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鳥取県内の生涯学習講座が満載！

絵・文：紙原 四郎 氏

『切り絵シリーズ』　ハワイ in ゆりはま（湯梨浜町）
ハワイ in ゆりはまが１５回目を迎える。本場のフラダンスはもちろん、地域の人々も燃えている。
日本のハワイが今年もアツイ！！
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四季薫るまち鹿野



20 年先の鹿野町を見据えて
　平成 16 年 11 月に鳥取県東部 9 市町村と合併し鳥取市
鹿野町となりました。今回賞をいただいたのは、合併前の鹿
野町時代に生まれたまちづくりの元気な団体がいたからだと
思っています。鹿野の住民意識はちょっと特別なのかもしれ
ません。「心意気」っていうか。地域を愛する気持ちが強い
です。2 年に一度「鹿野まつり」があって、特に男達は燃え
ますね（笑）。町が一つになります。また、旧鹿野町の頃は、「役
場と住民の距離が近い」とよく言われていましたね。
　「住民が主役」のまちづくりは、平成 4 年に就任した川瀬
保男町長が、通常 10 年単位で策定する町総合計画を 20 年
構想で作らせたことに始まります。策定委員は全員 40 歳以
下。「自分たちが 20 年後にどんな町に住みたいか」という
ことについて何度も何度も集まってもらい、大いに夢を語っ
ていただきました。「四季薫るまち鹿野」というキャッチフ
レーズはその時の委員さんの意見で生まれました。若者の意
見をきちんとした形にまとめ、年配の方々にチェックを入れ
ていただき、平成 6 年に完成しました。

住民と一体となったまちづくり
　そこからさらに行政担当者が、出来上がったまちづくり計
画をすべての集落に出向いて説明して回りました。「こんな
鹿野にしたい」という 20 年先を見
据えた長期計画をまち全体で共有し
ようという目的です。みんなに理解
してもらうのは大変でしたが、この
プロセスが今のまちづくりの土台と

鳥取市立鹿野
地区公民館
館長
筧 寛 さん

　歴史と文化の薫り豊かな、花と緑あふれるまち、鹿野町。
鳥取市南西部の山あいに位置し、18 集落 1,900 人が暮らす
情緒溢れる町です。この町にある鹿野地区公民館は、昨年度
第 66 回優良公民館文部科学大臣表彰を受賞され、さらに表
彰された全国 61 館のうちのトップ５に選ばれました。公民
館が中心となって組織されている「鹿野まち普請の会」によ
る住民活動、外部の力を活用し地域の課題解決に積極的に取
り組んでいる「まちづくり合宿」など住民同士のつながりや
他団体との連携が活性化につながっていることが高く評価さ
れました。

四季薫るまち
　　　　 鹿野

鳥取市立鹿野地区公民館

優 秀 館
表彰館全
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トップ５

第66回 優良公民館文部科学大臣表彰受賞

筧館長に
お話をうかがい
ました！
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なっているんではないかと思います。20 年前の委員さんが、
今のまちづくり団体の中核になって頑張っていらっしゃる。
実際、まちづくりの様々な事業が動き出したとき、町民の方
も「自分たちでできることは自分たちでやろう」と自ら立ち
上がってくれました。公民館だけが頑張るとか、行政だけが
頑張るとか、一つのところが無理をすると続かないんです。
意識を共有したからこそできた「住民と一体となったまちづ
くり」、そこが大事なところじゃないかと思います。　

「鹿野まち普請の会」の魅力
　今回の受賞の大きな要素となった「鹿野まち普請の会」は、
平成 21 年 3 月に公民館を事務局として設立。地区内すべて
の自治会（18 集落）と、まちづくりに関わっている組織（16
団体）が加わって活動する、町民全体で組織された会です。
町並みの美観維持活動はもとより、福祉や防災、伝統文化活
動など地域全体で取り組んでおり、地区公民館が、住民と行
政との調整役となっています。
　また、いんしゅう鹿野まちづくり協議会と共催で実施する

「まちづくり合宿」は、全国から元気のいい先進地区の面々
を招いて、地域の取り組みを学ぶ場所として開催しています。
私たちにとっては次に向けての活力になっているし、来られ
た方にとっても情報交換の場になっているようですね。講師
で来られた方も少ない謝礼で喜んできていただけるのがあり
がたい。お互いに刺激を受け合う貴重な機会です。その中で
行う「車座トーク」は、参加者全員が輪になって座談会をす
ることで、みんなの顔も見えるし隣の人とも気楽に話せる。
雰囲気がとてもいいですね。「おふくろの味フェスタ」は、
その時のアイデアで生まれたものです。

次世代へつなぐ
　今、熱い思いを持って
活動されている組織も、
続けていくうちにどうし
ても疲弊していきます。
公民館は、組織が行き詰
まったときにどう応援し
ていけるか。その支援シ
ステムを作っていくこと
がこれからの課題です。
うれしいことに、鹿野の
子どもたちの意識調査で
90％以上が「まちが好
きだ」という結果が出て、
学年が上がるほどパーセ
ンテージが高いんです。
まちづくりは人づくり。
いろいろな人、特に若い
人達にも関わってもらいながら、後継者を育成していくこと
に力を入れていきたいと思っています。

　20 年前、総合計画の委員として鹿野について真剣に考え
ました。私は生まれも育ちも鹿野の人間。平成 12 年、「自
分たちの町は自分たちで何とかせなあいけん！住んでいると
ころを楽しくしたい！」とＮＰＯを立ち上げました。ちょう
ど鳥取市との合併の話が持ち上がった時期でもあり、それが
結局私たちの活動を後押ししました。やらされても楽しくな
いし続かないと思うんです。「鹿野を埋もれさせたくない」「ま
ちを良くしよう」という思いは行政もまちづくり団体も一緒
です。そんな中で公民館は私たちと行政との調整役であり、
いろいろ相談しやすい存在。日頃からお世話になっていて、
とても頼もしくありがたく思っています。

公民館は住民と行政
との調整役。とても
頼もしい存在！

ＮＰＯ法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会
　　　　　理事長  佐々木  千代子 さん

●車座になって鹿野の将
来について語り合う「車
座トーク」

●まちづくり合宿
のようす

●いんしゅう鹿野まちづくり合宿
の会場となっているカフェ・ギャ
ラリー「しかの心」

「鹿野まち普請の会」会員で「まちづくり合宿」の共催
団体の代表、佐々木さんにお話をうかがいました。

鹿野まち普請の会

役員会

運営委員会
CST

コミュニティ
支援チーム

事務局
鹿野地区
公民館

会員
● 16 団体　● 18 自治会

鹿野まち普請の会組織図
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　興味のある講座への参加や講師の派遣を活用して、新たな
自分探しを始めてみましょう。きっと、あなたの期待どおり
の「学び」が見つかるはずです。

とっとり県民カレッジとっとり県民カレッジとっとり県民カレッジででで

生涯学習生涯学習生涯学習をはじめませんか？をはじめませんか？をはじめませんか？

Ｑ.「未来をひらく鳥取学」はどんな講座？

Ｑ.「放送利用」はどんな講座？

ふるさと鳥取県を見直したり、地域社会が直面する現代的な課題について学ぶ
県民のための講座です。県内東中西部で 1 年に計 10 回講演会が開催されます。

（毎年の申込みと資料代 1,000 円が必要です。）

はがき等に、住所・氏名・電話番号をご記入いただき、とっとり県民カレッジ本部へお送り
ください。本部から「入学者手帳」をお届けします。（入学手続きは一回のみ。）

自宅でテレビやビデオ・DVD、インターネット（トリピー放送局）などを見て学ぶ講座です。

Ｑ. どんな講座があるの？

Ｑ.「未来をひらく鳥取学」はどんな講座？

Ｑ.「放送利用」はどんな講座？

Ｑ. どんな講座があるの？

Ｑ.「未来をひらく鳥取学」はどんな講座？

Ｑ.「放送利用」はどんな講座？

Ｑ. どんな講座があるの？

Ｑ. 入学するにはどうすればいいの？Ｑ. 入学するにはどうすればいいの？Ｑ. 入学するにはどうすればいいの？

Ｑ.「未来をひらく鳥取学」はどんな講座？

Ｑ.「放送利用」はどんな講座？

②ビデオ・ＤＶＤの視聴

①テレビの視聴

平成 26 年度は、本部では平成 21 年度以降、その他では平成 23 年度以降の鳥取学の収録ビデオ・DVD を貸出しています。

また、本部では生涯学習ビデオ・DVD の貸出も行っています。（事前に電話でビデオ・ＤＶＤの有無を確認してください。）

③トリピー放送局の視聴
ビデオ・ＤＶＤの一部をインターネット

（トリピー放送局）で視聴することができます。

主催講座

連携講座

「未来をひらく鳥取学」の講演会

「放送利用」での在宅学習

県、市町村、大学・短大、公民館などが実施する講座

番 組 名

週刊とり☆リンク

放 送 局 放 送 日 時

山陰放送 毎週土曜日　夜 9:54～ 10:00

ビ デ オ 配 置 場 所

とっとり県民カレッジ本部（県庁第2庁舎6階）

東 部

中部教育局 （中部総合事務所内）中 部

西部教育局 （西部総合事務所内）西 部

電 話 番 号住 所

０８５７－２６－７９４４

県立生涯学習センター（県民ふれあい会館） ０８５７－２１－２３３１

０８５８－２３－３２５３

０８５９－３１－９７７４

（放送時間帯は変更になることがあります。）

鳥取市扇町

県立図書館　図書係 ０８５７－２６－８１５５鳥取市尚徳町

倉吉市東巌城町

米子市糀町

鳥取市東町

お問い合せ先 とっとり県民カレッジ本部 　（  TEL ０８５７－２６－７９４４  ・FAX ０８５７－２６－８１７５）

とっとり県民カレッジは、さまざまな機関と連携し、

県民の皆様の生涯学習を支援するしくみです。　　

いつでも、どなたでも入学ができます。

※鳥取学を受講すると、自動的に県民カレッジに入学となります。

※連携講座は「とっとり県民学習ネット」か「生涯学習とっとり」で

　ご確認ください。

トリピー放送局 検索

メール   kenmincollege@pref.tottori.jpとっとり県民カレッジ本部

【主催講座】 【連携講座】

市町村、大学等の
生涯学習講座
市町村、大学等の
生涯学習講座

とっとり県民カレッジとっとり県民カレッジ

鳥取県教育委員会事務局  社会教育課内　

※平成２６年度は６月７日（土）より９月１３日（土）まで開講しております。
　直接会場でお申し込みください。


