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ネットウークの構築に向けて結成したものです。   

事業・情掛施設等、様々なネットワーク化について検討、研究、実践をしてい壱  

て
 
 

主な溝軌こついて  1アスコット）つ  

、足利語顧、’佐野市の§⊥㈲生市の；K、太  ☆生涯学習事業のネットワーク   

両毛5市広域学習リレー講座の開催  田市の0、館林市のTと、  

ルファペットから頭文字をつなげ  

語です。雨竜5市由市・県域を超え鬼連携に  

発行  
各市の生涯学習事業に両毛5市コーナーの出展  

より様々貌生涯学課に関するネッ：ト？  

形成、発展することへの軌唖込鱒  

ます。   

施等、   ■喝脚．軒ご≡禦蓋慧   広域的な情報の収集と提供、様々なj  

ワークイ折向lナた学習情報などを分が揚、、  

身近にお虚けします。   

皆様の生涯紗ための情報紙としてお  

役立て下さい。  



学び合いで築く文化と人づくリ  

★足利の教育目標について   
「足利帝碩替日慈」臥多くの市  

腐㊥学をみみご嘗力漕もーただき、市民  

抑童■や実貴書ふまえて、昭和56年に  

勝ち■厳密したや   

こ野療育．騨転軌怒鰍育や学校教  

育、祉塾敬啓など教育のす婿で資まと  

如飾ら乳て串二項、掬寄を東さ宅：とら  

息基金冨つ繊捉効かれますゆ この内  
啓の桂ごとに年齢別に区分きれた乳幼  

児期から児童期、青年期、壮年期、高  

齢期ほでの各発達段階に即した人生各  

期にわたる全部で70の目標と、その具  

現のための具体策及び、教育機能連関   

このため、この穀訝日壊を参勤こし  
て、自分や家産の学習．自擦などを立て、  
家庭平地姐鱒埠などや尭壊すること  
が必要となります。   
生涯学習は、市民の皆さん一人ひと  

りが主体的に取り組むべきも：咽であり、  

その学習目標も自分に潜ったも、：のを選  

び、自ら認定すること＝：軒峯村と珠如  
す。   

本市では、こめ「足利市の教育巨媛」  

の具現化を図ることが生涯学習社会紗  
実現に通じることと偉脛づけて、そ¢  
推進に努めています。   

から成り立っています。   

「足利市の教育目標」には、市民の  

皆さんが自由に自立しつつ、しかも広  

い社会性を身につけ、思いやりと生き  

がいに満ちた心豊かな市民になってい  

ただきたいとの願いが込められていま  

す。  

★教育目標と生涯学習   
「足利市の教育目標」は、家庭や地  

域、学校、職場、行政などが連携を図  

りながら、市民一人ひとりが自分に合  

ったそれぞれの目標を立て、自ら主体  

的に実践していくための教育的基礎資  

料として作られています。  

足利市では、平成15年皮より学校ボランティア市を開催して  

います。これは、学校ボランティア活動の理解と拡大を目的とし  

ています。   

昨年のボランティア市では、手話、読み聞かせ、外国紹介など  

Pブースが設けられ、学校ボランティアの方と教員や小中学生と  

の活発な交流が行われまし  
た。   

学校ボランティア制度は、  

体験学習などを通して、子  

どもたちの「生きるカ」の  
育成をめざして設けられま  

声罵  巴■  
みんなで子どもたちを、育てよう！  

学校ボランティア市のようす  

お闘い合せ先：足利市生涯掌習礪  TEし．0284－20・2217 FAX．0284－22・0641  
メールアドレス■syogai＠city．ashikaga、tOChigi．jp   



市民主役のま盲づくりを日精して●●●●●  

佳良参画によ息学びの・まもづくり  
・腐生す轟曲   

楽習出前講座として「行政偏」以外  

にも、「楽習請師編」を実施し、学び  

たい人と教えたい人をコーディネート  

しています。また、年に1度楽習講師  

が一堂に会する「楽習講師フェア」を  

開催し、より積極的に学びの場の捷供  

とPRを行っています。   

さらには、講師自らが講座を主催し、  

生涯学習課が、会場・広報・受付等を  

支援、しています。   

劇恕＃頂噌加増到■1企画書榊欝   

市民自らの応募による企画員が、様  
々な内容一形態のプログラムを捷供し  

てVゝます。学びたを一九、大歓迎です。   

東予㌢卓す諺排   

その他にも琢磨な溺テンティア治効  

が市内で展開されています。ボランテ  

ィア活動に輿麻のある方は、是非ご連  

絡ください。  

＃甘経巻曜野について  
佐野市は、平成5年に「楽習のまち  

佐野」都市宣言を行い、キャッチフレ  

ーズを「私らしさ咲かせます」としま  

した。それは、私という個人の生活や  

人生の充実を基本とし、市民一人ひと  

りの自発的に行う学習が、地域の様々  

な活動に発展し、地域社会の活性化を  

もたらすような市民主役のまちづくり  

を目指すもめです。そのため、市民の  

「楽習」活動を積極的に支援していま  

す。  

佐野市生涯楽習フォーラム「楽習講師フェア」  

します  

「何か学びたい」  

「何か布勤してみ希い」  

「こんな人に会ってみたい」  

「亡んなととやってみたい」   

一人ひとりに個性があるように、生  

涯学腎の内容・方法等も人それぞれ個  

人差があると思し－ます。私たち昧、そ  

んなみなさんの気持ちを応援します¢   

お気嘩に生涯学習課までご相談くだ  

さい。  

」
、
一
．
。
草
 
 

．
．
∴
1
 
 

佐野市民大学「楽習カレッジ」  

7す切！血l            l  柴軍曹師．  しませんか   

Ⅷ■棚抽■   

私らしさを咲かせたい。   

生きている意味をいつも感じていたい。   
人や社会や自然をいつまでも学び続けたい。   
学びと遊びの中で、共に育つ凝習のまちをつ＜りたい。  

一人ひとりの生きる喜びと個性を大切にし、  

私らしさガ花聞き、ふれ乱Ⅶある住みよいまちをめざして、  
ここlこ、佐野市を「生涯学習都市」とすることを宣言します。  

佐野市民の学習活動を基本的にボランティアで支援してい  

ただける「楽習請師」を募集しています。   

佐野市外の方でも登録できますので、ご応募をお待ちして  

います。   

講師に対して主に次のようなことを支援しています。   

①生涯学習メニューハb刀レッ汀楽習のてびき」に講師情報を掲載   

②楽習出前講座「楽習講師編」の講座メニュー登録   

③楽習講師主催講座への会場・広報・受付等支援  

（彰そのイ臥学習相談等への案内  
平成5年10月2日  

佐野市  

※佐野市は、平成17年2月28日に、田沼町・葛生町と合併を予定しています。   
そのため、内容・制度等変更する場合がありますのでご了承ください。   



市長主導でま毒づくり！  
桐生市壷薩  

▼ 皆桐生市民の会を  l
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桐生市の生涯学習   

禰生市の生涯学習は、よりよい地域  

社会づくりへの市民の活発な活動こそ  

が生産学習の姿ではないかと考え、生  

涯学習の目標を“まちづくり川に置き、  

「自分さがし 出会いさがし ふるさ  

と夢さがし」をキーワードに、生涯学  

習桐生市民の会が中心になって推進し  

ています。市民が様々なことを学び自  

らを高め、問題意識を持って一株々な角  

度からまちづくりに取り組むことによ  

ってこの′まちが発展すると考えます。   

生涯学習は’＼承り学習”ではなく、  

各人の生涯にわたる自発的な学習活蘭  

で、その推進にあたっては市民自らが  

考え行動していくことが大切であり、  

そうした進め方をとらないかぎり、真  

に市民の間に根づいた生涯学習社会を  

実現させることはできないと考えるか  

らです。  

また、各地区公民飽を主な括動乳克  

として、生涯学習推進委貞がそれぞれ  

の地区の特色を活かした生渡学習活動  

を展開しており、「桐生を好きな子供  

の育成」という家庭・学校・地域社会  

が連携して推進している特別プロジェ  

クトでは、豊かな教育資源を活用し、  

特色のある事業を展開しています。  

公民館の情報は、  
ホームページでも確認．OK！   
市内14ケ所の公民館情報が、桐生市のホームページで  

確認できます。情報は公民館ごとに、①公民鍔利用案内  

②公民館施設案内 ③公民館だより ①サークルー覧 の  

項目で情報を見ることができます。また、各公民館におい  

て利用者登録の手続きをすると、施設の予約をすることが  

生き生き市役所出   

「生き生き市役所出前講座」は平成12年1月から始ま  

り、市民の骨さんが知りたい、開きたい、学びたい市役所  

の仕事を職員が出向いて説明しています。市役所を身近に  

感じ、また市民の背きんの暮らしとのかかわりあいをより  

一層理解しでいただけるよう、講座内容等を色々工夫して  

います。  

◆平成15年鹿の実損◆   

実施件数 97件  受講者数 5，3さ7人  

◆平成15年虔・清盛ペスト5◆  

わが家の救急隊  

市長講話  
学校給食を食べてみませんか………－‥ 8件  

子育て体験学習  

桐生が岡動物園のどうぷったち……… 7件  

生涯学習桐生市民の余   

生渡学習桐生市民の会は、平成3年10月に発足し、生涯学習関係  

同体から推薦された出向者、地区公民館長から推薦された生涯学  

習推進委員、有織者などで構成されています。現在8つの目的別委  

月会があり、生涯学習活動を通してのまちづくり・ひとづくりを  

進めるために様々な活動を靡けています。市内外にかかわらず誰  

でも自由に入退会が出来ますので、興味のある方はぜひ事務局に  

お問合せください。  

02丁7－46－1111FAX．0277－46・110！   

メールアドレス■shog  a“参c篭セ  
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太田市の生涯学習   

本市は、太田市生涯学習文化都市推  

進基本構想を策定し、市民一人ひとり  

の学習清動や社会参加を基調として共  

に生き、共に学びあえる、潤いと活力  

に満ちた生涯学習社会の形成に向けて  

推進を因っています。   

学習メニュー方式は本市が全賃に先  

駆けて試行した、「いつでも」、「どこ  

でも」、「だれでも」、「なんでも」  

必要な時に必要なことを学ぶことので  

きる生涯学習の援助方式です。   

また、「生産学習地区委員会」は市  

内に9地区ある行政区単位に組織され、  

活発な活動を展開しています。   

市の機構では、平成12年虔から生涯  

学習課を教育委員会から市長部局の市  

民生活部に移管した位置づけを行い、  

より市民のニーズに密着した生涯学習  

の推進を図るための組織化を進めまし  

た。  

太田っ子ゼミ  
（学習メニュー方式の美践例）   

・あなたの生酒に合わせて学びたいも   

のをセレクト   

毎日の暮らしの中で、必要により知  

りたいと思ったときに知る（学ぷ）こ  

とが出来たらよいですね。太田っ子ゼ  

ミは「いつでも」「どこでも」「なん  
でも」「だれでも」知る（学ぶ）ことが  

出来るよう、「知る（学ぷ）ための情報」  

を「メニュー化」して鹿供しています。   

各地区行政センターで学ぶ、自宅で  

ビデオテープで学習するなど、学習メ  

ニューの中には、講座メニュー、放送  

メニュー、教材メニューが用意されて  

います。それぞれ学習したい人がご自  

分のプログラムを作成して学習の開始  
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講話学習のj  

生涯学習地区委員会事業について  

・地域社会の人材を活用  

市民の中には、生涯学習の成果を地   切に活用させつつ、地域住民に教えた  

いと考えている人もいます。   

これらの人々をボランティア指導者  

として参加協力が得られる体制を図り、  

市民の生涯学習ニーズの多様化への対  

応、コーディネーター的役割の貿の向  

上のため、生漣学習地区委員会活動の  

中で、講座などの開設などを適し、指  

導者派遣事業を推進しています。  域における諸活動に生かしたいと望ん  

でいる人が少なくありません0また、  

日常の生活と職業や経験を通しで培っ  

】た、恥資質や能力を持つ人々がいま  
す。そして、これらの人々の専門的な  

1知識や投射こついては、生涯学習に適  

※平成17年3月28乱太田市、尾島町、新田町、薮塚本町が合併し新たな太田市が塾生します。  

お闘い合せ先：大田市生  

メ  

－3412 FAX．02丁8－22－3■88   



館林市の生涯学習  

哺詳帝鞘驚勲騨   
館林布教背嚢月余は、優れた知力と  

塾か凌人間性をぬち、心身ともにたく  
ましく、国際社会に生きる日本人を育  
鱒することを日華Lて、教育行政を推  

隠します。   
そのため、教育制度忙対癒して教育  

府萄の酸轟や薮菅顔堵の無慮を図り、  
子供た・ちに「生きる力」を育む教育を  
過払ます。   
また、人々が心の豊かさや生きがい  

を持ち、だれでも、いつでも、どこで  

も章べる女鹿宇宙社叙及び健康でた  
くまし．い体と心をつくり：・、連帯の輪を  

悩め寧がら串Lくスポーツのできる生  

・：鹿スポーツ社会の構築に努めます。   

★礪洩と■1   

本町の生涯学習は生涯学習推進基本  
橋掛こ基づき、境涯学習姓会の嶺築を  
・■・めざして公民館の整胤 人材の育成や  
＝盤陛学習め笥渡削旨と実践に努めてき  

ました。さらに平成v8年疫には生涯学  

：■柵   

生涯のいづでも、どこでも眉現に学  
ぶ機会弼軸桓きるよう、学腎憐会の  
拡充を囲り、その成果が適切に評価さ  
れる社会の夷現を自絶すとと軋k、地  

域社会の連帯掃新しい瀞を形成しなが  
ら、活ガに満ちたまちづくりを准落し  
ます。   

僻＝．  
（1）推進体制の充実  

（2）人材の育成  

（3）情癖排の充実  

（4）生涯学習支援機離の整備  

噛無・  

・生涯学菅鱒逸事業  
（生産弊習推港組級強北、車習成果  

の評価と人材滴瀾、生転学習慣報掟桃  
ネットワーク耗進、短大・大李・広域  
圏連携）、・など   

習推進本部を新設し、館林全体を学び  

の場とする支援体制を整備しました。  

このことによりふるさとづくり出前講  

座の開講、ふるさとづくり市民フェス  

ティバルの実施、学習情報の収集撞侠  

を図るための生涯学習総合窓口の開設  

など、生涯学習の全市的な取組みを進  

めることができました。   

今後も市民の高度化、多様化する学  
習要求に応じた生涯学習活動の振興を  

図るために、生涯学習推進体制を拡充  

強化し、市民の自主的な学習ヾ舌動を支  

援するとともに、指導者・協力者等の  

人材活用や適切な学習評価を行う必要  

があります。   

また、社会教育棟能のネットワーク  

イヒをさらに准進して、様々な情報の一  

元化による情報捷供機能の充実と併せ  

て、生涯学習活劇支援機能の整備充実  

を図る必要があります。  

館林のボランティアを紹介します  

『子育て支援ボランティアすくすくサポート隙』   

近年、家庭教育の役割が再認識されております。その流れの中  

で提言され生まれてきた活動です。子育て経験もなく孤立しがち  

な若い母親に、子育ての先輩達が、実際の活動を通して、子育て  

を支援しようとするものです。   

ボランティアは、「すくすくサポート隊」と呼ばれ、毎月2恒l  

程度配属の公民飽（現在5錮）に集まり、1回2時間を目安に訪  

れる母子と一績に活動します。   

活動の実際は、一緒に遊ぷ、心配事などの相談に乗る、子育て  

ミニ学習などです。これを通して、母親同士の仲間作り、子ども  

同士の交液体験などが可能です。   

最近、市民の間でも大分知られるようになり、多い所では、十  

教組以上集まっている公民館もあります。  


