鳥取県立

（県民ふれあい会館）

７・８月開催予定イベント
生涯学習展示コーナー 展示予定

発表場所
鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館１階ロビー）

個人・団体を問わず、創作活動や学習に取り組まれた成果を発表する場を無料でご利用いただけます。
展示会を開催したい、人前で楽器演奏やマジックをしたいなど、まずはご相談ください。

７月 ３ 日 （木） ～

７月 1 0 日
（土） 和紙ちぎり絵作品展
14：00まで

７月25日 （日） ～

７月31日 （土） ハーダンガー刺繍教室展

８月24日 （火） ～

８月30日 （月） クレイクラフト蓮都作品展

鳥取県立生涯学習センター
開催日

展示コーナー＆
ト
ランチタイムコンサー
まだ、発表日に
空きがあります！

ホール催物案内

イベント名

開演～
終演時間

入場料

第10回東日本大震災復興支援
13：00～
７月25日（日）
「チャリティー HEART ステージ」 16：00

9・10月開催予定イベント

主催者・連絡先

当日 700円
前売 500円

柏原：TEL
090-9062-6436

人
地域をフィールドに活躍したいと思っている
地域での取組事例を知りたい人
ている人
県内の様々な活動をしている人とつながりたいと思っ

令和3年度 とっとり県民カレッジ講座（市町村連携） 共催：西部地区社会教育担当者研究協議会

地域を育む

「コミュニティデザイン」

まちを元気にする持続可能な
「コミュニティデザイン」とは？一緒に考えましょう。

開 催 日
開催場所
講 演 会

令和３年10月２日（土）13：00～16：30

キナルなんぶ（南部町法勝寺341）
やまざき

講師：山崎

りょう

亮さん（株式会社 studio-L 代表）
演題：
「こんなまちがいいな」をデザイン！

申込期間

８月２日（月）～
９月13日（月）
申込先：鳥取県立生涯学習
センター（下記）

～「らしさ」が光る地域づくり～

実践発表

・多里―ズ（日南町）
・二部地区活性化推進機構（伯耆町）
・株式会社アマゾンラテルナ 鳥取大山オフィス（大山町）

グループトーク〈感想交流〉

大変だけど、おもしろい！私の地域づくり

※詳しくは７月下旬配布予定のチラシ、ホームページをご覧ください。
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平成 29 年

日時

11月22日（水）

日時

12月２日（土）

10：30 ～ 12：00
鳥取県立生涯学習センターでは、生涯学習に関する相談、情報提供、講座の実施、
18：30 ～ 20：00
会場 鳥取県立図書館
発表の場の提供等をとおして、社会教育の推進と生涯学習の機運醸成を目指します。
会場 とりぎん文化会館 第2会議室
かわぐち

ゆ

平成 29 年

日時

み こ

たくさんのご応募ありがとうございました
講師
川口 有美子 氏
出前
講座

（公立鳥取環境大学

２階大研修室

12月９日（土）10：30 ～ 12：00

会場 公立鳥取環境大学 西部サテライトキャンパス

環境学部准教授）

魔 法 の板 「カプラ」 で遊 ぼう！実 施 団体決定！
とく だ

ゆう き

講師 徳田 悠希 氏 （公立鳥取環境大学 環境学部講師）
平成 32 年は、昨年度末に公表された新しい学習指導要領が小
学校で実施されます。子どもたちを取り巻く社会、
そして学校は、
令和３年度家庭教育支援講座 出前講座 魔法の板 サンゴは、熱帯のサンゴ礁だけでなく、深い海から北極・南極
課題を抱えながらも、次世代の学校・地域の創生に向けて変化し
「カプラ」で遊ぼう！の開催希望団体を募集したところ16まで世界中のあらゆる海に生息しています。なんと、鳥取県の海
ています。本講座では、教育や子どもたちの現状について、各種
にもたくさんのサンゴがくらしています。本講座では、サンゴの
団体からご応募をいただきました。
データと教育施策の動向を参照し、日本の教育の今とこれからを
生態や最近明らかになってきた鳥取県のサンゴ研究の成果などを
見つめます。また、海外や鳥取の教育事情についても触れます。
募集要項の募集条件に基づき、厳正なる審査・抽選をわかりやすくお話しします。

行った結果、東部１団体、中部１団体、西部１団体を実施

公立鳥取環境大学企画広報課
団体として決定しました。
（問合せ先）

ＴＥＬ (0857)38-6704 ＦＡＸ (0857)32-9053
E ﾒｰﾙ kikaku@kankyo-u.ac.jp

〒 689-１１１１ 鳥取市若葉台北 １-１-１

東部：鳥取市立千代保育園

中部：はわいこども園
とっとり県民カレッジで熱心に学ばれた皆さんを紹介します
（敬称略）
西部：森のようちえん
michikusa
「とっとり県民カレッジ」では、多くの講座を受講するなどの意欲的な学習を奨励しています。

この度、以下の皆さんが奨励を受けられました。今後も学びを活かして様々な分野に挑戦されることを応援しています。

称号などの区分

お

名

前

展示会、交流会等の生涯学習の場に参加することで、いろ
いろな知識を得たり仲間ができたり、毎日が充実していま
す。今後もいろいろな催しに参加できたらと思います。

とっとり県民カレッジで熱心に学ばれた皆さんを紹介します
奥 田 敏 子 さん
おく

だ

とし

こ

長年、県民カレッジを通して、充実した学びができたこと
5,000 単位奨励賞
「とっとり県民カレッジ」では、多くの講座を受講するなどの意欲的な学習を奨励しています。
を幸せに思います。今後も健康に留意しながら、多くの機
たか
はし
せつ
こ

会を利用して学び続けます。また仲間づくりも楽しみです。
子 さん
高 橋 節今後も学びを活かして様々な分野に挑戦されることを応援しています。
この度、以下の皆さんが奨励を受けられました。

称号などの区分

かき

3,000 単位奨励賞

5,000単位奨励賞
1,000 単位奨励賞

（問合せ先）

おもと 名たて 前お

感
想
苦手と思っていたことでも挑戦してみると新しい発見があ
り、もっと別のことにも、という考えになってきました。

柿 本 建 夫 さん

しば

柴

満80歳（2021年４月）までに、5,000単位取得を目標に、
2008年から県民カレッジの受講を開始しました。13年間の
特に単位を取得するつもりではなかったのですが、いつの
た やま のぶ
たか
なか
しげ
はる
病との闘いや、新型コロナウイルスの影響による「連携講座」
間にか 1,000 単位になっていました。健康で続けられたの
治 さん
さん
中田 山 修重 孝
の中止が相次ぎましたが、目標を達成できました。今後も健
がよかったと思います。これからも積極的に参加しようと
康に留意しながら学びを活かし、
地域活動や自分のために頑
思います。
張ります。
（区分ごとに五十音順）

とっとり県民カレッジ本部（鳥取県教育委員会事務局社会教育課内）
〒680-8570 鳥取市東町 １-27１
ＴＥＬ（0857）26-7944 ＦＡＸ（0857）26-8１75

E ﾒｰﾙ kenmincollege@pref.tottori.lg.jp
20

次号は
〇【特集】 日野ボランティア ・ ネットワーク（日野町）
〇社会教育 ・ 生涯学習担当者紹介（鳥取市）
〇講座の開催報告

などを、 掲載予定です！お楽しみに！
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容等が変更となる場合があります。詳しくは下記までお問合せください。

申込・問合せ先
鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館） 〒680-0846 鳥取市扇町21
TEL（0857）21-2331 ／ FAX（0857）21-2267 ／ URL http://fureaikaikan.jp ／ Eメール manabi@fureaikaikan.jp
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