これから何かを始めたい方のヒントとして、各種団体委員やPTA、
まちづくり関係者、自治会関係者の研修・情報交流機会としてご活用ください！

全国学びとまちづくり
フォーラム in 佐 野
〜交流を活かして
期

あなたも活躍

日：平成 28 年

学びで広がる地域創生〜

３月５日（土）〜６日（日）

会 場：佐野市文化会館（佐野市浅沼町 508−5） 周辺

オープニング講演
分科会＆基調提言

（詳細については次のページでご確認ください。）

基調対談（文化会館小ホール）

「3.11で再認識した生涯学習の重要性」
〜 災害発生時の対応と震災復興の現場から 〜

天野 和彦 さん
福島県職員（社会教育主事）として、
2011年3月、
「東日本大震災」を経験。
2,500人を超える被災者を受け入れ、福島
県内最大規模といわれた「ビッグパレット
ふくしま避難所」の県庁運営支援チーム
責任者として避難所運営に携わり、被災
者の支援やコミュニティ形成に尽力。現在、
福島大学うつくしまふくしま未来支援セン
ター客員准教授として、被災者の生活再
建、コミュニティ形成、要援護者のサポー
ト、ボランティア組織の連携などの調査・
研究や、現場での支援活動を行っている。

対談者：宮城教育大学教育復興支援センター
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

野澤 令照
天野 和彦

さん

司会者：埼玉県朝霞市立朝霞第三小学校長

加藤 美幸

さん

野沢 令照 さん
仙台市立寺岡小学校長として学校・家
庭・地 域 の 連 携・融 合を推 進していた
2011年３月、東日本大震災を経験。
「いざ
という時に、真に力を発揮したものは何
か」について、改めて震災を通して社会教
育の重要性を実感。現在、宮城教育大学
教育復興支援センター特任教授として、
学校教育と社会教育での経験を生かし、
大災害からの早期復興を実現するための
地域とともに歩む学校づくり、地域コミュ
ニティの中核に位置する学校のあり方な
どについて研究・支援活動を行っている。

さん

東日本大震災から５年。私たちは、決してあの震災を風化させてはいけま
せん。今年は生涯学習関係者として被災地の第一線で活躍された２人を招
き、当時の経験談を交え、改めて災害対応と日頃からの生涯学習活動の重
要性について対談いただきます。

会場案内図

楽習講師フェア＆静のアート作品展

道の駅
どまんなか
たぬま

マリアージュ仙水

東産業道
路

佐野駅

ご当地キャラも集まるよ！

交番

佐野市
郷土博物館

佐野
厄よけ大師

JR両毛線
イオン
タウン

市役所

佐野市
文化会館

カインズ
ホーム
ヤオコー

佐野警察署
日産

至館林

【主 催】大会実行委員会、佐野市、佐野市教育委員会
【共 催】全国生涯学習まちづくり協会、全国生涯学習市町村協議会
【後 援】内閣府、文部科学省、( 独法 ) 国立青少年教育振興機、関東各県教育委員会、
（一財）地域活性化センター、（公社）スコーレ家庭教育振興協会、( 公社 ) とちぎ未来づくり財団 ほか

佐野プレミアム・
アウトレット

IC

至東京

最寄りの交通機関
・東武佐野線 佐野市駅 /JR 両毛線 佐野駅より約５分
・東北自動車道 佐野藤岡インタ−から約１０分
・北関東自動車道 佐野田沼インタ−から約１５分

お問 合せ

佐野ブランドキャラクター
さのまる © 佐野市

ルートイン

至小山

至足利

ローソン

IC
佐野藤岡

佐野市駅

線

野

佐

武

東

ダイハツ
佐野消防署

県道岩舟・桐生線

イオンモ ル

全国のご当地キャラたちも遊びに来ます。さのまると一緒に会場内
をお散歩するのでお楽しみに！ ラーメン、いもフライ、やきそば、
参加団体の特産品などなどいろいろなお店が
出店するコーナーもあります。

日産

サンルート
佐野

佐野SA
スマ ト

出店・展示コーナー

北関東自動車道

佐野田沼IC

東北自動車道

子どもの参加大歓迎！
！２日間にわたり、ステージ演出や、展示・体験
コーナーが開設され、いろいろなことが楽しめます。これから何かを
始めたい方にはおすすめです。展示室では、今年も絵画や彫刻など、
市民の力作を展示します。

至福島
岩舟JCT

会場：文化会館（ホール・会議室・展示室ほか）

至前橋

佐野市教育委員会 生涯学習課
〒327− 8501 佐野市高砂町１番地
TEL（0283）
20−3109 FAX
（0283）
20−3032
e-mail：gakusyu@city.sano.lg.jp

会 場

日 時
会 場

テーマ：「地域創生と社会教育
〜学びを通じた地域の再生〜」

合

俊

一

さん

野沢 令照 さん

題：「大会全体を振り返って 〜さあ始めよう！ 交流を
通じた生涯学習まちづくり活動で地域創生〜」

提言者：大会実行委員会顧問、
全国生涯学習市町村協議会世話人

※午後5時30分からホテルマリアージュ仙水
で参加者の交流会もあります。

分科会のご案内 《第Ⅰ部（第１〜４分科会）、第Ⅱ部（第５〜８分科会）、第Ⅲ部（第９〜12分科会）

福

留

強

さん

メイン会場

佐野市文化会館
小ホール

第4・8・12分科会

佐野市人材育成センター
第1・5・9分科会

佐野警察署

※どなたでも無料で参加できます。会場は座席に限りがありますので、お早めにお越しください。

会場：佐野市人材育成センター、佐野市勤労者会館、佐野市文化会館小ホール》 ※内容は予定です。詳細につきましては、当日配布のプログラムにてご確認ください。

「 ようこそ♪ あなたが『主人公』の学びの場へ！
〜みんなが学ぶ、みんなで学ぶ〜 」
〜創年・成人教育・指導者養成・社会教育施設〜

未来を担う子どもたち 」

2

（神奈川県） 植村 春人
コーディネーター NPO法人小杉駅周辺エリアマネジメント事務局

コーディネーター

(公財)モラロジー研究所出版部（千葉県） 千葉 龍司

コーディネーター

佐野市日中友好協会 会長（佐野市） 宮森 勝市

コーディネーター

立川市大山自治会 相談役（東京都） 佐藤 良子

コメンテーター

コメンテーター

聖徳大学文学部教授（東京都） 西村美東士

コメンテーター

鹿沼市「グローバルグループ」代表（栃木県） 山本 和子

コメンテーター

佐野市米山南町会 会長（佐野市） 小早川房平

1

「 地域で育む

演

天野 和彦 さん

交流スペース

しまだや●

谷

加藤 美幸 さん

県道９号線 東産業道路

基調提言

●ステーキ宮

オープニング講演

※詳細は表紙をご覧ください。

第2・6・10分科会 ２ F
第3・7・11分科会 １F

大昌苑●

基調対談

開会式典 主催者、来賓あいさつ

講演者：文部科学省生涯学習政策局
社会教育課長

3月6日
（日）13：00 〜 15：30 予定
文化会館小ホール

篠崎貸衣裳店●

3月5日
（土）13：00 〜 14：30 予定
文化会館小ホール

分科会会場案内図

佐野市勤労者会館

栄公園

日 時

全 体 会（基 調 対 談＆基 調 提言）

●デイリーヤマザキ

開 会 式 典 ＆オープニング 講 演

〜子ども教育・子ども育成・こども活動〜
NPO 法人コネカクラブ理事長（茨城県） 仮屋

茂

「 グローバル社会をめざして 」

3

「 一生住み続けたい地域づくり 」

4

〜国際理解・異文化交流〜

〜コミュニティ・自治会・自主防犯・自主防災〜

事例発表者 「オリンピックを見据え 青少年のおもてなしの心を育てる」
東京都 全国生涯学習まちづくり協会 地域活動研究員 岩田 美紀

事例発表者 「市民大学あしかが学校」
栃木県 足利市教育委員会生涯学習課 課長 橋本 修一

事例発表者 「さまざまな体験で視野を広げよう！」
栃木県 宇都宮市「とちぎＹＭＣＡ」国際プログラム担当 大浦 智子

事例発表者 「地域の宝、子どもの安全・安心のために」
田中 宗男
佐野市 大橋町（市街部）町会会長・防犯パトロール代表 磯田 守

「会津の良さを体験し、発信する子ども観光大使」
福島県 猪苗代町立猪苗代小学校 教諭 野崎 史雄

「 病院のなかで社会教育〜地域と病院を結ぶ〜」
埼玉県 八潮中央総合病院地域連携室 松澤 利行

「『やさしい日本語』って何？」
栃木県 小山市「きぼう国際外語学院」主任講師 栗又由利子

「ひとりじゃない、筑見がある〜筑見区自治会の福祉活動〜」
茨城県 阿見町筑見区自治会 会長 中川 純一

「教師が地域・行政と協働で進める『子ども観光大使』」
栃木県 市貝町立小貝小学校 教諭 塩沢 博之

「まちづくりはあなたが主役〜市民のチカラが地域を変える〜」
佐野市 (一社)佐野青年会議所 専務理事 須佐 恭一

「増えつつある中国人観光客をどう見るべきか」
栃木県 小山市 NPO 法人小山国際交流会おいふぁ 理事 芦

「共助による地域社会の活性化」
埼玉県 鶴ヶ島市「サザン地域支え合い協議会」会長 杉原 行雄

5

「 地域の未来をつむぐ
〜女性・女子力〜

女性の力 」

6

「 フレッシュなまちづくり 」

コーディネーター 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部 准教授（埼玉県） 石崎 裕子

コーディネーター

会津若松市 野口英世青春通り協議会 会長（福島県） 山崎 捷子

コメンテーター

コメンテーター

NPO 法人地域支援センター 理事（千葉県） 花見 保次

全国生涯学習まちづくり協会 地域活動研究員（千葉県） 鮫島 真弓

事例発表者 「おとなが見まもる こどものまなざし『邑の映画会』」
群馬県 邑楽町「邑の映画会」実行委員会 代表 加藤 一枝
「”オリジナリティ”を積み重ね協働による交流とまちづくりの実践」
埼玉県 朝霞市 NPO 法人メイあさかセンター 代表理事 尾池富美子
「とちぎを拓く 〜女子力全開！〜」
栃木県 とちぎつばさの会 会長 梅澤 啓子

9

「 自然がつくる・広げる

豊かな未来 」

〜環境・観光・自然保護・環境保全〜

事例発表者 「個店の魅力を発信‼『天童まちなかゼミナール』」
山形県 天童市 天童商工会議所 副会頭 佐野 宏美
「“ガルパン” による地域活性化」
茨城県 大洗町商工会 経営指導課長 那須 誠
「“接点”を得る場所を作る
『あかりサロン稲毛』のマネジメント」
千葉県 千葉市「あかりサロン稲毛」管理人 坂本 一馬
「栃木市の未来のために〜高校生の地域参加とまちづくり〜」
栃木県 栃木市「マチナカプロジェクト」代表 大波 龍郷

10

「 学校支援から地域づくりへ 」

7

〜空き活用・まちなか活性化〜

「 行列ができる青少年の学び場・
たまり場・しゃべり場づくりのコツ 」
〜青少年教育・青少年活動・社会参画〜

志珍

〜子育て支援・学校支援・学社連携・融合〜

コーディネーター 厚木市森の里地区青少年健全育成連絡協議会会長（神奈川県） 青木 信二

コーディネーター

コメンテーター

コメンテーター

鹿沼市立北小学校「北光クラブ」代表（栃木県） 渡邉真知子

事例発表者 「地域親として活動する ★TEAM NARUSAWA OYAJI★」
茨城県 日立市「成沢小おやじの会」相談役 今野 幸樹
「子どもの笑顔あふれる図書館づくり」
栃木県 足利市立毛野南小「ＤＳＰ」代表 菊地 正久
「地域と学校をつなぐ架け橋『小中一体の PTA』」
佐野市 佐野市立吾妻小・中学校 ＰＴＡ会長 島田 隆之

11

「地域（まち）で動く 地域（まち）が変わる」
〜ＮＰＯ・市民活動・地域課題解決〜

コーディネーター 佐野市生涯学習推進協議会委員・社会教育委員（佐野市） 廣瀬 惠子

コーディネーター

栃木市大平南小学校 校長（栃木県） 鈴木 廣志

コーディネーター

NPO 法人まちづくり支援センター 代表理事（佐野市） 為国 孝敏

コメンテーター

コメンテーター 佐野市立犬伏東小「いきいき何でも体験クラブ」代表（佐野市） 勅使川原藤江

コメンテーター

NPO 法人足利の風 理事長（栃木県） 鈴木 光尚

事例発表者 「明るく楽しくカッコいい地域教育の中核を目指して」
埼玉県 朝霞市 NPO 法人アンサーズネット 副代表理事
「中高校生の底力！ボランティア魂全開‼『ここっとゆーす』」
佐野市 佐野市こどもの国職員・社会教育主事
「地域団体の活性化と若者の地域参画をめざして」
神奈川県 厚木南地区青少年健全連絡協議会 会長
「自分・家族・仲間・国民 ＝ 守りたい命」
栃木県 鹿沼市「機動パトロール隊」隊長

事例発表者 「民間図書館がうみだす多世代交流」
千葉県 船橋市 NPO 法人情報ステーション 代表理事 岡 直樹
「『お寺』をもっと身近で もっと楽しい場所に」
東京都 渋谷区「寺子屋ブッダ」代表プロデューサー 松村 和順
「すぎなみ大人塾 〜大人の放課後からの帰り道〜」
東京都 杉並区「すぎなみ大人塾連」代表 朝枝 晴美
「市民主体のコミュニティプランによる 365 日型まちづくり」
茨城県 日立市塙山学区すみよいまちをつくる会 会長 西村ミチ江

足利市立毛野南小学校 教頭（栃木県） 坂田

昇

事例発表者 「エコツーリズムで地域の自然環境を『伝え・守る』」
千葉県 NPO 法人たてやま・海辺の鑑定団 理事長 竹内 聖一
「渡良瀬遊水地 湿地保全・再生プロジェクト」
茨城県 古河市 わたらせ未来基金 代表 青木 章彦
「地域の宝を後世に。」

佐野市 いそやま友の会 代表 小倉 健一

本多 信行
出井

肇

佐々木 徹
茂木 和樹

8

「 地域に笑顔を届ける子どもたち 」
〜地域で活躍する子ども・若者たち〜

北区教育委員会 社会教育指導員（東京都） 八重樫沙樹子
邑楽町教育委員会生涯学習課 社会教育主事（群馬県） 栗原

事例発表者 「さくら市の歴史・文化を踏まえたご当地アイドルの育成」
栃木県 さくら市「C♡mpass」事務局
「スポーツ × エンタメ × 地域貢献」
栃木県 小山市「だいすキッズ☆enterteinment」代表
「よさこいで 〜地域の皆さんに夢と感動をモットーに〜」
栃木県 大田原市「正心鼓動ママ輝ʼ ズ」代表
「私たち、佐野日本大学中等教育学校『和太鼓部』」
佐野市 佐野日本大学学園「佐日太鼓」顧問

12

薫

橘川 恵介
芳賀 美和
鈴木 幸江
和田 茂樹

「 健康づくり・スポーツで元気いっぱいの街に
〜つながる・支える・広げる〜」
〜ＮＰＯ・市民活動・地域課題解決〜

コーディネーター まなびぃカフェ生涯学習政策研究会さいたま 代表（埼玉県） 菊地万里子
コメンテーター

朝霞市立第３小学校 校長（埼玉県） 加藤 美幸

事例発表者 「仲間と楽しく健康づくり 〜地域のつながりを大切に〜」
佐野市 健康サポートさの 会長
「まず参加 楽しく健康 みんなが主役！」
埼玉県 幸手市 NPO 法人クラブ幸手 事務局長
「スポーツで街を元気にする」
栃木県 宇都宮スポーツの街づくり応援団 代表
「元気はつらつ箕輪の大先輩活動支援事業」
長野県 箕輪町公民館 公民館主事

本島 清子
栗田 勇夫
深谷

香

唐沢 智大

FAX 送信票

0283−20−3032
申込年月日

（個人用）

全国学びとまちづくりフォーラム in 佐 野

（ ふ り が な）

氏

名

住

所

備

年

月

日

参加申込書

考

（ 団 体 名 等）

〒

参加希望内容

−
オープ
ニング

☎
分

交流会
1

2

3

4

5

（

科
6

）

全体会＆
基調対談

会
7

8

9 10 11 12

※ 希望する欄に○印を付けて下さい。（分科会は複数選択して参加することができます。）
※ 楽習講師フェア・静のアート作品展については、事前の申込なしで自由に参加できます。
※ 参加者多数の場合は、適宜枚数を増やしてお申込みください。

◆ 開催スケジュール ◆
期日・時間
終

日

内

容

楽習講師フェア（文化会館会議室ほか 各種展示・体験コーナー、ステージ演出等）、静のアート作品展（文化会館展示室）、
参加団体ＰＲ展示コーナー（文化会館ホワイエ）、交流広場（特設テント周辺）

３月５日 土曜日

受付開始（文化会館・総合案内所）

９：３０〜

分科会 第Ⅰ部

１０：００〜１２：００

佐野市人材育成センター、佐野市勤労者会館、文化会館の４つの会場で開催

分科会テーマ： 第１分科会（子ども教育・子ども育成・こども活動） 第２分科会（創年・成人教育・指導者養成・社会教育施設）
第３分科会（国際理解・異文化交流）
開会式典

１３：００〜１4：３０

第４分科会（コミュニティ・自治会・自主防犯・自主防災）

主催者、文部科学省、全国生涯学習市町村協議会、全国生涯学習まちづくり協会ほか あいさつ

オープニング講演 「地域創生と生涯学習について」をテーマにした最近の国の動向についての講演
１４：３０〜１６：３０

分科会 第Ⅱ部

佐野市人材育成センター、佐野市勤労者会館、文化会館の４つの会場で開催

分科会テーマ： 第５分科会（女性・女子力）

第６分科会（空き活用・まちなか活性化）

第７分科会（子育て支援・学校支援・学社連携・融合）第８分科会（地域で活躍する子ども・若者たち）
交流会

１７：３０〜19：３０

ホテルマリアージュ仙水、参加費：3,000円

特産品やＰＲチラシ・展示品等の持ち込み自由！参加者全員で、持ち寄ったお互いの情報を肴に交流しませんか？
終

日

楽習講師フェア（文化会館会議室ほか 各種展示・体験コーナー、ステージ演出等）、静のアート作品展（文化会館展示室）、
参加団体ＰＲ展示コーナー（文化会館ホワイエ）、交流広場（特設テント周辺）

３月６日 日曜日

１０：００〜１２：００

分科会 第Ⅲ部

佐野市人材育成センター、佐野市勤労者会館、文化会館の４つの会場で開催

分科会テーマ： 第 9分科会（環境・観光自然保護・環境保全） 第10分科会（青少年教育・青少年活動・社会参画）
第11分科会（ＮＰＯ・市民活動・地域課題解決） 第12分科会（健康づくり・スポーツ）
全体会

１３：００〜１5：３０

基調対談＆基調提言（文化会館小ホール）

基調対談：「3.11で再認識した生涯学習の重要性」〜災害発生時の対応と震災復興の現場から〜

（１３：１０〜１４：４０）

対談者：宮城教育大学教育復興支援センター
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター
司会者：埼玉県朝霞市立朝霞第三小学校長

令照

さん

天野

和彦

さん

加藤

美幸

さん

基調提言： 大会全体を振り返って〜佐野での交流を通じた生涯学習活動による地域創生に向けた提言〜

（１４：４０〜１５：３０）
１5：３０

野澤

提言者：福留
閉

会

強

さん（大会実行委員会顧問、全国生涯学習市町村協議会世話人）

