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１号だータンセ部西 よ り

所長挨拶

島根県立西部社会教育研修センター所報 ２０２０年度

そうだ！
西部社会教育研修センターへ行ってみよう！

事務室入り口です

＜いわみーる全景＞
３階にセンターの事務室があります

スタッフ一同
お待ちしています！

西部社会教育研修センターは、
①人材養成研修
②調査・研究事業
③情報提供・学習相談事業
④市町村支援事業を行っています。

詳しい内容については、ホームページでご確
認いただくか直接ご連絡下さい。

西部センター
紹介

プレゼンやファシリテート
の力を、高めていきたいの
だけど・・・

 「何があっても季節は巡り、春はやって来る！」 未知の感染症に社会が挑戦

するという不安を持ちながらの春を迎えましたが、先日観ていたNHKの番組で、

ナレーターの中井貴一さんが冒頭の一言を叫んでいました。西部センターのあ

る「いわみーる」の周りも桜をはじめ、手入れされた花々が咲き誇っています。

３階の窓から東を臨むと、遠くに風を受けて回る風車が見えます。極端に弱い風

や強い風の時には回らない風車も、心地よい風を受けくるくる回っています。 

 西部センターにも新しいメンバーが加わり、新たな風が吹いています。もうひ

とつ新しい光景。「管内のすべての公民館の写真

を撮ってきてマップをつくろう」とスタッフが

取り組みをはじめて、2 年目。いくつかの失敗

やエピソードを残しながら、ようやく完成し所

内に掲示しました。訪問させていた公民館の皆

さんには大変お世話になりました。来所の折に

は是非ご覧いただけたらと思います。結構壮観です（と、自画自賛ですが…）。 

 地域で活躍される皆様のご支援とご理解があってこその「社会教育研修」です。

漂う不安感に負けず、少しでも皆様に魅力を感じてもらえるよう、研修の充実に

努めていきます。今年度もよろしくお願いします。 

島根県立西部社会教育研修センター 

  所 長  舟 木 志 郎 

マップの写真 

研修で意見がたくさん出る
ように、有効な手法は何が
あるだろう？

西部社会教育研修センターは

いわみーる内にあります



事業計画2020 西部社会教育
研修センター

月 日 曜 研修・講座名 会場 備考

5

20 水 公民館等職員研修① いわみーる
4月中旬
募集案内

25 月 地域魅力化プログラム体験講座 いわみーる
4月中旬
募集案内

27 水 地域魅力化プログラム体験講座 益田合庁
4月中旬
募集案内

29 金 公民館等職員研修② いわみーる

6

15 月 コーディネーター研修 いわみーる
5月中旬
募集案内

24 水 地域魅力化プログラム体験講座 川本合庁
4月中旬
募集案内

30 火 公民館等職員研修③ いわみーる

7
14 火 しまねの社会教育基礎講座（益田会場） 柿木基幹集落センター

6月中旬
募集案内

16 木 しまねの社会教育基礎講座（浜田会場） 江津市総合市民センター
6月中旬
募集案内

8 27 木 ファシリテーター養成講座① いわみーる
7月下旬
募集案内

9 25 金 ファシリテーター養成講座② いわみーる

10

2 金 社会教育委員研修 あすてらす
9月上旬
募集案内

6 火 公民館等職員研修④ いわみーる

13 火 ファシリテーター養成講座③ いわみーる
地域住民役
大募集！

11 10 火 公民館等職員研修⑤
島根県立

少年自然の家

9月中旬
募集案内
合同発表会
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21

18

木

木

社会教育主事講習Ｂ

生涯学習概論（2単位）

社会教育経営論（2単位）

生涯学習支援論（2単位）

社会教育演習（2単位）

いわみーる他

10月頃
県教育委員
会社会教育
課より案内

~

＊研修等は、感染症予防に十分留意し開催していきますが、急遽、中止・延期する場合がありますので、
ご承知おきください。

R2.4.1現在



令和2年度　東部・西部社会教育研修センター　

社会教育にかかわる人材養成研修事業　　開催日程状況

調 整 中 ：

予 定 ：

現在 実施準備中 ：

中止・終了 ：

状況 開催日 会場等

10月2日(金) 大田・あすてらす

8月27日(木)

9月25日(金) いわみーる

10月13日(火)

7月14日(火) 柿木基幹集落センター

7月16日(木) 江津市市民総合センター

予定

予定

調整中

社会教育委員研修

公民館等職員研修

西部社会教育研修センター関係分

4月13日

〇「開催準備中」後も、急遽延期・中止することもあります。

研修名

〇市町支援の対応については、個別におこないますので、その都度のご相談をお願

いします。

コーディネーター研修

ファシリテーター

養成講座

しまねの社会教育

基礎講座

地域魅力化プログラム

体験講座

予定を変更し、

日程・会場・内容について調整中です

「開催日」の日付での実施を

予定としています（調整後の予定を含む）

参加募集案内を作成・発出するなど、

実施に向け準備をしています

中止としたり、既に終了しました

予定

調整中

調整中

検索

アドレス

新型コロナ感染症拡大予防のため、今年度計画していた各研
修の予定を急遽変更する場合があります。既に、4月・5月開催
予定分等については、予定を変更し日程・会場を調整中です。
変更等については、その都度、西部社会教育研修センターの

ＨＰで状況をお知らせします。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

センターのＨＰでＰＤＦ形式で表示します。
「新着情報」のコーナーに「研修日程最新情報」と
してリンクを貼ります。
（表の様式は変更することがあります）

ご不明な点等がありましたら下記まで
お問い合わせください。
県立西部社会教育研修センター
電話： 0855-24-9344
メール：
seibu_shakaikyoiku@pref.shimane.lg.jp

こんな感じの一覧表です

https://www.pref.shimane.lg.jp/seibu_shakaikyoiku/



職員紹介
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information

社会教育主事講習Ｂについて 放送大学について

放送大学島根学習センターの再視聴施設として
浜田コーナーが設けられています。
ＤＶＤやＣＤを視聴できる機器の貸し出しに加え、

今年度新たに、パソコンを設置しました。
これにより、科目の視聴の他に、各種手続きをセ

ンターから行うことができます。ぜひ、ご利用くだ
さい。

図書貸出しについて

センターには、約1,700冊の図書があり、社会教
育、学校教育に関係する方にはどなたでも、貸し
出しをしています。研修の参考にどうぞ！
貸出期間は、２週間、５冊までです。
その他、「月刊社会教育」「月刊公民館」等の

バックナンバーもありますので、関心のある方は、
お問い合わせください。

近くの桜並木3階から見えるマリン大橋

いわみーる周辺の景色

お知らせしていましたように、いよいよ
令和２年度より、社会教育主事講習が変わります。
「社会教育計画」「社会教育特講」の二つがなく
なり、新たに「社会教育経営論」「生涯学習支援
論」が開設されます。
詳細については、当センターにお問い合わせく

ださい。

この４月より勤めさせていただ
いております。木地谷里志といい
ます。 ３月までは、益田市立真
砂小学校で勤めておりました。
小学校で勤めている間、子ども

たちの学びのために地域の方々に
大変お世話になりました。社会教
育に関わる方々との出会いが大変
楽しみで、今からわくわくしてい
ます。自分自身も一緒に楽しく充
実した研修を重ねていきたいと
思っております。

社会教育主事 木地谷 里志

４月から西部社会教育研修
センターのスタッフの一員に
なりました。
庶務担当の田渕由香です。
皆様のお役に立てるよう頑

張ります。よろしくお願いし
ます。

田渕 由香

あるテレビ番組で･･･。山の中で
茶畑を営む80歳の方が登場。35歳
で麓に移ったが、茶畑の作業には
通っているとか。獣道しかなかっ
た所を、別に、18歳から5年かけ手
堀りで700ｍの車道をつくったそう
です。その逞しさに、古くからの
知恵が垣間見える生活に、それを
実直に続けていく姿に感動をおぼ
えました。島根にもこんな方がた
くさんおられると思います。
笑顔で生活できる地域！それを

支える方々を応援していきたいと
思います。 家田 ゆかり

性格なのか、私生活の部分で
のルーティン的な動きが苦手で、
毎朝毎晩違う動きをしてしまい
ます。でも、逆にそれが刺激で
気分転換になっているのかもし
れません。仕事の上でも常に刺
激を求め、日々工夫し納得しな
がら仕事に取り組んでいきたい
と思っています。

社会教育主事 佐々木 努

「石の上にも３年」。３年を乗り切ると、
業務のこと庶務のこと、書類の在りかな
ど、いろいろなことも分かって、「聞か
れること」が多くなるのが不思議です。
４年目の今年が左うちわの「余年」とな
らぬよう、昨年の３年目の浮気心から一
転、日々の業務に「余念」無く取り組ん
でいきたい、と肝に銘じた4月です。
「開かれ、つながる社会教育へ」とい

う風が、風車をまわす心地よい風となる
ような研修の場、職場となるよう、知見
を備えた継続職員の風と新しい職員の風
を合わせ、励んでいきたいと思います。

所長 舟木 志郎


