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�想いをつな�語り場キャラバン ��～��
【想いをつなぐ語り場キャラバン
5月〜9月 県内２４箇所で開催�
県内24箇所で開催】
地域の若者（２０代～３０代）を中心に、自分達のまちの魅力や特色について話し合い、その話し合
いの内容を次につなげていく「語り場キャラバン」を県内２４箇所で開催しました。
総勢３４８名の若者に参加していただき、熱く想いを語っていただきました。
○地区毎の詳細（開催日、開催地）
5/22
田舎館村

5/24
佐井村

5/30
十和田市

7/12
大間町

7/18
平内町

7/24
平川市

6/5
藤崎町

6/7
八戸市

6/12
青森市

6/14
板柳町

6/19
七戸町

6/26
鶴田町

6/28
五戸町

7/4
つがる市

7/11
東北町

7/26
8/2
むつ市大畑地区 三沢市

8/21
蓬田村

8/23
弘前市

8/30
むつ市

9/13
南部町

9/19
五所川原市

9/25
外ヶ浜町

9/27
三戸町

○参加者の声
東青地区：人のつながりやプラスもマイナスもひっくるめての自然を、うまくＰＲしていくべき。
西北地区：イベントは、とにかく続けることが大事。やれる範囲で続けていきたい。
中南地区：津軽弁を絶やさぬよう、若い世代とお年寄り世代が交流し、話す機会を作りたい。
上北地区：魅力は各地に色々ある。まずは地域でまとまり、上北地区全域が連携することが大事。
下北地区：若者がアイディアを出し合い、新しい企画を通して、下北全体の活性化を図りたい。
三八地区：祭りや食べもののＰＲは、やはり外に向けにもっと情報発信すべきだ。

�つながり��住民会議 11月〜12月
11 �～12 � 県内６地区で開催】
県内�地区で開催�
【つながり創造住民会議
語り場キャラバンで浮かび上がった地域課題や、若者が考えた解決策を基に、参加対象を地域住民全
体に広げ、県内 6 地区で開催しました。前半は住民協働のあり方や地域の連携についての講義、後半の
演習では、参加した老若男女の地域住民が、和やかな雰囲気の中で交流しながら、熱く自分たちのふる
さとの良さを語り合うことができ、参加者それぞれが、改めて地域を見つめ直す貴重な場となりました。
○地区毎の詳細（開催日、開催地、のべ 265 名）
11/20
中 南
田舎館村

11/27
三 八
三戸町

12/5
下 北
佐井村

12/12
上 北
東北町

12/18
東 青
平内町

12/26
西 北
板柳町

○参加者の声
「様々な地域や年代の人たちと交流し、話し合いをする場は、貴重な機会だった。
」
「頭で考えるだけでなく、話し合う（意見を出し合う）ことの大事さを痛感した。
」
「当たり前のように生活していたが、これから少し周りを見渡してみたい。
」
「地域の良い所と課題が見えてきて、こういう会議は大事だと思った。
」
「若者たちの意見がすばらしいと思った。
」

青森県総合社会教育センター

環状バイパス

県立図書館

サンロード青森店
イトーヨーカドー青森店
農協会館 県営スケート場
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国道4号

至浅虫

講演会、セミナー、各種講座・講習会、イベント情報などが満載です！

国道7号

中央大橋

検索

至弘前

県立美術館

総合社会教育センター

観光物産館アスパム
県庁

至弘前

〒030ｰ0111 青森市荒川字藤戸119−7 TEL 017ｰ739ｰ1252 FAX 017ｰ739ｰ1279
ホームページ http://www.alis.pref.aomori.lg.jp/

青森駅
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キャリア教育を支援する

～企業編～
県教育委員会では、子どもたちのキャリア教育を推進するため、学校と企業等を結ぶ仕組みづくりを総合的
に進めていく「夢を育む青森県教育支援プラットフォーム」事業を展開しています。
「我が社は学校教育サポーター」は、将来を担う子どもたちの夢を育むために、企業等ができる様々なメニュ
ーを学校教育に活用するための支援可能な企業等のプログラムバンクのことです。
前号（所報９４号）では、
「我が社は学校教育サポーター」の利用について～学校編～を紹介しました。今回
は、企業編を紹介します。

「我が社は学校教育サポーター」登録の�れ
企業等のメリット

学校か�のニー�

���の一員として社会��したい。
�企業の�メージ、�名�を上�たい。
�社員�会社��の���ー��ンを上�たい。
���の学校と��りをもちたい。

����学�����の��入れ企業が
�つか�ない。
��業に�ッ�した企業の�を��ト��
ー�ャーとして�している。

�くの企業は、�～���前ま
での��みを��でいます。

登録��は、��の��です。

����������������������������������

我が社は学校教育サポーター

検索

�����������������������������。

ステップ１

登録票に企業名等を記入します。
（一部ホームページにそのまま掲載され
ます。）

○「当社ができること」欄には、企業として「どんな支援ができるのか」が学校側に伝わるように詳しく書
いていただきます。
○記入する情報（ホームページに記載される部分以外）については、学校等から問い合わせがあった場合に
事務局が使用します。

ステップ２

必要事項を確認の上、メールか FAX で事務局まで送付します。

○事務局は、登録票を受け取った後、受領確認の連絡をします。また、ホームページに
掲載した場合は、再度、掲載のお知らせと登録内容の確認のために連絡をします。
○「我が社は学校教育サポーター」登録企業等には、後日、登録証とステッカーを送付
します。

（教育活動支援課）
電話：017-739-1270 FAX：017-739-1279
E-mail E-SHAKYO@pref.aomori.lg.jp
【ステッカー】
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【登録証】
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絆でつながる家庭教育支援セミナーは、地域課題を解決していけるような地域密着型の「家庭教
育支援者」を育成するための講座です。内容は、受講生が各地区８回の講座を通して、家庭教育支
援のための企画やプログラムを考え、実践するものです。今年度は西北地区（鰺ヶ沢町・つがる市）
・
下北地区（むつ市大畑地区・大間町）で実践活動を行いました。

家庭教育支援基礎講座

プログラムづくり講座

基礎スキルアップ講座

共通スキルアップ講座

【各地区の実践活動プログラムの紹介】

「AKB15 遊ぼうよ・家族
で・ブナの森」
（鰺ヶ沢町：
わらはんど to hand（鰺ヶ
沢町家庭教育支援隊）
）

「踊って、笑って、楽しく
ダンス〜レディガガでレ
ッ ツ ダ ン ス 〜 」（ つ が る
市：つがる絆プロジェク
ト）

「イカす親子のイカす休日」
〜遊んで・学んで・イカカレ
ー〜（むつ市大畑地区：ヒバ
っ子応援隊）

「大間を知ってるぜぇ
〜！あたりまえ探検隊」
（大間町：Oo!maＳai）

平成２５年度は、中南・三八地区で講座を行う予定です。家庭教育支援活動を行っている方、家庭教育
支援担当者、地域の家庭教育支援に興味・関心のあるみなさんの参加をお待ちしています！！

本セミナーは、地域ぐるみで子どもたちを育む意識や主体的な取組を啓発し、学校と地域の協働を推進
する人材や子どもの育成に関わる活動実践者を養成するための研修会です。６月中旬の下北地区を皮切り
に、県内６地区で研修会を実施し、９月にはキャリア教育をテーマにした公開講演を開催しました。
のべ３４５名の方々が受講し、「自分の役割が理解でき、今後の活動のヒントを得た。」「地域ぐるみで
子どもを育む意義が分かった。自分でできることから始めたい。
」などの感想が寄せられました。

講義「学校を中心とした
グループワーク
地域作り」 「学校支援活動の課題」

演習
実習「ブックスタンド作り」
「本の選書とブックトーク」
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中央研修・初任者研修は県総合社会教育センターで、地区研修は県内 6 地区で開催しました。

「食文化が地域文化をつくる」
フリーランスルポライター
斎藤 博之 氏

「教育メディアの活用、
コンピュータの実技」
県総合社会教育センター職員

下北
地区

「地域の教育力の向上、
『新しい公共』
の形成に向けて」
札幌国際大学スポーツ人間学部
准教授 佐久間 章 氏

「Ｂ級ご当地グルメで
地域を売り込む」
八戸せんべい汁研究所
事務局長 木村 聡 氏

上北
中南
西北
地区

｢ラビアンローズ｣
〜バラ色の人生を〜」
十和田バラ焼ゼミナール
舌校長 畑中 宏之 氏

「地域づくりを目指す NPO の
取り組みについて」
あおもり NPO サポートセンター
理事

小山内

誠

氏

東青
三八
地区

「地域力を創造する！〜地域の魅力を
生かした社会教育の推進〜」
盛岡大学法人本部経理部
部長 小田 隆博 氏

「住民の学びを活性化し、社会
参加活動を推進するために」
岩手大学教育学部
教授

新妻

二男

氏

「業務遂行の基礎的な知識・技
能の習得知識・技能の習得」
県教育庁生涯学習課職員
県総合社会教育センター職員

当塾は、新たな活動者の発掘と育成、仲間づくりの促進やつながりの形成・強化を目指す人材育成事業です。
２年間をかけてじっくり地域活性への手法を学べること、講座開催地（各年移動）を絞ることで共通の課題・
目標を持つ塾生が集い、交流をもてることが特徴です。
平成２４年度は県南地方にて講座を開催しており、地域活性化活動の基礎理論や、効果的なちらし作成など
の実践的な手法を学んでいます。
平成２５年度は、津軽地方にて開催予定です。興味・関心のある県民の皆さんの参加をお待ちしています。

公開講座・宮コンから
地域づくりを学ぶ

魅力あふれる講師陣
「超神ネイガー」海老名 保 氏

就学前児童から高校生までの子どもをもつ親や
家族対象の寄り添い型「家庭教育相談」です。

電話相談 ０１７−７３９−０１０１
火・木曜日 13:00〜16:00 （祝日・年末年始を除く）
メール相談 ２４時間受付
センターＨＰの「家庭教育相談」をクリック

子育てのヒントがわかる「子育て応援番組」です。

内容
① 「母と三姉妹」あいさつを大切にして、親子のコ
ミュニケーションをはかっています。
② 「リンゴ農家の家族」「家庭は家の土台」
、基礎が
しっかりしていれば、何があっても大丈夫。 という
思いで子育てをしています。

★センターＨＰ「家庭教育相談」をクリック☜
http://kosodate-a.net/

誰 もが手に 取るチラ シ作
りを学ぶ

塾生自ら企画した「町歩き」
で地域の財産再発見

主な業務内容
研修室使用受付
学習機会情報､人材情報､団体･サークルの情報
視聴覚教材（DVD･ビデオ･16ｍｍフィルム）貸出等
ボランティア等社会参加活動の相談受付
指定管理においては、あおもり県民カレッジ
運営業務や総合社会教育センターの総合窓口を
担当しております。
開所時間 午前９時〜午後６時
（研修室は午後９時まで使用可）
休 所 日 毎月第４月曜日、
年末年始（12/29〜12/31、1/1〜1/3）
電話 ０１７−７３９−１２５１（代表）
ファクシミリ ０１７−７３９−２５７０
「この印刷物は 2,500 部作成し、印刷経費は１部当たり 29 円 40 銭です」
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