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参加事業の概要
Ⅷ

　生涯学習の普及・振興を図るため、生涯学習関係団体等が岩手県、宮城県または福島県にて自主的に実施
する事業として位置付け、以下の通り、13団体等による19事業が実施されました。

No 主催者名称 事業の名称

1 東北みらい創り
サマースクール実行委員会 東北みらい創りサマースクール

2 （独）国立青少年教育振興機構 テンパーク広場2012
親子宿泊体験・テンパークまつり

3 福島こどものみらい映画祭実行委員会 福島こどものみらい映画祭

4 福島大学地域創造支援センター 日常生活と心理学との接点：知覚と記憶編

5 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

6 復興庁岩手復興局 さぁ、思いっきり遊んでみっぺす！親子のあそび広場

7 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

8 福島大学地域創造支援センター 世界の文学、日本の文学

9 岩手県教育委員会 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

10 福島県 平成24年度伝統芸能交流会

11 学校と地域の融合教育研究会 融合フォーラム2012 in 東北

12 福島大学地域創造支援センター 日常生活と心理学との接点：社会と行動編

13 木村流・全日本大正琴指導者協会 大正琴演奏会

14 釜石市教育委員会 第42回釜石市民芸術文化祭

15 日本頭脳スポーツ協会ほか 頭脳スポーツふれあい体験広場 in 宮城県 紲の里

16 琴伝流大正琴全国普及会 琴伝流大正琴第16回東北大会

17 福島大学地域創造支援センター 考古学の世界

18 岩手県教育委員会 子育て支援ネットワーク研修会

19 カラオケ使用者連盟 全国生涯学習カラオケ大会2012 in 宮城

（実施日順）
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東北みらい創りサマースクール
開催日 ８月17日（金）～19日（日）
会　場 いわて県民情報交流センター（アイーナ）、遠野ふるさと村
団体名 東北みらい創りサマースクール実行委員会
東日本大震災を風化させないために実施されました。防災、メディア、教育の
分野で功績のあった個人・団体を表彰するとともに、各種の講演やワーク
ショップを行いました。大学生、高校生が参加するワークショップもあり、活
発に議論されました。

1

テンパーク広場2012　親子宿泊体験・テンパークまつり
開催日 ９月１日（土）、２日（日）
会　場 国立岩手山青少年交流の家
団体名 （独）国立青少年教育振興機構
小学生以下の親子を対象にした宿泊体験とテンパークまつりの２部構成で企画
しました。宿泊体験では「お笑い芸人ライブ」と「サイエンスマジックショー」
の２つのアトラクションを実施し大いに盛り上がりました。テンパークまつり
では、グラウンドゴルフ等の活動プログラム体験や馬っこパークの乗馬体験な
どを実施しました。

2

福島こどものみらい映画祭
開催日 ９月15日（土）～17日（月）、10月27日（土）
会　場 福島県男女共生センター、福島県文化センター
団体名 福島こどものみらい映画祭実行委員会
映画塾では、こどもから大人までの参加者同士が関わり合いながら、脚本から
撮影、編集までの映画制作を行いました。シンボルイベントでは、ふくしま映
画塾生が製作した作品の上映や、昭和の映画ポスター展などを行いました。

3

日常生活と心理学との接点：知覚と記憶編
開催日 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
団体名 福島大学地域創造支援センター
大学授業で扱う一般的な内容に加えて、心理学が日常生活と「どのような関係
があるのか？」「役に立つのか？」という点についても紹介があり、受講生か
らは「色々見たり、聞いたりすることがそのまま自分の中に入ってくるのでは
なく、その間で自分の心理が加わって解釈していることが分かった。」等の感
想が挙がりました。

4
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「Life Drawing　人体素描」コース：２部
開催日 ９月29日（土）、30日（日）
会　場 福島大学美術棟　絵画実習室
団体名 福島大学地域創造支援センター
本講座は、実際に人体モデルを用いて、「身体」の描き方を「美術解剖学」を
基本に学ぶことが目的でした。男女の構造の比較、骨格の違いなどを学んだ後
に、作品制作しました。参加者からは「今まで骨格など考えずに描いていたが、
これからはもっといい絵が描けるようになると思います。」などの感想が挙が
りました。

5

さぁ、思いっきり遊んでみっぺす！親子のあそび広場
開催日 10月６日（土）～８日（月）
会　場 釜石市中妻体育館
団体名 復興庁岩手復興局
子どもが安心して自由に体を動かして遊ぶことのできる場所が不足している岩
手県沿岸地域の体育館において、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なるイベントを開催しました。当日
は延べ約2,700名の親子が参加し、笑顔や歓声が溢れていました。

6

「Life Drawing　人体素描」コース：１部
開催日 10月６日（土）、７日（日）
会　場 福島大学美術棟　絵画実習室
団体名 福島大学地域創造支援センター
本講座は、「身体」の描き方を「美術解剖学」を基本に学ぶことが目的でした。
主に男女の構造の比較、骨格の違いなどを学びんだ後に、作品制作しました。
参加者からは「人体の構造から絵の描き方を学べて良かった。」などの感想が
挙がりました。

7

世界の文学、日本の文学
開催日 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
団体名 福島大学地域創造支援センター
４週にわたり講座を開講し、第１回「『ロビンソン・クルーソー』の翻訳と変遷」、
第２回「童話にみられる下降のイメージ」、第３回「井伏鱒二の小説『黒い雨』
と原発事故」、第４回「ホメーロス物語―『イーリアス』をめぐって―」がテー
マでした。講座では作品の歴史的背景や作家の生涯、関連作品等の説明があり
ました。

8
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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

開催日 10月13日（土）
会　場 岩手県立児童館「いわて子どもの森」
団体名 岩手県教育委員会
放課後児童クラブ職員等を対象に、講義「子どもと遊び　～遊びの王様　鬼ごっ
この神髄～」と鬼ごっこの実技「とことん鬼ごっこ」をおこない、遊びによる
子どもへの心身への影響や遊びの指導法を学ぶとともに、参加者のネットワー
クの構築を目的とした研修会を実施しました。

9

平成24年度伝統芸能交流会
開催日 10月13日（土）、14日（日）
会　場 福島県郡山自然の家
団体名 福島県文化スポーツ局生涯学習課
将来にわたって豊かな文化を築く担い手を育成するため、子供同士の交流と発
表（「じゃんがら念仏踊り」、「中ノ目念仏踊り」など）の場を創り、伝統芸能
継承の意義の理解と、技能の向上を図りました。

10

融合フォーラム2012 in 東北
開催日 10月20日（土）、21日（日）
会　場 仙台市立旭丘小学校、仙台市旭丘市民センター
団体名 学校と地域の融合教育研究会
コミュニティ復興に関する学校や地域の役割について高校生をはじめとする若
者からコミュニティづくりの中核人材まで、多くの参加者が討議しました。学
校と地域の融合を基調としたコミュニティづくりについての認識や方策を一層
深めることができ、今後取り組んでいく活動のヒントを得ることができました。

11

日常生活と心理学との接点：社会と行動編
開催日 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
団体名 福島大学地域創造支援センター

「他者を理解する」、「他者とのコミュニケーションについて」、「集団内におけ
る行動について」をテーマに開催しました。受講生からは「普通に生活してい
る中で感じていることを学べて為になりました」、「自分の心の中を少し垣間見
た感じがした」等の感想が挙がりました

12
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木村流大正琴演奏会
開催日 10月31日（水）
会　場 盛岡市民文化ホール（マリオス）大ホール
団体名 木村流・全日本大正琴指導者協会
全国各地より集った930名が世代を超え、演奏し、鑑賞しました。震災の中
で楽器や楽譜を津波に流された沿岸部教室の大勢の会員が元気を振り絞り演奏
する姿はひと際共感を呼び励ましのエールに包まれました。大正琴の音色が絆
を深め感動と希望、生きる元気と勇気を換起させることを誰もが認識した大会
となりました。

13

第42回釜石市民芸術文化祭
開催日 11月２日（金）～４日（日）
会　場 釜石市中妻体育館
団体名 釜石市教育委員会
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
展と振興を目的に開催しました。全28団体が日頃の活動成果（作品）を発表・
展示し、地域がもつ芸術文化を多くの参加者へ学び伝えることができました。

14

頭脳スポーツふれあい体験広場 in 宮城県 紲の里
開催日 11月10日（土）、11日（日）
会　場 絆の里コミュニティセンター
団体名 日本頭脳スポーツ協会ほか
世界各国で遊ばれている頭脳スポーツゲームを前にして、子ども達の目はとて
も輝いていました。始めは静かだった会場内も、対戦が始まるとすぐに打ち解
け、仲良くなり、協力をしながら各対戦を楽しむ姿が見ることが出来ました。

15

琴伝流大正琴第16回東北大会
開催日 11月11日（日）
会　場 仙台サンプラザ
団体名 琴伝流大正琴
東北地区の琴伝流大正琴の愛好者55グループ約1,000名が、年に一度生涯
学習活動の成果を披露するとともに、交流を深めました。この演奏会には、避
難所生活や生活再建のため昨年参加できなかった愛好者も徐々に戻りはじめ、
大正琴をはじめとした生涯学習活動の重要性を再認識させる大会となりました。
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考古学の世界
開催日 11月15日（木）、22日（木）、29日（木）
会　場 福島テルサ
団体名 福島大学地域創造支援センター

「考古学とは何か」、「古墳の発掘と研究」、「福島大学の考古学活動」をテーに、
考古学とはどんな学問でどんなことをするのか、福島県にある古墳について、
また、福島大学による発掘調査についてなど、写真や地図を用いた解説があり、
受講生からは「今回の学習で益々古墳に興味を持ちました。」等の感想が挙が
りました。

17

平成24年度子育て支援ネットワーク研修会
開催日 11月16日（金）
会　場 岩手県立生涯学習推進センター
団体名 岩手県教育委員会
子育てサポーター養成講座修了者等を対象に、「発達段階に応じた子どもの遊
び」と「遊びをとおした子どもの心のケア」についての講義・演習をおこない、
被災地における子育てや家庭教育のあり方に係る資質向上を図るとともに、参
加者のネットワークの構築にあたる研修会を実施しました。

18

全国生涯学習カラオケ大会2012 in 宮城
開催日 11月18日（日）
会　場 仙台市民会館小ホール
団体名 カラオケ使用者連盟

“日頃からカラオケを生涯学習として楽しんでいる方々に成果発表の場を提供
しようと”という意図で実施しています。全国から予選を勝ち抜いた50組が
集結し、参加者全員、日頃から練習に励んだ成果を遺憾なく発揮しました。
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