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平成28年度　研修講座DVDを貸し出します。地域づくり・学校運営に
ぜひお役立てください。
貸し出しＤＶＤの一部内容をご紹介します。

お 知 ら せ

（講座名）・「演題」 講　師　名
（公民館ステップアップ講座）
 28-2   「若者と地域をつなぐ公民館の可能性」 松本大学総合経営学部　教授 白戸　洋 氏

（学校支援ボランティア研修〔１〕）
 28-3   「子どもが育つ『縁』を結ぶ」

昭和女子大学グローバルビジネス学部　特任教授
 興梠　寛 氏

（高齢者福祉と社会教育の連携と協働を考える）
 28-4   講義Ⅰ「地域で暮らすことを支えるために、私たちが考えたいこと」
　　　 事例発表「上田市西部公民館における地域福祉の学びの取組から」
 28-5   講義Ⅱ「グループホーム『麦の家』と高齢者福祉について」
　　　 パネルディスカッション「社会福祉と社会教育の連携・協働」

特定非営利活動法人　やじろべー 中澤　純一 氏
上田市西部公民館　次長 中村　文昭 氏
社会福祉法人「麦の家」理事長 松本　榮二 氏
中澤　純一 氏・中村　文昭 氏・松本　榮二 氏

（学校支援ボランティア研修〔２〕）
 「学校支援ボランティアの意義と可能性」
 28-7  （前半）「学校支援ボランティアー全国の事例に学ぶー」
 28-8  （後半）「学校で活動するボランティアが知っておきたいこと」

日本大学文理学部　教授 佐藤　晴雄 氏

（子ども・若者の支援と居場所づくり）
 28-9    （前半）「子ども・若者の支援と居場所づくり」
 28-10  （後半）「子ども・若者の支援と居場所づくり」

NPO法人さいたまユースサポートネット代表理事
全国子どもの貧困・教育支援団体協議会代表理事
 青砥　恭 氏

貸出しは無料ですので、

ぜひご利用ください！

メール会員募集中 !! ★
　センターで主催する講座の案内をメールで
お知らせします。詳しくはセンターのホーム
ページをご覧ください。

学びの達人（長野県生涯学習推進員）★
　指定の講座を受講し、一定条件を満たした方を
「学びの達人」として認定し認定証を交付します。
受講の都度、まなびぃシールを差し上げます。
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◆ 平成２９年度 研修講座のご案内　　
◆ 開催した講座の紹介Ⅰ
　　推進しています～公民館との連携・協働講座～
◆ 開催した講座の紹介Ⅱ
　　新講座ピックアップ
◆ キラリ! 地域で活躍する受講生
◆ お知らせ　平成２８年度 研修講座ＤＶＤ貸し出し

センター内の
「こぶし」

（地域づくりと防災）
 28-1  

「避難所運営の実際
　　　　－ビックパレットふくしま避難所の教訓－」

（いのち）
 28-6  

「たった一度の人生の今をどう生きるか」
～択びぬいていく人生と、授かりとしていただく人生と～

東日本大震災の際、「ビッグパレットふくしま」
には最大2,500人の人々が入所していました。
「人が死ぬかもしれない」という状況まで追い込
まれた避難所で、人々の笑顔を取り戻し、生き
る力を回復させたのは、どのようなことであっ
たのでしょうか。そして、今私たちができるのは、
どのようなことなのでしょうか。

講師が詠んだ歌にまつわるエピソードや講師が
関わりをもった多くの人々から学んだことを交
え、様々な寓話などにも触れながら、何を価値
あるものとして人生にどう向き合うべきか、示
唆に富んだお話をいただきました。自らの生き
方を振り返るとともに、人生を前向きに生き抜
く思いになる、心に沁みる講義です。

福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

特任准教授　天野　和彦 氏

無量寺東堂　愛知専門尼僧堂堂長　

青山　俊董 老師
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平成29年度　研修講座のご案内
～学びが支える地域づくり・人づくり～

　地域社会が抱えるさまざまな課題解決に向け、一歩を踏み出す人材や住民自身が主役とな
る実践活動をリードできる人材を養成するための講座を開催します。
　今年度も「公民館支援」や「とどける研修」講座の充実を図っています。

6/24土 7/10月 11/6月

5/11木
（木島平村）

5/21日
（南木曽町） 6/27火・7/25火

（長野市信州新町）6/13火
（飯島町）

11/12日
（山形村）

12/7木
予定

8/3木
（松本市）

8/31・9/1・9/4
条件の良い１日8/19土 10/12木

9/26火

11/21火

11/30木

7/29土

子どもを育む『縁』を結ぶ
～ともに学び、ともに生きる～

公民館ステップアップ講座子どもの貧困問題と対策

地域から支える
「わたしたちの信州学」

子どもの人間関係力を育てる通学合宿

発達障がいの理解と援助
※地域の方対象

がまんする力はどのようにして育つのか 障がい者と共生する社会づくり
～簡単な手話を覚えよう～

幼児期にふさわしい運動遊びいのち

地域づくりと防災 人口学から見た地域づくり

【移動講座】公民館基礎講座　東信・中信でも開催します（期日調整中） 【移動講座】生涯学習推進者実践講座　東信・南信でも開催します（期日調整中）

【移動講座】地域の人権課題について考える

【移動講座】
子育て支援に関する講座A・B

【施設開放】夏のスターウォッチング

学校や家庭、地域が連携して、地域ぐるみで子ども
の成長を支えることが、今、求められています。この
講座は学校支援活動の充実を願って開催します。
学校支援ボランティア活動の意義や留意点などの
基本的な事柄を講義、演習を通じて学びます。
講師　昭和女子大学グローバルビジネス学部

特任教授　興梠　寛 氏

※右上段の講座案内を
　ご覧ください

公民館活動に関わる方々が、地域課題
に対して何ができるか、地域を元気にす
るにはどのような方法があるか、考える
講座です。ぶどうやワインで有名な松本
市入山辺地区において、講義、事例発表、
フィールドワークを通じて学びます。
講師　松本大学総合経営学部　

教授　白戸　洋 氏

県内の高校では、私たちが暮らしている地
域の姿や課題を知り、さらに自らの知識でど
んなことができるのか、地域とどう関わって
いくかを学ぶ信州学の取組が始まっていま
す。この講座は、高校生と地域の方々との関
わりを中心に、様々な実践例を学びます。

通学合宿とは、異年齢の子どもたちが地域の公民館などで
宿泊しながら学校に通い、生活体験や協働体験をするもの
です。子どもたちの自主性や社会性，自己肯定感が育つとい
われ、長野県でも広まりつつあります。通学合宿の意義と子
どもの成長について、講義、事例発表を通じて学びます。
講師　グリーンウッド自然体験教育センター　

事務局長　齋藤　新 氏　

地域や学校など、様々な立場で児童・生
徒に関わっている方々が発達障がいの
特性や発達障がいのある子どもたちの
思いを理解し、その特性に応じて、どのよ
うに支援していけばよいかを学びます。
講師　信州大学医学部附属病院
　　　子どものこころ診療部

部長・診療教授　本田　秀夫 氏

子どもが抱える問題の深刻さが、さまざまな形で報告されていま
す。この講座では、子どもの心理療法を専門とする講師をお招き
し、突然「きれて」しまうなど、感情のコントロールができない子ど
もをどう理解し、援助するのか、講義と演習を通じて学びます。
講師　東京学芸大学教育心理学講座　

教授　大河原　美以 氏

幼児期の運動遊びは，体力や運動能力の
基礎を培うだけでなく，脳の発達の上で重
要な意味を持っています。中でも，多種多
様な動作を伴う遊びが大切であると言わ
れています。本講座では，楽しみながら講
義と実技を通じて学びます。
講師　松本短期大学幼児保育学科　

講師　白金　俊二 氏

共生社会の実現に向けて、さまざまな障がいを正しく理解し、
ともに支えあうことが大切です。この講座では、講義を通して
ろう者の暮らしを理解するとともに、ゲームや手話歌を楽しみ
ながら簡単な手話を学び、共生社会を考える契機とします。
講師　塩尻市手話講座運営委員会委員長　森下　尚子 氏

自他の「いのち」やひとの「生き方」について、改めて考えさ
せられる出来事が多いこの頃です。一度きりの人生を何を価
値あるものとして、いかに生きるのか、自らの人生のあり方や
「いのち」の方向づけを考える契機とします。
※この講座は手話通訳および要約筆記がつきます。
講師　無量寺東堂　青山　俊董 老師

東日本大震災の際、福島県内最大の避難
所「ビッグパレットふくしま」には、多い時で
2,500人の人々が入所していました。当時、県
庁運営支援チーム責任者として、人々のいの
ちを守り、生きることを支える支援に取り組ん
だ天野氏を講師としてお招きして開催します。
講師　福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

　特任准教授　天野　和彦 氏

出生率が継続的に低下していく、いわゆる
「少子化」は社会保障をはじめ経済全般に
大きな影響を与える深刻な問題であり、地
域づくりにも影響を与えています。講師が
参加された、内閣府の「少子化危機突破タ
スクフォース」でまとめられた提言をもとに、
これからの地域づくりについて考えます。
講師　明治大学政治経済学部

教授　安藏　伸治 氏

生涯学習・社会教育の意義や公民館の果たすべき役割といった公民館の職員として知っておきたい基
礎的な知識を学ぶとともに、地域づくりを推進する中心的な役割を担う公民館職員の意識の高揚とス
キルアップを図ります。県内４地区で開催して、公民館職員の地域ネットワークの形成を支援します。
長野県生涯学習推進センター公民館支援専門アドバイザー　筒井　美保子

「地域づくり」を推進する方々が、自ら取り組もうとする課題の解決に向け、地域との連携・協働、仕
組みづくりなど、より具体的で実践的な方法を習得することを目的とします。県内４地区で開催し、身
近な地域の課題解決を考えるとともに、受講者が課題の発見から活動の仕組みづくりまでの実践
力を身につける研修を行います。

A 【移動講座】情報モラルに関する講座A・B
B：上伊那地区にて開催（期日調整中）

子どもたちのスマホ・タブレット機器等への依存傾向が進み、心身
への影響が深刻化したり、ネット上のいじめや犯罪に巻き込まれ
たりする心配が高まっています。この講座では、子どもたちを守る
ために、保護者を含めた地域社会の大人が、どのように考え行動
したらよいかを学びます。
講師　A：【宮田村】 みやばやしこどもクリニック

院長　宮林　麻里 氏
　　　B：【南信】 NPO法人子どもとメディア　前原　理津子 氏

この講座は、人権課題に焦点をあてた講演や研
究協議を通して、地域ぐるみの人権教育の推進を
めざします。深刻化する子ども・若者の孤立と貧
困の現状を理解し、地域・社会での支援のあり方
を考えます。

講師　ＮＰＯ法人さいたまユースサポートネット代表理事
　　　全国子どもの貧困・教育支援団体協議会代表幹事

　　青砥　恭 氏

親子の絆に視点を当て、子育てや子育て支
援のあり方、親育ちについて考え合う学習
を進め、家庭を支援するために地域の大人
としてできることを考えます。
講師　A：交渉中
　　　B：コーチングオフィスジェイフィールド

　代表　山口　順子 氏

総合教育センターに設置されている大望遠鏡や天体
望遠鏡を利用し、月のクレーターや土星の輪を観察し
ます。塩尻星の会のみなさんより「夏の星空解説」を
受けながら、夏の星座のポイントを学び、星空に親し
み学習する機会として天体観測講座を開設します。
講師　総合教育センター教科教育部専門主事
　　　塩尻星の会

◎すべての講座を無料で受講できます。　◎会場が記載されていない講座は、長野県生涯学習推進センターで開催します。　◎各講座の詳しい内容は、　　概ね１ヶ月前にホームページ掲載の開催要項をご覧ください。

たくさんの方の受講を
お待ちしています！

長野県は、平成28年、「子どもの貧困対策推進計
画」を策定しました。県の調査では、困難を抱える
親や子どもの切実な声が寄せられ、さまざまな分
野にわたる対策の必要性が示されました。子ども
の貧困対策をどのように進めるか、学びます。

東京大学法学部卒。2008年末の年越し
派遣村村長を経て、3年間内閣府参与に
就任。著書は『ヒーローを待っていても
世界は変わらない』（朝日文庫）、『反貧
困』（岩波新書）、『貧困についてとことん
考えてみた』（ 茂木健一郎と共著、NHK
出版）など多数。NHK「マイあさラジオ」
をはじめ、さまざまなメディアを通じて社
会への提言を行っている。

講師　社会活動家・法政大学現代福祉学部教授　
湯浅　誠 氏

5/26金

新年度スタート
講座新年度スタート
講座

9/7木
午前

子どもの貧困問題と対策

7/1土
（宮田村）

A10/21土
（長野市） B10/29日

（小諸市）
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北信

東信

南信

中信

　当センターは、「社会教育研修を体系化して、生
涯学習・公民館活動を支援」に力を入れています。
　平成28年度に開催した、公民館との連携・協働
講座を紹介します。

5/21
【中信】

6/1
【南信】

5/12
【東信】

公民館基礎講座（塩尻市）
（兼第 21 回塩尻市公民館研究集会）

公民館基礎講座（諏訪市）
（兼諏訪地方公民館連絡協議会研修会）

公民館基礎講座（佐久市）
（兼県公民館主事研修会・総会分科会）

※前号掲載

※前号掲載 ※前号掲載

11/13・12/4
【中信】 生涯学習推進者実践講座（木曽郡）

（兼第 55 回木曽郡公民館大会）

１回目は、第55回木曽郡公民館大会分科会と兼ねて、南木曽町で行
いました。「避難所運営ゲームの実践を通して」と題して、前半は、い
ざというときの避難所運営のための講義、後半は避難所運営ゲー
ムによる演習を行いました。２回目は、
上松町にて行いました。「命を守るた
めに～災害の経験を通じて～」と題し
て、講師による講演、堀内征二さん（王
滝村）と鎌倉宏さん（白馬村）から災
害の経験を通じた事例発表、最後に
全体討議を行いました。

講　義：「地域防災を考える　～人と人とのつながりづくりを見直す～」
講　師：兵庫県防災センター防災教育専門員　田中　健一　氏

◆ 受講者感想 ◆
◦�自主防災組織をつくることの大切さ、街づくりを考えながら防災マッ
プを少しずつみんなで考えて行くことの大切さを学んだ。
◦�実際に体験されたお話が伺えて勉強になった。災害をイメージするこ
と、イメージトレーニングの大切さを学べたので、みんなに伝えていき
たい。

2/14
【南信】 生涯学習推進者実践講座（伊那市）

（兼上伊那公民館連絡協議会合同研究会）

「公民館活動を行ううえで必要な発達障がいの理
解と支援」の講義から、周りの大人がどのように関
わっていくのがよいか、地域がどのように支援して
いけばよいかを学びました。

講　義：「子どもが集う公民館について考える」
講　師：長野県教育委員会事務局特別支援教育課
　　　 指導主事　倉島　さつき　氏

◆ 受講者感想 ◆
◦「困った子ではなく困っている子」、「肯
定的に捉える」、プラスの循環へ。とて
も心に残りました。少し見方を変えて
あげることで子どもたちに対する支援

の方法も見えてくると感じました。
◦��相手の気持ちに寄り添うこと。活用さ
せていただきます。

生涯学習推進者実践講座（飯山市）

１回目は、温井地区の大応寺にて、午前は地元の仕掛け人3名を
迎えてのシンポジウム、午後はわら細工づくりの実演や地区内
の見学をしました。２回目は、飯山市公民館で行いました。新幹
線飯山駅周辺を起点とした市街地の活性化について、参加者が
実際にまちを歩き、これからのまちづくりを考えました。
◆ 受講者感想 ◆
◦��地域特有の資源に関心を持って、社会・地域に役立
つ活動を行い、成果を上げていることがわかった。
◦��仕掛け人の服部さん、木原さん、藤木さんがたいへ
ん個性豊かで、刺激をいただけた。経歴もそれぞ
れ、方法もそれぞれだが、地元飯山へ寄せる思い

は同じであると感じた。
◦��取りまとめ、手段について勉強になった。多くの人
が話し合うことの大切さを思った。
◦��実際の現場を見ることで飯山市の良いところや工
夫が見えた。自分の地域でも生かしていきたい。

1/14
【東信】 生涯学習推進者実践講座（御代田町）

前半は、栗林指導主事による信州型コ
ミュニティスクールについての説明、後
半は青木館長より「寿地区学校応援団
活動について～地域の子どもは地域
で育てる」と題しての講演でした。学校
と家庭と地域との連携について学び、
テーマへの考えを深めました。

講　義：「町ぐるみの子育てについて考える」
講　師：松本市教育委員会教育部　寿公民館館長　青木　茂人　氏
　　　 東信教育事務所生涯学習課指導主事　　　栗林　幸治　氏

◆ 受講者感想 ◆
◦��無理なく、楽しく学校と地域が連携していく事が大切。成果と課題も取
り上げていただいた。これからの取組みの方向性を示してくださった
と感じる。
◦��各所で信州型コミュニティスクールの話を聞くものの、今ひとつわから
ないでいましたが、今日の講座で、そこのところがよくわかりました。ま
た、寿地区を例にした立ち上げからの話は、御代田では具体的にどん
な手順をふんで行けばいいのか参考になりました。

長野県生涯学習
推進センター所在地

推進しています　～公民館との連携・協働講座～
実践講座基礎講座 ステップアップ講座

10/25・11/8
【北信】

講　義：【1回目】「自分たちの暮らす地域をどう持続可能なものにできるか」
　　　 【2回目】「地域資源を活かしたまちおこし」
講　師：松本大学総合経営学部　専任講師　向井　健　氏

11/25
【北信】 公民館基礎講座（上水内郡）

( 兼上水内郡公民館運営協議会館長主事研修会 )

前半は公民館の基本的な考え方や貸館などについて社
会教育法をもとに学びました。また、寺中構想７０年にあ
たり、当時の社会背景などから公民館に託されたものを
探りました。後半は各公民館の情報交換を行いました。

講　義：「寺中構想から７０年　公民館に託されたものを探る」
　　　 公民館支援専門アドバイザー　筒井　美保子

◆ 受講者感想 ◆
◦��公民館の役割や課題を、社会教育法の観
点で学べる、良い研修会でした。
◦��出前講座による小規模研修は効果大。更
なるレベルアップを図るために定期的な
センター講座の受講が重要。

◦��意見・情報交換は取組状況が今後の計画
立案に大変参考となった。
◦��今回のようにこじんまりとした研修も深
みが出て良いと思うが、もう少し大所帯
の(北信公運協等)での研修に取り入れ
てみたい。

6/22
【センター】 公民館ステップアップ講座

白戸先生による講義と向井先生
による演習を通じて、公民館の可
能性について学びました。

講　義：「若者と地域をつなぐ公民館の可能性」
講　師：松本大学総合経営学部
　　　 教　　授　白戸　洋　氏
　　　 専任講師　向井　健　氏

◆ 受講者感想 ◆
◦�多様な実践を重ねた上での講義には、説得力がありまし
た。若者を多面的に見つめ、弱点も知りながら希望を語っ
ておられる点が印象的でした。
◦「地域人教育」を進める上での考え方、若者との関わり方
や、若者の気持ちが変化したポイントを確認する機会と
なった。小・中・高の先生方にも是非聞いていただきたい。
◦�公民館でのプロジェクトを進めるにあたり、主事以外の感
性、視点での意見を聞くことができ、参考になった。

開 催 し た 講 座 の 紹 介 Ⅰ
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行政関係者、学校・大学関係者、福祉関係者、子育て支援関係者
等、多様な立場の受講
者が参加し、ビデオの
中で若者が語る心の声
に耳を傾け、これからの
支援のあり方について
考えました。

通学合宿の意義や留意点などを学ぶ基礎講座を踏まえ、応用講座
では「NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター」（泰阜村）
で、安全管理やプログラムの組み立て方などを学びました。

学校支援ボランティア活動の意義
とともに、「協働の縁」を結ぶコー
ディネーターの役割やスキルアッ
プ、学校支援ボランティアを進める
ための課題などについて、講義・演
習を通じて具体的に学びました。

期　日： 11月11日（金）
講　師： ＮＰＯ法人さいたまユースサポートネット代表理事
  全国子どもの貧困・教育支援団体協議会代表幹事  

青砥　恭 氏

期　　日： 【基礎】 Ａ：5月23日(月)　　　　　　　Ｂ：9月10日(土)　
　　　　　【応用】 Ａ：6月25日(土)・26日(日)　　  Ｂ：10月22日(土)・23日(日)
講　　師： 【基礎・応用】 ＮＰＯ法人グリーンウッド自然体験教育センター事務局長　齋藤　新 氏
事例発表： 【基礎】 Ａ：松本市入山辺公民館主事　本島　章彦 氏
　　　　 　　　　B：小布施町教育委員会　藤澤　憲一 氏・勝山　貴代 氏

期　日： 7月2日（土）
講　師： 昭和女子大学グローバルビジネス学部

 特任教授 　興梠　寛 氏

地域づくり推進研修

地域と学校の連携推進研修

地域と学校の連携推進研修
「子ども・若者の支援と居場所づくり」

「通学合宿リーダー養成セミナー」 ～子どもを真ん中に親も地域も育ちあう～

「学校支援ボランティア研修〔１〕」
～子どもが育つ「縁」を結ぶ～

◆受講者感想◆
●�“今の社会は貧困層に『がんばれ』と言い続ける社会”とい
う先生のことば、“何をがんばればいいのかわからない”と
いう若者のことばに、ハッとさせられた。
●�このように多くの方が参加し、熱心な討論ができたことが、
今後、心強い味方になると思う。

◆受講者感想◆
●�子ども対象の社会教育事業において、これまではいかにトラブ
ルを排するかを念頭におき、計画してきましたが、失敗こそ
が成長の機会であると知り、目から鱗でした。
●�すべてが、通学合宿の実施に必要かつ重要な内容であったと思
います。実際に通学合宿の計画をつくることを通じて、自分の
考えを具体化することができ、とても有意義でした。

◆受講者感想◆
●�地域力を高めるためのコーディネートが大切であること。人材
を見つけるためには対話が重要であること。とてもわかりやす
く有意義な講義で、参加してよかった。
●�演習では他の地域の課題についても勉強させていただき、解
決に向けてのアイデアを具体的に話しあった。この講座で学
んだことを今後の活動に生かしていきたい。

新たに、ご講義いただいた講師など、
ピックアップして紹介します。❖ ❖

以下の講座にも、多くの受講者の方から「有意義であった」と評価をいただきました。❖ ❖
開催日 講座名 講師名

地域づくり
推進研修 5 ／ 27（金） 地域づくりと防災 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

特任准教授　天野　和彦 氏

地域と学校の
連携推進研修

6/28（火）【佐久】 学校支援コーディネーター
スキルアップＡ・Ｂ

小平市立学校　学校支援コーディネーター連絡協議会
会長　布　昭子 氏  7/4（月）【飯田】

10 ／ 14（金） 学校支援ボランティア研修〔２〕 日本大学　文理学部　
教授　佐藤　晴雄 氏

地域の教育力
向上研修

８／４（木） 障がい者と共生する社会づくり
～簡単な手話を覚えよう～

塩尻市手話講座運営委員会委員長　　　　　
森下　尚子 氏

８／ 20（土） 発達障がいの理解と援助 長野県飯田養護学校　
教頭　堀内　澄惠 氏

９／ 24（土） いのち
～たった一度の人生の今をどう生きるか～

無量寺東堂　愛知専門尼僧堂堂長
青山　俊董 老師　　

９／ 27（火） がまんする力はどのようにして育つのか 東京学芸大学教育心理学講座
教授　大河原　美以 氏

施設開放 5 ／１８（水） 春のスターウォッチング
～木星・火星や春の星座を見よう～

総合教育センター教科教育部専門主事　渋谷　孝信 氏
天体ボランティア　塩尻星の会

キラリ！
地域で活躍する受講生

Q1　公民館は何年目になりますか？

Q2　運営するうえで、どんなことを大事にしていますか？

Q3　主催事業の中で「こんなことをやっている」というものを教えてください。

Q4　（入山辺の）地域の宝ってなんだと思いますか？

Q5　館長・主事として留意していることは？

Q6　最後に、センターの学びで良かったことは？

本島　章彦 主事 遠山　重治 館長

「男の料理教室」から

主事： 公民館は２年目になります。その前に入山辺の出
張所に２年間いましたので、入山辺としては４年目
です。

主事： そうですね。人のつながりをつくることですね。ど
うしたらつくれるかをいつも考えています。

主事： 地域循環型という構想を館長が描いて、通学合宿
をやりました。この考え方に感銘を受けています。
また、大人と子どもが関われる世代間交流の取組
みを次年度も計画しています。

主事： 入山辺は景色や特産のぶどうなどがありますが、
何より人が魅力です。歴史、伝統に詳しい人とか、
木工作家もいますし、何かと地域の人から刺激を
いただいています。ぜひこれらを発信していきたい
と思っています。

主事： 館長は、子どもに、地元に愛着を持ってほしいと
願っています。私もそう思っています。

館長：   館長になったときに、社会教育というものが初めてだったので、時間があればセンターの講座に参加してきました。
その時の講座で学んだことがたいへん役に立っています。

館長：  ５年目になります。仕事でずっとここを離れていたの
で、地域のために何かしなければと思っていたとこ
ろ、「館長に」という話をいただき、引き受けました。

館長： 地域の人たちの潤滑剤になればと思っています。人
と人との結びつきを大切に考えています。

館長： 「松本ぼんぼん」に今年度参加しました。入山辺は
参加者約６０人です。すごい参加率ですよ。当日まで
に９回練習しました。

館長： 先代や地域の人々
が守ってきたこの
地そのもの。

館長： 互いに自分の得意なところを出し、不得意なところ
は補いながらやっています。また二人とも向学心が
あると思います。事業を創るときには、やれない理
由を考えるのではなく、どうしたらやれるようになる
かを考えています。

今回は松本市の美ケ原のふもと「入山辺公民館」の
遠山重治館長と本島章彦主事をご紹介します。
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