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◆ 令和２年度　研修講座のご案内　　
◆ 地域づくり推進研修
　 「地域づくりの支え手入門講座」がスタートします！
◆ 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～
◆ キラリ！地域で活躍する公民館〔茅野市中央公民館〕
◆ お知らせ　令和元年度　研修講座ＤＶＤ貸し出し中！
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令和２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に、新講師を多数お迎えし開催します。
　また、センター（塩尻市）までは遠く、受講が難しい地域へ現地機関と連携し、現地
開催する「移動講座」を多数設けました。より多くの学びが広がるよう、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 … 地域開放

◎すべての講座を無料で受講できます。　◎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。

受講、
お待ちして
います！

5/29金

6/4木 松本市内

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　
　　　神戸大学大学院都市安全研究センター　田中 健一 氏

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まち歩
きの企画を考えるノウハウを学び、自分のまち
づくりの糧にしていく講座です。古いまちと新
しいまちが混在する松本市。今回は、街路樹、
看板、そこに生えている雑草など、身近にある
けれどもさりげなく通り過ぎてしまうような、
様々な視点をテーマにまちを見て歩きます。
講師　都市計画家　倉澤 聡 氏

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。

県内各地区で開催して、公民館職員・公民館関係者
の地域ネットワークの形成を支援します。
講師　長野県生涯学習推進センター所長　木下 巨一
　　　長野県生涯学習推進センター
　　　公民館支援専門員　筒井 美保子 他

 「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｡
※北信・東信地区は期日調整中。

防災！
一瞬の判断と備え

生涯学習推進者実践講座
ぶらっと楽しむまちづくり
～松本のまちづくりに学ぶⅡ～

公民館・社会教育基礎講座

8/29土
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
害者福祉を専門とされる講師から学ぶととも
に、書字障害、難病や聴覚障害当事者のパネル
ディスカッション、受講者参加型の演習を通し
て、障害当事者視点での地域づくりを考えます。
講師　東京都立大学人文社会学部社会福祉分野 教授　杉野 昭博 氏
パネラー　東京都立大学 理学部　数学科２年　金坂 律 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

共生社会の実現

8/22土

ニュースポーツとして人気のボッチャは、
年齢や性別、障がいの有無を問わず、誰でも
参加できる競技です。今年のパラリンピック
でも日本選手の活躍が期待されるこの競技を
体験し、楽しむ機会とします。
※ 施設開放「チャレンジしののめ塾」の講座

として開催しますので、ご家族揃って参加
できます。申込不要。

みんなでボッチャ♪

6/30火

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
が問題になっています。発達段

階に適した運動遊びが脳に与える影響や、運
動遊びを通してどのようにコミュニケーショ
ン能力が育まれるかを学び、実技では、バラ
ンスの良い運動遊びの例を通して、子どもと
向き合う姿勢を学びます。
講師　日本グループワークトレーニング協会　
　　　長野県レクリエーション協会　犬飼 己紀子 氏

今年度も信州大学医学部の本田秀夫先生をお招きし、
成人期までの様々なライフステージでどのような育てか
たや支援をしていくことが望ましいのか、自閉症スペク
トラムのある人に焦点をあててお話しいただきます。発
達障がい研究の第一人者として、国内外で活躍されてい
る本田先生のお話を１日お聞きできる貴重な機会です。
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

運動遊びで体とこころを育てる

託児あり

7/16木 発達障がいのある人は、どのような
歩みをして大人になっていくのか
～様々なライフステージにわたる支援を考える～託児あり

5/17日
安曇野市

11/21土
南箕輪村

A 4/11土
安曇野市 C 6/13土

山ノ内町

B 5/15金
御代田町 D 6/20土

木曽町

生涯学習推進者実践講座

「地域づくりの支え手入門講座」
は、Ｐ4をご覧ください。

新講座 

新講座 手話通訳
あり
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　地域社会は困難な課題に直面しており、グロー
バル化の中でそれらの諸課題は世界や日本の動向
に直結しています。本講座では、世界情勢に精通
される講師から現代の諸課題をひも解いていただ
き、私たちがどのように学び合い、地域づくりを
進めていくのか、また、そのときに公民館にはど
のような役割が期待されるのかについて考えます。

1950年 長野県松本市生まれ。ジャーナ
リスト。名城大学教授、東京工業大学特
命教授。 慶應義塾大学卒業後、1973年
NHKに 入 局。 報 道 局 記 者 を 歴 任 し、
1994年から『NHK週刊こどもニュース』
の 初 代 お 父 さ ん 役 を11年 間 続 け た。
2005年にNHKを退職し、テレビ、新聞、
雑誌、書籍など幅広いメディアでフリー
ランスのジャーナリストとして活躍して
いる。 著作には、『学び続ける力』（2013年　講談社現代新書）、

『池上彰の 未来を拓く君たちへ』（2020年 日経ビジネス人文
庫）など多数ある。

講師　ジャーナリスト　池上 彰 氏

9/10木 「学び続けるために」
 新年度注目！講座 手話通訳

要約筆記あり

10/20火 11/27金

10/7水
上田市

2/4木
飯田市

3/7日
須坂市

地球的規模の環境問題など世界が直面する課題
解決のためには、私たち一人ひとりの理解と身近
な所からの行動が必要です。ESD（持続可能な開
発のための教育）やSDGs（持続可能な開発目標）
の理念や内容を学び、これからの学校教育や社会
教育の場面で、私たちが「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　信州大学学術研究院　准教授  安達 仁美 氏
事例発表　高山村立高山小学校、塩尻市宗賀地区

少子高齢人口減少により、多くの地域が存続の
問題を抱えています。一方地球温暖化が原因と思
われる豪雨災害などが多発し、各地で復旧・復興
の取組が進められています。住民自身による郷土
復興の拠点として誕生した公民館ですが、このよ
うに新たな課題が取り巻く現代の地域社会におけ
る、これからの公民館の役割とは何かを考えます。
講師　 日本公民館学会　会長　
　　　日本体育大学スポーツマネジメント学部　教授　上田 幸夫 氏

若年層を除く自殺者数は減少傾向にあります
が、未成年者の自殺者数はやや増加傾向にあり
ます。県内では未成年者の自殺死亡率が全国の
中でも高い水準にあり、子どもの自殺対策は喫
緊の課題です。

本講座では、子どもの自殺の実態について理
解を深めるとともに、私たちが小さな気遣いで
日常的にできる支援について学びます。
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

ひとり親家庭の増加や地域とのつながりの
希薄化を背景に、7人に１人の子どもたちが相
対的貧困の状態に置かれていると言われます。
県内でも子ども食堂などの支援活動が広がっ
ています。今年度も湯浅先生をお迎えし、全国
の事例に学び、さらに貧困問題に取り組む団体
の実践発表をお聞きして、いま私たちのできる
事を考えます。
講師　 社会活動家　東京大学　特任教授  
　　　NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ　理事長　湯浅 誠 氏

近年大規模自然災害が全国各地で発生し、2019
年10月には千曲川流域の県内各地も被災しまし
た。本講座では、東日本大震災後、被災地の復興
に果たす公民館や地域の役割を研究されている講
師をお招きし、災害発生時や復興時の地域の取組
を振り返るとともに、これからの地域づくりやそ
れに資する公民館活動のあり方を考えます。
講師　東北大学大学院教育学研究科  准教授　
　　　日本公民館学会  副会長　石井山 竜平 氏

持続可能な社会づくりに向けた
教育の新しい在り方

公民館の現代的役割を考える
　～“温故創新”草創期と今、
　　　　　　　そして未来をつなぐ～

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～

子どもの貧困問題と対策

災害復興と公民館
～復興現場から公民館の原点を考える～

子どもが抱える問題の深刻さが、さまざまな形
で報告されています。この講座では、子どもの心

理療法を専門とする講師をお招きし、感情コントロールの力を
育てるためには、幼い子どもたちにどのように関わる必要があ
るのか、講義と演習を通して学びます。
講師　東京学芸大学教育心理学講座　教授　大河原 美以 氏

子育て、親育ち、親子の絆、あるいは
子育て支援のあり方等について考え合う
学習を進め、子どもや若者、家庭を支援
するために地域の大人としてできること
を考えます。県内４地区に出向き、地域
で求めてられる課題をテーマとした講座
を開催します。

9/29火
子どもの感情は
どのようにして育つのか
　～ちゃんと泣ける子に育てよう～

子育て支援に関する講座

託児あり

10/21水～23金
うち条件のよい１日

この秋は、２年前の大接近に匹敵す
る好条件で観測できる火星とともに、
木星や土星を観測します。普段体験す
ることのできない50ｃｍ大望遠鏡での観
測や、塩尻星の会のみなさんから「星
空解説」を受けながら秋の夜長をゆっ
くり学習する機会とします。
講師　「塩尻星の会」のみなさん
　　　総合教育センター教科教育部　専門主事

秋のスターウォッチング
～火星大接近と星空さんぽ～新講座

移動講座 A
7/8水

情報モラル
茅野市

C
10/1木

放課後子ども教室
長野市

D
11/11水
情報モラル

小諸市

B
10/1木
発達障がい

伊那市

新講座

新講座
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会　場：塩尻市市民交流センター（えんぱーく）
テーマ：「講座オリエンテーションと講義」
講　師：（株）エンパブリック 広石 拓司 氏

会　場：長野県生涯学習推進センター（塩尻市）
テーマ：「講座の振り返り」
講　師：松本大学総合経営学部　教授
　　　　白戸 洋 氏

会　場： 阿智村清内路公民館
満蒙開拓記念館

テーマ：「学びと自治」
コーディネーター：阿智村在住
　　　　社会教育・生涯学習研究所　所長　細山 俊男 氏
　自立を目指した清内路の取組、学びを土台とした村
民による自治の取組をお聞きし、満蒙開拓記念館を見
学します。

会　場： 長野市中条老人福
祉センター

テーマ：「福祉のまちづくり」
コーディネーター： 長野市中条地区住民自治協議会　
　　　　地域福祉ワーカー　黒岩 秀美 氏
　少子高齢、人口減少が進む中山間地域で、学ぶこと
を大事にしながら、共助によって一人ひとりが生き生
きと暮らす地域づくりについて学びます。

会　場： 松本市第三地区公民館
と地区内

テーマ：「中心市街地のまちづくり」
コーディ ネーター：長野県社会教育委員
　　　　元松本市第三地区公民館　館長　中田 安子 氏
　地域の課題となった大型ショッピングモールの出店
を、公民館を中心とした住民の学習会と通して、まち
づくりにつなげました。その実践を中心に学びます。

会　場：上田市塩田公民館
テーマ：「子どもと地域」
コーディネーター：上田市塩田公民館
　　　　館長　酒井 重雄 氏
　子ども食堂やため池の歴史・文化の継承の活動を通
して、つながりや居場所づくり、持続可能な地域づく
りを考えます。

　第２回～５回までのコーディネーターの方
に地域・活動のことなどの紹介をしていただ
きます。
　また、講義では、支え手役としての必要な
力とは何か、どのような備えが大切かなどを
学びます。

「地域づくりの支え手入門講座」の振り返りを
講師と共に行います。
※�R2年度公民館活動アワード・フォーラムを
兼ねて開催します。

「地域づくりの支え手入門講座」がスタートします！

地域づくり推進研修

　これまでの「公民館ステップアップ講座」を改め、６回連続講座としました。地域づくりの主役は、そこに住
まう住民の皆さんです。そして、主役の活動を支える公民館、自治体、社会福祉協議会など、「支え手役」の働
きこそが地域を活気づけるために大切です。
　この講座は、県内各地の地域課題に向き合う取組から、活動の成果や課題に学び、自らの地域活動につなげる
ことをねらいとして開催します。多彩なテーマ、様々な立場の人と共に学ぶことにより、活動に対する視野やつ
ながりを広げることもできます。各回ごとの概要を、ご紹介します。
 講座全体のファシリテーター：生涯学習推進センター所長　木下 巨一　

通し参加が基本ですが、
各回ごとの参加もできます。

ぜひ、ご参加ください！

第1回 ６/12金

第6回 R3/２/初旬

第2回 ７/20月

第4回 11/30月

第3回 ９/14月

第5回 R3/1/18月

阿智村清内路奉納花火 阿智村花桃祭り

長野市中条地区の景色 劇団「中条～笑劇団（なかじょーん しょ
うげきだん）」

重要文化財 旧制松本高校校舎本館 松本市第三地区まちづくり講座での様子

「塩田ため池探検隊」による「カヌー
遊びin舌喰池（したくいいけ）」

みんなのしおだ食堂
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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。令和元年度に開催した講座の一部を紹介します。

地 域 づ く り 推 進 研 修

公民館の未来像
講義Ⅰ：「公民館の未来像Ⅰ
　　　　　～公民館の現状と課題～」
講義Ⅱ：「公民館の未来像Ⅱ
　　　　　～公民館の役割を見出す視点～」
演　習：「公民館の課題分析と改善プランの作成」
講　師： 秋田大学大学院教育学研究科　
 　 教授　原 義彦 氏

　公民館の歴史からこれからの未来に至るまでお話いただきました。「公民館は公民教育を
するところ」「公民館は当初の機能を変えてはいないが時代が変わっている。公民館も変わ
らなければいけない」「学ぶことは大事であるが、それだけではなく、学びを地域づくり機
能とうまく絡めていくことが求められている」と語られました。演習では、３年後の公民
館を見据えて公民館の改善計画を「公民館の課題分析と改善プラン」を視点に、グループ
ごとに作成しました。課題、課題に関わる背景・原因・理由、解決の方向を話し合い、公
民館のめざす姿を探りました。

◆感想◆
●�公民館の成り立ちから現在まで、時間の軸に沿って公民
館の役割の変遷を学ぶことができ、とても参考になった。
●�「公民館は変わらないといけない」という一言、私が常
日頃感じていることもあり、とても共感させていただき
ました。
●�実際に自分の町の公民館に当てはめてみて、改めて公民
館の課題、強み、弱みを考える良い機会になりました。

11/29 金

DVD
貸出あり

子どもの貧困問題と対策
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　東京大学　特任教授　
　　　　 NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ　理事長　湯浅 誠 氏
　子どもの貧困対策を進めるためには、黄信号（見ても貧困とはわからない子）と赤信号（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、黄
信号への支援は民間だからこそできるということをお話いただきました。また、子ども食堂のような多世代交流ができる場所
で「あったかいにぎわい」を地域に創り、「人
とのつながりにより、子ども達の人生を豊か
にすること」が、貧困対策につながることを
学びました。自分にできることを考え、地域
づくりの大切さを再認識する貴重な研修とな
りました。

◆感想◆
●�子ども食堂の意義や、可能性が具体的に理解
できました。
●�個別対応と居場所づくりの両方を考えること
が大事であることが分かりました。
●�「貧困とは金銭的なことだけでなく、『つながり』
にもある」とは新鮮でした。

10/25 金

DVD
貸出あり

DVD
貸出あり

持続可能な社会づくりに向けた教育の新しい在り方　
講義Ⅰ：「持続可能な社会づくりに向けた教育の新しい在り方
　　　　－何が求められているのか－」
講　師： 湊川短期大学　学長　末元 誠 氏
講義Ⅱ：「ユネスコスクールを中心としたESD/SDGｓの広がり」
講　師： 信州大学　学術研究院　准教授　安達 仁美 氏
事例発表Ⅰ：「SDGsの達成に向けた学級総合のあり方」
　　　　　　 信州大学教育学部附属松本中学校　３年生のみなさん
事例発表Ⅱ：「“Global Planet”に“Global Citizen”として生きるために」
　　　　　　 文化学園長野中学・高等学校　教諭　長田 理恵 氏

　ESD（持続可能な開発のための教育）の理念や、SDGs（持続可能な開発目標）を視野
に入れた教育の新しい在り方について学びました。教育の問題はすべてのゴールに通じる
重要な課題であることや、ESDの目的は「世界観の構築」にあることなどをお聞きし、学
校教育・社会教育の場で、私たちが向かうべき方向について考える機会となりました。また、
県内のユネスコスクール２校の意欲的な事例発表とワールドカフェ方式で行ったワーク
ショップでの意見交換を通じて、受講者それぞれのこれからの活動に具体的な指針を与え
ていただきました。

◆感想◆
●�まずは足元にある課題から取り組み、他との関わりにアプローチし
ていくということの大切さを再認識した。�
●�生徒が「世界観を構築」できるように（人間の存在意義、社会にど
う働き掛けていくかなどを念頭に置いて）授業改善したいと思った。
●�持続可能な社会のためには、主体的な学びが必要だと思った。そう
いう社会を支える人の「育ち」につながる仕事や活動がしたいと思
った。

11/6 水
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子育て支援に関する講座C 〔発達障がい〕
講　義：「発達障がいの理解と支援」
講　師： 長野県教育委員会　中信教育事務所学校教育課指導主事　赤尾 隆善 氏

　今回は、上松町公民館研修講座子育て支援大作戦②「子育て講演会」として開催し、言葉は知ってい
ても具体的にはわからないことも多い「発達障がい」への理解を深めました。ワークでは、特にLD（学
習障がい）について、困難を生じる様々な原因を体感したり、必要な支援方法について重点的に学びま
した。「治す・治る」のではなく、どんな支援があればうまく生きていけるのか、子どもに寄り添う理解
者を増やすことの大切さ、それが子どもたちを肯定的にとらえ、プラスの循環を生み出すことにつなが
ると実感する機会となりました。

◆感想◆
●�「この子気になるな」と大人の視点でとらえるだけでなく、個々をみつめ、子どもたちの思いに気づき、正しく理
解して関わることの大切を学ぶことができました。子どもの視点で、本人が本人らしく生活できるようなサポート
ができるように、今後も関わっていきたいと思いました。
●�先生のお話や疑似体験を通して発達障がいの子が普段感じている不安やイライラ・モヤモヤに気づいてよかったで
す。伝え方を工夫したり、環境整備したり、ちょっとした工夫をどんなふうにしたら楽になるのかを考えていきた
いと感じました。対応の具体例などもとても勉強になりました。ありがとうございました。
●�今まで何となく分かっていたことが、より深く落ちてきてすっきりしました。どんな子にも生き生きと成長しても
らえる場を提供できるよう、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。

10/19 土

子どものトラウマ理解と支援
講義・演習：「子どものトラウマの理解と支援」
講　　　師： こころとからだ・光の花クリニック　白川 美也子 氏

　10歳までの子ども期のトラウマは、些細なことで起き、小さなこ
とでもトリガー（トラウマとなっている出来事を思い出すきっかけ
となる、人、場所、物、または状況）が起こること。その症状は、
抑うつ・感情調節障害・性化行動・加害者と関係を持ちたがる・自傷・
他者への不信・注意欠陥・学業成績の低下など、様々な形であらわ
れることを学びました。また、トラウマ後の反応である３つのＦ
（fight：立ち向かう、flight：逃げる、freeze：固まる）に注意して
サインを見逃さず、子どもの感情をすべて尊重し受け入れることが、
支援者に求められるということを知り、理解を深めました。

◆感想◆
●�トラウマについて総論、各論、対応まで細かくきちんと学ぶことができ
たのは初めてです。大変勉強になりました。
●�長野県には複雑性PTSDの専門家が少ないので、今日の話はとても貴重
でありがたかったです。

９/13 金

地 域 の 教 育 力 向 上 研 修

いのち
講　義：「今ここをどう生きる～勅題『光』によせて～」
講　師： 無量寺東堂　愛知専門尼僧堂堂長　青山 俊董 氏

９/21 土
DVD

貸出あり

　多くの先達の言葉やエピソード、さらに老師自らの経験もまじえながら、「今ここをどう生きるか」につ
いて示唆に富むお話をしていただきました。とくに、ご自身が昨年2度の大病を経験されて、何気ない日常
がどんなに幸せなことであるかをあらためて気づかされたと話され、「病から財産をもらった」「明日死ぬ
かのように生きよ」「永遠に生きるかのように学べ」「大事な話は耳鳴りがするごとく聞け」と説かれたの
は印象的でした。なお、本講座の手話通訳・要約筆記について、受講者からは「障がいの有無にかかわらず、
分かり易くよかった」と大変好評でした。

◆感想◆
●�「深く生きる」ことについて、豊かなご経験からご示唆いただき、心が満たされ、
少し豊かになった気がした。「どれだけ生きたかよりも、どう生きたか」「場所に
関わらずどう生きるか」「いまをどう生きるか」が大切だと諭され、心に落ちた。�
●�私という一部分に常にこだわり続けている自分を痛感します。死刑囚に送られた
３つの言葉、とても身にしみました。時々思い出し、自分に言い聞かせ、「いま、
ここの一瞬で精いっぱい生きること」を大切にしたいと思います。�
●�自分の立場を変えて、すべて自分事として考えることが大切であること。現代の「自
分さえ良ければ」の考え方を、どのようにとらえるかについての答えがあるよう
な気がする。

移動講座
木曽郡上松町
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キラリ！
地域で活躍する公民館［茅 野 市

中央公民館］ 仮面の女神

縄文のビーナス

矢島喜久雄 館長 佐々木敏明 主事

　八ヶ岳、蓼科、白樺湖など豊かな自然に恵まれ、
２つの国宝、土偶「縄文のビーナス」「仮面の女神」
を有する茅野市。
　今回は、茅野市中央公民館の矢島館長と佐々木
主事をご紹介いたします。

Ｑ１　公民館勤務は、何年目になりますか？
主事： ４年目です。周りの人から公民館は自分の力が出

せるところと聞いてきました。
館長： ９年です。２年間は公民館の職員として高齢者向

け講座を担当し、その後館長となりました。

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）
主事： 講座担当としては、まず参加してもらうことが大

切だと思っています。サークルとして続けていくた
めにも参加者が多いと嬉しいですね。また、分館
活動が大切だと考えています。学習専門委員会
は分館活動を活発にするためのもの、公民館活
動の土台と考えていますので、そこを大切にしな
がら委員会を進めています。委員会は活発で、皆
さんがとてもやる気を持って活動されています。

館長： 館長になった時「つなぐ」を公民館運営のテー
マにしました。人と人をつなぐことを大切にしてい
ます。ですから、公民館に来ることを楽しみにし
ている人たちがいることが、ありがたいです。地
域を学んで、地域で子どもを育み、地域に愛着を
持つ子どもや、大人が育つように、みんながつど
い楽しめる公民館にしたいと思います。

Ｑ３　やっていてよかったことは？（やりがい）
主事： 講座に多くの方が参加してくれることと、アンケー

トに書かれた感想等から、みんなに喜ばれている
ことを感じることですね。委員会でつくった「お
宝マップ」が好評で、何回も増刷されました。市
内で見かける観光客がそのマップを手に歩いてい
るのを見ると、とてもうれしく思います。

館長： 「地域を知り、地域に愛着を持つ」ことをめざして
「お宝マップ」作りを提案してきました。 各分館
で取り組んでいます。子どもたちが大人では考え
つかないような発想をし、きれいなまちづくりのた
めのお宝マップとして、ごみを調査して地図にまと
めた分館もあります。そんな取り組みがうれしい
ですね。

Ｑ４　最後に、センターへの要望などありますか？
主事： 若者に自分たちでやりたいことを考えてもらう講

座を企画しましたが、参加者が少なく成立しなかっ
たことがあります。どうしたら若者が集う場が作
れるのか、講座企画のアイディアを知りたいです。

館長：  原 義彦先生（「公民館の未来像」講師）のよう
な公民館を広くとらえて学ぶことのできる講師を
また呼んでほしいです。さらに、公民館職員が大
きな視点から公民館について学べるような講座の
企画をお願いします。

19号台風の被害に
遭った長野市の公民
館支援のために公民
館として募金を募っ
た。感謝を込めて掲
示板で報告。

学習専門委員会作成　「上社前てくてくマップ」茅野市宮川安国寺
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ホームページ
http://www.pref.nagano.lg.jp/shogaigakushu/

まつもと
医療センター

★�令和元年度　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
貸出しは無料ですので、

ぜひご利用ください！

 Ｒ１–４ 

「単身社会における地域の未来を考える
 ～障がいがつなぐ地域～」 
東京都立大学人文社会学部社会福祉分野
教授�  杉野　昭博 氏

共生社会の実現新講師

　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、単身世帯が急増していくという単
身社会の視点、障がい者の自立と社会参加の歴史、障がい者にとっ
てのノーマライゼーションとは、障害者権利条約が求めるものなど

「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
師から学びます。

メール会員募集中 !! ★
センターで開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。

「ボッチャ」一式貸し出します★
パラリンピック種目「ボッチャ」を体験しませんか？
貸し出しますので、当センターへご連絡ください。

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
認定書と、マナビィピンバッジを差し
上げます。

 Ｒ１–10 

講義Ⅰ「 公民館の未来像Ⅰ
　　　　～公民館の現状と課題～」
講義Ⅱ「 公民館の未来像Ⅱ
　　　　～公民館の役割を見出す視点～」
秋田大学大学院教育学研究科　教授�
秋田大学教育文化学部附属中学校

原　義彦 氏

公民館の未来像

　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、現状を見据え、これからの未来像
を「公民館の役割を見出す視点」から学びます。「公民館は、当初の
機能を変えてはいないが、時代が変わっている。公民館も変わらな
ければいけない」と語っています。

新講師・新講座

講座名・演　題 講　師　名
（もうひとつの公共）
 R1-1  講義「市民社会の力が問われている
　　　　　　～ 参画型市民社会の創造とボランティア・コーディネーション～」

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

（幼児期にふさわしい運動遊び）
 R1-2  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

（命を守るための備え）
 R1-3  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

（いのち）
 R1-5  講義「今ここをどう生きる　～勅題『光』によせて～」

無量寺東堂　愛知専門尼僧堂堂長　 青山　俊董 老師

（子どもの貧困問題と対策）
 R1-6  講義「１ミリでも進める子どもの貧困問題と対策」
 R1-7  質疑応答「１ミリでも進める子どもの貧困問題と対策」

社会活動家��東京大学　特任教授　
NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ　理事長　
 湯浅　誠 氏

（持続可能な社会づくりに向けた教育の新しい在り方）
 R1-8  講義Ⅰ「持続可能な社会づくりに向けた新しい教育の在り方
 ー何が求められているのかー」
 R1-9  講義Ⅱ「ユネスコスクールを中心とした ESD/SDGs の広がり」

湊川短期大学　学長　  末本　誠 氏

信州大学学術研究院　准教授　 安達　仁美 氏


