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県立図書館生涯学習サポート課では、ボランティア活動を行うにあたっての必
FAX:045-241-2
要な知識を身につけるとともに、県立図書館の生涯学習ボランティア及び県内
866
で行われている各種ボランティア活動等についての情報を得て、ボランティア
URL:http://ww
としての活動につなげるため、
「ボランティア入門講座」を開催します。

ボランティア入門講座

ボランティア、

w.planet.pref.k

はじめてみませんか？

anagawa.jp

～一緒に踏み出しませんか？はじめのいっぽ～
自分の生きがいを見つけたい方、ボランティアとは何かを考えてみたい方、
ボランティア活動をしてみたいけれど、はじめの一歩を踏み出すきっかけがない方、ふるってご参加ください。
【内

容】ボランティアに興味がある方向けに、大学教授に

川村匡由

氏

よる講義、県内でボランティア活動をしている方々の事例発表、 【事例発表者】紙芝居ボランティア としょくん 渡辺利雄

氏

県立図書館生涯学習ボランティアとの交流等を通して、ボラン

氏

ティア活動を始めるきっかけ作りをします。

師】武蔵野大学大学院教授
イベントボランティア

28 年 2 月 7 日

日

時：平成

会

場：県立図書館

定

員：70

受 講

【講

㊐

山田

巌

10 時～16 時 10 分

新館 4 階セミナールーム

名（多数の場合は抽選）
料：無料

申込方法：次の①～③のいずれかの方法にてお申し込みください。
①メ ー ル：ホームページから申込フォームに入力・送信
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/vol/vol-semi.htm

②Ｆ Ａ Ｘ：県内各機関に配布のチラシ裏面に記入して送信
③往復はがき：講座名と氏名・ふりがな・住所・電話番号を明記
〒220-8585 (所在地省略可)
神奈川県立図書館生涯学習サポート課 宛て
申込〆切：1 月 23 日（土）必着
問合せ先：県立図書館生涯学習サポート課
TEL：045-263-5900 FAX：045-241-2866

生涯学習ボランティア募集
「ボランティア入門講座」を受講し、希望される方には、神奈川県立図書館の生涯学習ボラ
ンティアとしてご活躍いただけます。ボランティアのはじめの一歩にいかがですか？
【応募資格】（１）ボランティア入門講座を受講された方
（２）県内在住・在勤・在学の方
（３）生涯学習に関するボランティア活動に意欲と関心がある方
【登録方法】「ボランティア入門講座」終了後にお申し込み

生涯学習ボランティアの詳細は２面へ

２面

生涯学習ボランティア

～学習成果をボランティアに活かそう！！～

県立図書館生涯学習サポート課では生涯学習の成果をボランティア活動に活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。
（※読書ボランティアではありません）
【今年度の活動内容】
「退職後の余暇の有効活用」
「社
会貢献」
「社会とのつながり・人
とのつながり」etc..様々なきっ
かけからボランティア入門講座
を受講した後、県立図書館生涯学
習ボランティアとして登録し、得
意な分野ごとに、３つの活動内容
に分かれて活躍中です。

フロア
ボランティア

チラシ、ポスターの掲示、飾り物作

システム
ボランティア

パソコン講座の企画・運営、講座・

セミナー
ボランティア

ボランティア入門講座の企画・運

その他

各種イベントの運営補助（チラシ

成、特設コーナーの立ち上げなど

イベント情報の登録など

営など

発送・当日受付・会場の設営など）

高校生ボランティアセンター“friends”
神奈川県教育委員会では、平成１８年度より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の一環として、高校生ボランティアセンター（愛
称：friends）を開設し、現在は県立図書館内で、公募によって集まった高校
生スタッフが、ボランティア関係団体の協力を得ながら、自主的にボランテ

高校生も活動中！

＠friends

ィア活動を企画し、その実施に向けた活動に取り組んでいます。
企画したボランティア活動の実施にあたっては、県内の高校生にボランティアとして
の参加を呼びかけ、高校生スタッフ以外の多くの高校生と一緒に、ボランティア活動
ができるようにしています。

【今年度の企画内容】
今年度は２７名の高校生スタッフが、２つの活動グループ(清掃・つくる)に分かれ、
それぞれボランティア活動を企画し、１２月に実施することになりました。
✅ ｢鶴見川 de 大冒険～ミッション ゲーム感覚で鶴見川をピカピカにせよ～｣
近隣の小学生と一緒に、鶴見川周辺で落ち葉拾いをしながらゲームやクイズを
楽しみます。
日時：平成 27 年 12 月 20 日(日) 11:00～16:30 (小学生は 13:00～16:00)
場所：横浜市白山地区センター・鶴見川河川敷
✅ ｢つくろう！あそぼう！たのしもう！～もちつき体験と羽子板作り～｣
放課後キッズクラブの小学生と一緒にもちつき体験と段ボールによる羽子板作
りを楽しみます。

（写真：平成２６年度企画
「スポーツ 好きな子 集まれ！！」
ボランティア活動風景より）

日時：平成 27 年 12 月 26 日(土) 9:30～15:00 (小学生は 11:00～14:00)
場所：横浜市立川上小学校
※詳しくは、
「PLANET かながわボランティアセンター“friends”」ページへ

「マナぼーカナ？」2014 年９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

３面

神奈川県の生涯学習関連施設からのおすすめ情報を掲載します。掲載内容は
変更される場合があります。おでかけ前に各施設への確認をお願いします。
神奈川県埋蔵文化財センターより

生涯学習関連施設
おすすめ情報

展覧会名：平成 27 年度 かながわの遺跡展・かながわの遺跡巡回展
日 時：※日時・詳細は HP をご覧ください。
内 容：
【テーマ】
「縄文の海 縄文の森」
【会場】
「かながわの遺跡」展：12 月 19 日（土）
～ 1 月 30 日（土）神奈川県立歴史博物館、
「かながわの遺跡」巡回展：2 月 5 日
（金）～ 3 月 6 日（日）
会 場：神奈川県立歴史博物館、海老名市立郷土資料館「海老名市温故館」
問合せ先：県埋蔵文化財センター 〒232-0033 横浜市南区中村町 3-191-1
※詳細は HP をご覧ください。http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6656/

神奈川県埋蔵文化財センターより

神奈川県立近代美術館 鎌倉より

講座名：平成 27 年度 第 6 回考古学講座
日 時：1 月 11 日（月・祝） 午後２時～４時
内 容：
【テーマ】
「縄文時代後期における海と山の集落」テーマ
に沿って、スライドと資料を用いてわかりやすく解説し
ます。
定 員：260 名(応募多数の場合は抽選)
会 場：かながわ県民センター2 階ホール
申込方法：往復はがき(講座名・住所・氏名・電話番号を記載)
申込期限：12 月 14 日（月）必着
申込先：県埋蔵文化財センター
〒232-0033 横浜市南区中村町 3-191-1
※詳細は HP をご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6656/

講座名：「鎌倉からはじまった。PART3」展 館長トーク
日 時：1 月 24 日（日） 午後 2 時～3 時
内 容：1 月 31 日に最後の展覧会が終了する鎌倉館で、当館館
長の水沢勉によるトークを開催。中庭などでお話します
ので、暖かい服装でお越し下さい。
会 場：神奈川県立近代美術館 鎌倉
申込方法：申込不要、参加無料（当日観覧券が必要です）
問合せ先：神奈川県立近代美術館 鎌倉
〒248-0005 鎌倉市雪ノ下 2-1-53
☎0467-22-5000
http://www.moma.pref.kanagawa.jp

神奈川県立近代美術館 葉山より

神奈川県立近代美術館 葉山より

講座名：
「若林奮 飛葉と振動」展クロス・トーク
日 時：12 月 23 日（水･祝） 午後 2 時～3 時
内 容：戦後日本を代表する彫刻家若林奮の展覧会「若林奮 飛
葉と振動」の関連企画として、ゲストに美術家の山口啓
介氏をお迎えし、ゲスト×館長のクロス・トークを開催。
会 場：神奈川県立近代美術館 葉山 展示室
申込方法：申込不要、参加無料（当日観覧券が必要です）
問合せ先：神奈川県立近代美術館 葉山
〒240-0111 三浦郡葉山町一色 2208-1
☎046-875-2800
http://www.moma.pref.kanagawa.jp

講座名：
「ヘレン・シャルフベック」展ゲスト・トーク
日 時：2 月 6 日（土） 午後 2 時～3 時
内 容：フィンランドの女性画家の展覧会「ヘレン・シャルフベ
ック―魂のまなざし」展関連企画としてゲスト・トーク
を開催。講師は東京藝術大学准教授の佐藤直樹氏です。
会 場：神奈川県立近代美術館 葉山 展示室
申込方法：申込不要、参加無料（当日観覧券が必要です）
問合せ先：神奈川県立近代美術館 葉山
〒240-0111 三浦郡葉山町一色 2208-1
☎046-875-2800
http://www.moma.pref.kanagawa.jp

神奈川県立生命の星・地球博物館より

神奈川県立生命の星・地球博物館より

講座名：博物館ボランティア入門講座
日 時：2 月 7 日(日)～21 日(日)
内 容：当館でボランティア活動を希望される方のための講座で
す。初日の全体講義のあと、分野ごとにボランティア活
動の体験や研修を行います。募集分野などの詳細はＨＰ
をご覧いただくかお問い合わせください。
会 場：神奈川県立生命の星・地球博物館
申込方法：ＨＰ(申し込みフォーム)または往復はがき
申込期限：1 月 19 日(火) (消印有効)
申込先：神奈川県立生命の星・地球博物館 企画普及課
〒250-0031 小田原市入生田 499 ☎0465-21-1515
http://nh.kanagawa-museum.jp/

講座名：早春の地形地質観察会（野外観察）
日 時：3 月 6 日(日) 午前 10 時～午後 3 時 雨天中止
内 容：市街地に見られる原地形の痕跡を探りながら、大地の生
い立ちについて考えていきます。対象は小学４年生～大
人、教員で定員は 40 名です。
会 場：川崎市街地（川崎市）
申込方法：ＨＰ(申し込みフォーム)または往復はがき
申込期限：2 月 16 日(火) (消印有効)
申込先：神奈川県立生命の星・地球博物館 企画普及課
〒250-0031 小田原市入生田 499 ☎0465-21-1515
http://nh.kanagawa-museum.jp/

４面

講座・イベント情報ベスト３
第１位

生涯学習情報

ヒット数ランキング
（８月～１１月分）

（１２月までに開催・申込みが終了している
情報は除く）

講座名：国際カルチャーセンター受講生募集「中国語基礎講座（入門・初級）
」

開 催 日：主として４月、７月、１０月、１月に開講 詳しくはホームページをご覧ください。
申込期間：随時（9:00～電話にて受付中）
問合せ・申込み：国際カルチャーセンター ☎045-263-6888
第２位

講座名：鎌倉女子大学生涯学習センター

後期講座（全 15 講座）

開 催 日：講座毎に異なります。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
申込期間：
（同上）http://www.kamakura-u.ac.jp/houjin/syougai/index.html
問合せ・申込み：鎌倉女子大学生涯学習センター ☎0467-44-2287
このランキングは「PLANET かながわ」で
検索された回数を基に作成しております。
http://www.planet.pref.kanagawa.jp
/kouza.html

第３位

講座名：エンジョイ・ゴルフ（スキルアップ） 水曜ｸﾗｽ

開 催 日：1/6、1/13、1/20、1/27、2/17、3/2
申込期間：申込中 8/24 (月）～（要パンフレット請求）
問合せ・申込み：東洋英和女学院大学 生涯学習センター

おでかけ情報ベスト３

施設情報ベスト３
第１位

☎045-922-9707

第１位

開成町民プール

於万の方と清源院

場
所：〒258-0026 開成町延沢 767
交通機関：小田急線新松田駅より箱根登山バス関本行「四ツ角」下車
問 合 せ ：開成町自治活動応援課 ☎0465-84-0315

場
所：〒244-0003 戸塚町 4907
交通機関：JR 戸塚駅西口下車徒歩 10 分
問 合 せ ：戸塚区生涯学習支援センター ☎045-866-8419

第２位

第２位

松田町民文化センター

影取池と鉄砲宿伝説

場
所：〒258-0003 松田町松田惣領 2078
交通機関：JR 御殿場線松田駅, 小田急線新松田駅下車徒歩５分
問 合 せ ：松田町民文化センター ☎0465-83-7021

場
所：〒245-0064 影取町，東俣野町にまたがる
交通機関：JR 戸塚駅西口下車神奈中バス藤沢行バス停「鉄砲宿」下車
問 合 せ ：戸塚区生涯学習支援センター ☎045-866-8419

第３位

第３位

小出暫定スポーツ広場

場
所：〒253-0006 茅ヶ崎市堤 427
交通機関：JR 茅ヶ崎駅北口からバス湘南ライフタウン行「堤羽根沢」下車
問 合 せ ：茅ヶ崎市総合体育館 ☎0467-82-7175

テプコプラザ横浜

場
所：〒220-0011 西区高島 2-18-1 横浜そごう 9 階
交通機関：横浜駅東口より徒歩 2 分
問 合 せ ：テプコプラザ横浜 ☎045-465-2054

生涯学習サポートコーナーでは大学関連の資料を配架しています。
相談員との学習相談やインターネットによる検索もご利用いただけます。
【公開講座】誰でも気軽に受講できるのでおすすめです。無料講座もあります。専門
性の高いものから身近なものまで多彩な科目が用意されています。
【放送大学】テレビ・ラジオ・インターネット配信で学べます。最近は、多くの科目
でスマートフォンやタブレットでの視聴も可能となっています。
専門性の高いものから身近なものまで多彩な科目が用意されています。
【通信教育】印刷教材による学習に加え、インターネット等のメディアを利用した学

生涯学習サポートコーナー
お知らせ＆おすすめ
（１月～３月分）

習が可能な大学もあります。
専門性の高いものから身近なものまで多彩な科目が用意されています。
【その他】 大学の正規授業の一部を履修できる「科目等履修生」や「聴講生」制度、
「女のための再就職支援プログラム」等を用意している大学もあり、様々な形の学びが可能となっています。

「相談員のおすすめコーナー」では、毎月展示内容を変え、皆さんに
おすすめの情報を提供しています。
（今後の予定は以下のとおりです）
【１月】

行こう！美術館・博物館

【２月】
【３月】

答申・報告に見る神奈川の社会教育・生涯学習
歴史をひもとく散歩道

お問合せ：県立図書館生涯学習サポートコーナー ☎045-263-5920

http://www.planet.pref.kanagawa.jp/riyou/riyou.htm

