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学習成果をボランティア
活動に生かそう

生涯学習ボランティア

県⽴図書館では、生涯学習の情報提供や相談窓口を開設している生涯学習サポートコーナー、講座・イベント情報や指
導者・人材情報などの検索ができる⽣涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」のサイトから情報発信を⾏っており
ます。また、学習成果をボランティア活動に生かしたいという学習者のニーズに応えるとともに、県⽴図書館⽣涯学習関
連事業の活性化に役⽴てるため、ボランティアを受け⼊れております。

■ それぞれどんな活動をしているの︖

システムボランティア

フロアボランティア

パソコン講座の企画・運営
講座・イベント情報の登録など

チラシ・ポスターの掲示
飾り物の作成
特設コーナーの⽴ち上げなど

セミナーボランティア

その他

ボランティア入門講座（次ペー
ジ参照）の企画・運営など

各種イベントの運営補助
（チラシ発送作業・当日受付・
会場の設営など）

■ ⽣涯学習ボランティアをはじめたきっかけは︖

・ボランティア入門講座 ・社会貢献、地域の活性化・発展のため ・社会とのつながり、人との出会い・ふれあい
・退職後の余暇の有効活用 ・ここの施設になじみがあった ・友人のアドバイス などでした。
生涯学習ボランティアに参加してみたい方は、まず、ボランティア⼊⾨講座（無料）を受講してください。

くわしくは、次のページへＧＯ︕▶

「マナぼーカナ︖」2014 年 10 ⽉創刊︕
バックナンバーは県⽴図書館もしくは
生涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/magazine/backnumber.html から

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
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⼀緒に踏み出しませんか︖
はじめの一歩
ボランティア入門講座

ボランティア活動をしてみたい方、ボランティアとは何かを考えてみたい方、
誰かの役に⽴ってみたい⽅、⾃分の⽣き甲斐を⾒つけたい⽅、ふるってご参加ください。
県⽴図書館⽣涯学習サポート課では、⽣涯学習で得られた知識･技量を社会参加により活かしていただく
支援の一環として、ボランティア活動のための「ボランティア入門講座」を開催します。

⽇時︓ 2 月７日（土）10 時〜16 時 30 分（受付 9 時 40 分〜）
会
場︓
対
象︓
定
員︓
申込⽅法︓

横浜市市⺠活動⽀援センター
ボランティア活動に関心のある方（県内在住・在勤・在学）
70 人 （多数の場合は抽選）
氏名・住所・電話番号を明記の上、往復はがきまたはメール
にて。
申込締切︓ １月 20 日（火）
受 講 料︓ 無料
申 込 先︓ 神奈川県⽴図書館⽣涯学習サポート課
（問合せ先）〒220-8585 横浜市⻄区紅葉ケ丘 9-2
TEL︓045-263-5900 FAX︓045-241-2866
メール︓web-master@planet.pref.kanagawa.jp

おすすめコーナーを紹介
します

2014 年 4 月にＯＰＥＮした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・市町村広報紙などの情報）に関する資料貸出・
閲覧・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。また、おすすめコーナーでは、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。

生涯学習サポートコーナー

※画像は 2014 年 10
月に撮影し たもの で
す。

■１月のおすすめコーナーは「 “かながわ検定”を目指して」
今回は、“かながわ検定”に関する展⽰を⾏っております。
神奈川県は海あり、⼭あり、湖ありと、⾃然に恵まれ、鎌倉をはじめ歴史
的な資産も豊富です。そして、近代日本発展の原点でもありました。“かな
がわ検定”に向けて準備をしながら、神奈川県の魅⼒を探ってみませんか。
コーナーではおすすめの場所や講座やサークルについて、学習相談員が一
緒にお探しいたします。

今後の予定
※画像は 2014 年 10 月に撮影したものです。

２⽉︓わびさびを︕ 華道の達⼈に学ぶ︕
３⽉︓再発⾒︕ おもてなしの心

３面

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さがすことができます。
今回は初めての方を対象にどのようにさがすかをお教えします。

ＰＬＡＮＥＴかながわで １．ＰＬＡＮＥＴかながわのホームページへアクセスする。
URL:http://www.planet.pref.kanagawa.jp
PLANET かながわ
検索
生涯学習を探してみよう
PLANET かながわ

２．ページ上部のメニューボタンから「生涯学習を探す」を選択する。

３．メニューから
さがしたい情報を
選択する。

４．さがす方法を決
めて、検索する。

基本メニューとして、講
座・イベント、おでかけ、施
設、指導者・人材、団体・グ
ループ、文化財・出土品など
の情報をさがすことができ
ます。
また、便利機能としてカレ
ンダーを使って講座・イベン
ト情報さがしたり、こども向
け・シニア向け情報などをさ
がしたりすることができま
す。

５．検索結果から詳しく知りたい情報を選択する。

あらかじめ調べたいキーワー
ドが決まっている場合
⇒①「キーワードでさがす」
に⾔葉を⼊⼒して、さいごに
「検索」ボタンを選択する。

あらかじめ調べたいキーワー
ドが決まっていない場合
⇒②「条件を選択してさがす」
（主に分野から選んでさがし
たり開催期間から選んでさが
したりすることができます。
）

６．詳細画面が表示される。

「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（PLANET かながわ）
https://twitter.com/planet_kanagawa
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●講座・イベント情報ヒット数ランキングベスト 10
第

１位

やさしい骨盤ヨガ

２位

⼥性のためのマージャン教室

↑UP

随時開催

申込期間︓随時 料⾦︓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 ℡︓044-934-4647

講座・イベント情報

第

2015 年 1 月〜3 月開催分

随時開催

→STAY

申込期間︓随時 料⾦︓月 2 回 4，000 円(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 ℡︓044-934-4647
第

３位

TOEFL セミナ－

随時開催
↑UP

申込期間︓随時 料⾦︓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&通訳翻訳 ℡︓046-280-5582

●ヒット数ランキングベスト 10（4 位以下）
第4 位
社交ダンス
↑UP

第8 位

小学生（キッズ）英語クラス

木曜絵画教室 ↓DOWN
開催期間︓随時 申込期間︓随時
料⾦︓一般 3 ヶ月(6 回)12，000 円（税別）
/ 小学生 3 ヶ月(6 回)9,000
円（税別）
問合せ・申込︓カルチャーセンター文化広場 ℡︓044-934-4647

第9 位

リコーダーアンサンブル

第6 位

第 10 位

開催期間︓随時 申込期間︓随時
料⾦︓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

℡︓044-934-4647

第5 位

七宝焼

NEW

開催期間︓随時 申込期間︓随時
料⾦︓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
第7 位

TOEIC 対策（１対１指導）

℡︓044-934-4647

NEW

開催期間︓随時 申込期間︓随時
料⾦︓完全一対一指導、週 1 回（６０分）、⽉４回授業、⽉授業料 24,150
円(税込)。
問合せ・申込︓英中外語&通訳翻訳 ℡︓046-280-5582

NEW
開催期間︓随時 申込期間︓随時
料⾦︓１ヶ⽉授業料 21,000 円〜（完全１対１授業、毎週 1 回 60 分、月 4 週
授業）。
問合せ・申込︓英中外語&通訳翻訳 ℡︓046-280-5582
NEW

開催期間︓2014 年 5/14〜2015 年 3/11（水）全 30 回
料⾦︓1,000 円（教材費）
問合せ・申込︓⽟縄⻘少年会館 ℡︓0467-44-0480
完全１対１のプレゼンテーション英語授業

NEW

開催期間︓随時 申込期間︓随時
料⾦︓⽉授業料 24,150 円、完全１対１授業、週 1 回（60 分）、月 4 週授業。
問合せ・申込︓⽟縄⻘少年会館 ℡︓0467-44-0480
所蔵資料解説講座「鎌倉⽂庫〜70 年前の鎌倉⽂度奮闘記」 ＰＩＣＫ

ＵＰ

開催期間︓2/25 申込期間︓1/5〜2/10 料⾦︓無料
問合せ・申込み:神奈川県⽴図書館 本館１Ｆ調査相談室
℡︓045-263-5901

※このランキングは「PLANET かながわ 講座・イベント」ページで今年度検索された回数を基に作成しております。
URL http://www.planet.pref.kanagawa.jp/kouza.html

1 年間の高校生ボラン
ティア活動を発表します
高校生ボランティアセンター”friends”

神奈川県教育委員会は⾼校⽣ボランティアセンター（愛称︓friends）を運営しており、公募し
た高校生スタッフが、ボランティア関係の NPO や団体の協⼒を得ながら、⾃主的にボランティア
活動の企画・実施しております。2015 年３月８日
には、１年間の活動のまとめとして活動発表会を横
浜市⻘少年交流センター（ふりーふらっと野⽑⼭）
で 14︓00〜16︓30 に開催します。また、当日は

⾼校⽣と交流するグループワークを⽤意しており、⼀般の⽅も参加できます。応募⽅法は決
まり次第ホームページに掲載する予定です。ぜひご参加ください。

※詳しくは「PLANET かながわ 高校生ボランティアセンター“”friends“」
ページにて。URL http://www.planet.pref.kanagawa.jp/ k_vol/k_vol_top.htm

