
にいがた連携公開講座２００６のご案内
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平成１８年７月１日発行
新潟県立
生涯学習推進センター

■ ラ・ラ・ネット携帯版サイトが１９年３月までの期間限定で公開中です！（4ページに詳細掲載）

講師のいる主会場と県内の各会場をテレビ電話システムで結ぶ双
方向性を活かした広域遠隔学習「にいがた連携公開講座２００６」の
計画が決定しました。今年は９講座で開催されます。県立生涯学習
推進センターでは、第１回の７月８日（土）を除き８講座を受講できま
すが、その他の受信会場等についてはセンターまでお問い合わせ
ください。

★講座の開催時間は、原則１３：３０～１５：００です。
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１ 新潟県立生涯学習推進センターのはじまり
【平成４年８月】

当センターは、県民の生涯学習の拠点として県内
各地域の生涯学習推進に対する支援・援助を行い、
県内生涯学習関連施設のネットワーク化の中心とし
て設置されました。

新潟県立図書館・文書館との併設施設で、着工は
平成２年７月、竣工は平成４年３月でした。

そして、平成４年８月６日に開館記念式典を併設
のホールで挙行し、翌７日にオープンいたしました。

２ いきいき県民カレッジへの取組

当センターでは、これまで様々な生涯学習関連事
業を行ってきました。中でも、「いきいき県民カレッジ」は平成４年の開館と同時に開学し、これ
まで一貫して継続されている事業であり、全国からも注目されています。県・市町村・高等教育機
関・民間等の実施する講座を体系化し、県民の皆様に多様な学習機会を提供しています。

３ 生涯学習情報提供システム(ラ・ラ・ネット)への取組 【平成８年４月】

当センターでは、通信回線を使った生涯学習情報提供システムの必要性に早くから着目し、平成
８年４月９日から、パソコン通信による「ラ・ラ・ネット」の稼働を開始しました。
そして、平成１２年４月からインターネットでの提供を開始し、光回線の普及に伴い、平成１７

年１０月には光回線で高速大容量の情報提供を可能とするよう、システムを更新しました。さらに
平成１８年６月から携帯電話版「ラ・ラ・ネット」の試験運用など、常に時代に対応したシステム作り
に取り組んでいます。

４ その他の多様な取組

この他にも、現代的課題に対応した生涯学習職員研修と実践研修、視聴覚教育の推進等の各種研
修事業を展開しています。

平成１３年９月には、テレビ会議システムを使った広域遠隔学習推進事業「にいがた連携公開講
座」を開講し、遠く離れた地域でも同時に高度な学習ができる機会を提供しています。

また、平成１４年６月からは「新潟県体験活動等支援センター」を開設し、新たな学習ニーズに
応える体制作りに取り組んでいます。

これからも、当センターは時代のニーズに応じた学習機会・学習情報の提供に努め、県民の皆様
の生涯学習をサポートしていきます。

TEL:025-284-6119  soudan@mail.lalanet.gr.jp

● 生涯学習相談（兼新潟県体験活動等支援センター）

TEL:025-283-1150 FAX:025-284-6019

● 家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」

http://www.lalanet.gr.jp/
携帯版は、http://www.lalanet.gr.jp/m

● 新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」

「生涯学習にいがた」第６０号記念特集

新潟県立生涯学習推進センターのあゆみ

新潟県立生涯学習推進センター 新潟市女池南3-1-2 TEL:025-284-6110 FAX:025-284-6019
(URL)http://www.lalanet.gr.jp/shisetsu/nlpc/ (e-mail) nlpc@mail.lalanet.gr.jp



Ａ：福祉関係の機関・団体と連絡を取り、高齢
者の疑似体験ができる施設や介助の体験がで
きる施設を紹介しました。

３ 個人から・・・・

「団体・グループ」に関する相談事例

Ｑ：最近、県外から引っ越してきました。バド
ミントンをしているグループに入って活動を
したいのでサークルを紹介してください。

Ａ：居住地付近のスポーツサークル及び活動で
きる施設の情報をお伝えしました。

このような相談に「ラ・ラ・ネット」をはじめ、
幅広いネットワークを使い、相談者の要望にお応
えします。

お気軽にお電話ください。

℡０２５－２８４－６１１９

あなたの学びを支援する「学習相談」をご利用ください！

社会全体で子どもをはぐくむ運動取組事例集を発行！
新潟県地域家庭教育推進協議会

当センターでは、２名の専任の相談員が生涯
学習に関する相談に応じています。県民の皆様
をはじめ、社会教育・学校教育関係者等からの
相談があります。

１ 公民館から・・・・

「指導者」に関する相談事例

Ｑ：家庭教育学級で「乳幼児の食生活」につ
いて保護者に話をしてくださる講師を紹介
してください。

Ａ：約3,300名が登録されている 「ラ・ラ・
ネット」の指導者情報から、指導内容・居
住地域に適した方を５名紹介しました。

２ 学校から・・・・

「施設」に関する相談事例

Ｑ：総合学習で福祉に関する学習を計画して
います。体験ができる施設はないでしょう
か？

平成１７年度の各団体の活動をまとめた事例集「はぐくみネ
ットワーク」は、家庭教育支援や体験活動の充実、それぞれの
地域と地域とのネットワーク化が図られることをねらいとして
作成しました。学校、公民館、子ども会などが取り組んだ、子
どもの居場所づくりの活動、企業の出前講座など、特色ある活
動を紹介しています。

市町村教育委員会の協力をいただき、公民館、小学校、中学校など
に配布しました。希望の方へはお譲りいたします。下記まで問い合わ
せください。

「ネットワーク」をキーワードに、１０月から１２月にかけて「社
会全体で子どもをはぐくむ運動フォーラム」を県内４か所で開催しま
す。詳細は後日お知らせします。社会全体で子どもをはぐくむ運動に、
ぜひ参加し、ネットワーク作りを！！！

事務局：新潟県教育庁生涯学習推進課
℡：025-280-5617 Fax：025-284-9396

社会全体で子どもをはぐくむ運動フォーラム 開催日時・会場

第１回（中越地域）平成１８年１０月２９日(日) 魚沼市中央公民館
第２回（佐渡地域）平成１８年１１月１９日(日) アミューズメント佐渡
第３回（下越地域）平成１８年１２月 ３日(日) 村上市民ふれあいセンター
第４回（上越地域）平成１８年１２月 ９日(土) 上越市市民プラザ



◆『新潟まつり ～夏の祭典～』
・１６ミリ白黒フィルム、上映時間１０分、昭和２９年制作

◆『越後歳時記』
・１６ミリカラーフィルム、上映時間３０分、昭和４１年制作
※ 県内の主な祭り(13)を、四季を追いながら紹介します。

◆『若い血と炎 ～第１９回国民体育大会記録～』＊新潟国体の記録
・１６ミリカラーフィルム、上映時間４４分、昭和３９年制作

センターオープン『記念日』事業！

「タイムスリップ！ にいがた」
～映像で訪ねる ふるさと 新潟県～

http://www.lalanet.gr.jp/m/
『ラ・ラ・ネット』携帯版サイトができました！

お 知 ら せ

「県立青少年研修センター」
新潟市越前浜 ℡0256-77-2111

＜平成18年度主催事業＞
○９月２日(土)・３日(日)

いきいき体験学
「パート３ 野外レク編」

映画・ビデオ鑑賞会のお知らせ映画・ビデオ鑑賞会のお知らせ
～上映予定作品～～上映予定作品～

鑑賞会は、毎月の第4日曜日です。入場無料

○７月２３日（日） 午後１：３０～２：４０
ネイチャーシリーズ

「トキよ舞い上がれ」
「雪豹」

○８月２８日（日） 午後１：３０～３：１０
アニメ

「手紙」
「象のいない動物園」

＊会場：県立生涯学習推進センター・ホール
＊運営：映画ボランティアの会
＊駐車場：鳥屋野潟公園の駐車場を

ご利用ください。

「学習機会」と「いきいき県民カレッジ」の情報を
平成１９年３月３１日まで試験的に公開していま
す。

どうぞご利用ください。

“さ わ や か” メ ー ル

ＮＥＷ！

いつでもどこでもアクセスOK

「捨てることは、
こんなにも心を自由にするものだ。」

日本画家の小倉遊亀（おぐらゆき）さんの話によく
出てくることばです。傑作といわれる「舞妓」につい
て、「これが私の菩薩です。」と遊亀さんは語ってい
ます。仏に対する外見的な理解を反省し、内なるもの
を求め続けた遊亀さんの澄んだ生き方には、良寛の生
き方に共通する心があるように感じます。
捨てることによって、「学びの心」もどんどん自由

になっていくのだろうと思います。（Ｍ.Ｔ）

～第60号より生涯学習のさわやかさをこのコーナーでお伝えします。～

センターが所有する昭和２０年から４０年代前後にかけて“ふるさと にいがた”の貴重な１６ミリ
フィルムを県民に広く公開し、視聴覚教育の普及と情報提供の目的として実施します。
その時(年代)の『あなた』が映っているかもしれません．．．お楽しみに。

日時：８月５日（土）１３：００開場 １３:３０～１５：００
会場：県立生涯学習推進センター・ホール（収容人数：１８６名）

先 着 順 入 場 無 料

感動をあなたへ

～いまから ここから じぶんから～


