
新潟県立生涯学習推進センター

生涯学習にいがた
Ｎｏ．６６ 平成１９年８月１日発行

「にいがた連携公開講座２００７」がスタート！

主会場で実施する講座を、県内の各会場で映像と音声で受信して学ぶ「にいがた連携公開講座2007
」が始まりました。

★講座の開催時間は、いずれも１３：３０～１５：００です。 第１回公開講座（小国公民館）

期 日 演 題 講 師 上段：主会場下段：受信会場

1 ７/7（土）
食育の重要性と食環境との関わりにつ
いて

県立新潟女子短期大学
准教授 佐藤恵美子

長岡市小国公民館
県立生涯学習推進センター

2 8/29（水）
古代製鉄遺跡と生産集団

～県内地域の遺跡にもふれて～
新潟大学
教授 小林昌二

県立生涯学習推進センター
※受信会場はありません

3 9/5（水） 古文書に見る山辺里織
県立文書館
副館長 本井晴信

岩船広域教育情報センター 県
立生涯学習推進センター

4 9/12（水） 古文書の判（印鑑）を読む
県立文書館
副館長 本井晴信

県立生涯学習推進センター 岩
船広域教育情報センター

5 9/29(土)
筋力トレーニングで転倒予防・健康増
進

新潟医療福祉大学
教授 小林量作

長岡市小国公民館 県
立生涯学習推進センター

6 10/20(土）
雪とともに生きる
～雪害・利雪・克雪～

県立歴史博物館
学芸課主任研究員
田邊 幹

県立歴史博物館 新
発田市紫雲寺地区公民館
県立生涯学習推進センター

7 11/18(日) ストレス社会を乗り切るには
～カラダの“元気！”はココロの“元気！”～

県立新潟女子短期大学
非常勤講師 宮澤正子 新発田市紫雲寺地区公民館 県

立生涯学習推進センター

8 12/12(水) 認 知 症 を 理 解 す る
新潟大学脳研究所
教授 西澤正豊

新発田市加治川地区公民館 県
立生涯学習推進センター



皆さんの学びを支援する「生涯学習相談・情報提供」を御利用ください！

当センターでは、生涯学習に関する様々な

相談に応じる「ワンストップ・サービス」を

目指して、相談業務を推進しています。

社会教育・学校教育関係機関・団体からの

相談だけでなく個人からの多様な相談もお受

けしています。

提供している情報は．．．

学習機会（講座・イベントに関する情報）

「こんなことを学びたい！」という皆さんを

応援します。

施設（公共の様々な施設の情報）

「こんな活動ができる施設はないか？」とい

うとき、目的に合う施設を紹介します。

団体・グループ（公民館等で活動する団体等

の情報）

「こんなサークル活動に参加したい！」とい

う皆さんの活動意欲に沿って相談します。

指導者（講座等の指導者に関する情報）

「こんなことを指導してくれる人はいない

か？」というとき、様々なデータベースから

条件に合う方を紹介します。

資料（教材・文献等の情報）

「こんなことを調べているが資料は？」とい

うとき、閲覧室の資料をはじめ、資料を扱う

関係機関等について調べ紹介します。

資格（資格の内容や取得に関する情報）

「こんな資格を取りたい！」というときに、

資格の内容や取得方法を調べ、皆さんの職業

能力の向上を応援します。

学習プログラム（講座の運営・事例に関する

情報）

「こんな講座を企画したい！」というとき、

目的に沿った企画や事例を紹介します。

視聴覚教材等（当センター所蔵の映像教材・

機器に関する情報）

「こんな教材はないか？」というときに御相

談ください。

視聴覚教材（16ミリフィルム、ビデオ他）、

視聴覚機器やパソコン操作、ソフト等に関す

る相談に応じています。

その他

分類に当てはまらない様々な相談について

も、関係機関等に問い合わせてお答えしてい

ます。

以下は最近の事例です。

Ｑ：初心者向けのパソコン講座はないか？

公的機関や民間で実施する多数の講座から、

希望にあった講座を紹介しました。

Ｑ：○○の資格はどうしたらとれるのか？

当センターにない情報でも、関係機関に問

い合わせて答えています。該当する資格を認

定する機関に問い合わせ、講習会や試験の情

報を伝えました。

Ｑ：子ども会で夏休みを利用した体験活動の

できる施設を探しているが？

条件を聞き、該当する施設と連絡先をいく

つか紹介しました。

Ｑ：ＰＴＡで家庭教育講演会を開きたいが指導

者を紹介してほしいので？

指導者は最も多い相談です。人材データ

ベースから、条件に合う方を紹介しました。

相談をお受けするのは、当センターの専任

相談員と社会教育主事です。収集した情報や

相談員の知識と経験を生かしながら、きめ細

かな対応をします。どうぞ気軽にお電話をく

ださい。

ＴＥＬ：０２５－２８４－６１１９



平成１９年度
ＰＴＡ指導者研修会が開催されました

県教育庁生涯学習推進課成人教育係

ＰＴＡ指導者研修会は、小・中・特別支援学
校のＰＴＡ役員等を対象に、指導者としての資
質の向上とＰＴＡ活動の活性化を目指して行わ
れています。今年度も「主体的に学び行動する
ＰＴＡを目指して」を共通テーマに、４地区５
会場で開催しました。上、中、下越教育事務所
が中心となって、各地区の課題や実情に応じて
サブテーマを設定し、特徴ある充実した研修が
行われました。
各地区のテーマ・感想等は次の通りです。

上越地区 ６月13日(水)ユートピアくびき
「いじめ防止 親にできること」

講師：ＣＡＰ上越の皆さん
・おとなプログラムを実施。いじめ防止のため
に大人ができることを確認し合った楽しくて有
意義な研修でした。

中越地区 ６月15日(金)小千谷市民会館
７月６日(金)刈羽村ラピカ

「元気で活力のあるＰＴＡの土台づくりを」
講師：前柏崎市立第三中学校長 坂井和之

・講義と６分散会に分かれてのワークショップ。
活動の悩みや情報が共有でき、次へ の意欲につ
ながった貴重な一日でした。

佐渡地区 ６月14日(木)真野ふるさと館
「食の重要性について」

講師：新潟医療福祉大学教授 村山伸子

・データを基にした講演。食育の大切さについ
て考えさせられる有意義なお話でした。

下越地区 ６月28日(木)胎内市産業文化会館
「食の重要性について」

講師：新潟医療福祉大学教授 村山伸子

・豊富なデータや事例を基にした講演。学校・
家庭・地域のつながりを大切にした食育の在り
方のヒントをもらいました。

どの会場も１７０人前後の参加がありました。
タイムリーで充実した内容は参加者の満足度の
高い研修となりました。各校のＰＴＡ活動に生
かされることを期待します。

中越地区・刈羽村ラピカ会場のひとコマ。話が弾みます。

新潟県立青少年研修センター

平成１９年度９月主催事業の案内

「いきいき体験学」第３回レクリエーション編
○日 時：９月22日（土）～９月23日（日）
○場 所：新潟県立青少年研修センター

〒953-0012 新潟市西蒲区越前浜5597-1
○内 容：レクリエーションの演習をとおして、
その基礎指導法や望ましい人間関係の在り方な
どを研修する。
○定 員：３０人
○対 象：１８歳以上の青年、青少年指導者等
（高校生を除く）
○費 用：２５００円（予定）
○申込締切：平成１９年９月８日（土）
○問い合わせ：県立青少年研修センター研修課

TEL 0256-77-2111

いよいよオモシロクなってきたね

映画・ビデオ鑑賞会
～ホール『全席』開放中！～

事件や暴力、変化の激しい画面や映像で
はなく、新潟県に関する映像をじっくりと
落ち着いて鑑賞したい…、学びへのスパイ
スにしたい…と、その御要望にお応えして
毎月１回の映画・ビデオ鑑賞会を開催して
います。８月は「戦争と平和を考える」を
テーマに開催します。ぜひ、お越しくださ
い。なお、鑑賞会の企画・運営は映画ボラ
ンティアの会が担当しています。

◆８月５日（日）１３：３０～１５：１０

第三弾！タイムスリップ！にいがた

①「芦沼」
・１９５４年制作、モノクロ、４３分

②「時を越えて名橋・万代橋」
・１９９０年制作、カラー、２３分

③「両陛下を越佐路にお迎えして」
・１９６４年制作、カラー、２０分

◆８月２６日（日）１３：３０～１４：４０

戦争と平和を考える

①「太平洋戦争と東南アジア」
・１９９２年制作、記録画、２９分

②「太平洋戦争と沖縄」
・１９９５年制作、記録画、３５分

◇入場無料、申込不要、先着順（２２２席）

◇会場：県立生涯学習推進センター1階ホール

◆◇◆お知らせ◆◇◆

９月の鑑賞会から上映時間が変わります。

・開場 ⇒ １２：３０
・上映 ⇒ １３：００



●新潟県生涯学習情報提供システム「ラ・ラ・ネット」

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

●家庭教育・子育て電話相談「すこやかコール」

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

●生涯学習相談（兼新潟県体験活動等支援センター）

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

新潟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 FAX:025-284-6019
(URL)http://www.lalanet.gr.jp/nlpc/ (e-mail)nlpc@mail.lalanet.gr.jp

平成１９年４月１日、新潟市の政令都市移行に伴い、当センターの住所表示が上記のとおり変更になりました。
お手数ですが、お手元の住所リストの訂正をお願いいたします。

シリーズ

“センターの歩み”『あの頃、新潟県立生涯学習推進センターでは．．．』

①平成８年「ラ・ラ・ネット」の稼働
本県の生涯学習情報提供システムは、平

成８年４月に稼働を開始しました。一般公

募により、「ラ・ラ・ネット」という愛称

がつけられました。

当時はパソコン通信による情報提供でし

た。インターネットで情報を提供する現在

と同様に、個人が家庭から電話料のみの負

担で24時間利用できるシステムです。また、

開始当初は県内11市町村にタッチパネル式

の開放端末が設置されました。こちらは画

面に４回タッチすれば求める情報にたどり

着けるという分かりやすいシステムです。

提供した情報は、「学習機会」「施設」

「ボランティア」「団体・グループ」「ふ

るさと散歩」「県立図書館情報」の６種類

でした。また、電子掲示板や電子メールに

よる利用者同士の情報交換が可能でした。

通信速度やアクセスポイント数の制約など

ありましたが、現在に近い生活密着型の多

彩な情報を提供し、多数の県民の方から利

用していただきました。

②平成９年「まなびピア新潟‘97」等
平成９年10月９日～13日の５日間、新潟

市、長岡市、上越市、新発田市、小出郷、

佐渡の158会場で第９回全国生涯学習フェス

ティバル「まなびピア新潟‘97」が開催さ

れました。

当センターでは、所員が準備・運営に協

力しましたが、主催事業としては10月10日

から３日間「教育映画の広場」を開催しま

した。ここでは、郷土の記録映画など17作

品を上映しました。その他に、センターの

施設がシンポジウム、講座等の会場として

活用されました。この年から３年間、新潟

県社会教育施設情報化活性化推進事業が始

まりました。当センターではさらに、「ニ

ルス・プラン」という県内学習施設ネット

ワーク事業に取り組みました。この事業を

通じて、「ラ・ラ・ネット」のインターネ

ット化、マルチメディア・データベースの

構築をし、テレビ会議システムによる遠隔

学習など、現在にもつながる事業に着手す

ることになりました。




