
第181回生涯教育まちづくり
移動フォーラムinみやざき

令和元年11月9日(土)
９：４５～１６：３０
宮崎県教育研修センター

主催 宮崎県教育委員会

主管 第４回宮崎県生涯学習実践研究交流会実行委員会

後援
宮崎県市町村教育委員会連合会 宮崎県県立学校長協会
宮崎県校長会 公益社団法人宮崎県青少年育成県民会議
宮崎県公民館連合会 宮崎県社会教育委員連絡協議会
宮崎県ＰＴＡ連合会 宮崎県高等学校ＰＴＡ連合会
宮崎県立特別支援学校ＰＴＡ連絡協議会 宮崎県青年団協議会
宮崎県地域婦人連絡協議会 日本ボーイスカウト宮崎連盟
宮崎地方法務局 宮崎県人権擁護委員連合会
一般社団法人ガールスカウト宮崎県連盟
一般社団法人宮崎県子ども会育成連絡協議会
社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会
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セッション

特別講演
インタビュー・
ダイアローグ

閉会行事

地域住民、保護者、
学生、教職員、企業、
行政等が一堂に会し
１０年先、１００年先の
未来のために
「みやざきならではの
生涯学習」を

みんなで考える日
です。

～みやざきの 未来を紡ぐ
生涯学習～

共催 第３８回中国・四国・九州生涯教育実践研究交流会
みやざき社会教育・生涯学習研究会「ひなたネットワーク」



１０１研修室

特定非営利活動法人
ヒミツキチ

自ら集まり、自ら育つ
「プレーパーク」

人は幼少期の原体験（豊かな遊び）を経験し、群れ遊び、
生きる力を自ら育み、生涯学ぶ人となります。子どもの遊
ぶ権利やプレイワーク等の研修を受けた地域の大人が主体
となり、地域・学校・NPOと連携しているプレーパーク
（子どもの遊び場）づくりを発表します。

１０２研修室

鬼神野公民館

地域の熱量ＵＰ！
ふるさと運動会が

つむぐもの

鬼神野小学校が閉校して9年。小学校で行われていた運動会を
「ふるさと運動会」として復活させ毎年開催しています。子ど
もから高齢者まで共に汗を流し地区住民が一体となる活動に取
り組んでいます。高齢化にもマケズ、少子化にもマケズ、過疎
化にもメゲズ、目指すはみんなが笑顔になれる場所づくりです。

１０１研修室

宮崎伴走者協会

ノーマライゼーションの
精神をもって障がい者と
共にみんなで健康に走ろう

世界盲人マラソン宮崎大会を契機に走ることが好きなメンバー
が視覚障害がい者と設立した２３年目を迎えるボランティア団
体です。
定期練習や国内外のマラソン大会参加を通じて様々なふれあい
の輪が広がっています。

人づくり・地域づくりに熱心に取り組む県内の企業や団体による取組の紹介や取組への思いについて参加者を
交えてのトークセッションを行います。

（株）ＫＰクリエイションズ

創業以来80余年に渡り企業、自治体などの
PRやブランディングをサポート。宮崎と東京
を拠点にグラフィックデザインはじめ、
「食」に関するコンサルティング、イベント
企画、Web制作など幅広い事業を展開してい
ます。

北きりしま田舎物語推進協議会

小林市・えびの市・高原町で、農家民泊・日
帰りによる農業体験等の提供を行っておりま
す。農業・食・命の大切さについて交流を通
して学び、地域と都市の役割やコミュニケー
ション再生などの、学びの場も提供しており
ます。

（株）グローバル・クリーン

創業20年目、ビルメンテナンス・不動産業の
ほか、そのノウハウを指導するクリーンコン
サル事業を全国へ展開。また、あらゆる人材
の無限の可能性を引き出し活躍出来る「いい
会社」づくりに挑戦している会社です。

１０２研修室

特定非営利活動法人
五ヶ瀬川流域ネットワーク

遊びと文化と時間の
経済をつくろう！

資料館「リバーパル五ヶ瀬川」を基地に取り組む、水辺や
川での環境教育活動、カヌーなどの体験活動、地域と連携
したまちづくり活動、流域を繋ぎ地域の新たな魅力を知る
活動などを通して、目指している事について発表します。

１０１研修室

宮崎県わけもん
防災ネットワーク

大学生と一緒に
防災について学ぼう!！

学生が主体となって地域の人や地域の子どもたちと一緒に、
防災に関する知識や理解を深め、防災意識を高める活動を
行っています。活動の一つである子ども食堂を中心に私た
ちの活動内容を発表します。

１０２研修室

株式会社
BRIDGE the gap

想いを形にすることで
人とつながる

新しい形の公共空間

小林市の中心市街地活性化の拠点となるべく設立された
TENAMUビル。その２階にあるTENAMU交流スペースは
「つながりの創出」をコンセプトに、市民の方々が想いを
形にし、それに共感した人がつながっていく場づくりを
行っています。

企業トークセッション（１３：４５～１４：３５）

実践発表Ⅰ（１０：１０～１１：００）

実践発表Ⅱ（１１：１０～１２：００）

実践発表Ⅲ（１２：４５～１３：３５）



２０１研修室

西米良村教育委員会・
西米良村地域婦人

連絡協議会

1,000人が笑う
村づくり

西米良村は、子どもから高齢者まで心身ともに元気な村民
による「村民総参加」の村づくりに取り組んでいます。前
半は社会教育に貢献している各団体の活動報告、後半はそ
の中でも学校や地域など多岐に渡って活動している地域婦
人連絡協議会が報告します。

～聞き手～
九州共立大学 名誉教授 古市勝也 氏 九州女子大学 教授・人間科学部学部長 大島まな 氏

【特別講演】「豊かな未来を創るために～みんなが主役のしくみづくり～」

【インタビュー・ダイアローグ】特別講演を受けて、高校生、社会福祉協議会職員、
生涯学習・社会教育行政職員による対話を行います。

生涯学習通信「月刊風の便り」編集長 三浦清一郎 氏

～登壇者～
「地域人を育てる福祉教育プログラム」の仕掛け人（日向市立大王谷小学校での実践）：日向市社会福祉協議会 成合進也 氏
「油津商店街アンブレラスカイプロジェクト」の仕掛け人：都城工業高等専門学校 穐田南海 氏
「ふるさと美郷の人・地域・ネットワークづくり」の仕掛け人：美郷町教育委員会課長補佐 鎌田次郎 氏

２０１研修室

庄内地区まちづくり協議会

庄内地区における
地域学校協働活動

都城市庄内地区まちづくり協議会は地域にある小学校3校、
中学校1校との連携に力を入れてきました。地域学校協働本部
の取組や、心のプレゼント運動、子どもたちへ郷土の歴史を伝
える活動の事例等を発表します。

２０１研修室

真幸まちづくり協議会

みんなおいでよ
寺子屋ランチに

真幸まちづくり協議会は、『真の幸せづくり』をスローガンに、
安心・安全な暮らしづくり教室など諸活動を行っています。
そのような中、子どもたちが気軽に集える場〖寺子屋ランチ〗
を始めました。その状況を発表します。

サポートプラザ

宮崎県立
都城商業高等学校

Social capital
中山間地域を守れ

中山間地域にある三股町長田地区、その地区で活動している轟
木婦人部会と連携した取組を実施しています。商業の学びを活
かし、婦人部会の労働環境の改善を目指し活動している高校生
のストーリーです。

サポートプラザ

串間市青年団協議会

わけしんパワーで
令和も爆走！

地域活性化の中核を担う人材発掘・育成を目的として、
ビーチバレーをはじめとする様々な事業に取り組んでいま
す。青年団の活動や取組、現在の課題、今後の青年団につ
いてお話しします。

サポートプラザ

新田神楽保存会

30年後を見据えた
後継者育成

小学生を対象として始めた後継者育成。その中で、発達障がい
のある子どもたちが加入するようになりました。その子どもた
ちへの指導の工夫や子どもたちの成長について発表します。新
田神楽の未来を担う子供たちの様子に触れてください。

特別講演 インタビュー・ダイアローグ（１４：４５～１６：２５）

実践発表Ⅰ（１０：１０～１１：００）

実践発表Ⅱ（１１：１０～１２：００）

実践発表Ⅲ（１２：４５～１３：３５）



参加申込 申込締切り…１０月９日（水）
申込は以下のいずれかの方法でお願いします。

（１）インターネットによるお申込み
右のＱＲコードまたはＵＲＬから申込フォームにアクセスいただき、

必要事項を入力の上、送信してください。

※ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

（２）メールによるお申込み
①氏名（ふりがな）、②所属、③連絡先（ＴＥＬ）、④弁当注文予定の有無、
⑤情報交換会出席の有無、を入力して、次のアドレスに送信してください。

（３）ＦＡＸによるお申込み
下の参加申込書（ＦＡＸ用）に必要事項を記載し、次の番号へ送信してください。

【ＵＲＬ】 https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/drNl90gc

【アドレス】 ky-shogaigakushu@pref.miyazaki.lg.jp（宮崎県教育庁生涯学習課）

【ＦＡＸ送信先】 0985-26-7342（宮崎県教育庁生涯学習課）

※ 氏名、電話番号等の個人情報は、本交流会以外の目的には使用いたしません。
※ 当日、報道機関による取材があった場合は会場内を撮影します。予めご了承ください。
※ 弁当は５００円（お茶付き）です。「弁当注文の予定」は、事前におおよその個数を把握するた
めです。正式には、当日の朝、受付にて弁当の注文と支払を必ず行ってください。

※ 天災や事故等でやむを得ず中止する場合は、みやざき学び応援ネット（県生涯学習課HP）でお知
らせします。御確認ください。

【みやざき学び応援ネット】 https://www.sun.pref.miyazaki.lg.jp/

参加申込書（ＦＡＸ用） ※この用紙をそのままお送りください。

氏 名 ふりがな 所属名 連絡先ＴＥＬ
弁当注文の予定
（○、×）

情報交換会
（○、×）

１

２

３

４

５

情報交換会に参加しませんか？

それぞれの立場で活躍している熱い思いをもった方々と一緒に語り、交流しませんか？ 情報交換会の会費

は４，０００円です。情報交換会の会費は、当日の朝、受付にてお支払いください。

１１月９日（交流会当日）１８：００～２０：００
エアラインホテル西館２階（宮崎市橘通西3丁目10番19号）

問合せ
宮崎県教育庁生涯学習課 生涯学習推進担当 鈴木
TEL 0985-26-7244

実践発表団体等の情報については、随時、県教育委員会のFacebookで紹介していきます。
【宮崎県教育委員会Facebook 】 https://www.facebook.com/miyazakikyouikuiinnkai

（エル）（エル）

（エル）

（エル）
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