生涯学習県民フォーラム関連事業情報
１０月開催予定

わせください。
※実施日は下記連絡先へお問い合

「妙高市民の心」推進のつどい
思いやりや感謝の気持ち、家族や地域の絆を大切にする「妙高市民
の心」を確認する場として、推進のつどいを開催します。
当日は、ゲストを交えたトークセッションや、
「妙高市民の心」に関す
る作文や事例発表と表彰、パネル展の開催などを予定しています。

会 場：妙高市新井ふれあい会館（予定）
TEL：妙高市 生涯学習課 0255-74-0034

11月４日（日）

キッズフェスタin いといがわ2018
地域の将来を担う子どもたちが、楽しく遊びながら
『しごと』
を体験す
ることで、職業意識や郷土愛、防災意識を高めるとともに、親子のふれ
あいの場を提供することを目的としています。

会 場：糸魚川市民会館
TEL：糸魚川市 生涯学習課 025-552-1511

（土）
９月29日

にいがた連携公開講座2018（第8回）

（月・祝）
〜10月８日
（日）
９月３０日

第48 回上越市美術展覧会
日本画、洋画・版画、彫刻・立体造形、工芸・グラフィックデザイン、
書道、写真の６部門を開催。上越市民をはじめ、市外の方々からも
多数出品。

会 場：高田公園オーレンプラザ、ミュゼ雪小町（あすとぴあ 高田5階）
TEL：上越市 社会教育課 025-545-9245

（日）
〜12 月３日
（金）
10月20日

会 場 佐渡市 金井コミュニティセンター
時 間 13:30〜15:30

問合せ 金井コミュニティセンター 0259-63-4151

（日）
１１月１１日

にいがた連携公開講座2018（第12 回）
講 師 小林 量作 様
（新潟医療福祉大学 教授）

テーマ 足腰鍛えて、健康ないきいき人生
会 場 刈羽村生涯学習センターラピカ
時 間 13:30〜15:30

問合せ 刈羽村教育委員会教育課 0257-45-3933

〜学 び から 活 躍 へ〜

平成30年９月14日
（金）
・
15日（土）
会場

胎内市生涯学習フェスティバル

（マナビップフェスタ胎内2018）

全市民的な規模で生涯学習活動を実践する場や日頃の活動・成果
の発表の場を提供。市民一人一人の学習活動への参加を促進します。
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フォーラム
会場案内

県立生涯学習推進センター
新潟市中央区女池南３−１−２
TEL：025-284-6110

15:45
テーマ「生涯学び活躍できる循環型生涯学習社会」
講師

長澤 成次さん

２ パネルディスカッション テーマ「学びから活躍へ 〜実践する人々〜」

コーディネーター：丸田 秋男さん（新潟医療福祉大学副学長）
アド バ イ ザ ー ：長澤 成次さん（千葉大学名誉教授）
講師 長澤 成次さん
1951年東京都北区生まれ
パ ネ リ ス ト ：野澤 朗さん（上越市教育委員会教育長）
千葉大学名誉教授、放送大学客員教授、
高桑 紀美江さん（新潟県生涯学習協会副会長）
日本社会教育学会会長、市川市社会教
渡邊 優子さん（総合型地域スポーツクラブNPO法人希楽々（きらら）理事長） 育委員、千葉市生涯学習審議会委員

◆ 村上市制10周年記念

第11回村上市美術展覧会
第４回村上市文化展

市民の芸術文化の振興のため、各部門における美術展覧会と表彰
を行います。審査対象ではない作品は文化展で展示します。村上市・岩
船郡PTA連絡協議会主催の児童生徒図画作品展も共同開催します。

会 場：村上体育館 ２階アリーナ
TEL：村上市 生涯学習課 0254-53-7511

参加無料・申し込み不要

第2部

※当日会場で整理券配布（先着順）

１3：30〜

受付・整理券配布※第２部の分 １２：３０〜
定員

ホール･････１５０名
大研修室･･･１００名(ライブ中継会場)

手話通訳・
要約筆記
あり

１ 開会式 いきいき県民カレッジ奨励証(学長賞) 表彰式等

１１月１８日（日）

にいがた連携公開講座2018（第1３回）

２ 記念講演会（にいがた連携公開講座２０１８）

いきいき県民カレッジ
登録講座

テーマ「幸せの種を蒔こう。

講 師 中島 純 様
（新潟経営大学 教授）

テーマ 地域の特性を活かし、
まちを元気にするコミュ活のしくみづくり
会 場 見附市中央公民館
時 間 13:30〜15:30

講師

問合せ 見附市中央公民館 0258-62-1058

地元にある宝探し。」
大桃 美代子さん

魚沼市出身 新潟食料農業大学客員教授
タレントとしてニュースをはじめ、料理、
クイズ、バラエティー、情報番組と、幅広い分野で活躍。
「阪神・淡路大震災」と「中越地震」で被災したことをきっかけに、災害を風化させないことを
テーマに情報発信や復興のための地域活性化にも携わる。

新潟駅

P：鳥屋野潟公園駐車場
●

女池ゆったり苑 ●

女池
I.C.

▶

１ 基調講演

11月３日（土・祝）〜１１月５日（月）まで

県教育庁生涯学習推進課

〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
TEL：025-280-5616
E-mail：ngt500060@pref.niigata.lg.jp

金 10:00

１0：00〜

※関連事業の詳細については、各連絡先にお問い合わせください。

フォーラム
お問合せ

県立生涯学習推進センター（新潟市中央区女池南3-1-2）

第1部

会 場：胎内市産業文化会館
TEL：胎内市 生涯学習課 0254-47-2711

講 師 斎藤 裕 様
（新潟県立大学 教授）

テーマ 地域で子どもを育てる
〜子どもの成長を軸とした地域社会と学校の連携のあり方〜

にいがた

●

女池郵便局

セブン・イレブン

桜木
I.C.

新潟バイパス
野球場・科学館前
バス停

鳥屋野野球場 ●
県立自然科学館

紫鳥線

P

県立生涯学習
推進センター

（県立図書館複合施設）

紫竹山
I.C.

主催

新潟県・新潟県教育委員会・生涯学習県民フォーラム実行委員会
(新潟県生涯学習協会、新潟県公民館連合会、新潟県社会教育委員連絡協議会、新潟県子ども会育成連合会、新潟県小中学校ＰＴＡ連合会、新潟県高等学校ＰＴＡ連合会、
日本ボーイスカウト新潟連盟、ガールスカウト新潟県連盟、新潟県婦人連盟、新潟県健民少年団連合会）

共催

新潟市教育委員会

後援

新潟日報社、ＮＨＫ新潟放送局、ＢＳＮ新潟放送、Ｎ Ｓ Ｔ、ＴｅＮＹテレビ新潟、ＵＸ新潟テレビ21
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土 10:00

▶

15:30

いつでも どこでも だれでも

詳しくは中面をご覧ください

防災 〜防災体験フェスタ〜

9/15
会場

防災に生かせる豆知識をたくさん用意しました。ご参加ください！

10:00
土 15:30

県立生涯学習
推進センター

いつでも どこでも だれでも

新潟市中央区女池南3-1-2 TEL025-284-6110(代)

申し込み不要
当日直接会場へ

参加費無料

屋外（県立生涯学習推進センター前）

※雨天の場合、内容変更あり

◆ 緊急時の食事づくり
◆

防災ミーティング！

日本ボーイスカウト新潟連盟

学習成果品展示・即売
「県立新発田農業高等学校」

午前
10:00
12:00

2Ｆ 大研修室
◆ 段ボールシェルター ◆ 救助に役立つロープワーク
◆ 救助ゲーム
◆

◆ 緊急時のファーストエイド

２Ｆ 小研修室
◆ 昼食会場

買ったお弁当
は
こちらでどう
ぞ！

1F ホールロビー
◆

日本ボーイスカウト新潟連盟

新潟県子ども会育成連合会

学習成果品展示・即売
「県立江南高等特別支援学校」

◆ 昼食弁当販売
（500円税込）※限定100食 なくなり次第終了

午後
13:30
15:30

新潟県公民館連合会

各定員
先着
180名

〜命を守るために 大切なこと〜

コーディネーター
パネリスト

新潟県健民少年団連合会

学習成果品展示・発表 〜防災お役立ちグッズほか〜
「県立柏崎工業高等学校」

◆ 積み木あそび

1Fホール

新潟県婦人連盟

◆ モンキーブリッジ又は信号塔

防災

〜防災体験
フェスタ〜

新潟大学

雲尾 周さん

佐藤 和彦さん
新潟県公民館連合会 田原 理さん
新潟県健民少年団連合会 齋藤 敏郎さん
新潟青陵大学ボランティアセンター 中野 充さん
(一社)新潟県ＬＰガス協会

防災講演会

下越・新潟地区社会教育主事等会
新潟県生涯学習協会

「災害と地域づくり」

〜イザ！カエルキャラバンから学ぶ〜
講師

NPO法人プラス・アーツ理事長

永田 宏和さん

1F 制作演習室
防災クラフト
（簡易トイレ・新聞紙で作るスリッパ・食器・コップ）
◆ ロープの結び方
◆

ガールスカウト新潟県連盟

1F 学習相談コーナー
◆「簡単ゴムでっぽう作りと的あて」 生涯学習推進センター学習相談ボランティア

〜ゴムのかけ方ひとつで、的にあたる？あたらない？

