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参加事業
各団体や機関等が、生涯学習の普及・啓発を図るために、自主的に実施する事業です。開催場所は、
岩手県、宮城県、福島県です。

東北みらい創りサマースクール

東日本大震災の体験や教訓を風化させることなく受け継
ぐために、防災・復興教育に携わる小中高校の教員、行
政、大学、NPO、メディア関係者らが集い、語り合い、
学ぶ場としてサマースクールを開催します。

日　時 ８月17日（金）～19日（日）
会　場 岩手県民情報交流センター「アイーナ」ほか
参加料 1,000円
主　催 東北みらい創りサマースクール実行委員会

福島こどものみらい映画祭

福島こどものみらい映画祭は、未来を担う「こども」に
受け継いでいける価値ある社会をつくるために、映画を
通して現代を深く見つめる機会と場を創出することを目
的として実施します。

日　時 9月15日（土）～17日（月）ふくしま映画塾　10月27日（土）シンボルイベント
会　場 ふくしま映画塾（福島県男女共生センター）　シンボルイベント（福島県文化センター）
参加料 無料
主　催 福島こどものみらい映画祭実行委員会

日常生活と心理学との接点：知覚と記憶
編
この講座では、大学授業で扱う一般的な心理学の内容に
加えて、できるだけ日常生活との接点を重視して紹介し
たいと思います。「知覚と記憶編」では、知覚や注意、
記憶といった心の基本的な仕組みについて解説します。

日　時 9月27日（木）、10月4日（木）、11日（木）
会　場 福島大学街なかブランチ舟場
参加料 2,700円
主　催 福島大学地域創造支援センター

「Ｌｉｆｅ　Ｄｒａｗｉｎｇ　人体素描」
コース：２部
本講義は単にデッサンや油彩画を通じて、美術作品を制
作するだけではなく、同時に自分の身体にたいする知識
や、生命形態についても学ぶことをも含んでいます。２
部では女性像を中心に、男女の構造の比較や生命形態の
もつ基本的な要素について学びます。

日　時 9月29日（土）、30日（日）
会　場 福島大学美術棟　絵画実習室
参加料 6,000円
主　催 福島大学地域創造支援センター

「Ｌｉｆｅ　Ｄｒａｗｉｎｇ　人体素描」
コース：１部
本講義は単にデッサンや油彩画を通じて、美術作品を制
作するだけではなく、同時に自分の身体にたいする知識
や、生命形態についても学ぶことをも含んでいます。　
１部では男性像を中心に、骨格、筋肉の構造や動物のも
つ基本的な体系について学びます。

日　時 10月6日（土）、7日（日）
会　場 福島大学美術棟　絵画実習室
参加料 6,000円
主　催 福島大学地域創造支援センター

さぁ、思いっきり遊んでみっぺす！
親子のあそび広場
岩手県釜石市の体育館を使ってトランポリンなどの遊具
を設置する遊び場を提供するとともに、保護者等の交流
の場としても活用いただくイベントを開催します。

日　時 10月6日（土）～8日（月・祝）
会　場 釜石市中妻体育館
参加料 無料
主　催 復興庁岩手復興局

■学びを通じた絆づくりと活力あるコミュニティの形成■

まなびピア2012-参加事業.indd   35まなびピア2012-参加事業.indd   35 2012/10/19   19:39:082012/10/19   19:39:08



36

融合フォーラム2012ｉ n東北

「学校区を拠点とした生涯学習社会の構築と震災からの
復興～その手立てとしての学社融合～」をテーマとして
開催します。学社融合的な活動や地域防災・学校防災を
統合した取り組みについて考えます。

日　時 10月20日（土）、21日（日）
会　場 仙台市立旭丘小学校
参加料 会員500円、会員外1,000円
主　催 学校と地域の融合教育研究会

平成２４年度伝統芸能交流会

子供同士の交流と発表の場を創ることにより、伝統芸能
継承の意義を深く理解し、技能の向上を図り、青少年が
積極的、主体的に文化活動を行うことができる環境の整
備を図るとともに、文化を築く担い手を育成します。

日　時 10月13日(土）、14日（日）
会　場 福島県郡山自然の家
参加料 無料
主　催 福島県

青春エムンドライブ復興文化祭

世代や性別を超えて人々に親しまれる音楽をとおして、
参加来場者が互いに学び会える心に残る交流の場をつく
り、もっとふくしまを元気にすることを目的として実施
します。

日　時 11月10日（土）
会　場 福島県文化センター
参加料 無料
主　催 青春エムンドライブ実行委員会

大正琴演奏会

岩手県を中心に全国各地より小学生からシルバー世代に
わたる会員約1000名がつどい、24回連続出場の積み
重ねの上に立って日頃の練習の成果を40余ステージに
わたり発表します。

日　時 10月31日（水）
会　場 盛岡市民文化ホール（マリオス）大ホール
参加料 無料
主　催 木村流・全日本大正琴指導者協会

日常生活と心理学との接点：
社会と行動編
この講座では、大学授業で扱う一般的な心理学の内容に
加えて、できるだけ日常生活との接点を重視して紹介し
たいと思います。「社会と行動編」では、主として他者・
社会の理解過程やコミュニケーションの仕組みについて
解説します。

日　時 10月25日（木）、11月1日（木）、8日（木）
会　場 福島大学街なかブランチ舟場
参加料 2,700円
主　催 福島大学地域創造支援センター

世界の文学、日本の文学

本講義は江戸幕府の鎖国政策により閉ざされていた外国
の文化が洪水のように流入した明治時代以降において、
子供だけでなく大人をも含め多くの日本人に深い感動を
与えてきた世界の文学作品の中から、ホメーロス、ダニ
エル・デフォー、シラー、太宰治等の作品をとりあげる
予定です。

日　時 10月6日（土）、13日（土）、20日（土）、27日（土）
会　場 郡山市労働福祉会館
参加料 4,800円
主　催 福島大学地域創造支援センター

平成24年度放課後児童クラブ職員等研修会及び
第3回放課後子どもプラン指導者合同研修会
放課後児童クラブ職員、児童館職員、放課後子ども教室
関係者等が一堂に会し、相互の事業に対しての理解を深
めるとともに、関係者のスキルアップを図り、事業の一
層の充実を図ります。

日　時 10月13日（土）
会　場 岩手県立児童館「いわて子どもの森」
参加料 無料
主　催 岩手県教育委員会

第42回釜石市民芸術文化祭

市民に芸術文化活動の発表及び鑑賞の機会を提供し、地
域の芸術文化活動の発展と振興を図ることを目的とし
て、華道・書道・絵画等の発表・展示を行います。

日　時 11月2日（金）～4日（日）
会　場 釜石市中妻体育館
参加料 無料
主　催 釜石市教育委員会
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琴伝流大正琴第16回東北大会

琴伝流大正琴愛好者による演奏会です。東日本大震災の
復興の励みとし、全国に向け大正琴の絆を通じて被災地
から元気を発信します。

日　時 11月11日（日）
会　場 仙台サンプラザ
参加料 無料
主　催 琴伝流大正琴全国普及会

考古学の世界

本講座では、考古学の方法や研究成果にくわえ、福島大
学で実際に行っている考古学調査と研究の実例を紹介
し、楽しさとともに難しさや厳しさもある考古学の真の
姿を学びます。

日　時 11月15日（木）、22日（木）、29日（木）
会　場 福島テルサ
参加料 2,700円
主　催 福島大学地域創造支援センター

全国生涯学習カラオケ大会2012
ｉｎ宮城
全国からの選抜大会参加者及び、テープ審査による予選
通過者が集い、日頃鍛えた歌声を披露します。既にカラ
オケを生涯学習として楽しまれている方に発表の場を提
供し、その裾野を広げることを目的として実施します。

日　時 11月18日（日）
会　場 仙台市民会館　小ホール
参加料 無料
主　催 カラオケ使用者連盟

子育て支援ネットワーク研修会

被災地における子育てや家庭教育支援のあり方等を学ぶ
とともに、子育て支援関係者・子育てサポーターの資質
向上を図り、子育てサポーター同士、また、関係者のネ
ットワーク構築の機会とすることにより、地域づくりに
資する人材の育成及び岩手県の家庭教育の充実に役立て
ます。

日　時 11月16日（金）
会　場 岩手県立生涯学習推進センター
参加料 無料
主　催 岩手県教育委員会

■学びを通じた絆づくりと活力あるコミュニティの形成■
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関連事業
各団体や機関等が、自主的に実施する事業であって、フォーラムの趣旨に即した事業です。開催場
所は、全国各地です。

シンポジウム
「未来を担う人づくりと復興」
東日本大震災被災地の教育ニーズ調査から、子どもたち
が未来に向けて希望を持ち、被災地の復興の担い手とな
るような教育が今こそ必要であることが分かりました。
企業・NPO・行政が協働し、地域全体でそのような教
育を支える「基盤づくり」の第一歩として、本シンポジ
ウムを開催します。

日　時 8月3日（金）13:30～17:00
会　場 浜離宮朝日ホール　小ホール
参加料 無料
主　催 （公社）日本フィランソロピー協会

有無瀬川・水生生物調査

富士市松野地域の水源地となっている有無瀬川（うむせ
がわ）は、地域に水の恵みを与えながら富士川に注いで
います。毎年行っている有無瀬川の水生生物調査はふる
さとの水環境を守る学びの場となっています。

日　時 8月18日（土）
会　場 富士市松野まちづくりセンター・有無瀬川
参加料 無料
主　催 ＮＰＯ法人富士川っ子の会

ソバの栽培と
ソバ打ち体験を通しての食育
昔から伝わっている地域のソバ打ちの体験を行います。
畑を耕し、種蒔、除草、刈り取り、乾燥、脱穀をするこ
とで、農作物栽培の家庭を実感し、収穫したソバ粉を使
って、伝統のソバ打ちを体験し継承します。

日　時 9月16日（日）～12月16日（日）
会　場 ＪＡ富士市富士川支店　生活館
参加料 無料
主　催 ＮＰＯ法人富士川っ子の会

子ども霞が関見学デー

子どもたちが夏休みに、広く社会を知る機会として、ま
た、親の職場等を見学することなどを通して、親子のふ
れあいを深めるきっかけとなることを目指して、文部科
学省をはじめとする24の府省庁等が連携して開催しま
す。詳細はhttp://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/
kengaku/index.htm

日　時 8月8日（水）、9日（木）
会　場 文部科学省
参加料 無料
主　催 文部科学省

平成24年度　男女共同参画のための研究と実践
の交流推進フォーラム（ＮＷＥＣフォーラム）
男女共同参画社会の形成に向け、今、私たちが自らの意
思で社会に参画し、新しい地域社会を創出していく上で
の課題とその解決方法を見出す機会とするとともに、“研
究”“学習”“実践”を結び、女性のエンパワーメントを
めざす交流の場とします。

日　時 8月24日（金）～26日（日）
会　場 国立女性教育会館
参加料 無料
主　催 （独）国立女性教育会館

ふるさと探訪

地域を散策し、地域の歴史や文化、環境を学ぶとともに、
震災による浸水状況の把握し、復興に向けた地域理解を
深めます。

日　時 9月15日（土）　10月13日（土）
会　場 釜石市鵜住居地区
参加料 無料
主　催 釜石市教育委員会
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平成24年度男女共同参画交流特別週間
（らんざん交流ウィーク）
女性団体等が相互に参加者同士の交流や情報交換を行え
る機会を提供し、団体のネットワークづくりを支援しま
す。

日　時 11月6日（火）～11月9日（金）
会　場 国立女性教育会館
参加料 無料
主　催 （独）国立女性教育会館

平成24年度「女性関連施設相談員研修」

女性のエンパワーメント支援を目指し、複雑・多様化す
る女性の悩みに適切に対応できる相談業務の質の向上を
図るため、女性に対する暴力や女性の貧困など、喫緊の
課題解決に必要な知識・技能取得のための、専門的・実
践的な研修を行います。

日　時 10月17日（木）～10月19日（金）
会　場 国立女性教育会館
参加料 無料
主　催 （独）国立女性教育会館

第24回生涯学習奨励賞表彰式

（社）日本通信教育振興協会が実施する通信講座の振興
をはかるために、各講座修了生の中から優秀な者を選考
して表彰します。

日　時 11月24日（土）
会　場 主婦会館（プラザエフ）
参加料 無料
主　催 （社）日本通信教育振興協会

平成24年度ＮＷＥＣ国際シンポジウム

「女性に対する暴力の根絶」をテーマとして開催します。
ハワイ大学グローバリゼーション研究センター教授ナン
シー・キャラウェイ氏による基調講演のほか、シンポジ
ウムに先立って行われる「アジア太平洋地域における男
女共同参画推進官・リーダーセミナー」の研修生による
各国の男女平等政策のポスターセッションを行います。

日　時 10月27日（土）13:00～17:30
会　場 独立行政法人国際協力機構JICA研究所
参加料 無料
主　催 （独）国立女性教育会館

生涯学習政策研究フォーラム
「生涯学習推進の課題とイノベーション」
本フォーラムでは「生涯学習推進の課題とイノベーショ
ン」として、3 名の登壇者の方から問題提起をいただき、
フロア全体でディスカッションを行ないます。

日　時 11月11日（日）13:50～16:20
会　場 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター
参加料 無料
主　催 日本生涯教育学会

フォーラム「震災後を生きる」～東日本大震災の
教訓を活かした河南町としての取り組み～
東日本大震災の教訓を活かして「学び」による新しい地
域作りを話し合うフォーラムを開催します。このフォー
ラムの成果を活かすことで高齢者が地域課題の解決に取
り組む“地域の主役”の町作りの一助となり、“人々が
高齢化に夢を持って、生き抜く力”を持つことを目指し
ます。

日　時 9月29日(土)14:30～16:30
会　場 河南町立保健福祉センター
参加料 500円
主　催 NPO法人大阪生涯学習インストラクターの会

小佐野ふれあいデー

保護者、学校、地域、行政が連携し、地域と児童の交流
を深めるとともに地域の教育力向上を目的として、遊び
体験・野菜販売・バザーを行います。

日　時 11月10日（土）
会　場 釜石市立小佐野小学校
参加料 無料
主　催 釜石市教育委員会

生涯学習社会とコミュニケーションの現在

社会のために自分が何ができるかをテーマに青山学院大
学教授の苅宿先生の講演及びワークショップを実施しま
す。

日　時 11月17日（土）、18日（日）
会　場 （財）生涯学習開発財団会議室
参加料 無料
主　催 財団法人生涯学習開発財団

■学びを通じた絆づくりと活力あるコミュニティの形成■
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平成24年度「大学職員のための男女共
同参画推進研修」
社会・地域に大きな影響を与える大学において勤務する
職員を対象に、男女共同参画が推進されるよう、知識、
マネジメント能力、ネットワーク力を身につけるために、
高度専門的な研修を行います。

日　時 11月29日（木）、30日（金）
会　場 国立女性教育会館
参加料 無料
主　催 （独）国立女性教育会館

女性情報アーキビスト養成研修
（入門）＋（実技コース）
（入門）女性アーカイブの具体的な保存技術や整理方法
を体系的に学ぶ最初の一歩として、実務者を対象に、基
礎情報を提供します。
（実技コース）入門終了後、アーカイブの保存や整理に
必要な実技を学びます。

日　時 12月5日（水）、6日（木）（入門）・12月6日（木）、7日（金）（実技コース）
会　場 国立女性教育会館
参加料 無料
主　催 （独）国立女性教育会館
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