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TOPICS

Ｐ１ ⽣涯学習の窓口がＯＰＥＮ
Ｐ３ インターネットで⽣涯学習を探してみよう
Ｐ４ 講座・イベント情報
高校⽣がボランティア活動を企画します
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045-241-2866
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http://www.planet.pref.kanagawa.jp
www.planet.pref.kanagawa.jp

◎「マナぼーカナ︖」創刊︕
「マナぼーカナ︖」では、
「マナぼーカナ︖」では、⽣涯学習の情報提供や相談窓口を開設し
⽣涯学習の情報提供や相談窓口を開設し
ている県⽴図書館
県⽴図書館⽣涯学習サポートコーナーの最新情報、⽣涯学習情
⽣涯学習サポートコーナーの最新情報、⽣涯学習情
報の検索ができる⽣涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」の
最新情報、県内の講座・イベント情報の提供などを⾏います。

生涯学習の窓口が

⽣涯学習マスコット

マナビィ
⽯ノ森章太郎（漫画家）デザイン

OPEN

神奈川県⽴図書館
⽣涯学習サポートコーナー

⽣涯学習サポートコーナーでは、⽣涯学習（施設案内・施設⾒学・催し物・⼤
⽣涯学習サポートコーナーでは、⽣涯学習（ 施設案内・施設⾒学・催し物・⼤
学講座・市町村広報紙
学講座・市町村広報紙などの情報
の情報）に関する資料貸出・閲覧
）に関する資料貸出・閲覧
）に関する資料貸出・閲覧・インターネットに
・インターネットに
よる無料検索や相談員との学習相談などをご利⽤いただけます。
よる無料検索や相談員との学習相談などをご利⽤いただけます。平成２６年４⽉
にＪＲ・地下鉄桜木町駅から徒歩１０分にある
ＪＲ・地下鉄桜木町駅から徒歩１０分にある神奈川県⽴図書館新館１
ＪＲ・地下鉄桜木町駅から徒歩１０分にある 神奈川県⽴図書館新館１F
神奈川県⽴図書館新館１F に
OPEN しました。

◎⽣涯学習サポートコーナー

◎神奈川県⽴図書館

２面

◎どんなサービスがあるの︖

◇図書・パンフレットのコーナー

◇学習相談のコーナー

施設案内・施設⾒学・催し物・⼤学公開講

資格取得・学びの場探し・趣味を深めた

座・市町村広報紙などをご⽤意しておりま

いなどの⽣涯学習相談ができます。探し

す。インターネットには掲載していない情

⽅が分からない場合はぜひ気軽に相談し

報もあります。

てください。

◇インターネット情報検索コーナー
神奈川県⽣涯学習情報システム「ＰＬＡ
ＮＥＴかながわ」を利⽤して⽣涯学習情
報を入⼿することができます。もちろ
ん、無料で使⽤できます。
（印刷は有料）

・おすすめコーナー

毎⽉展示内容を変えて、皆さんにおすすめの情報を提供しております。
テーマは毎⽉第 2 木曜日以降更新します。また、テーマが変更されることがあります。
9⽉

発⾒︕港“横浜”と湘南

12 ⽉

和⾷を極めるために︕

10 ⽉

スキルアップに“英検”チャレンジ

１⽉

“かながわ”検定の合格を目指して

11 ⽉

「日本のウィスキーの⽗」に学ぶ︕

２⽉

わびさびを︕

ｑｑ

華道の達⼈に学ぶ︕

◎⾏き⽅をおしえて。
７分

徒歩

５分

徒歩

(バス：横浜駅・戸塚駅・関内駅
バス：横浜駅・戸塚駅・関内駅
（バス：横浜駅・根岸駅方面）
・大船駅・磯子駅方面）
大船駅・磯子駅方面）

徒歩
徒歩

13 分

10 分

(JR 線：横浜・大船方面）

(京急線：横浜・金沢文庫方面）
みなとみらい線みなとみらい
みなとみらい線みなとみらい駅
みなとみらい駅

２０分

徒歩
徒歩

10 分

(横浜・菊名・武蔵小杉・渋谷・
池袋・元町中華街方面）
池袋・元町中華街方面）

(地下鉄：横浜・戸塚方面）

最も徒歩時間の短い交通⼿段は横浜市営バスです。「⼾部１丁目」バス停からは、平坦な道で徒歩５分です。
このバス停は 103 系統（横浜駅東口〜根岸台・根岸駅前・本牧⾞庫前）が利⽤できます。
運⾏本数は 1 時間に４〜6 本ですので、アクセスに⼤変便利です。
ぜひご利⽤ください。
駐⾞場（有料）普通⾞ １台３０分２００円。以降３０分ごとに２００円
⼤型⾞ １台３０分４５０円。以降３０分ごとに４５０円
⽣涯学習サポートコーナーへの問い合わせ
電話 045-263-5920 開館時間 平日 9︓00〜19︓00、土日祝 9︓00〜17︓00

平日⽉曜・毎⽉第２木曜休館
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インターネットで
⽣涯学習を探してみよう
⽣涯学習を探してみよう
PLANET かながわ

神奈川県⽣涯学習情報システム
「PLANET
「
かながわ」では、約 60,000
件の⽣涯学習情報を検索することができ
ます。⽣涯学習情報は主に「講座・イベ
ント情報」・「おでかけ情報」・「施設情
報」・「指導者・⼈材情報」・「団体・グル
ープ情報」などを探すことができます。
また、
「⽉間ヒット数ランキング」
・
「地
域横断検索」・「特集」等からも探すこと
ができます。さらに、
「講座・イベント」・
「指導者・⼈材
「指導者・⼈材」
「団体・グループ」につ
いては、登録することもできます。

ちなみに、PLANET
ちなみに、PLANET（プラネット）は、先導的に（
（プラネット）は、先導的に（Pilot
（プラネット）は、先導的に（Pilot）学習を（Learning
Learning）支援
）支援
する（Assist
Assist）ネットワーク（
）ネットワーク（NETwork
NETwork）の略です。
）の略です。
「PLANET
PLANET かながわ」サイトの最新情報は、Twitter や Facebook でも入⼿できます。
Twitter https://twitter.com/planet_kanagawa （PLANET かながわ）
Facebook https://www.facebook.com/planetkanagawa
https://www.facebook.com/planetkanagawa（プラネットかながわ）
（プラネットかながわ）

URL http://www.planet.pref.kanagawa.jp/

@planet_kanagawa
planet_kanagawa

@planetkanagawa
planetkanagawa
PLANET かながわ

検索

◎「ＰＬＡＮＥＴかながわ」で提供しているサービス
「ＰＬＡＮＥＴかながわ」で提供しているサービスをおしえて。
をおしえて。
⽣涯学習では、⽣涯学習の検索
⽣涯学習では、⽣涯学習の検索・登録サービス
・登録サービスの他に次のサービスを提供しております。
・登録サービスの他に次のサービスを提供しております。
１ 体験・ボランティア活動への支援
・こども向け（講座・イベント、おでかけ、施設案内、ボラ
・こども向け（講座・イベント、おでかけ、施設
、ボラ
ンティア）情報の検索・情報提供・相談
・高校⽣ボランティアセンター
・高校⽣ボランティアセンター”friends
friends”の活動状況
の活動状況
・地域ボランティアエアポート（
・地域ボランティアエアポート（地域のボランティア活動拠
地域のボランティア活動拠
点）
）のご案内
・ボランティア Q&A など

２ 生涯学習サポートコーナー
・サポートコーナーの紹介
・フロアガイド
・Q&A
Q&A
・相談員のおすすめコーナー

３ 大学での生涯学習
・⼤学公開講座の情報（約
⼤学公開講座の情報（約 400 件）を検索
・⼤学・短⼤等が連携・協⼒して⾏う共同公開講座
・
「⼤学で学ぼう〜⽣涯学習フェア〜」のイベント
・社会⼈のための入学制度・単位互換制度
・県内⼤学･短⼤等の⼤学⽣涯学習に関する調査の紹介
・社会⼈のための⼤学入学制度・科目等履修⽣など⽤語解説
社会⼈のための⼤学入学制度・科目等履修⽣など⽤語解説

4 神奈川県の生涯学習・⽂化財・出⼟品の検索及び情報提供
・神奈川県⽴⾦沢⽂庫ページ
・NHK
NHK-横浜 FM 放送番組「お昼前のお知らせ」⽣涯学習情報
・かながわ読書のススメ
・インターネット放送番組「神奈川再発⾒」
・PTA
PTA 活動のためのハンドブック
・神奈川県教育委員会⼦育て応援サイト「すこやかファミリー」
・夏休み⼦どもワクワク体験 など

「⼤学で学ぼう〜⽣涯学習フェア〜」
※今年度は終了しました。

・⽣涯学習の相談 など

旧横浜正⾦銀⾏本店本館（現︓県⽴歴史博物館）
旧横浜正⾦銀⾏本店本館（現︓県⽴歴史博物館） 重要⽂化財

４面

●講座・イベント情報
講座・イベント情報
講座・イベント情報ヒット数ランキングベスト
ヒット数ランキングベスト 10

１位

第

理科実験「紙ヒコーキを⾶ばそう︕」

10/26 開催

申込期間︓10/10
申込期間︓
まで 必着 料⾦︓300
料⾦︓
円（教材費）
問合せ・申込︓深沢学習センター（きらら深沢）
問合せ・申込︓深沢学習センター（きらら深沢）℡︓
︓深沢学習センター（きらら深沢）℡︓0467-48-0023
0023

講座・イベント情報

10 ⽉
⽉〜12 ⽉開催分
開催分

２位

第

2015 年 1/1 まで

⼥性のためのマージャン教室

開催

申込期間︓随時
申込期間︓
料⾦︓
料⾦︓⽉ 2 回 4，
，000 円(税別）
税別） 初回教材費 1000 円
問合せ・申込︓カルチャーセンター⽂化広場
問合せ・申込 カルチャーセンター⽂化広場 ℡︓044-934-4647
℡︓
4647

３位

第

2016 年 1/1 まで

木曜絵画教室

開催

申込期間︓随時
申込期間︓
料⾦︓
料⾦︓一般 3 ヶ⽉(6
ヶ⽉ 回)12，000
000 円 （税別）// 小学⽣ 3 ヶ⽉(6
ヶ⽉ 回)9,000 円（税別）
問合せ・申込︓カルチャーセンター⽂化広場
問合せ・申込 カルチャーセンター⽂化広場 ℡︓044-934-4647
℡︓
4647
第 8 位 社交ダンス

第 4 位 ５０才からのやさしい骨盤ヨガ

開催期間︓2016
開催期間︓
年 1/1 まで 申込期間︓随時
料⾦︓3
3 ヶ⽉(12 回) 20,400 円（税別）
問合せ・申込︓カルチャーセンター⽂化広場 ℡︓044
044-934-4647

開催期間︓2015
開催期間︓
年 1/1 まで 申込期間︓随時
料⾦︓3
3 ヶ⽉ 6 回 12,000 円（税別）
問合せ・申込︓カルチャーセンター⽂化広場 ℡︓044
044-934-4647

第 9 位 やさしい美と健康のアンチエイジングヨーガ

第 5 位 TOEFL セミナ－

開催期間︓随時
開催期間︓
申込期間︓随時
料⾦︓マンツーマン週１回
マンツーマン週１回 60 分、⽉ 4 週授業。⽉授業料 24,150 円。
問合せ・申込︓英中外語
問合せ・申込︓英中外語&通訳翻訳 ℡︓046-280-5582
℡︓
5582
第 6 位 フレンチレストランでも学ぶ超初心者のためのフランス語

開催期間︓2016
開催期間︓
年 1/1 まで 申込期間︓随時
料⾦︓1
1 ヵ⽉（4 回の場合）8,000
回の場合）
円（税別）
問合せ・申込︓カルチャーセンター⽂化広場 ℡︓044
044-934-4647
第 10 位 体幹トレーニング

開催期間︓11/11、
開催期間︓
12
12/2、1/20、2//3 申込期間︓10/10
10/10 まで
料⾦︓参加費
参加費 2,000 円 材料費 1,500 円
問合せ・申込︓ｷｬﾝﾊﾟｽおだわら⼈材
問合せ・申込︓
おだわら⼈材ﾊﾞﾝｸ
ﾊﾞﾝｸ実⾏委員会 ℡︓0465-33-1711
℡︓
1711

開催期間︓①10/7・21
開催期間︓
21、②10/14・28
28 申込不要
料⾦︓1
1 回 500 円
問合せ・申込︓
（横浜市緑区）白山地区センター
（横浜市緑区） 白山地区センター ℡︓045-935-0326
℡︓
0326

第 7 位 ハワイアンフラ

ＰＩＣＫ ＵＰ︕ ボランティアとともに学ぶパソコン講座（年賀状作り）

開催期間︓2016
開催期間︓
年 1/1 まで 申込期間︓随時
料⾦︓3
3 ヶ⽉(11 回)) 19,800 円（税別）
問合せ・申込︓カルチャーセンター⽂化広場 ℡︓044
044-934-4647

※詳しく
詳しくは「PLANET
PLANET かながわ

高校⽣がボランティア
活動を企画します。
高校⽣ボランティアセンター
高校⽣ボランティアセンター”friends
friends”

開催期間︓11/3
開催期間
申込期間︓11/2
申込期間︓11/2 まで 料⾦︓無料
料⾦
問合せ・申込み:県⽴図書館⽣涯学習サポートコーナー
問合せ・申込み 県⽴図書館⽣涯学習サポートコーナー
℡︓045-263-5920
℡︓
5920

講座検索」
」ページにて。
ページにて。URL http://www.planet.pref.kanagawa.jp/
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/kouza.html
kouza.html

神奈川県教育委員会では平成 18 年度から、高校⽣のボランティア活動を促進していくための
環境づくりとして高校⽣ボランティアセンター（愛称︓
環境づくり
高校⽣ボランティアセンター（愛称︓friends
高校⽣ボランティアセンター（愛称︓friends）を開設し
を開設しています。friends
friends の
スタッフは全員、様々な高校から応募してきた
スタッフ
様々な高校から応募してきた現役高校⽣です。
様々な高校から応募してきた現役高校⽣です。活動内容は
活動内容は friends のスタッフ
スタッフ
が、環境や福祉などの分野別のグループに分かれ、ボランティア関係の NPO や団体の協⼒を得
ながら、自らボランティア活動を
ながら、自らボランティア活動を企画し、その実施
企画し、その実施まで⾏います。
います。 また、企画実施にあたって
は、県内の高校⽣にボランティアとしての参加を呼びかけ、一緒にボランティア活動ができる
ようにしています。

※詳しくは「PLANET
※詳しくは「PLANET かながわ 高校⽣ボランティアセンター
高校⽣ボランティアセンター”friends
friends“」ページにて。
」ページにて。
URL http://www.planet.pref.kanagawa.jp/ k_vol/k_vol_top.htm 10 ⽉頃:friends
friends のスタッフが企画したボランティア活動
スタッフが企画したボランティア活動
スタッフが企画したボランティア活動の参加
参加者募集

◎表彰されました
表彰されました。

４⽉頃:friends
friends のスタッフ募集

2014 年 9 ⽉ 4 日に全国知事会第
日に全国知事会 7 回先進政策創造会議
回先進政策創造会議にて、当事業が
当事業が
先進政策バンクの教育・⽂化部門にて優秀政策に選ばれました。
先進政策バンク 教育・⽂化部門にて優秀政策に選ばれました。
先進政策バンクとは都道府県同士がそれぞれの先進的な取組を提案・共有
し合い、良いものを広げるとともに、切磋琢磨により創造性豊か
切磋琢磨により創造性豊かな発想に繋
な発想に繋
げる情報提供の場として活⽤することを目的にしたものです。
ちなみに表彰式にはあの“くまモン”も出席しておりました。

