子化問題の現状～」
 30-13   実践発表 「松本市の取組み～少子化対策の視点で～」

実践発表 「市民タイムスフレンドシップパーティーの歩み」

明治大学政治経済学部　教授
明治大学付属明治高等学校・中学校　校長 安藏　伸治 氏
松本市こども部こども育成課　課長 青木　直美 氏
株式会社市民タイムス　取締役　特別参与 吉田　誠 氏

（公民館関係女性職員講座）
 30-14   講義 「長野県の女性がどのように生きてきたのか」

信州大学　名誉教授
元長野県短期大学　学長 上條　宏之 氏

貸出し回数 No.1 の

DVD を紹介します！

メール会員募集中 !! ★
　センターで主催する講座の案内をメール
でお知らせします。詳しくは当センターのホー
ムページをご覧ください。

学びの達人（長野県生涯学習推進員）★
　指定の講座を受講し、一定条件を満たした方
を「学びの達人」として認定し認定証を交付しま
す。受講の都度、まなびぃシールを差し上げます。

 30-7  
講義「視点を変えてみよう」
無量寺東堂　愛知専門尼僧堂堂長

青山　俊董 老師

　いのち
　グローバル化や高度情報化の進展で、変化が激しく先行きが不透明
な時代となっています。この講座は、こんな混沌とした社会の中で、
私たちは何を価値あるものとして貴び、いかに生きるべきか、人生の
あり方や「いのち」の方向付けを考えます。自らの生き方を振り返る
とともに、人生を前向きに生き抜く思いになる講義です。


