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「学びネットあいち」

No.

愛知県生涯学習情報システム
「学びネットあいち」
では、バックナンバーもご覧いただけます。

【年２回発行】

生涯学習マスコット
“マナビィ”

学びネットあいち

ヤングケアラー

特集
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セッションの

～知って欲しい。家族のために頑張る子どもたちのこと～

トーク

トークセッシ

ョンの様子

ヤングケアラー理解促進シンポジウムの様子

2022年10月、放送大学愛知学習センターは
イオンモールNagoya Noritake Garden上階「BZrium名古屋」に

移転します！

地域づくり「NPO法人エム・トゥ・エム」

地域づくり
「四字熟語と頭の体操」
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※一般読者に向け、記事全般を通して、 ～知って欲しい。家族のために頑張る子どもたちのこと～
※一般読者に向け、記事全般を通して、
分かりやすい表現・説明を心掛けてください。
分かりやすい表現・説明を心掛けてください。
※記事の字体は、メイリオ９ポイントで統一。
※記事の字体は、メイリオ９ポイントで統一。
「まなびぃあいち」
特集ページでは、県民の直面する生活課題に着目、情報を共有し、共に考える地域社会づくりをめざして、その
課題を丁寧に掘り下げていきます。

集
特 集 特 ヤングケアラー
ヤングケアラー
庭内のとてもデリケートな話であるがゆえに表面化しにくい問題ではありますが、この問題への社会的認知度はまだまだ不足して
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今号では、
『ヤングケアラー』
問題について、愛知県福祉局児童家庭課子どもの権利擁護推進グループにご寄稿いただきました。家
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います。
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といわれる子どもたちの置かれた生活の実態とその支援の難しさも含め、正しく認識し、私たちに何がで
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愛知県ヤングケアラー理解促進シンポジウムの開催
愛知県は、2022年8月2日
（火）
、ヤングケアラーについての
社会的関心を高め、理解を広めていくため、
「愛知県ヤングケア
ラー理解促進シンポジウム」
を開催しました。
会場とオンラインを合わせて513人もの方々に参加いただく
中、ヤングケアラー支援に携わっている講師たちによる講演と
トークセッションを通じて、ヤングケアラーについての実態や
必要な支援策等が語られました。
日本福祉大学社会福祉学部・野尻紀恵教授による講演では、
「周りの大人が、子どもには子どもらしく生きる権利があると
いうことを理解し、子どもの声のみならず、ありのままの姿・
様子を捉えて、異変に気づくことが大切。
」

【 教育・福祉関係者を交えたトークセッションの様子 】

「ヤングケアラーを少しでも守り、寄り添うことで、子ども

また、学校と福祉の現場でヤングケアラー支援に携わるお二

自身の持つ力を発揮できるようになる。
学校にも、
スクールソー

人を交えたトークセッションの一部も紹介します。

シャルワーカーにも、住民にも、できることがある。
」

＊半田市立半田中学校・小嶌正嗣校長 談

「ヤングケアラーの生きにくさを改善するには、人との出会

 「子どもたちへの切れ目ない支援のため、学校・保護者・

いやつながり、社会参加のきっかけを作ることが大事。
」

地域で連携して支援していきたい。将来の夢・イメージを描

といったお話がありました。

けるように支えていくことが、ヤングケアラーを救うことに
なると思う。」
＊半田市社会福祉協議会・前山憲一事務局次長 談
 「ヤングケアラーは、本人も、ケアを受けている家族も、
誰も悪くないということを伝えることを心掛けて、子どもた
ちに安心して話してもらえる関係を作っている。相談を受け
る側は、まずは全部を受け止める姿勢が大切。」
ここでは紹介しきれませんが、ヤングケアラー支援の事例紹
介もあり、参加者の皆様が大変熱心に聞き入っている様子が印
象的でした。
当日の様子はYouTubeで配信しています。
詳しくは、愛知県ヤングケアラーポータルサイト

【 日本福祉大学・野尻教授による講演の様子 】



（ページ下部参照）をご覧ください。

愛知県のヤングケアラー支援の取組
愛知県では、愛知県ヤングケアラー実態調査の結果から抽出
された課題を踏まえ、
「知る」
「相談する」
「見つけて支援する」
「寄
り添う」といった４つの方向性から支援に取り組んでいきます。
ここで、愛知県の主な支援策をご紹介します。
子どもたちに
「ヤングケアラー」について知ってもらうこと
は、家族の世話を担う子どもがＳＯＳの声を上げるうえで大切
なことです。そこで、県内の小学５年生から高校３年生までに
対して、ヤングケアラーについての理解を促すパンフレットを
配布します。
（2023年1月配布予定）
また、困っている子どもや家庭の状況に応じて必要な支援を
届けるためには、身近な地域での体制づくりが必要です。そこ
で、県内の市町村に４つの支援の方向性に即したヤングケア
ラー支援策を提案いただき、優れた取組をモデル事業として実
施します。
（2022年11月から実施予定）。モデル市町村での取
組成果は、県内全域に広めていきます。

【 実態調査で抽出された課題と、対応する支援の方向性 】

「ヤングケアラー」
関連サイトのご案内

厚生労働省特設サイト

愛知県ヤングケアラーポータルサイト

子どもが子どもでいられる街に。

ヤングケアラーについて


Webサイトはこちら ➡
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～みんなでヤングケアラーを支える社会を目指して～



Webサイトはこちら ➡

NPO法人 エム・トゥ・エム

～
「つなぐ」
が私たちのキーワード～

『せともの』
の語源にもなっている国内有数のやきものの産地、瀬戸市。
千年余と続く歴史深いまちで2003年12月、
『つなぐ』
をキーワードに団体を立
ち上げた主婦たちがいました。地域の中で住民どうしが支え合いながら様々な
活動を続けてきた
「NPO法人エム・トゥ・エム」
は、2010年から取り組んでいる
子育て支援を中心とした活動が高く評価され、令和4年度愛知県児童福祉功労
団体表彰を受賞されました。団体の歩みや取り組みについて、代表の服部悦子
さんにお話を伺いました。
【手作りランチ▶仕込みの真っ最中】

◆こんにちは！
「さるなかとんなtoto」へようこそ◆
ひし の

瀬戸市南部に位置する市内最大級の住宅地、菱 野 団地の一角にある菱野ウイングビル。
2015年、エム・トゥ・エムはここへ移転し、地元住民の憩いの場として「さるなかとんな
toto」がオープン、水曜日から日曜日まで週5日間活動しています。当初はうたごえ喫茶や絵
手紙教室、囲碁、将棋など様々な催しをしていましたが、現在は子ども食堂を始めとした食
糧支援活動が中心となっています。数種類のお菓子やお米の配布、ランチは大人300円、子
ども100円（机を拭くなどお手伝いをすれば、子どもは無料）で提供しています。取材に伺っ
たこの日も、たくさんの人々がやって来ました。

【代表の服部悦子さん】

※
「さるなかとんな」
は
「なんとかなるさ」の逆さ読み。おもしろいですね！

◆困ったこと、なんでも聞かせて◆
菱野地区へ移転前の2010年に始まった若いママたちの子育てをしていく上での知りたい
こと、やってみたいことの勉強会
「ひとつぶクラブ」
、2013年から始めた地域住民の困りご
となんでも相談
「おせっかいプロジェクト」などの活動が、やがて現在の食糧支援活動へとつ
ながっていきます。
きっかけは2年前。コロナ禍で仕事を失ったストレスから、母乳が出なくなった外国籍の
ママの話を聞きつけた服部さんたちは、
「なんとかしなくては！」と奮起します。
「菱野地区は

【ひとつずつ好きなお菓子どうぞ】

海外から移住してきた住民も多い。物資を提供するだけではなく、地元で暮らす仲間として
コミュニケーションできればと思い食堂を始めました」と服部さん。エム・トゥ・エムのメ
ンバーに外国籍の人々も加わり、共に同じ時間を過ごす中で支え合い、つながる関係を築い
ています。
生活支援物資はメンバー自ら用意することもありますが、多くは地元の企業や篤志家から
の厚意などで成り立っています。物資の情報は近隣の支援団体と共有し、頻繁に連絡を取り
合っています。
「困っている人がいたら、とりあえず話を聞く。内容を調べて整理した後、各々
の専門分野へ仕分けていく。行政だけ、自分たちだけなど、一つのところだけで解決しよう

【楽しい仲間たちで記念撮影

】

とせず、話し合って、それぞれの役割をする組織や専門家につないでいく仕組みがあれば、
地域はもっと暮らしやすくなるはずです」
。服部さんの言葉は力強く、頼もしい。

◆年を取っても、障がいを持っても、ひとりになっても◆
エム・トゥ・エムは近年、瀬戸市の指定管理事業で
「瀬戸市自然児童遊園ねむの森」の管理

【問合せ先】
NPO法人エム・トゥ・エム
言葉に地元の有志が集結し、子どもたちや家族の居場所として再びよみがえりつつあります。
（菱野ウイングビルA棟）
年を取っても、障がいを持っても、ひとりになっても安心して暮らせるまち。子どもたち
TEL：0561-85-6282
を安全に心豊かに育てられるまちにしたい。そんな思いが服部さんの心に常にあります。こ
e-mail：toto@mtom.info
も行っています。
「瀬戸市民の宝
『ねむの森』を、私たち住民の力でより良くしていこう」を合

の先も子どもたち、地域の人々の拠り所になっていきたい。人と人、地域をつなぐエム・トゥ・
エムの活動はパワフルに続いていきます。

（K.I）
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県内各地で様々な団体のみなさんが、その活動を通じて地域づくりに貢献しています。また、
活動によって生まれる出会いや交流は、ご自身の生きがいにもつながっています。このコーナー
では、地域づくり活動を行っている団体のみなさんの特色ある取組をご紹介します。

四字熟語と頭の体操

～ 地域のためにできることを～

岡崎市と西尾市を中心に活動する
「四字熟語と頭の体操」
は、その名のとおり、遊びを絡めた学びの
「四
字熟語かるた」
と認知症予防の言葉を作る
「頭の体操」
に取り組んでいます。幅広い年代を対象としたその
活動が高く評価され、
令和３年度愛知県ボランティア活動功労者表彰を受賞されました。アイテムを考案・
自作するなど、15年に及ぶあゆみや取組について、代表の伊藤ふでさんにお話を伺いました。

◆勇往邁進～目標に向かって、ひたすら前進◆
活動のきっかけは、
代表の伊藤さんの甥っ子の国語の教科書。教科書の巻末に
「四字熟語」
が載っていました。岡崎市に引っ越してきたばかりだった伊藤さんは、もともとこれまで
もボランティア活動をされていたこともあって、
「たぶんここが私の終の棲家
（すみか）
とな
る。今後地域のお世話になることになるのだから、早く地域に溶け込むためにも、何か地
域のためにやれることはないか。
」
と考えていたそうです。言葉を覚えることもでき、子ど
もから大人まで楽しめる、四字熟語を使ったかるたはどうだろう！というひらめきから
「四
字熟語かるた」
は生まれました。800の四字熟語を使ったかるたを一人で作り上げ、
2005年、
岡崎市のフェスタで初めて
「四字熟語のかるたとり」
を行いました。そこからうちでもやっ
てくれないかと声がかかり、小学校やこどもの家へと活動の場が広がっていったそうです。

【シンボルマークを持つ代表の伊藤さん】

活動する仲間も増え、翌年には
「四字熟語かるた」
として会の活動をスタートしました。

◆得意満面～誇らしげなようすが顔面いっぱいにあふれるさま◆
「四字熟語かるた」
は、ただ四字熟語を読んで、それが書かれた取り札を取るだけではあり
ません。取り手の年齢や経験などに応じて、類義語、対義語の取り札を取るなど変幻自在、
読み手となる会員の工夫次第で、いろいろな遊び方ができます。子どもたちは1枚でも多く
札を取るため、四字熟語の漢字や読み方だけでなく、その意味や類義語、対義語の四字熟語
まで、どんどん覚えていくそうです。人気アニメの影響か、最近は
「魑魅魍魎
（ちみもうりょ
う）
」
という四字熟語が大人気で、子どもたちはそんな難しい四字熟語が書けるようになると、
我先にと書いて見せに来てくれるのだと嬉しそうに目を細めて話して下さいました。

【デイサービスで、頭の体操】

◆創意工夫～考えを巡らせて、新しい方法や手段を見つけ出すこと◆
高齢者の認知症予防にも、と活動の場がどんどん広がっていく中で、他にも認知症予防
の活動を何かできないか、というデイサービスの要望から生まれたのが「頭の体操」です。
「さーま85」と名付けたオリジナルのひらがなや数字などが一文字ずつ書かれたカードを
使った回想法を利用した脳トレで、例えば、夏に食べる真っ赤な野菜は、という問いかけ
に
「トマト」という単語をカードで作って答える、というものです。どんな問題を出すか、
またそこからどう発展させるかが腕の見せ所。活動の柱が２つになり、2019年には会の
名称を「四字熟語と頭の体操」
と変え、現在まで精力的に活動を続けられています。

【講座の案内看板作成中！】

◆切磋琢磨～友人どうしで励まし合い競い合って向上すること◆
当初一人で考え、始めた活動に市の生涯学習課や学校関係者、デイサービスや老人会、社会福祉協議会など多くの方が、活動依
頼やアドバイスなど協力してくれたことが本当に嬉しかったそうです。そんな地域からの期待と要望に応え、参加者の喜ぶ顔を糧
にコロナ禍前は月に27回もの活動をしていました。地域に溶け込んだこの活動を今後も続けるため、
現在11人の会員をもっと増やし、活動のミソでもある、かるたの読み手や頭の体操の出題をより多く
の会員ができるよう努力していきたいと今後の活動の展望ものぞかせてくれました。
「四字熟語かるた」に継続して参加していた小学生が講座で使用していた学習ノートが会長の伊藤さ
んの元に保管されています。
「彼らが成人を迎えたとき、その学習ノートを渡したい。」とそんな密かな
計画も明かしてくれました。ノートには小学生だった彼ら一人一人の学びの足跡が残されています。
新しく住人となった地域のためにと始まった活動は、ノートを受け取った大人になった子どもたちが
地域のために何かできないかと考える、そんなきっかけにもなるかもしれません。

4

（Y.N）

【問合せ先】
四字熟語と頭の体操
事務局
代表 伊藤 ふで
TEL：0564-71-2344

第十二歩
地域に遺る学校建築などの歴史的建造物を紹介します。

旧愛知県岡崎師範学校武道場

旧愛知県岡崎師範学校武道場は、岡崎市西部の六供町、名鉄名古屋本線東岡崎駅の北1㎞に位置

する愛知教育大学附属特別支援学校の建物で、
国の登録有形文化財建造物として保存されています。
明治32年
（1899）
に設立された愛知県第二師範
学校を前身とし、大正12年
（1923）
には愛知県
外観（南から）

旧愛知県岡崎
師範学校武道場

岡崎師範学校と改称されました。その当時に剣
道部の全国各地の大会などでの活躍が評価さ
れ、大正15年
（1926）
に剣道部専用の武道場と

1

26
八丁味噌

して建設されています。
側に南北棟で建ち、鉄筋コンクリート造、平屋
建て、鋼板瓦葺き、427㎡の規模です。壁面ま

旧石原家住宅

岡崎信用金庫資料館
日本福音ルーテル岡崎教会教会堂
岡崎市役所

岡崎城跡

設計は愛知県営繕課によるもので、校地北

外観（北西から）

477

248

旧額田郡公会堂
及物産陳列所
善立寺

293

旧本多家住宅
主屋

六所神社
岡崎高校

でを鉄筋コンクリート造で建て、屋根の構造
は鋼材と木材を組み合わせた混構造のトラス
を組み、内部の大空間を軽快に見せています。
また、外壁に柱や梁形を表し、外観や内部に

483
48

はセセッション様式やアール・デコ様式の影響
が見られる高いレベルの意匠が確認できます。
この建物は大正時代の教育施設の様相を後世

旧愛知県第二
尋常中学校講堂

に継承するとともに、地域の郷土愛の醸成に
屋根の構造（南から）

欠くことのできない貴重な文化財建造物です。

六所神社社殿（本殿・幣殿・拝殿）、楼門他
六所神社は、岡崎市中部の明大寺町、名鉄名古屋本線東岡崎駅

の南東300mに位置します。家康誕生時の産土神（うぶすながみ）と
されたことから、徳川歴代の崇敬を受けました。家光は上洛途上
の寛永11年
（1634）に家康ゆかりの六所神社の改築を命じ、同13
年に社殿が完成しています。社地は西を正面として、石階段を登
ると楼門、正面に拝殿･幣殿･本殿が、楼門の北に神供所が建って
拝殿（西から）

おり、これらは重要文化財に指定されています。
楼 門 は、入 母 屋 造、間 口 三 間 の 規 模 で、貞 享5年
（ 元 禄 元 年、

楼門
（西から）

1688）
の墨書により徳川綱吉による造営と判明しています。軸部、組物など主要部分は丹塗、上層
高欄や格天井は黒漆塗、一部装飾には極彩色を施しています。社殿は本殿、幣殿、拝殿が一体となっ
た複合社殿です。本殿は三間社流造で、棟には鬼板を置いていますが、千木･勝男木
（かつおぎ）
は
ありません。内部は前後に間仕切内陣と外陣に分け、内陣の3室には厨子二基計六基が納められて
います。拝殿は桁行５間、梁間３間、入母屋造で、前面を吹放ち、内部は両脇と中央の3室に分け
ています。屋根前面には唐破風の向拝を設け、その上に千鳥破風を載せています。幣殿は間口を
本殿・幣殿・拝殿（北西から）

本殿に揃えて拝殿と繋ぎ、桁行３間、東西棟の屋根を架けた建物です。床高は拝殿と同じで、内
外の意匠や構成も拝殿に準じています。社殿の特色である彩色は、本殿では、柱、壁、縁板など

は黒漆塗、軒廻と縁の下は朱漆塗、長押より上は極彩色で紋様を描いています。拝殿と幣殿の外回りは向拝唐破風の妻飾、中備を極
彩色とする以外は丹塗、内部は軸部をベンガラ朱漆塗、小壁には花鳥を描き、組物に彩色を施しています。神供所は、東西棟、桁行
５間、梁間２間、入母屋造で、他の建物に比べて装飾や彩色が少ない住宅風の建物です。 〈参考文献〉文化財ナビ愛知（愛知県県民文化局）

愛知県高等学校郷土史研究会

※問合せは愛知県生涯学習推進センターへ
TEL：052-961-5333
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発掘！ いにしえの愛知の食文化

第3話

～発掘調査結果で分かった食文化の変遷～

愛知県埋蔵文化財センターの協力に
よる全５話の連載です。遺跡の発掘調
査結果から分かる食文化の変遷につい
てご紹介します。

古墳時代の食文化
古墳時代は今から1,800年前から1,400年前に続く時代で、日本列島の広い範囲に古墳がつくられました。この時代には中国大
陸や朝鮮半島から生活様式の受け入れが進み、新しい食文化が定着します。愛知県では
「食」にまつわる産業が芽生えてくるのも大
きな特徴です。

１．「かまど」
で
「コメ」を蒸す、地場産食器を使う
古墳時代中期、1,600年前から1,500年前に朝鮮半島から「かまど」がもたらされます。愛
知県内では、豊田市本川
（ほんがわ）遺跡で竪穴建物が発見されています。これにより、居住
施設の構造に加えて、
「炊く」
調理から
「蒸す」
調理へと調理の方法が大きく変わります。甑（こ
しき）※ のような新しく
「蒸す」
ための調理具も登場します。
また、個人用の食器の普及が進むのもこの頃です。これらの食器は東山丘陵
（東山公園の
辺り）などの陶器
（せともの）
生産地で盛んに焼かれました。   

新たに登場する蒸し器
（甑（こしき））
〈北区 志賀公園遺跡〉

※ 甑（こしき）
の使い方…器の底にスノコなどを敷いて穀物などを入れ、これを湯を沸かし
た甕
（かめ）
に重ねて蒸します。

２．海の水を煮て「塩」をつくる、貝もとって食べる
今となっては調味料として欠かせない
「塩」の生産が、知多半島や渥美半島、三河湾周辺で始
まったのも古墳時代のことです。この時代の塩づくりは、濃縮した海水を専用の土器で煮詰め
る製法
（土器製塩）によるもので、土器はろうと状の容器部分に砂浜に突き刺すための筒状の脚
が付くのが特徴です。遺跡からは使い終わってそのまま捨てられた土器が大量に見つかります。
多くの遺跡では塩づくりのかたわら、ハマグリ、カキ、アサリなどの貝を盛んにとって食べて
いた様子が塩づくりの遺跡に残る貝層から分かります。
◀ 塩づくりの遺跡に残る貝層
〈東海市 松崎遺跡〉
個人用の食器類
（東山丘陵などで焼かれたものが多い）
〈北区 志賀公園遺跡〉

３．高級食材？
「サメ」を釣って食べる
「フグ」や「タコ」で有名な日間賀島には古墳時代後期、1,500年前から1,400年前に多くの古
墳がつくられました。古墳の副葬品には鉄製の釣針も含まれ、大きさや特徴から
「サメ」用の釣
針と考えられています。奈良時代には日間賀島や篠島、佐久島から都に税として
「サメ」を細く
さいて干したものが納められたことが判っています。都に納められるほどだったことからする
と、なかなかの美味だったのでは？

塩づくり専用の土器
（ろうと状の容器に筒状の脚が付く）
〈東海市 松崎遺跡〉
◀ 古墳に副葬された
「サメ」
用の釣針
（長さ 約７～８㎝）
左：実測図
右：エックス線写真
〈南知多町 北地古墳群〉

〒498-0017

愛知県弥富市前ケ須町野方802-24

TEL：0567-67-4163
HP

http：//www.maibun.com

Facebook

Twitter

https：//twitter.com/aichi_maibun

https：//www.facebook.com/maibunaichi

6

FAX：0567-67-3054
愛知まいぶん

情報提供機関紹介

放送大学愛知学習センター
入学資格は「学びたい」という気持ち
◆「開かれた大学」であること
放送大学は文部科学省・総務省所管の通信制大学です。開学以来変わらないこ
とは、入学試験を設けず、学ぶ場所や時間の選択肢を複数用意して、学びたい人
がいつでもどこでも学べることです。愛知学習センターには10代から90代までの
幅広い年代の3000名を超える学生が在籍し、学位取得やキャリアアップのための
資格取得、生涯学習など、それぞれのライフスタイルに合わせて学んでいます。
学生種は大学卒業を目指す全科履修生
（最長10年在学）、興味のある科目を1科目
から学べる選科履修生（1年間在学）と科目履修生
（6か月間在学）の3種類です。授
業スタイルは、BS放送やインターネット視聴による
「放送授業」、全ての学習をイ

【学外での面接授業】
（犬山リトルワールドにて）

ンターネットで行う
「オンライン授業」
、学習センター等で講師から直接授業を受
けられる「面接授業」
の3種類です。特に対面式で人気の高い「面接授業」や在学生が
無料で参加できる「ゼミ」では、時にはセンターを飛び出し、専門家の講師と共に
施設の見学に行きます。
放送大学の入学のチャンスは4月と10月。まずは募集要項をお手元に、「授業科
目案内」を開いてみてください。6コース約360科目の中にきっと興味のある1科目
が見つかるはずです。
「学びたい」という気持ちさえあれば、いつからでもどこから
でも始められます。年齢も職業も多種多様な同級生といっしょに学ぶ、大学生に
なりませんか？

【理科実験の面接授業】

※コロナウィルス感染症拡大防止のため、対面式からオンラインへ変更になる場合があります。

◆新センター、10月1日 名駅エリアに移転オープン！
ビ ズ リ ウ ム

令和4年10月1日、愛知学習センターはBIZrium名古屋（イオンモールNagoya Noritake
Garden上階）へ移転します。名古屋の中心・名古屋駅から徒歩圏内となり、愛知県の各方面
からのアクセスはたいへん良好です。緑豊かなノリタケの森を抜けたその先に、愛知学習セ
ンターの入口はあります。若者からご年配まで様々な年代の方が集うこの場所から、放送大
学を身近に感じていただき、“学びの楽しさ”を知っていただくことを目指しています。
新センターには在学生のための講義室やPC演習室、理科実験室などの施設の他、放送授業
の視聴やインターネットを使用できるパソコンを備えた図書・視聴学習室があります。
入学・資格に関するパンフレット等を取り揃えておりますので、仕事や買い物の合間など
【学園キャラクター

まなぴー】

お気軽にお立ち寄りください。

放送大学愛知学習センター

〒451-0051
名古屋市西区則武新町三丁目1番17号BIZrium名古屋5階
TEL：052-831-1771 （※10月より新番号052-589-8333へ変更）
E-mail： aichi.sc@ouj.ac.jp
website：https：//www.sc.ouj.ac.jp/center/aichi/    
開所時間：9：00 ～ 17：30
閉所日：月曜日、祝日／夏季・年末年始

愛知学習センター
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講座・イベント情報

「学びネットあいち」情報提供機関の
講座・イベント情報を紹介します！

※表の見方：「講座・イベント名」①開催日時、②開催場所、③問合せ先、℡等

10月

あいち海上の森フォーラム
写真募集事業

あいち海上の森フォーラム
活動団体顕彰事業

①開催中～ 10/10（月祝）

①開催中～ 10/10（月祝）
要申込

※詳細はリンク先にて

※詳細はリンク先にて

②あいち海上の森フォーラム実行委員
会事務局
③あいち海上の森フォーラム
℡090-1860-0811

②あいち海上の森フォーラム実行委員
会事務局
③あいち海上の森フォーラム
℡090-1860-0811

秋の所蔵品展

清須市お寺ヨガ（光宣寺）

①開催中～ 10/23（日）

①開催中～ 11/24（毎週木曜）
10：00 ～

※月曜休館日、その他詳細はリンク先にて

申込不要

要申込

②ヤマザキマザック美術館

②清須市下河原1089光宣寺

③ヤマザキマザック美術館
℡052-937-3737

③あいち青少年育成協会
℡0567-27-4433

令和4年度（第38回）愛知県民の森
「写生大会」 参加者募集！

所蔵茶道具展
『桑山美術館所蔵品選』より

①開催中～ 11/30（水）
※月曜休館日

①開催中～ 12/4（日）
10：00 ～ 16：00
要申込

※月曜休館日

②愛知県民の森

②桑山美術館

③愛知県民の森
℡0536-32-1262

③桑山美術館
℡052-763-5188

あかき秋

2022年度 愛知県森林公園
四季の風景写真展作品募集

①開催中～ 12/4（日）
10：00 ～ 16：00
※月、火曜休館日

要申込

申込不要

①開催中～ 12/28（水）
申込不要

※詳細はリンク先にて

②昭和美術館

②愛知県森林公園

③昭和美術館
℡052-832-5851

③愛知県森林公園
℡0561-53-1551

要申込

※二次元コードは、学びネットあいちの「講座・イベント情報」ページにリンクしています。※申込方法、休館日など詳細・最新情報については、
問合せ先のTELまたは二次元コードよりご確認ください。※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、掲載している講座・イベントが中止ま
たは延期となる場合があります。必ず問合せ先にご確認のうえ、お出かけください。
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講座・イベント情報

「学びネットあいち」情報提供機関の
講座・イベント情報を紹介します！

※表の見方：「講座・イベント名」①開催日時、②開催場所、③問合せ先、℡等

笑壷ソサエティ ソフトストレッチ
（含む脳ト
レ運動：コグニサイズ） 東別院 木曜教室

笑壷ソサエティ
自力整体・健康法（隔週の教室）

①開催中～
（第1、2、4週：木曜）

①開催中～（第1、3週：日火水曜）

※詳細はリンク先にて

※詳細はリンク先にて
要申込

②名古屋市男女平等参画推進センター、
名古屋市女性会館
（イーブルなごや）
③笑壷ソサエティ 主宰 土田晶子
Email：etsudo2011@ezweb.ne.jp
℡090-1861-6822

②※詳細はリンク先にて

要申込

③笑壷ソサエティ 主宰 土田晶子
Email：etsudo2011@ezweb.ne.jp
℡090-1861-6822

萬葉集講座
萬葉歌をたのしむ「錦秋の萬葉歌」

心理カウンセラー養成講座
①開催中～
（毎週月、火曜）

①10/1（土）
14：00 ～
要申込

※詳細はリンク先にて

要申込

②昭和美術館またはオンライン講座
（Zoom使用）
③昭和美術館
℡052-832-5851

②※詳細はリンク先にて
③NPO法人 日本次世代育成支援協会
℡0586-73-3911

たいけんの森「小さな絵の展覧会」

令和4年度れきしるこまき企画展「家康・
秀吉覇を争う！小牧・長久手の戦い」

①10/1（土）
～ 11/27（日）
（期間中の土、日、祝）
9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 16：30

①10/1（土）～ 11/30（水）
9：00 ～ 17：00（最終入館16：30）

※月曜休館日

申込不要

※第3木曜休館日

②一宮市博物館

②小牧山城史跡情報館
（れきしるこまき）

③一宮市博物館
℡0586-46-3215

③小牧山城史跡情報館
（れきしるこまき）
℡0568-48-4646

パティオ登録アーティストによる
「ワンコイン・アラカルト」 vol. 4

申込不要

企画展「戦争の中の子どもたち・
戦争と動物たち」

①10/2（日）
14：00開演
（13：15開場）

①10/4（火）～ 11/26（土）
11：00 ～ 16：00
要申込

※日、月曜休館日

②知立市文化会館パティオ池鯉鮒

②戦争と平和の資料館ピースあいち

③知立市文化会館パティオ池鯉鮒
℡0566-83-8100

③戦争と平和の資料館ピースあいち
℡052-602-4222

申込不要

※二次元コードは、学びネットあいちの「講座・イベント情報」ページにリンクしています。※申込方法、休館日など詳細・最新情報については、
問合せ先のTELまたは二次元コードよりご確認ください。※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、掲載している講座・イベントが中止ま
たは延期となる場合があります。必ず問合せ先にご確認のうえ、お出かけください。
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講座・イベント情報

「学びネットあいち」情報提供機関の
講座・イベント情報を紹介します！

※表の見方：「講座・イベント名」①開催日時、②開催場所、③問合せ先、℡等

【名古屋市立大学】
令和4年度市民公開講座
～人生を豊かにする七色の学び～

メナード美術館開館35周年記念展
所蔵企画 35アーティスト vol.Ⅰ

①10/4（火）
～ 12/17（土）
※詳細はリンク先にて

①10/7（金）～ 12/25（日）
10：00 ～ 17：00
（最終入館16：30）
要申込

申込不要

※月曜休館日

②名古屋市立大学桜山キャンパスほか

②メナード美術館

③名古屋市立大学
℡052-853-8308

③メナード美術館
℡0568-75-5787

パティオバリアフリー事業2022
「HANDSIGN ＬＩＶＥ」

越原記念館ギャラリートーク
①10/8（土）
13：30 ～ 14：30

①10/8（土）
15：00開演（13：30開場）
申込不要

要申込

②越原記念館
（名古屋女子大学）

②知立市文化会館パティオ池鯉鮒

③越原記念館
（名古屋女子大学）
℡052-852-1111

③知立市文化会館パティオ池鯉鮒
℡0566-83-8100

柳家三三「落語」独演会

親子で夫婦で、仲間と一緒に認知症予防

①10/11（火）
19：00 ～ 20：30

①10/13（木）～ 3/23（木）
（第2、4木曜日）
10：30 ～ 11：30
要申込

要申込

②アーバンラフレ鳩岡
③UR都市機構中部支社ウェルフェア
推進課 市川
℡052-968-3208

②今池ガスホール
③朝日カルチャーセンター
℡052-249-5553

〈特別展〉名都美術館開館35周年記念
横山大観 － 心によりて筆生ず －
①前期：10/14（金）～ 11/13（日）
後期：11/15（火）～ 12/11（日）
10：00 ～ 17：00
（最終入館16：30）

サツマイモ収穫体験・バーベキュー・
防災訓練
①10/15（土）予定

申込不要

※詳細はリンク先にて

※月曜休館日

②つくし学園

②名都美術館
③名都美術館
℡0561-62-8884

要申込

農場

③あいち青少年育成協会
℡0567-27-4433

※二次元コードは、学びネットあいちの「講座・イベント情報」ページにリンクしています。※申込方法、休館日など詳細・最新情報については、
問合せ先のTELまたは二次元コードよりご確認ください。※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、掲載している講座・イベントが中止ま
たは延期となる場合があります。必ず問合せ先にご確認のうえ、お出かけください。
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講座・イベント情報

「学びネットあいち」情報提供機関の
講座・イベント情報を紹介します！

※表の見方：「講座・イベント名」①開催日時、②開催場所、③問合せ先、℡等

特別展「西田眞人

一の宮を描く」

第5回探鳥会

①10/15（土）
～ 11/27（日）
9：30 ～ 17：00（最終入館16：30）
※月曜、11/4､11/24休館日

①10/16（日）
10：00 ～ 12：00
申込不要

申込不要

②一宮市博物館

②愛知県弥富野鳥園

③一宮市博物館
℡0586-46-3215

③愛知県弥富野鳥園
℡0567-68-2338

第47回 文章講座 知らなきゃ怖い！！
スマホトラブル護身術

第46回ミニ・コンサート フルートアンサン
ブル 「Ｓｅａｓｏｎ Ｆｏｕｒ」
コンサート

①10/16（日）
14：00 ～ 16：00

①10/16（日）
14：00開演（13：30開場）
要申込

要申込

②おおぶ文化交流の杜allobu

②知多市勤労文化会館

③おおぶ文化交流の杜図書館
℡0562-48-1808

③知多市生涯学習スポーツ課
℡0562-31-0383

内藤勲の似顔絵ッセイ展 パート27

古川美術館特別展「名古屋に芸術村を！
市野亨と龍起・鷹生～100年の命宿る色彩」

①10/19（水）
～ 10/30（日）
9：00 ～ 19：00
（最終日16：00まで）

①10/22（土）～ 12/18（日）
10：00 ～ 17：00
（最終入館16：30）
申込不要

※月曜休館日

※月曜休館日

②蒲郡市立図書館

②古川美術館

③蒲郡市立図書館
℡0533-69-3706

③古川美術館
℡052-763-1991

爲三郎記念館特別展「形の素2022－赤木明登・
内田鋼一・長谷川竹次郎の古物コレクション展－」

体験学習ファシリテーション
〈アドバンス〉第2回

①10/22（土）
～ 12/18（日）
10：00 ～ 17：00
（最終入館16：30）
②古川美術館分館

①10/28（金）～ 10/31（月）3泊4日
申込不要

※月曜休館日

申込不要

要申込

爲三郎記念館

②南山学園研修センター

③古川美術館
℡052-763-1991

③南山大学人間関係研究センター
℡052-832-5002

※二次元コードは、学びネットあいちの「講座・イベント情報」ページにリンクしています。※申込方法、休館日など詳細・最新情報については、
問合せ先のTELまたは二次元コードよりご確認ください。※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、掲載している講座・イベントが中止ま
たは延期となる場合があります。必ず問合せ先にご確認のうえ、お出かけください。
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講座・イベント情報

「学びネットあいち」情報提供機関の
講座・イベント情報を紹介します！

※表の見方：「講座・イベント名」①開催日時、②開催場所、③問合せ先、℡等

生涯学習地域連携講座「簿記対策講座～日商簿記検定
試験3級直前講座～」
（愛知県立春日井商業高等学校）

秋季特別展 観光旅行の始まり
－行く人・来る人－

①10/29（土）
、10/30（日）
9：30 ～ 11：45

①10/29（土）～ 12/4（日）
9：00 ～ 17：00（最終入館16：30）
要申込

※月曜、11/4、11/24休館日

②愛知県立春日井商業高等学校

②一宮市尾西歴史民俗資料館

③愛知県生涯学習推進センター
℡052-961-5333

③一宮市尾西歴史民俗資料館
℡0586-62-9711

申込不要

11月

第4回発達障がいセミナー（岡崎会場）

管理職向けワークショップ

①11/1（火）
、10（木）、15（火）全3日間
10：00 ～ 12：00

①11/1（火）、9（水）、15（火）、30（水）

※1日単位での申し込みはできません

※詳細はリンク先にて
要申込

②愛知県青年の家
③
（公財）
愛知県教育・スポーツ振興
財団 教育振興課
「面接相談」
℡052-242-1588

②愛知県女性総合センター
（ウィルあいち）、オンライン（Zoom）
③（公財）あいち男女共同参画財団
（あいち女性の活躍促進事業実行委員会）
℡052-962-2512

写真集団「雲」作品展

名古屋港を描いた作品コンクール

①11/2（水）
～ 11/13（日）
9：00 ～ 19：00
（最終日16：00まで）

①11/3（木祝）
申込不要

※月曜休館日

※詳細はリンク先にて

②蒲郡市立図書館

②名古屋港ポートビル

③蒲郡市立図書館
℡0533-69-3706

③名古屋港ポートビル 展示企画係
℡052-652-1111

小牧市歴史館

ボトルシップ体験コーナー

小牧山城茶会

①11/3（木祝）
10：00 ～ 15：00

要申込

申込不要

①11/3（木祝）～ 12/18（日）の土日祝
10：00 ～ 15：00（受付13：30まで）
申込不要

※11/20（日）
は開催しません

②小牧市歴史館

②名古屋海洋博物館・南極観測船ふじ

③小牧市歴史館
℡0568-72-0712

③名古屋港ポートビル 展示企画係
℡052-652-1111

申込不要

※二次元コードは、学びネットあいちの「講座・イベント情報」ページにリンクしています。※申込方法、休館日など詳細・最新情報については、
問合せ先のTELまたは二次元コードよりご確認ください。※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、掲載している講座・イベントが中止ま
たは延期となる場合があります。必ず問合せ先にご確認のうえ、お出かけください。
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講座・イベント情報

「学びネットあいち」情報提供機関の
講座・イベント情報を紹介します！

※表の見方：「講座・イベント名」①開催日時、②開催場所、③問合せ先、℡等

人間関係講座（コミュニケーション）
第121回

胎教アドバイザー ®資格講座
～おなかの赤ちゃんからの子育て～

①11/5（土）
10：00 ～ 18：00
11/6（日）9：00 ～ 17：00

①11/9（水）、30（水）2日間
9：30 ～ 14：30
要申込

要申込

②オンライン
（Zoom）

②オンライン

③南山大学人間関係研究センター
℡052-832-5002

③一般社団法人 日本胎教協会
℡070-1782-0223

紅葉のおもてなし

第18回

①11/12（土）
～ 11/23（水祝）
9：00 ～ 17：00
（最終日16：30まで）

①11/12（土）～ 12/4（日）
9：00 ～ 16：30（最終入館16：00）

※月曜、11/4、11/24休館日

申込不要

自然史博物館自由研究展

※月曜休館日

申込不要

②一宮市尾西歴史民俗資料館

②豊橋市自然史博物館

③一宮市尾西歴史民俗資料館
℡0586-62-9711

③豊橋市自然史博物館
℡0532-41-4747

コレクション展 Memories
～時代が蘇る追憶のポスター

第6回 あいち海上の森フォーラム
里山シンポジウム

①11/12（土）
～ 1/15（日）
9：00 ～ 17：00（最終入館16：30）

①11/13（日）
13：00 ～

※月曜、11/24、12/19-1/3休館日

申込不要

申込不要

③刈谷市美術館
℡0566-23-1636

②愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）
③あいち海上の森フォーラム
℡090-1860-0811

第48回知多市民美術展

中学夜間学級体験講座（in三河）

①11/18（金）
～ 20（日）
9：30 ～ 17：00
（最終日16：00まで）

①11/19（土）、12/10（土）
9：45 ～ 15：00

②刈谷市美術館

申込不要

※1日単位の申込可。

②知多市勤労文化会館
③知多市生涯学習スポーツ課
（市民活動センター内）
℡0562-31-0383

要申込

②愛知県青年の家
③（公財）愛知県教育・スポーツ振興
財団 教育振興課
℡052-242-1588

※二次元コードは、学びネットあいちの「講座・イベント情報」ページにリンクしています。※申込方法、休館日など詳細・最新情報については、
問合せ先のTELまたは二次元コードよりご確認ください。※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、掲載している講座・イベントが中止ま
たは延期となる場合があります。必ず問合せ先にご確認のうえ、お出かけください。
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講座・イベント情報

「学びネットあいち」情報提供機関の
講座・イベント情報を紹介します！

※表の見方：「講座・イベント名」①開催日時、②開催場所、③問合せ先、℡等

第21回愛知県太鼓連盟
「太鼓のつどい」in 豊明
①11/20（日）
10：00 ～ジュニア愛知県予選会
13：00 ～太鼓のつどい
②豊明市文化会館

名古屋大学出前授業① 西之島火山
－その謎に海と空から迫る－
①11/20（日）
14：30 ～ 16：00
申込不要

要申込

②豊橋市自然史博物館

③愛知県太鼓連盟
℡052-614-2514

③豊橋市自然史博物館
℡0532-41-4747

名古屋大学出前授業②
ウイルスを運ぶコウモリは「ワルもの」？

協同学習ワークショップ
〈アドバンス〉第13回

①11/26（土）
14：30 ～ 16：00

①11/26（土）、27（日）
10：00 ～ 16：00
要申込

要申込

②豊橋市自然史博物館

②南山大学

③豊橋市自然史博物館
℡0532-41-4747

③南山大学人間関係研究センター
℡052-832-5002

第3回れきしるこまき講座
「小牧・長久手の戦いと徳川家康」

第5回発達障がいセミナー（名古屋会場）

①11/27（日）
13：30 ～ 15：00

①11/29（火）、12/7（水）、14（水）全3日
10：00 ～ 12：00
要申込

※1日単位での申し込みはできません

②小牧山城史跡情報館
（れきしるこまき）

要申込

②愛知県教育会館
③（公財）愛知県教育・スポーツ振興
財団 教育振興課「面接相談」
℡052-242-1588

③小牧山城史跡情報館
（れきしるこまき）
℡0568-48-4646

12月

「蓬莱島」熱田の魅力を探る
～ なごや古代史の鍵をにぎる地域 ～

女性リーダー交流カフェ

①講義11/9
（水）
13：30 ～ 15：00
現地学習11/16
（水）
13：30 ～ 16：00
※全2回の講座です

①12/15（木）
17：00 ～ 18：30
（ウィルあいち）
②愛知県女性総合センター

要申込

②講義 愛知県教育会館
現地学習 断夫山古墳、白鳥古墳ほか
③愛知県生涯学習推進センター
℡052-961-5333

要申込

③（公財）あいち男女共同参画財団
（あいち女性の活躍促進事業実行委員会）
℡052-962-2512

※二次元コードは、学びネットあいちの「講座・イベント情報」ページにリンクしています。※申込方法、休館日など詳細・最新情報については、
問合せ先のTELまたは二次元コードよりご確認ください。※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、掲載している講座・イベントが中止ま
たは延期となる場合があります。必ず問合せ先にご確認のうえ、お出かけください。
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県立学校の先生方が講師となって、学校の得意分野や特色を生かした講座を開催します。

SDGs について学ぼう︕

【会場】半田商業高校（半田市）

～ Letʼs コオロギクッキング ～
SDGs とコオロギとの
意外な関係とは・・・

【開催日時】11 月 26 日（土）
、12 月 17 日（土） 9︓30～11︓30

【申込期間】10 月 21 日（金）まで 【定員】20 名 【費用】500 円（教材費）

いらっしゃいませ︕︕三谷水めし 【会場】三谷水産高校（蒲郡市）
～ 伊達巻スイーツ、さつま揚げ、イカめしづくりを体験 ～
【開催日時】12 月 17 日（土）
、18 日（日） 10︓00～12︓00
【申込期間】10 月 3 日（月）～10 月 31 日（月） 【定員】10 名 【費用】1,700 円（教材費・保険代）

あいち歴史まちめぐり【半田市】
かも

い

ま

～「醸す」郷土史を現在に伝える歴史的建造物をめぐる ～
【開催日時】12 月３日（土） 10︓00～16︓30

【半田赤レンガ建物】

【小栗家住宅】
今年度、重要文化財指定︕

【会場】雁宿ホール、旧中埜家住宅、半田赤レンガ建物、小栗家住宅

【申込期間】10 月 19 日（水）～11 月 20 日（日） 【定員】30 名 【参加料】2,000 円（保険代含む）

申問
込合
先

愛知県生涯学習推進センター

〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁目２番１号 (愛知県東大手庁舎２階）

TEL 052-961-5333

FAX 052-961-0232

令 和 ４ 年 度 愛 知 県 子 供 読 書 活 動 推 進 大 会
～高校生ビブリオバトル愛知県大会 2022～
決勝及び講演会︓11 月 3 日（木・祝）13︓00～16︓30
<講演会講師︓児童文学作家 山本 悦子 先生>

観覧者
募集︕

会場: 愛知県図書館 大会議室

ビブリオバトルとは・・・
各自が持ち寄った本の面白さについて 5 分程度で紹介し合い、一番
読みたくなった本を参加者の投票で決定する書評会です。
読書界を牽引する若者達の熱い思いに耳を傾けてみませんか︕
どなたでも申込できますので、是非、御参加ください。
先着順で、定員になり次第締め切らせていただきます。

編集・発行/公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県生涯学習推進センター
住所：〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁目２番１号
（愛知県東大手庁舎２階）
T E L：052-961-5333 FAX：052-961-0232 HP：https：//www.manabi.pref.aichi.jp/center/
発行：令和４年９月

<生涯学習あいち県民講座>

77 juVE3ea

＜生涯学習地域連携講座＞

No.

おすすめ情報

◎生涯学習地域連携講座
◎生涯学習あいち県民講座
◎高校生ビブリオバトル愛知県大会2022

<申込方法はホームページをご覧ください>

編集後記

愛知県教育委員会 生涯学習課 生涯学習推進グループ
〒460-8534 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 電話 052-954-6781

今回は、社会的な問題として近年大きくクローズアップされている
『ヤングケアラー』という、非常に
デリケートな問題を取り上げさせていただきました。十人十色、様々なシチュエーションがありますが、
ただ家族のための
「お手伝い」がいつの間にかその域を超え、その子の社会を狭めていく…心が苦しく
なりました。私たちは今回、正しく
『ヤングケアラー』を理解し、気づくことの重要性を知ることがで
きました。皆さんとともに、子どもが子どもらしく生きる権利、教育を受ける権利を守り、すべての
子どもたちの心身の健やかな育ちを願っています。
（J.S）

ご自由にお持ちください

問合せ先

