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※各事項は、平成19年10月31日現在の予定です。
※イベントの開催日時等は変更される場合がありますのでご了承ください。
　詳しくは各イベントの問合せ先にご連絡ください。
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開　　催　　日 イ　ベ　ン　ト　名 区 開　催　場　所 内　　　　容 問　合　せ　先

12月1日（土）～9日（日） 安芸地区文化交流作品展 安
芸

安芸区民文化センター
ほか

安芸地区（安芸区、海田町、坂町、府中町）の住民の方から出
展された文化作品の展覧会

安芸区民文化センター
082-824-1330

12月8日（土）～1月27日（日） イリヤ＆エミリア・カバコフ
世界図鑑―絵本と原画― 南現代美術館 ロシアを代表するアーチストの一人である

イリヤ・カバコフの作品展
現代美術館
082-264-1121

12月8日（土）～1月31日（木） 西野達展 南現代美術館 西野達の新作インスタレーションを美術館の内外で展開 現代美術館
082-264-1121

12月8日（土） 平和大通り青空ギャラリー 西平和大通り
（西区役所前緑地帯） 区民による作品展示など 西区役所区政振興課

082-532-0927

12月19日（水）～
12月23日（日） 安佐南区民作品展 安

南
安佐南区民文化センター・
ロビーギャラリー

区内に在住、通勤、通学、または創作活動をしている方を対象
とした絵画・書・写真・手工芸・彫刻等の作品展

安佐南区民文化センター
082-879-3060

1月29日（火）～2月3日（日） 西区民作品展 西西区民文化センター 西区内に在住または通勤・通学の人を対象とした区民作品展 西区民文化センター
082-234-1960

2月2日（土）、3日（日） 地場産業展
（西区民文化センターまつり） 西西区民文化センター 地元の特色ある企業の展示会 西区役所区政振興課

082-532-0927

2月15日（金）～17日（日） 中区民作品展 中アステールプラザ
市民ギャラリー 「一般」部門、「中区の魅力紹介」部門 中区役所区政振興課

082-504-2546

2月16日（土）～4月13日（日） シェルター展（仮称） 南現代美術館 シェルターをキーワードにデザイン、建築、現代美術の作品、そ
して写真によるドキュメントなどを紹介

現代美術館
082-264-1121

 体験・学習
12月1日（土）～2日（日） 家族ふれあいキャンプ 南似島臨海少年自然の家

対象：子どもとその家族　募集人員：60名
内容：自然体験、野外炊飯、クラフトなど
（11月15日から受付）

似島臨海少年自然の家
082-259-2766

12月2日（日） しいたけ栽培講習会 東森林公園
林業体験広場 しいたけの栽培方法の学習と植菌の実習 森林公園

082-899-8241

12月8日（土）、9日（日） うしずクリエイティブクラブ 安
北青少年野外活動センター 対象：小学校4年生～中学生

ネイチャークラフト
青少年野外活動センター
082-835-1444

12月13日（木）、16（日） 炭焼き講習会 東森林公園 炭焼きの学習と実習 森林公園
082-899-8241

12月15（土）、1月19（土）、
2月16（土）、3月15日（土） 余暇生活のススメ大相談会 東二葉公民館 余暇に関する相談に専門家がアドバイスし、自分らしい生きが

い発見のお手伝いをします
二葉公民館
082-262-4430

12月25日（火）～27日（木） あつまれ似島 南似島臨海少年自然の家
対象：小学校4年生～中学生　募集人員：未定
内容：自然体験、野外炊飯、クラフトなど
（11月15日から受付）

似島臨海少年自然の家
082-259-2766

1月5日（土）～3月2日（日） まゆ玉細工コンテスト 東森林公園
こんちゅう館

カイコの繭を使って、自由に作品を作ってもらいます
優秀作品には賞品あり

森林公園
082-899-8241

1月12日（土） 新春放談「飛鳥美人なに想ふ
～装・飾・美をさぐる～」 中アステールプラザ中ホール

遺跡からの出土品等を題材に、古代の広島人が求めた「美し
さ」について探るシンポジウム。基調講演は今話題の奈良・高
松塚古墳壁画にみる古代の服飾について

広島市文化財団文化財課
082-568-6511

1月19日（土）、2月16日（土） ドキドキ似島自然体験 南似島臨海少年自然の家
対象：小学校とその家族　募集人員：各60名
内容：自然体験活動など（1月19日開催分は12月15日から受付）
（2月16日開催分は1月15日から受付）

似島臨海少年自然の家
082-259-2766

2月3日（日）
9：00～15：00 「武田山・馬返し」の整備 安

南
武田山・馬返し
（集合場所は
武田山憩いの森）

武田山の中腹にあり銀山城跡の一部でもある「馬返し」「御門
跡」「千畳敷」の景観を良くするため、雑木等の除伐作業を実
施。一緒に里山の保全活動をしてみませんか。雨天中止

プロジェクト武田山事務局（祇園町商工
会内）
082-875-3476

3月1日（土）、2日（日） うしずチャレンジクラブ 安
北青少年野外活動センター 対象：小学校1年生～3年生

ウオークラリー、レクリエーション、協力して料理
青少年野外活動センター
082-835-1444

3月9日（日） 家族初心者投げ釣り大会 南似島臨海少年自然の家
対象：釣り初心者家族　募集人員：100名
内容：釣り講習会、釣り大会、コンテスト
（2月15日から受付）

似島臨海少年自然の家
082-259-2766

3月20日（祝） 親子動物教室 安
北安佐動物公園 対象：小学校1年生～3年生と保護者

動物とのふれあい体験や動物舎見学
安佐動物公園
082-838-1111

1月26日（土）～27日（日）
（1泊2日） 三滝自然ファミリーランド 西三滝少年自然の家

対象：家族
三滝の自然の中で家族で過ごし、野外での遊びや観察を楽し
みます（要参加費）

三滝少年自然の家
082-238-6301

 街並み散策・ウオーキング
12月8日（土） 古瀬先生と行く　広島歴史探訪

バスツアー　古代遺跡の世界 東JR広島駅新幹線口集合
国史跡である中小田古墳群や県史跡の西願寺墳墓群など広
島地域で見どころの古代遺跡を、専門家の解説を交えて楽し
く見学

広島市文化財団文化財課
082-568-6511

1月19日（土） まちづくり交流ウオーク 南仁保～旭町 広島市内の史跡や名勝等を案内しながらまちめぐりを行う 広島市観光アシスタント協会
082‐881‐0877

2月16日（土） まちづくり交流ウオーク 南旭町～楠那 広島市内の史跡や名勝等を案内しながらまちめぐりを行う 広島市観光アシスタント協会
082‐881‐0877

3月15日（土） まちづくり交流ウオーク 中平和通り東 広島市内の史跡や名勝等を案内しながらまちめぐりを行う 広島市観光アシスタント協会
082‐881‐0877

3月開催予定 西国街道ぶらり旅 西己斐・古江・草津地区 ボランティアガイドの案内で西国街道ルートのまちあるき 西区役所区政振興課
082-532-0927

 山歩き・自然観察
12月9日（日）
10：00～13：30 武田山広島市民登山会 安

南
武田山
（集合場所は、JR下祇園
駅前、武田山憩いの森）

ガイドボランティアと一緒に憩いの森から史跡をたどりながら、
武田山の史跡と眺望を楽しむ登山会。雨天中止。定員50名

プロジェクト武田山事務局（祇園町商工
会内）
082-875-3476

開　　催　　日 イ　ベ　ン　ト　名 区 開　催　場　所 内　　　　容 問　合　せ　先

 地域の祭・イベント
11月23日（祝）～
12月24日（祝）の土・日・祝 クリスマス標本プレゼント 東森林公園

こんちゅう館
クリスマスに向けての楽しい抽選会
ビッグな昆虫標本が当たるかも！

森林公園
082-899-8241

12月1日（土）、1月5日（土）、
2月2日（土）、3月1日（土）

ウルトラC級市場で
逢いましょう 南広島駅前愛友市場

ふれあい工房
駅前Cブロック再開発や新球場建設で注目を集めるまちのに
ぎわいづくりのため、団塊世代を中心に“たのしい、おいしい、な
つかしい”交流イベントを毎月第1土曜日に開催

二葉公民館
082-262-4430

12月8日（土）、15日（土）、
22日（土）、23日（日）

花と光のページェント
（クリスマス夜間開園）

佐
伯植物公園 夜間に開園し、イルミネーションなどでクリスマスの雰囲気を楽

しんでもらう
植物公園
082-922-3600

12月9日（日） 広島市心身障害者
福祉センター07文化祭 東心身障害者福祉センター センター利用者によるパフォーマンス・作品展示・模擬店・様々

な体験コーナー
心身障害者福祉センター
082-261-2333
082-261-7789（FAX）

12月15日（土）～27日（木） 瀬野川イルミネーション 安
芸

ほことり広場
（安芸区中野五丁目）

瀬野川河川敷において賑わいと憩いの水辺空間“水と光のコ
ラボレーション”を創出（15日は17時から点灯式を行います）

安芸区役所区政振興課
082-821-4905

12月22日（土） わいわいこどもまつり 西西区民文化センター
大広間

幼児・小学生以上を対象としたおはなし会
パネルシアターやエプロンシアターなど

西区図書館
082-234-1970

12月下旬 クリスマス電車 中広島電鉄　市内線 装飾した電車の非営業運行
サンタクロースによるお菓子のプレゼント配布

広島電鉄　電車カンパニー
082‐242‐3551

1月2日（水）、3日（木） 新春子どももちつき大会 安
北安佐動物公園 子どもも大人も参加できるもちつき大会

2日はイノシシからネズミへ干支の引渡し式も
安佐動物公園
082-838-1111

1月13日（日） 森のたこあげ大会 東森林公園
芝生広場

①手作り凧デザインコンテスト
②凧上げ競争　（手作りの部、市販の部があります）

森林公園
082-899-8241

1月20日（日） ひろしま男子駅伝応援イベント 佐
伯

広電楽々園駅前からマダム
ジョイやしの木広場付近

大型モニターによる観戦・応援、地域団体による出店、
各県人会によるPRなど

楽々園街づくり協議会
082-924-7600

2月2日（土）～11日（祝） 春をよぶランらんまつり 佐
伯植物公園 シンビディウム、デンドロビウムなどランを大規模に飾るととも

に、ランに関する様々な関連イベントを開催
植物公園
082-922-3600

2月10日（日） 第15回南の風EBAあそび 中江波山公園 オープニングセレモニー、舞台コーナー、バザーコーナー、
ふれあい交流コーナー、ちびっこ広場、フリーマーケットなど

南の風の街EBAを創る会事務局（大浦）
090-6403-1512

2月17日（日）
10：00～12：00 世界に挑戦 中舟入公民館 海外の料理ともちつき大会 舟入公民館

082-295-5003

2月24日（日） 広島市水産まつり 西水産振興センター かき打ち体験、のりすき体験、魚介類試食・販売など 経済局農林水産部水産担当
082-504-2252

3月2日（日）
10：30～15：00 梅林春こい祭 安

南八木梅林公園
梅の種飛ばし大会、子ども野菜市、富くじ抽選会、もちつき、
もちまき、子ども神楽、竹とんぼ工作教室、各種団体によるバ
ザーなど

梅林春こい祭実行委員会事務局（広島
安佐商工会佐東支所内）
082-877-9352

3月16日（日） 動物と消防の写生大会 安
北安佐動物公園 園内に配置した消防車やはしご車、救急車などと動物を一緒

に描く
安佐動物公園
082-838-1111

 音楽・芸能
12月2日（日） 可部町芸能祭 安

北安佐北区民文化センター 地域で活動している芸能団体による合同発表会 可部町芸能団体連絡協議会（佐藤）
082-814-4813

1月19日（土）、20日（日） あきクラシックコンサート 安
芸安芸区民文化センター 若手音楽家がボランティアで出演する、誰もが気軽に

クラシック音楽に触れ合うコンサート
安芸区民文化センター
082-824-1330

2月2日（土）、3日（日）
9：00～21：00

第11回
南区さざなみフェスティバル 南南区民文化センター

展示、サークル発表会、サークル活動体験コーナー、
バザー、こども劇場
作品展示は1月30日（水）～3月30日（日）

南区民文化センター
082-251-4120

2月2日（土）、3日（日） 西区民文化センターまつり 西西区民文化センター 西区で活動している文化団体の舞台発表、
子ども向けの人形劇、展示バザーなど

西区民文化センター
082-234-1960

2月7日（木）～10日（日） やまなみ文化祭 安
北安佐北区民文化センター 文化サークルによる芸能発表会、美術作品展 安佐北区民文化センター

082‐814‐0370

3月1日（土）、2日（日） ひろしま横川芸術祭 西西区民文化センター 地元アーティストによる芸術祭 西区民文化センター
082-234-1960

3月1日（土）、2日（日） さえき文化と学びのつどい 佐
伯

佐伯区民文化センター
ホールほか

区内の公民館等と共同で開催する芸能発表、ワークショップ、バザー等。
「佐伯区民作品展（美術総合作品展）」も2月29日（金）～3月2日（日）に
開催

佐伯区民文化センター
082-921-7550

3月8日（土）、9日（日） あきクラシックコンサート 安
芸安芸区民文化センター 若手音楽家がボランティアで出演する、誰もが気軽にクラシッ

ク音楽に触れ合うコンサート
安芸区民文化センター
082-824-1330

3月20日（祝） あさきた神楽発表会 安
北安佐北区民文化センター 区内の神楽団体が一堂に会する発表会 安佐北区役所区政振興課

082-819-3905

 展示会・市民ギャラリー
12月1日（土）、2日（日） あさきた文化展 安

北安佐北区民文化センター 区民による作品展 あさきた文化団体連合会（佐々木）
082-814-5648

ひろしま 八区イベントガイド
キラキラと冬から春に輝く楽しい催し大集合

12月 3月
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　広島の冬の風物詩となった「ひろしま男子駅伝」を、家
族や地域のみんなと一緒に観戦しようと、今回も駅伝コー
スの宮島街道（国道２号）沿いにミニ応援広場が登場しま
す。かつて遊園地に来る家族連れでにぎわった街の活気を
取り戻そうと、様々な企画を実行する楽々園街づくり協議
会が中心となって運営する「ひろしま男子駅伝応援イベン
トin楽々園」。メンバーのほとんどは小中学校のPTAも兼
ねる若いお父さんたちで、毎年、全
国区の駅伝大会が目の前で行われて
いるにも関わらず、沿道で応援した
後すぐに家に帰ってしまうことか
ら、何かみんなでひとつになること
ができないか、トップレベルのス
ポーツを子どもたちにライブで見せ

たいとの思いから、三年前に初めて開催されました。
　当日は駅前の通りを歩行者天国にして、観戦用の大型モ
ニターを設置。ぜんざいや甘酒の配布、バザー、各県人会
によるふるさと物産コーナーなどが並び、手づくりフラッ
グでの応援、地元佐伯区の五城太鼓やブラスバンドで子ど
もたちが主役となって沿道を盛り上げます。楽々園街づく
り協議会理事長の木原利己さんは、「ここは３区と５区の

二度応援できる絶好のポイント。み
んなで感動を共有することで、いつ
か自分もここで走ってみたいという
子どもたちの夢につながれば」と思
いを託します。冬の寒さを吹き飛ば
す熱いスポーツ観戦イベントに、家
族で足を運んでみませんか。

開　　催　　日 イ　ベ　ン　ト　名 区 開　催　場　所 内　　　　容 問　合　せ　先

12月25日（火）～27日（木）
2泊3日 三滝自然ワンダーランド 西三滝少年自然の家

対象：小学校4年生～中学生
三滝の持つ自然の魅力を活動に活かし、日頃なかなかできないような自然体
験活動を行い、思い出づくりをしながら人間的な成長を図ります（要参加費）

三滝少年自然の家
082-238-6301

3月1日（土）～2日（日）
1泊2日 三滝自然ワンダーランド 西三滝少年自然の家

対象：小学校3年生～6年生
三滝の持つ自然の魅力を活動に活かし、日頃なかなかできないような自然体
験活動を行い、思い出づくりをしながら人間的な成長を図ります（要参加費）

三滝少年自然の家
082-238-6301

3月23日（日） 白木山散策ハイキング 安
北白木山 白木山を散策しながらのハイキング 安佐北区スポーツセンター

082‐843‐4999

3月開催予定 やまなみハイキング 西三滝～鈴が峰 眺望のよい身近な里山のハイキング 西区役所区政振興課
082-532-0927

 スポーツ
12月2日（日） 第8回

安佐南区民交流駅伝大会
安
南広島広域公園陸上競技場 世代を超えたふれあいの場として、区民誰もが参加できる駅伝

大会
安佐南区役所区政振興課
082-831-4926

12月16日（日）
9：30～11：30 エンジョイ！スケート 東総合屋内プール

対象：中学生以上
スケートの履き方から、基本動作を楽しみながら実践指導をし
ます　　定員/30人　　参加料1000円

総合屋内プール
082-222-1862

1月19日（土）
9：30～11：30 カーリング体験 東総合屋内プール

対象：小学生以上
カーリング競技の基本的知識や実技を指導します
定員/24人　　参加料500円

総合屋内プール
082-222-1862

3月9日（日） ふれあいマラソン大会 安
北

安佐北区スポーツセンター
周辺

2km（ファミリーの部）、3km（小学生、中学生、一般）、
5km（一般）のマラソン大会

安佐北区スポーツセンター
082‐843‐4999

毎年規模が拡大し、昨年は約3000人が熱い声援をおくりました

寒い季節だからこそ、ココロもカラダもホットにしてくれる、まちのイベント花ざかり。
バラエティ豊かなイベントのなかから、チョイスしてご紹介しましょう。

ひろしま男子駅伝応援イベントin楽々園
トップランナーたちへ一緒に熱い声援をおくろう！

佐
伯

焼がきや宮崎地鶏など特産品ブースは
行列ができるほど大人気

地元中学のブラスバンドなど子どもたちの
発表の場にもなっている

ひろしま男子駅伝応援イベントin楽々園
開催日時：１月20日（日）12：00～15：30
開催場所：広電楽々園駅前からマダムジョイやしの木広場付近
アクセス：広電楽々園駅すぐ
主　　催：楽々園街づくり協議会
問合せ先：楽々園街づくり協議会　☎082-924-7600

Information

戦国の昔に、安芸武田氏の山城が築かれ、以来広島市の
発展を見守ってきた安佐南区の武田山。この歴史深い山を
もっと広く広島市民に知ってもらい親しんでもらおうと立
ち上がったプロジェクト武田山。2003年２月の創立以来、
さまざまな活動をおこなっていますが、登山会、フォーラ
ム開催とともに定例として取り組んでいるのが、年に２回
の整備事業です。
武田山を知り、楽しむためには、まずは登山道が整って
ないと、なかなか人が訪れることもありません。そこで、
登山道に沿って、伸びた枝葉を取り払う必要があります。
これを仲間内だけでなく、広く一般に呼びかけてイベント
としておこなうのがこの事業です。登山道のみならず、馬
返しや御門跡、千畳敷などの史跡も対象となります。この
成果として、ほとんど藪におおわれていた馬返しが今では

300坪ほどの平地に復元されました。また、整備していく
なかで、言い伝えられているさまざまな歴史的遺構を発見、
発掘する事業へと拡大していくのも楽しみの一つとなって
います。
身近な歴史遺産を実際に肌で触れながら、当時に思いを

馳せつつ、心地いい汗を流す。地味なイベントですが、最
近では市外からの参加者も増えているのだとか。武田山
ファンの輪は確実に広がっているようです。

「武田山・馬返し」の整備
広島の貴重な歴史遺産の山に触れる

「武田山・馬返し」の整備
開催日時：２月３日（日）9：00～15：00
開催場所：武田山・馬返し（集合場所は武田山憩いの森）
アクセス：JR下祇園駅から歩いて20分
主　　催：プロジェクト武田山
問合せ先：事務局（祇園町商工会内）　☎082-875-3476

Information

たのしい！おいしい！なつかしい！をキャッチフレーズ
に、カープ（Carp）を愛する市民（Citizen）がつくるささや
かな空間（Community）を楽しもう！と再開発が予定され
る「Cブロック」の一角、愛友市場ふれあい工房を舞台に
開催されるイベント。その名もプロジェクトCによる『ウ
ルトラC級市場で逢いましょう』とは、なんとも遊び心いっ
ぱいです。
もともとは、団塊世代の人たちが、自ら楽しめて新しい
生きがいになるような取り組みを、と企画したもので、毎
月第一土曜日に開催されています。
特に中心となるのが市場の新鮮な材料を使った食べ物と
にぎわいを演出する音楽。また、2009年に市場近くの新
球場に本拠地を移す予定のカープを支援しようという気運

も高まっています。Ｃマークに刻んだニンジンをたっぷり
入れたカープスープ（豚汁）や魔球寿司（巻き寿司）など、毎
回趣向を凝らした食べ物は、いずれも大人気です。
ギターなどを伴奏に懐かしの歌をみんなで唄う「うたご

え広場」やカープなつかしの映像など今後も楽しい企画満
載。「駅の近くなのでぜひ立ち寄って欲しい」。市場の熱気
が楽しみなイベントです。

ウルトラC級市場で逢いましょう
Cづくしで愛友市場に昔の活気を呼び込む

“ちんどんや”によるパフォーマンスで市場は大いに盛り上がりました

子どもたちもバトントワリングで参加
七夕の時は「コイする短冊　天までとど
け」でみんなの願いを書き込みました

ウルトラC級市場で逢いましょう
開催予定：12月1日、1月5日、2月2日、3月1日（いずれも土曜日）
 11：00～15：00
開催場所：広島駅前愛友市場ふれあい工房
アクセス：JR広島駅から歩いて3分
主　　催：I♡YOUあの日に帰り隊（プロジェクトＣ）・二葉公民館
問合せ先：二葉公民館　☎082-262-4430

Information

安
南

南

武田山の素晴らしさをたくさんの人に伝えたいですね。プ
ロジェクトメンバーの桑本義弘さん（左）と近藤基隆さん

馬返しの整備。雑草はあっというまに伸
びてしまいます



寒くても青々とした葉を保っていることから、この名が付いたといわれ
る寒葵（かんあおい）。「若々しい」という花言葉のとおり、冬でも
枯れない凛とした風貌には心惹かれるものがあります。私たちもこの
花のように、毎日をハツラツと生きたいものですね。 
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●ホームページ 
http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/
m-plaza/ 
 
●ひろしま情報a-ネット 
http://www.a-net.shimin.city.hiroshima.jp/ 
 
●E-mail 
m-plaza@hitomachi.city.hiroshima.jp 
 
〒730-0036　広島市中区袋町6-36 
TEL:082（545）3911（代表） 
TEL:082（545）3913（施設予約受付専用） 
FAX:082（545）3838

●開館時間 
　 午前9時30分～午後10時 
●休館日 
　毎月第3月曜日、12月29日～1月3日 
●交通アクセス 
　市内電車：「袋町」電停から徒歩約3分 
　バス：「袋町」バス停（広島電鉄・広島バス）
　　　  から徒歩約3分 
　アストラムライン：「本通駅」から徒歩約6分 
※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
ただし、車いす使用者等にご利用いただく駐車場は3台分
用意しています。 

※自転車・バイクの方は、地下の公共駐輪場（有料）をご利
用ください。 

広島市まちづくり市民交流プラザ 

「らしっく情報の森」に載せて欲しい！ という、イベントや募集情報、 

『らしっく』への感想・ご意見などの“声”をお寄せください。 

お寄せいただいた声は次号で紹介する場合があります。 

次号は「3月下旬発行予定」です。4月以降の情報をお待ちしています。 

らしっく編集部 
〒730-0036　広島市中区袋町6-36　まちづくり市民交流プラザ 
TEL:082（545）3911　FAX:082（545）3838 
E-mail:m-plaza@hitomachi.city.hiroshima.jp

お 待 ち し て ま す ！ 『らしっく』18号へお寄せいただいた 
 声をご紹介します。 

・自分が住んでいる町なのに知らないことがたくさんあるのだと気づかされ
ます。もっと広島のことが知りたい、今度行ってみようかなど前向きな気
持ちになります。写真も多くてカラフルで見やすいです。（２０代・女性） 
・「広島を歩こう」の歩いている表紙よかったです。 
あっ、あそこだというように身近に感じました。（５０代・女性） 
・色々な活動をされている方がいらっしゃるのだなぁと思いとても参考に
なります。（３０代・男性） 
・毎号楽しみにしています。今度はどんな情報が掲載されているだろうかと
　ワクワクします。（５０代・男性） 
 

生涯学習相談会 
社会人学生ネットワークきらめき　東　由水枝 

ピック 
アップ 

「生涯学習」というと、「学習＝

勉強」と受け取り「生涯、何かを

勉強し続けていくなんて真っ平

です」と言う人がいます。「勉強」

という言葉は、親や先生から強い

られて、教えられて「学ぶ」という

イメージがあるからでしょう。しかし、

生涯学習は「生涯にわたって、誰でも、いつでも、どこでも」

学ぶことができるのです。ここでいう「学習」には、学校や

それ以外の教育施設、会社などで学んだ経験だけでなく、

個人学習、スポーツ、サークル活動などや人と対話するこ

と、仕事、育児、介護なども含まれます。こうしてみると、生

涯学習がいかに幅広いものかわかります。また、人間の心

は生涯を通じて成長･発達していくものですから、年齢と

は関係なく、自分が興味･関心のあるものを自分で選択･

決定して学習･活動していくことができます。そのお手伝

いをするのが、本年5月から月1回開催している「生涯学習

相談会」です。相談内容はさまざまですが、これまでの相

談例を2例挙げてみましょう。 

　①数年後に定年退職する女性の相談は「定年後の生

き方を考え、自分が好きなカラーコーディネートを学習して

みたい」ということです。相談内容を基に、彼女の要望を

知り費用なども勘案した結果、大学･専門学校ではなく、

主に資格やスキルを取得することができる学習機関を

インターネットで自ら調べ、自分に一番適している機関で

学習するようアドバイスしました。相談者が自分でできるこ

とは、自分でやっていただくのが生涯学習です。 

　②50歳代の専門職の女性の相談は、長年思い続けた

職に就くために大学･大学院へ進学したいということです。

まず、早期退職して進学することに対して家族の理解、経

済状況、健康状態などを尋ねました。その後、進学したい

という思いは一時的ではなく本物か、ということを、自宅で

数枚の「ふり返りシート」（これまでの自分の人生や学習

履歴をふり返り、これからの人生を考えるためのシート）に

記入してもらいました。このシートに記入した時点で、長年

心の中に秘めていた思いを再確認し、これからの自分の

生き方を前向きに考えていくようになるのです。ここで、

第一段階の自己選択･自己決定ができたら、学校･学部や

社会人学生としての学習方法を提示し、相談者と共に今

後を考えていきます。 

　自分の進む道が見えてきた相談者は、新たな人生への

希望を確認し、充実した日々を送るようになります。その姿

は私たち相談員の喜びでもあります。生涯学習相談会終

了後は、引き続き「社会人学生ネットワークきらめき」にて

ご相談に応じていきます。 

皆さんの学びを応援する「生涯学習相談会」は今後も毎月１回実
施します。詳しくは本誌P6プラザ通信をご覧ください。 

「社会人学生ネットワークきらめき」は、「大人の学び」

を考え、社会人学生をめざす方への学習相談・支援を

しています。 


