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よりよい社会は、「「有
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徳の
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人」」 づくりから

■ 地域における人づくり実践事例
思いやりの心を身に付けよう！

たのしい子どもサロン講座（浜松市）
浜松市西地区社会福祉協議会
子ども育成部長
問 合 せ

小楠

達司

☎ 090-1285-5570
子ども育成部のみなさん

地域の子どものために

みんなでつくる地域活動

県の人づくり推進員である小楠達司さんは、丁寧

11 月７日（土）に、第４回たのしい子どもサロン

できめ細やかな「人づくり地域懇談会」を開催する

講座「やさしい手品や手作り工作を楽しもう」の取

ことで定評があります。毎年、新たに人づくり推進

材をしてきました。

員になられた方に対し、人づくり推進事業の説明会

当日は、40 人以上の小学生が参加し、６つのグル

を開催していますが、小楠推進員は先輩推進員とし

ープに分かれてゆび編みや竹トンボあそび、松ぼっ

てこれまでに２度も講師を務められました。

くりツリー、切り絵、風船を楽しんでいました。

小楠推進員の資料は、い
つもわかりやすく参加者か
ら好評です。

体験が始まると、子ども達は一つの遊びに夢中に
なり、なかなか次の体験に移らないほどでした。

今年度は、浜松市私立幼
稚園 PTA 連絡協議会会長
研修で、人づくり地域懇談
会「子どもは親の心を映す
鏡」の講師を務めました。

また、小楠推進員は地域でも浜松市西地区社会福
祉協議会の子ども育成部長として、子ども達に地域

ゆび編み

竹トンボ

の方々と交流を深め、あいさつやマナー、思いやり

また、子ども育成部の方々だけでなく、地域ボラン

の心を身に付けてもらうために「たのしい子どもサ

ティアの方々も参加していました。あるボランティア

ロン講座」を開催しています。

の方に聞くと、この日の準備のために夏から松ぼっく

今年度は４回開催され、警察署の方から防犯の話

りを拾ったり、お一人で竹とんぼを 60 個作成された

を聞いたり、みんなであいさつ運動のポスターを描

りしたそうで、皆さんの「地域の子どものために」と

いたり、お菓子を作ったりするなど、趣向を凝らし

いう意識がひしひしと伝わってきました。今後もこう

て、多くの子ども達に様々な体験をする場を提供し

いった活動を地域のために続けていってほしいです

ました。

ね。(伊熊)

■ 地域における人づくり実践事例
男女が共に生き生きと住みやすい社会を創ろう！

みらいネット浜松
事務局 代表 河原 みち代
問 合 せ
☎ 053-440-1828

みらいネット浜松の皆さん

豊かで安心できる社会を！

手際よく受付を行うスタッフの皆さん

みんなで考えよう

「みらいネット浜松」は、浜松市でまちづくり、

今回は、その多くの活動の中から、10 月 30 日(金)

男女共同参画を推し進めている、会員数 180 人を超

に浜松市地域情報センターで開催されたシンポジウ

える市民団体です。男女が共に生き生きと、豊かで

ム「東日本大震災の経験から学ぶもの」を取材して

安心できる社会を築くことを目指して活動していま

きました。

す。

内容の濃いシンポジウムであったせいか２時間が

この団体の河原みち代代表は、今年度から県の人
づくり推進員として活躍しています。

あっという間に感じられました。120 人近い参加者
が、講演者やパネリストの話を聞くだけでなく、ク

河原推進員は、長年にわたり男女共同参画分野で

ロスロードゲームなどを通して、震災を自分の状況

精力的に活動され、平成 24 年度には「男女共同参画

に置き換えて考えるなど、参加者と一体となった会

社会づくり活動に関する県知事褒賞」を受賞されま

でした。
このシンポジウムは、すべて「みらいネット浜松」

した。
シンポジウム「東日本大

のスタッフが行っています。終了後に、スタッフの

震災の経験から学ぶもの

皆さんと話す機会がありました。様々な道でのスペ

～障がい者や高齢者の命

シャリストである皆さんが、ここでは、まちづくり

と心を守る～」で代表あ

のために夢を語り、力を合わせていらっしゃいます。

いさつをする河原推進員

それを、河原推進員が嬉しそうにやさしく見守って
いる様子がとても印象的でした。(伊熊)
「みらいネット浜松」は、浜松でのまちづくりに

パネルディスカッション

寄与できるように、会員同士が意見要望を出し合い

では、パネリストが自分

ながら、盛りだくさんの楽しいイベントをしていま

の専門分野や体験談を話

す。
有識者を招いて様々なテーマについて学ぶ「みら

します。
様々な分野で気づかさ
れることが満載です。

いネットサロン」や、男子も厨房に入ると題した「男
の料理教室」、文学的感性を磨くことを目的とした
「万葉集講座」、三遠南信文化交流として「人形公演」
を行うなど、積極的に活動をしています。
幅広い活動の一つ一つが、様々な立場の市民のニ
ーズにきめ細やかに対応している様子が見てとれま
した。

共有・共感の時間として
参加者と一緒にクロスロ
ードゲームを行うこと
で、より自らの問題とし
てアクティブに考えま
す。

「未来をつくる君たちへ」と題して、

■ 県・市町・学校の活動紹介
未来の社会を担う人づくり！
静岡県総合教育センター
（あすなろ）
生涯学習推進室

あすなろ夢講座 21

〒436-0294

掛川市富部 456

問合せ

0537-24-9715

☎

FAX 0537-24-9748

学校と地域の連携推進講座

重んじ、向上心を育む指導の仕方、子育ての心得など

県民の皆さんへの講座
天竜浜名湖鉄道「いこいの広場」駅を降りて東の丘

が語られました。高校生や学生をはじめ様々な世代の
人たちの印象に残る講座となりました。

を登っていくと、重厚な建物があります。教職員の研

見てみて！！「まなぼっと」

修・研究機関である、県総合教育センター（通称「あ
すなろ」）です。ここには、県民の皆さんが利用でき
る図書館や体育館等も備えられています。

これらの講座も含め、県内の生涯学習情報を発信し
ているのが、生涯学習推進室により管理・運営されて
いる「静岡県生涯学習情報発信サイト（まなぼっと）」
です。
「まなぼっと」は県内の行政機関・ＮＰＯ・企業・
大学・社会教育施設等の団体が主催する生涯学習情報
を発信している Web サイトです。子ども向けの授業外
学習から大人向けの公開講座まで、様々な生涯学習に
関するイベントや学習プログラムの情報を一元的に

静岡県総合教育センター

生涯学習推進室は、教職員を対象とした研修のほか

発信しているので、目的に合わせた学習情報を検索す
ることができます。

にも、県民の皆さんを対象とした講座を実施してお

また、生涯学習イベントを主催する団体は「まなぼ

り、昨年実施した県民向けの講座を２つ御紹介しま

っと」に掲載することで幅広く広報することもできま

す。

す。ぜひ「まなぼっと 静岡」と検索して、活用して

今年で 13 回目を迎えた「あすなろ夢講座 21」では、

みてください。（伊熊）

ノーベル物理学賞を受賞された名古屋大学大学院教
授天野浩氏を講師にお招きしました。天野先生からは

静岡県生涯学習情報発信サイト

「青色 LED の開発が必ず社会を良くしてくれる」とい

「まなぼっと」

う信念のもと、何十年もの間、開発をあきらめなかっ
たエピソードなどが語られました。高校生を含む
1,000 人以上が聴講し、多くの方が先生のお人柄に魅
了された講座となりました。
また、「オール静岡！学校と地域の連携推進講座」
では、アテネ五輪サッカー代表監督を務められた山本
昌邦氏をお招きしました。地域での人材育成や、子ど
もの支援に携わる方々を対象に、子どもの自主性を

目的別・地域別・開催期間等
から探すことができます。
今回紹介した研修の活動報告
も掲載されていますので、御覧
になってください。

■ 県・市町・学校の活動紹介
人づくり推進員の高め合いの場！

伊豆地域人づくり協議会
「人づくりーイズ」
会
長 髙氏 博章
問 合 せ ☎ 090-6469-5927
人づくりーイズの皆さん

伊豆地域の人づくり

互いに切磋琢磨！

伊豆地域の人づくり推進員は、市町の垣根を越え

各推進員が、今年度行った懇談会や「地域の先生」

た連携・協力が進んでおり、幼稚園や小学校で行う

として行った自主的な活動などの発表を行い、活発

人づくり地域懇談会を一人で行うのではなく、数人

な議論と情報交換が行われました。

の推進員で役割分担を決め、得意分野を生かして進

さらに、最近、小学校の懇談会で取り上げられる

めています。そのため、参加者の多様なニーズに応

ことの多い、
「テレビや携帯ゲーム等と子どもの関わ

えることができ、とても好評を得ています。

り方」について、推進員の方々が意見を出し合いま

こうした伊豆地域の推進員が、毎年自主的に集ま

した。中でも、現役の保育園園長である土山惟之推

り、自らの地域での人づくり活動を発表したり、幼

進員（伊豆の国市）による就学前の具体的なしつけ

稚園・小学校での「人づくり地域懇談会」の様子を

に関する話や、環境学習が得意な山口康裕推進員（伊

紹介したりする会を開いています。愛称は「人づく

東市）による幼児期の自然体験を切り口にした話は、

りーイズ」です。今年度も、会長である髙氏博章推

とてもわかりやすく、
「人づくり地域懇談会」を通し

進員の呼び掛けのもと、11 月 10 日（火）に修善寺

て、できるだけ多くの保護者の方に聞いていただき

生きいきプラザ（伊豆市）で開催されました。

たいと思いました。（伊熊）

人づくりハンドブックのご案内
静岡県では、自らの資質能力を伸ばし、多様な生き方や価値観を認め合い、かかわり
合いながら、よりよい社会づくりに参画する、未来を拓く「有徳の人」づくりを掲げ、
家庭・学校・地域が協力して人づくりを進めていくことを呼び掛けています。
県が進める人づくりについてまとめた冊子が「人づくりハンドブック」です。携帯し
やすく、家庭でのしつけのあり方、子どもへの接し方の具体例、地域における様々な人
づくり活動の紹介など、人づくりに関するヒントや情報がいっぱい詰まっています。
ハンドブック、送料ともに無料でお届けしますので、興味のある方は総合教育課にお
問い合わせください。
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