地域づくり推進研修
主催：長野県生涯学習推進センター 共催：長野県公民館運営協議会
昨年度に引き続き、６回連続講座として開催します。
地域づくりの主役は、そこに住まう住民の皆さんです。けれども、主役の活動を支える公民館、自治体、
社会福祉協議会など、
「支え手役」の働きが地域を活気づけるために大切です。
この講座は、県内各地の地域課題に向き合う取組から、活動の成果や課題に学び、自らの地域活動につな
げることをねらいとして開催します。多彩なテーマ、様々な立場の人と共に学ぶことにより、活動に対する
視野やつながりを広げることもできます。
講座全体のファシリ
テーターは、生涯学習
推進センター所長の木
下巨一が務めます。
通し参加が基本です
が、回ごとの参加もで
きます。
コロナ禍での実施で
あることから、会場と
オンラインいずれでも
参加できるように計画
しました。

各回の概要

【講師紹介】
広石 拓司 氏
株式会社エンパブ
リック代表。東京
大学大学院薬学系
修士課程修了。
「思いのある誰も
が動き出せ、新しい仕事を生み出せ
る社会」を目指し、地域・組織の人た
ちが知恵と力を持ち寄る場づくり、
仕事づくりに取り組むためのツー
ル、プログラムを提供している。長野
県が主催するまちむら寄り添いファ
シリテーター養成講座の講師を務め
ている。

【講師紹介】
白戸 洋 氏
19５9 年横浜市
生まれ。慶応義塾
大学卒業。卒業
後、途上国の地域
開発関連のコン
サルタント会社勤務を経て松本に
移住。
平成 3 年より信州大学名誉教
授玉井袈裟男氏の主宰する「風土
舎」に入り、村づくりについて学ぶ。
現在、地域社会、社会福祉、コミュ
ニティビジネス（地域づくり、社会
教育等）を専門として活躍してい
る。主な著書に『公民館で地域がよ
みがえる』がある。

第 1 回「地域づくりの支え手の役割とは」
【日程】
○期日 ６月 23 日（水）
12:30～13:30 受付
○会場 県生涯学習推進センター及びオンライン
13:30～13:40 開会行事
○講師 広石拓司氏（(株)エンパブリック）
13:40～14:10 基調講演
○概要
14:10～15:40
▽第 2 回から第 5 回までのコーディネーターの皆さんから、地域や
パネルディスカッション
活動について紹介していただきます。
16:00～16:50 総括講演
▽講師からは、支え手役としての必要な力とは何か、どのような備
16:50～17:00 閉会行事
えが大切なのかを学びます。
▽会場参加（定員 30 人）
、リモート参加（オンライン Zoom ミーティング使用 定員 90 回線）
〇費用
無料
第 2 回 現地研修「持続可能な地域づくり」
○期日 7 月 14 日（水）
○会場 栄村小滝区
○コーディネーター
島崎佳美氏
（栄村公民館 主事）

○概要
▽震災からの復興をきっかけとして始まった、300 年後も住み続け
ることを目指した地域づくりの取組について学びます。
▽会場参加（定員 20 人）
、希望者には後日 You Tube で動画の様子を
視聴できます。
○費用 お弁当代として実費

【日程】
9:30～10:00 受付
10:00～10:10 開会行事
10:10～12:00 実践発表
「300 年後に続く
地域づくりを目指して」
12:00～13:00 昼食
13:00～14:30 現地研修
「復興の現場を歩く」
14:45～15:50 振り返り
15:50～16:00 閉会行事

第 3 回 現地研修「つながりの役割」
○日時 9 月 8 日（水）
○期日 上田市内
○コーディネーター
安井啓子氏
（蚕都くらぶ・ま～ゆ 代表）

【日程】
9:30～10:00 受付
10:00～10:10 開会行事
10:10～12:00 映画鑑賞
「もうひとつの明日へ」
12:00～13:00 昼食
13:00～14:30 現地研修
「みんなの家で
コアメンバーと語る」
14:45～15:50 振り返り
15:50～16:00 閉会行事

○概要
▽地域通貨を活用したつながりづくり・地域づくりに取組む
「蚕都くらぶ・ま～ゆ」の活動について、中心となって活動を
支えてこられたメンバーの皆さんのお話や、ドキュメンタリー映画
「もうひとつの明日へ」の視聴と中心メンバーの皆さんのお話からつながりの役割について学びます。
▽会場参加（定員 20 人）
、希望者には後日 You Tube で動画の様子を視聴できます。
○費用 映画鑑賞協力費（1,000 円）とお弁当代として実費
第 4 回 現地研修「子どもと地域」
○期日 12 月１日（水）
○会場 伊那市内
○コーディネーター
新美亮介氏他
伊那市社会福祉協議会職員の皆さん

【日程】
9:30～10:00 受付
10:00～10:10 開会行事
10:10～12:00 現地研修
「子どもたちの居場所」
12:00～13:00 昼食

○概要
▽“子どもたちの居場所づくり”
“地域と学校の連携”など、伊那市
社会福祉協議会がかかわる多彩な取組から、地域と子どもたちの育
ちについて学びます。
▽会場参加（定員 20 人）
、希望者には後日 You Tube で動画の様子を視聴
できます。
○費用 お弁当代として実費

13:00～14:30 現地研修

第 5 回 現地研修「女性・若者と地域」
○期日 1 月 29 日（土）
○会場 飯田市南信濃地区
○コーディネーター
宮田浩司氏
（飯田市南信濃公民館主事）

【日程】

○概要
▽中山間地域で関係人口づくりに取り組む若者や女性たちから、
地域参加や次世代育成について学びます。
▽会場参加（定員 20 人）
、希望者には後日 You Tube で動画の様子を視聴
できます。
○費用 お弁当代として実費

「地域と学校の連携」
14:45～15:50 振り返り
15:50～16:00 閉会行事

9:30～10:00 受付
10:00～10:10 開会行事
10:10～12:00 現地研修
「コンパスハウスと
若者たちの取組」
12:00～13:00 昼食
13:00～14:30 実践発表
「縁日から始まる
女性たちの取組」
14:45～15:50 振り返り
15:50～16:00 閉会行事

第 6 回「講座振り返り」
○期日 2 月 26 日（土：予定）10:00 から 16:00
○会場 長野県生涯学習推進センター ○講師 白戸洋氏（松本大学総合経営学部
○概要
▽令和３年度長野県公民館活動アワード・フォーラムを兼ねて開催します。
▽詳細は改めてご案内します。

教授）

