
■本県独自の生涯学習ビジョン

秋田県生涯学習推進本部は、「秋田県生涯学習ビ

ジョン」を新たに策定しました。

ここで掲げるのは、「知と行動の結びついたクリ

エイティブな循環型社会」です。全国に先駆けて

生涯学習に取り組んできた生涯学習先進県である

本県の、生涯学習の将来像を明らかにし、今後の

方向を見極める独自のビジョンです。

■めざす人間像は行動人
こ う ど う び と

このビジョンは、「学んだことを行動に結びつけ

る」という点を重視し、県民一人一人の行動力が

結集して、活力ある秋田をつくる原動力になるこ

とを期待するものです。そのために、「すべての県

民が行動人になる」ことを、めざす人間像として

掲げます。行動人とはいったいどんな人か！？

この続きは、「美の国秋田ネット：生涯学習課ホ

ームページ」で御覧ください。

秋田県生涯学習推進本部は、１０月１１日（火）

に、本部会議を開催しました。この会議の開催は、

平成７年以来１６年ぶりのことです。

本部長である佐竹知事から、「新しく策定した『秋

田県生涯学習ビジョン』のもと、生涯学習の意識

をもって取り組んでいこう」と指示がありました。

「本部会議」については、「美の国秋田ネット：生

涯学習課ホームページ」で御覧ください。
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「秋田県生涯学習ビジョン」を策定

行動人がふえていくイメージ

「秋田県生涯学習ビジョン」より

秋田県生涯学習推進本部「本部会議」

16年ぶりに開催

生涯学習センターの１１月の主な行事予定 018-865-1171
れんけいカレッジあきた学専門講座

【あきたの先人に学ぶ】 発掘！考古ゼミ
【THEスペシャリスト】 4日(金)､11日(金)､18日(金)､25日(金)

5日(土)､19日(土)､26日(土)
生涯学習・社会教育関係者レベルアップ研修②あきた地域学講座

横手キャンパス(移動学習) 12日(土) 大館市立中央公民館会場 11日(金）

本部長から指示がありました
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秋田県生涯学習課関連施設 １ １ 月 の 主 な 行 事 予 定 各施設のホームページもご覧ください

図 書 館 018-866-8400
テーマ展示
「信じよう、本の力～図書館員がおすすめする
この１冊～」 2 日(水)～ 30 日(水)

郷土展示

「まんず、みでけれ秋田の本こ～平成 23 年度第 2 回寄贈
資料展」 2 日(水)～ 30 日(水)
えほんのへや展示

「みんななかよし～かぞくのえほん～」
2 日(水)～ 30 日(水)

あきた文学資料館 018-884-7760
文学講座 秋田の女性作家たち ※先着 70 人,事前申込必要
「渡辺喜恵子」 12 日(土) 13:30 ～ 15:00
「山田順子」 24 日(木) 13:30 ～ 15:00

美 術 館 018-834-3050
＜美術ホール 展示会＞

秋田一先会かな書展 4 日(金)～ 7 日(月)
第 9回秋田県特別支援学校文化祭

わくわく美術展 10 日(木)～ 14 日(月)
第 55 回秋田美術作家協会展 16 日(水)～ 21 日(月)
西村廣恵彫刻個展 22 日(火)～ 24 日(木)
秋田県高等学校総合美術展 25 日(金)～ 29 日(火)

近代美術館 0182-33-8855
〈特別企画展〉 ※一般８００円、大学生以下無料

ハイチの素朴な絵画展 27 日（日）まで
・学芸員によるギャラリーツアー 13日（日）

〈コレクション展〉※無料
Ａｒｔ Ｒｅｐｏｒｔ Ａｋｉｔａ２０１１
第３期 日本画の風景 2012 年１月 9 日(月)まで

〈美術館教室〉
・はじめての日本画Ⅴ～秋の実を描く～ 6日（日）

※中学生以上 材料費：５００円 定員：１５名
【大好評】近美キッズルーム！ 毎日 9：30 ～ 15：45
たのしい絵本や木のおもちゃがあります！ ※無料

博 物 館 018-873-4121
〈企画展〉
YAMA NO KIOKU

鉱山の記憶 9 月 17 日(土)～ 11 月 27 日(日)
〈体験教室・講座〉※事前の申込みが必要

「考古学入門講座」（中学生～） 12日、26日(土)
「真澄に学ぶ教室」講読会（一般） 19 日(土)
〈名誉館長館話ー先覚・真澄ー〉※申込みが必要

対象：一般 11日(金)、25日(金)
新野直吉名誉館長が県立博物館の「秋田の先覚記念室」

と「菅江真澄資料センター」にまつわる話をします

〈ふるさとまつり広場〉

ナマハゲ 11 月 2 日(水)～ 1 月 29 日(日)
〈菅江真澄資料センター 企画コーナー展〉
真澄、県北の旅 10 月 22 日(土)～ 12 月 4 日(日)
〈わくわくたんけん室 人気メニュー〉

ミッションをクリアして、お宝をゲットせよ！
10 月 15 日(土)～ 11 月 6 日(日)

農業科学館 0187-68-2300
〈企画展示〉
ステンドグラス展 1 日(火)～ 20 日(日)

〈おやこ自然教室〉
手作り豆腐 ※事前申込必要 12 日(土)

〈フォトコンクール〉
「現在の農山村生活の様子を後世に伝える映像
記録」募集期間 10月 1日(土)～ 1月 31日(火)

〈研究機関紹介コーナー〉

果樹試験場紹介展 8月 30日(火)～ 11月 6日(日)
水産振興センター紹介展

11 月 8 日(火)～ 12 月 25 日(日)

青少年交流センター（ユースパル） 018-880-2303
〈文化活動発表展〉 ５日(土)～６日(日)
対象：青少年団体、高校生、大学生、

地域で文化活動を行う個人・団体
内容：【1】作品の展示 【2】活動の成果発表

【3】囲碁将棋の交流戦
費用：無料

あきた白神体験センター 0185-77-4455
〈貝殻ストラップ作り〉 1 日(火)～ 30 日(水)

対象：一般～小学生
内容：貝殻を使ったストラップ作り(約１時間)
費用：お一人 500円 随時受付

〈白神ピッザ作り〉 1 日(火)～ 30 日(水)
対象：一般～小学生
内容：白神こだま酵母のピッザ作り(約２時間)
費用：お一人 1,000円 締切：希望日の５日前

大館少年自然の家 0186-43-3174
〈萩の刈り取り・片付け作業〉 12 日(土)

対象：一般（ボランティアを募って）
内容 :大館少年自然の家「八十萩の坂」のミヤ

ギノハギ刈り取り作業や片付け作業
〈冬の野鳥観察会〉 20 日(日)

対象：小中学生及びその保護者
内容：大館少年自然の家周辺（岩神貯水池等）

の池に飛来した渡り鳥の観察
費用：200円（2回分＊次回 12/10）
締切：随時受付

岩城少年自然の家 0184-74-2011
〈ファミリーキャンプ〉 5 日(土)～ 6 日(日)

19 日(土)～ 20 日(日)
対象：家族 内容：テント泊、炊飯等
費用：実費 締切：開催 2週間前

〈アドベンチャーキャンプ〉 12日(土)～ 13日(日)
対象：小学４年生～中学生
内容：交流ゲーム、簡易炊飯、テント泊等
費用：2,500円 締切：4日(金)

〈親子 de キャンプ〉 26 日(土)～ 27 日(日)
対象：小学生を含む親子
内容：手作りはがき、きりたんぽ鍋等
費用：2,000円 締切：21日(月)

保呂羽山少年自然の家 0182-26-6011
〈冬季出前講座〉平成 23 年 11 月 ～平成 24 年 2 月

プロジェクトアドベンチャーやうどん打ち、

陶芸創作活動等ご希望に応じて出前いたします。

お気軽にお問い合わせください。
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