
主催   茨城県水戸生涯学習センター

まなび

つながり

活かす
平成27年11月１日（日）～11月20日（金）平成27年11月１日（日）～11月20日（金）

1 参加申込希望者情報

2 記入・送信に際しての注意事項

3 その他

【備考】

（ＦＡＸ申込用紙）

【送 付 先】茨城県水戸生涯学習センター　企画振興課　行
【FAX番号】029-228-1633

申込期間

 （1）　記入に際しては，前記吹出枠中の文章に準じて御記入ください。
 （2）　６名以上の申込みの際は，本申込み用紙を複製してお使いください。なお，送信の際には１枚目と２枚目が分かるように備考欄に
その旨等御記入の上，連続して送信してください。

　定員に達し申込終了となった場合には，担当より後日その旨御連絡をさしあげる場合がございます。応募状況等は水戸生涯学習セン
ターWebページ（URL=http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/），水戸生涯学習センターFacebook等で最新の情報を御確認ください。

代表者
等

フ リ ガ ナ

氏　 名
所属・役職等
（学生の場合は学年）

連絡先電話番号 テーマ別フォーラム
希望分科会

第1　第2

第3　第4

第1　第2

第3　第4

第1　第2

第3　第4

第1　第2

第3　第4

第1　第2

第3　第4

所属や役職がある場合
には御記入ください。

当日等連絡がとれる電話番号
を御記入ください。

参加希望の分科会
１つを○で囲んで
ください。氏名，フリガナを御記入ください。

代表者がいる場合には○印を御記入ください。

FAX用紙
（　）枚目中
（　）枚目

日  時 平成27年11月28日（土）

会  場

9：00
9：30

13:50
14:00

16:40

9：00
9：30

13:50
14:00

16:40

開場
テーマ別フォーラム
第１分科会「魅力ある地域をめざして，
　　　　　　　 地域おこしは誰がやる？」
第２分科会「地域で活躍するための
　　　　　　　 　　  ネットワークづくり」
第３分科会「若者を取り巻くボランティア事情」   
第４分科会「おやじ座談会」
全体会開会
全体会　ポスターワークショップ

閉会

トータル・コーディネーター

茨城大学人文学部 　
教授 　伊藤　哲司 氏
　　　　　 （博士（心理学））

事業協力　茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）

茨城県水戸生涯学習センター
（水戸市三の丸1-5-38　茨城県三の丸庁舎３階）

参加無料参加無料
事前予約

各分科会先
着順
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検索検索水戸生涯学習センター

平成27年11月１日（日）～11月20日（金）
9:00～21:00
※月曜日（月曜日が祝日の場合にはその翌日）の休所日を除く

申込期間

電 話
F A X
Web
Facebook

参加申込方法

◆申込みの際に，①希望分科会 ②氏名（複数申込みの場合には代表
者氏名）　③所属　④連絡先電話番号　等をお聞きします。

※駐車場は混雑が予想されるため，御来場の際はできるだけ公共交通機関を御利用ください。（水戸
市三の丸臨時庁舎駐車場，茨城県立図書館駐車場は御利用できません。）

詳しくは で検索

029-228-1313
029-228-1633
http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/
https://www.facebook.com/mitoshougai

お申し込みは

で！！
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15みなさんの活動等を参加者に紹介したい場合には，資料等（チラシ・ポスター）御用意の上御参加ください！
（当日資料等を置く場所を設ける予定です。部数等は各自にお任せいたします。）

第１分科会 会場：大好きいばらき交流サルーン ２階

魅力ある地域をめざして，
　　　　　地域おこしは誰がやる？
魅力ある地域をめざして，
　　　　　地域おこしは誰がやる？
～５年後の地域を考える～
地域活性化を目的に総務省がはじめた「地域おこし協力
隊」。茨城県内では県と６市町村で26人が活動をしていま
す。「地域おこし協力隊」の活動事例をとおして，参加者が自
らの活動を振り返るとともに，ゆるやかなつながりの中か
ら新たな実践のヒントを見つけ，５年後の地域の姿につい
て共に考えていきましょう。

ゲストトーカー　　　　  地域おこし協力隊
メインファシリテーター　　寺子屋サルーンメイツ　岡崎　靖 氏
グループファシリテーター　寺子屋サルーンメイツ
共催：大好きいばらき県民会議

【日程】
  9:30　オープニング
  9:40　「地域おこし協力隊」の活動紹介
10:40　ワールドカフェ
11:40　クロージング（ふりかえり）

第２分科会 会場：中講座室 ３階

地域で活躍するためのネットワークづくり地域で活躍するためのネットワークづくり
～学習成果の活用～
地域社会は都市化と過疎化が進み,地域行事の減少,地域
意識の希薄化などにより地縁的なコミュニティとしての機
能が衰退していると言われています。そこで,地域住民の活
性化や地域づくりを進めるために,生涯学習により育成さ
れた人々の学習成果を活用できる場,活動に必要な力を活
かすためのネットワークづくりをします。みんなで活動の場
をつくり,ネットワークの輪を広げていきましょう。

コーディネーター（第２部ファシリテーター）
　鉾田市立野友小学校 校長　長谷川　馨 氏
   （元 茨城県水戸生涯学習センター 社会教育主事）
シンポジスト
　学習成果活用促進事業あたご塾　講師　白田　恵美子 氏
　　  　　　　同   上　　  　　　　  　 立柳　幸子 氏
　茨城県水戸生涯学習センター　生涯学習推進員　島　千代

【日程】
  9:30　開会式
  9:35　第１部　シンポジウム
 　　　　・現状と課題
 　　　　・今後の展望
10:30　第２部　ワークショップ
　　　　 「ネットワークづくり」
　　　　 　　　ワールドカフェをとおして

第３分科会 会場：共用会議室A ３階

若者を取り巻くボランティア事情若者を取り巻くボランティア事情
～若者だから生み出せた！～
「ボランティア活動をしたい。」「何をすればいいの？」「その
活動それで満足？」「やらされてる感はない？」など，出逢
い・経験・成長の３つの過程を感じながら，現状を見聞きし
てみる機会です。「何がやれるか？」「何をすべきか！」につ
いて，ヤングボランティアの活動事例をもとに，若者のボラ
ンティア活動への理解と，よりよい活動をするための手だ
てを皆さんと考えていきましょう。

コーディネーター
　茨城県立取手第一高等学校　教諭　大滝　修 氏

【日程】
  9:30　開会式　
  9:35　アイスブレイク
  9:45　「ボランティアを考えてみよう」
10:00　事例発表
　　　　ヤングボランティア活動報告等　
10:30　ワールドカフェ
　　　　「よりよい活動をしていくために」　
11:35　全体ふりかえり

第４分科会 会場：小講座室 ３階

 おやじ座談会 おやじ座談会
～おやじの会のネットワーク化と活性化策～
「おやじの会を活性化したい！」「おやじの会をつくりたい！」
「おやじの会の役員になったけれど・・・」「培ったノウハウを
役立てたい！！」など，おやじの会についてあれこれ話して
みませんか？
いろいろな視点から「おやじの会」について考え，語り，つ
ながる機会にしていきましょう。

講師等
コーディネーター 
   「無所属おやじ」の会　会長　篠崎　信一 氏
ファシリテーター 
　地域を育むおやじ力ネットワーク化促進事業
　　　　　　　　　　　　　　　連絡協議会員  等

【日程】
  9:30　開会式　
  9:40　第１部　
　　　　・自己紹介，情報交換　等
10:40　第２部
　　　　・おやじの会の行事について（企画等），
　　　　　　　　　　　　　　　　企画報告会  等

学習の成果を活用した「新しい公共」を担

う人材の育成など、生涯学習を通じた新し

い「地域づくり」「社会づくり」「人づくり」に

ついて研究協議等を行うとともに、継続的

な取組のための関係者のネットワークづ

くりを推進するものです。

テーマ別フォーラム9：30～11：45

全体会　ポスターワークショップ13：50～16：40

関する意見や質問を投稿しよう！

Twitter
#nwf2015みとで，第１分科会のテーマに

学習の成果を活用した「新しい公共」を担

う人材の育成など 生涯学習を通じた新し

ネットワークフォーラム
とは…

午前中の分科会の
内容を全体で
シェアします。
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