ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ



ᇹ  ӭ

ӲᛢưܱƠƯƍǔ
ᜒࡈƷȁȩǷƴλǕ
ƯƍƨƩƖǇƢǑƏ
ƓᫍƍƠƯƓǓǇƢŵ





ᇹ  ׅᲴᚨፗƷྸࣞƱƶǒƍ
ƨƪƔǘࠊൟʩ්ܖٻǷȳȜȫȞȸǯ

ܖ፼ƸܖఄǛҡಅƢǕƹኳǘǔƱᎋƑƯƍǇ
 ࠊൟʩ්ܖٻƬƯ˴ƩǖƏᲹ
ƤǜƔᲹƦǜƳƜƱƸƋǓǇƤǜŵ
ଐŷǈƳƞǜ

ƸᑥǜƳܖ፼ǛƞǕƯƍǇƢŵ̊ƑƹŴଐŷƷಅ
 இᡈƷᜒࡈƷಮ܇

ѦƷ፼ࢽǍឯԛƷѣƳƲƸ࠼ƍॖԛưܖ፼
 ƖǒǓȷƨƪƔǘٰӭႆᘍƠǇƠƨᲛ

 ʻׅƸࠊൟƕ˖ဒƠƨžࠊൟ˖ဒᜒࡈſƷƏƪᲫƭǛኰʼƠǇƢŵ
ᴾ

ѣưƋǔƱƍƑǇƢŵ
ܖ፼ƸဃƖƯƍǔᨂǓƣƬ


᳸ᜒࠖƸЭȕǣȪȔȳ̅ٻƷᛗƞǜŵǢǻǢȳӲƷኺฎወᚘŴӲ

ƱዓƖǇƢŵ
ƜƏƠƨܖఄưƷܖ፼ˌٳƷܖ፼Ǜ


ƷಒᙲŴǢǻǢȳƷᚨᇌኺዾƱଐஜƱƷ

žဃ෨ܖ፼ſƱԠƼǇƢŵ


ኺฎ᧙̞ƳƲƴƭƍƯŴƜǕǇưƷ

ᙻໜǛ٭ƑƯŴ
ǈƳƞǜƸңƱƍƏಒࣞƸǑ


ٳʩܫኺ᬴ǛʩƑƳƕǒƷ٭ٻᐻԛขƍ

ƘƝ܍ơưƠǐƏŵ
ቇҥƴᚕƏƱᘍƩƚưᚐൿ


ᛅưƠƨŵእƳϋܾƔǒᩊƠƍʙ

ưƖƳƍ؏עƷբ᫆ǛࠊൟƷщǋ͈ǓƯᚐൿƢ


ǇưಮŷƳᙻໜƷឋբƕƭƗƭƗƱЈƯŴ

ǔƜƱưƢŵ


ӋьᎍƷ᧙࣎Ʒ᭗ƞƴᜒࠖǋᭃƍƯ

žƨƪƔǘࠊൟʩ්ܖٻſ
ƸŴƦǜƳ  ƭƷྸ


ƍǇƠƨŵ


ࣞǛૅƑƴƠƯ˺ǒǕƨ
ᇌ߷ࠊᐯƷဃ෨

ኖ  ӸƷࠊൟƕӖᜒƞǕǇƠƨ
இЭЗưဃ෨ܖ፼ਖ਼ᡶǻȳǿȸᧈǋ
ӖᜒƠƯƍǇƠƨ


ܖ፼ѣƷˁኵǈ
ưƢŵƨƪƔǘࠊൟʩ්ٻ
ܖưƸŴဃ෨ܖ፼ǛಏƠǈŴƦƷܖǜƩௐƕע

؏Ʒࣱ҄Ǎ؏עƮƘǓƴࢫᇌƬƯƍƘǑƏƳ

ǇƪƮƘǓŴ
žဃ෨ܖ፼ƔǒƸơǇǔǇƪƮƘǓſ

ǛႸਦƠŴ࠰᧓
 ЭࢸƷᜒࡈƕܱƞǕƯƍ


ࠊൟ˖ဒᜒࡈưƸßƨƪƔǘ

ŭƖǒƖǒǫȸȉàƱƍƏ

ǇƢŵ







ӕǓኵǈǋᘍƬƯƍǇƢŵᜒࡈ
ƷӖᜒƷƨƼƴǷȸȫǛȗȬ
ǼȳȈƠŴ ƨǇǔƝƱƴ
ᘙࢧƱȗȬǼȳȈƷពԑƕƋ
ǓǇƢŵ

ʻׅǋᜒࡈɶƴ  ǷȸȫǛᨼǊƨ
ࠊൟƷᘙࢧǋᘍǘǕǇƠƨ



ẨỤụὉẺẼẦỪٰӭႆᘍẲộẲẺὲὲᴾ

 ᜒࡈऴإᛏžƖǒǓȷƨƪƔǘſٰӭᲢᇹ  ӭᲣ

ǛႆᘍƠǇƠƨŵ

ഏׅƸ
 உႆᘍ
ʖܭưƢŵ

 ᜒࡈऴإƩƚưƳƘŴᜒࡈȬȝȸȈǍᡲ᠍ᚡʙǋƋǓᛠǈ
ƝƨƑǋҗЎưƢᲛ
Ӳܖ፼ŴࣱڡዮӳǻȳǿȸŴࠊऴإǳȸȊȸƳƲࠊϋ
ƷӲπσᚨưᣐࠋƠƯƓǓǇƢŵƜǕǛᛠǊƹᜒࡈƸ
ǋƱǑǓŴƨƪƔǘࠊൟʩ්ܖٻǁƷྸᚐǋขǇǔƸƣŵ

ƜƏǓǎƏӽ

᩼ŴƓƴӕƬƯᛠǜưǈƯƘƩƞƍŵ
ኡƷᑥƕǑǓႉƘƳǓᘙኡƷᑥǋ
ᮗǍƔƴƳǓǇƠƨŵʻׅƸ᩷ᑥưƢŵ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ

բƍӳǘƤᲴဃ෨ܖ፼ਖ਼ᡶǻȳǿȸ
6'.Ჴ
ϋዴᲴᲧŴᲧ

ᇹ  ӭ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ



ᇹᲬӭ



ᇹᲬׅᲴƨƪƔǘࠊൟʩ්ܖٻƷƠƘǈ Ĭ ƭƷᜒࡈʙಅƷ௵


ƨƪƔǘࠊൟʩ්ܖٻưƸŴᜒࡈǛ  ᆔƴЎƠŴᜒࡈʙಅƷ௵ƱƠƯˮፗ˄ƚƯƍǇƢŵ
 ࠊൟʩ්ܖٻƬƯ˴ƩǖƏᲹ

ࠊൟ˖ဒᜒࡈ


ࠊൟज़ᙾȷࠊൟȋȸǺƷᜒࡈǛࠊൟщư˖ဒᢃփƢǔƜƱǛႸႎƱƠƯŴ
 இᡈƷᜒࡈƷಮ܇
ࠊൟਖ਼ᡶۀՃ˟ƕܱƠƯƍǔᜒࡈưƢࠋ

ƖǒǓȷƨƪƔǘٰӭႆᘍƠǇƠƨᲛ
 ᜒࡈܱ
ମ࠰ࡇ



ࠊൟʩ්‒≆≆͵⇁ޒ∑⇳⇷ܖٻ
‒

˖˳ׇဒࡈᜒ


˳ׇƔǒ˖ဒǛπѪƢǔƳƲƠƯŴ

ࠊϋưѣƢǔ˳ׇƕܱƠƯƍǔᜒࡈưƢŵ

 ᜒࡈܱ
ମ࠰ࡇ

ƨƪƔǘࠊൟʩ්ܖٻƴƭƍƯŴ
ࠊൟƷǈƳƞǜŴᎰՃƷǈƳƞǜƴ
ǋƬƱჷƬƯƍƨƩƘƨǊƴŴ
ȑȍȫޒǛ͵ƠǇƢŵ





ᘍ˖ဒᜒࡈ



᧓ உ  ଐᲢᲣ᳸ ଐᲢ້Უ


ئஜ࠻  ᨞ٶႸႎȗȩǶ
ᘍӲᢿፙƕƦǕƧǕƷႸႎƷǋƱưܱƠƯƍǔᜒࡈưƢŵ

ମ࠰ࡇ  ᜒࡈܱ



ž˖˳ׇဒࡈᜒſƸǋƪǖǜưƢƕŴܖ؏ע
ࠊൟщư˖ဒᢃփƞǕƯƍǔžࠊൟ˖ဒᜒࡈſ

፼ǍࣱڡዮӳǻȳǿȸŴഭӪൟ̨૰Ŵᅦᅍ˟Ŵͤࡍ˟Ŵ˳ᏋƳƲư
ǻ


̊ƑƹŴܖ؏ע፼ǍࣱڡዮӳǻȳǿȸưᘍǘǕ

Ưƍǔࠊɼ͵ƷᜒࡈŴᅦᅍ˟ưᘍǘǕƯƍǔǷȫȐȸܖٻʙಅŴ˳ᏋưᘍǘǕƯƍǔǹȝȸ
ɼ͵
͵

Ȅܴȷ˳દܴƳƲǋࠊൟʩ්ܖٻƷᜒࡈƷƻƱƭƳƷưƢŵ






ᘍƱࠊൟƕңщƠƯ

ܱȷᢃփƠƨ

ᜒࡈǋƋǓǇƢ
 Მ





 ʻׅǋࠊൟƕ˖ဒƠƨžࠊൟ˖ဒᜒࡈſƷƏƪᲫƭǛኰʼƠǇƢŵ
ᜒࡈӸᾉ٭ỪỦᇌ߷ᇤᴾ ଐỆẼᾉᵕ உ ᵓ ଐὉᵏᵐ ଐᴾ ئᾉᇌ߷ᇤئᴾ
πփᇤ২ʙಅᢿƷƝңщƷǋƱŴᲬׅƴЎƚƯ͵ƠǇƠƨŵ
ᲫׅႸƸᇌ߷ᇤƷഭӪǍʻࢸƴƭƍƯŴƱƯǋЎƔǓǍƢƘܖƼǇƠƨŵ
ᲬׅႸƸྵࢫƷᇤᢠƷƓᛅǛ˨ƬƨǓŴϙჇƷǑƏƴȐȳǯƷɶƔǒ
ǯƷɶ
ɶƔǒ
ᡐщƋǔȬȸǹǛ᧓ᡈƴᚇƢǔƜƱǋưƖǇƠƨŵ

ഏׅƸ
 உႆᘍ
ʖܭưƢŵ

ẨỤụὉẺẼẦỪ
ẨỤụὉẺẼẦỪᅸӭႆᘍẲộẲẺὲὲᴾ
 ᜒࡈऴإᛏžƖǒǓȷƨƪƔǘſᅸӭᲢᇹ ᲳӭᲣǛႆᘍƠǇƠƨŵ
 ʻׅƸᜒࡈऴإƕƍƭǋǑǓƨƬǀǓ᠍ƬƯƍǇƢŵ
ǵȸǯȫኰʼưƸŴ܇ƲǋசஹǻȳǿȸǛɶ࣎ƴѣƞǕƯƍǔ
ǵȸǯȫǛኰʼƠƯƍǇƢŵǈƳƞǜಮŷƳ࣬ƍưѣƞǕƯƍǇƠƨŵ
ƨƪƔǘࠊൟʩ්ܖٻƴƭƍƯǋƬƱჷǓƨƍ૾Ŵ
ǑƘჷǒƳƍ૾ưǋŴಏƠǊǔϋܾưƢŵ
Əӽ
ƜƏǓǎƏӽ
Ӳܖ؏ע፼ŴࣱڡዮӳǻȳǿȸŴࠊऴإǳȸȊȸƳƲŴ
ࠊϋƷӲπσᚨưᣐࠋƠƯƓǓǇƢŵ
ᅸǒƠƍᑥӳƍƴƳǓǇƠƨŵ
᩼ŴƓƴӕƬƯᛠǜưǈƯƘƩƞƍŵ
ᛠƷᅸǋǤȡȸǸƠƯǈǇƠƨŵ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ
բƍӳǘƤᲴဃ෨ܖ፼ਖ਼ᡶǻȳǿȸ 6'.ᲴᲬ ϋዴᲴᲧŴᲧ

ᇹᲬӭ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ

ᇹᲭӭ

ࠊൟਖ਼ᡶۀՃ
Ƹ᨟Ѫᨼɶ
ưƢᲛ





࠻ϋᛦૢۀՃ˟⇁͵ↆ↭ↈ⅛‒


ᇹᲭׅᲴƨƪƔǘࠊൟʩ්ܖٻƷƠƘǈ ĭࠊൟਖ਼ᡶۀՃ˟

ଏƴᢿ˟ՃƷ૾ƴƸƝᡲዂƠƯƓ


ࠊൟʩ්ܖٻƷӲᜒࡈƸŴࠊൟǍǵȸǯȫȷ˳ׇŴᘍŴƦǕƧǕƷਃƍ

ǓǇƢƕŴƨƪƔǘࠊൟʩ්࠻ܖٻ

ƕܱƠƯƍƖǇƢƕŴࠊൟʩ්ܖٻμ˳ƱƠƯǑǓᑣƍࠊൟƷܖƼƴƭƳƙ
 ࠊൟʩ්ܖٻƬƯ˴ƩǖƏᲹ
ƨǊƴŴಮŷƳኵጢƕᡯǒǕƯƍǇƢŵ



ϋᛦૢۀՃ˟Ǜ  உƴ͵ƞƤƯƍ

 இᡈƷᜒࡈƷಮ܇
 ࠊൟ˖ဒᜒࡈᲢᇹ  ӭӋༀᲣǛܱȷᢃփƢǔɼ˳ƕࠊൟਖ਼ᡶۀՃ˟
 ƖǒǓȷƨƪƔǘٰӭႆᘍƠǇƠƨᲛ
ưƢŵࠊൟਖ਼ᡶۀՃ˟Ƹ
 ૠӸƷࠊൟƴǑƬƯನƞǕƯƍǇƢŵᜒࡈʙಅ


࠰ࡇƴܱƢǔʖܭƷᜒࡈƷऴإσ

ƨƩƖǇƢŵɼƴӲɼሥᛢƕ 

ஊǛᘍƍǇƢŵ
Ũ܇ᏋƯȷ᩷ࡈᜒ࠰ݲᢿ˟ Ტ൦Უ


ᢿŴऴإ࠼إᢿŴዮѦᢿƱƍƏ
 ƭƷᢿƕƋǓǇƢŵᜒࡈʙಅᢿƸɼƴᜒࡈƷ

ݙᜭƱᢃփŴऴإ࠼إᢿƸɼƴᜒࡈऴإᛏžƖǒǓȷƨƪƔǘſƷዻᨼŴዮѦ


Ũᅈ˟ȷ૨҄ᜒࡈᢿ˟ ᲢஙᲣ
Ũᅦᅍȷ̬ͤȷǹȝȸȄᜒࡈᢿ˟ᲢᲣ


ᢿƸɼƴ˟ᚘƳƲƷ˟ƷዮѦǛƦǕƧǕਃ࢘ƠƯƍǇƢŵ࠰ƴ
 ᜒࡈᆉࡇǛ

˖ဒȷᢃփƠŴဃ෨ܖ፼ਖ਼ᡶǻȳǿȸǋᜒࡈƷဎᡂӖ˄ŴᢃփƳƲǛƓˡƍ

ƠƯƍǇƢŵąᛇƠƘƸǳȁȩᲢࠊțȸȠȚȸǸϋᲣ





 ʻׅƸࠊൟਖ਼ᡶۀՃ˟ƕ˖ဒƠƨžࠊൟ˖ဒᜒࡈſƷƏ

ƪᲫƭǛኰʼƠǇƢŵ

ᜒࡈӸᾉỸỻὊỿὅἂểἋἿὊἊἹἀὅἂ
ᴾᴾᴾ


 ଐỆẼᾉ




 ׅႸƸܴưƷᜒ፯࢟ࡸŴ
ȷ ׅႸƸǰȩǦȳȉưܱ২

ǛܖƼǇƠƨŵ͵ƕ୴םଐƷҜЭɶƱƍƏƜƱǋƋǓŴ
 ኵƋǓǇƠƨŵ
ƝۡپƷӋьǋ 



ࠊൟʩ්ޒ∑⇳⇷ܖٻⅱ↹ⅻ↗ⅵ
Ↄↅⅳ↭ↆ⅛‒


இᡈỉѣኰʼ

ئᾉ

Ũؾȷ؏עƮƘǓᜒࡈᢿ˟ ᲢஙᲣ
  

ۀՃμՃƕᨼǇǔஉ  ׅƷ˟ᜭžμ˳˟ſ
Ʒಮ܇ŵ༏ƍᜭᛯƕʩǘƞǕƯƍǇƢŵ
ƭƍƭƍ᧓ǛࣔǕƯƠǇƏƜƱǋŵ

 உ  ଐƔǒ  ଐƴƔƚƯஜ࠻ 
᨞ٶႸႎȗȩǶưܱƠƨࠊൟʩ්ٻ
ܖƷȑȍȫޒƸʙኳʕƠǇƠƨŵٶƘ
ƷᎰՃŴࠊൟƷ૾ŷƴƝᚁƍƨƩƖǇƠ
ƯƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵʻࢸƸ  உ
ᲫᲰଐƔǒ  ଐǇư௷߃ܖ፼ưӷಮ
ƷȑȍȫޒᅆǛܱƢǔʖܭưƢŵʻׅ
ᙸƦƼǕƨ૾Ŵ᩼ᙸƴஹƯƘƩƞƍŵ


ആဋƷଢǔƘɠݗƳƝਦݰƷǋƱŴ
ಏƠƍᜒࡈƱƳǓŴ
ഏׅ
ഏׅƸ
Ჭஉႆᘍ
ʖܭưƢŵ
ʖܭ


ӖᜒᎍƔǒƸŴž៲˳Ǜ
  Ŵ
ѣƔƢƷƕಏƴƳƬƨſ

žᐯࠁ්ƷᢃѣඥǛોǊ

ǔƜƱƕưƖƨſƳƲƷ

ƜƏǓǎƏӽ


ज़ेǛƍƨƩƖǇƠƨŵ



ȆȸȖȫƴƸƖǒǓȷƨƪƔǘǛፗƖǇƠƨŵ
ٶૠƷ૾ƴƓਤƪ࠙ǓƍƨƩƖǇƠƨŵ


ẨỤụὉẺẼẦỪϤӭႆᘍẲộẲẺὲὲᴾ
  ᜒࡈऴإᛏžƖǒǓȷƨƪƔǘſϤӭᲢᇹᲭᲪӭᲣǛႆᘍƠǇƠƨŵ
  ʻׅƸૼƠƘƳƬƨ௷߃ܖ፼ŴǢǤȠ  ԗ࠰ᚡࣞǤșȳȈƷ  ƭƷ
ཎᨼᚡʙǛਫ਼᠍ƠƯƓǓǇƢŵǢǤȠ  ԗ࠰ƷᚡʙƸዻᨼۀՃƕƦǕƧǕ
ƷǤșȳȈƴឱǛᢃǜưƍƨщ˺ưƢŵ
ƨƪƔǘࠊൟʩ්ܖٻƴƭƍƯǋƬƱჷǓƨƍ૾ŴǑƘჷǒƳƍ૾ưǋŴ
ಏƠǊǔϋܾƱƳƬƯƓǓǇƢŵ
Ӳܖ؏ע፼ŴࣱڡዮӳǻȳǿȸǢǤȠŴஜ࠻ࠊऴإǳȸȊȸƳƲŴࠊϋƷ
ӲπσᚨưᣐࠋƠƯƓǓǇƢŵ
᩼ŴƓƴӕƬƯᛠǜưǈƯƘƩƞƍŵ
2&( ༿ƸǭȣȓȍȃȈŴࠊțȸȠȚȸǸƴǋਫ਼᠍ƠƯƓǓǇƢŵ

ЭׅǇưƷʴཋဒǷȪȸǺƔǒٻ
ЎǤȡȸǸƕ٭ǘǓǇƠƨŵʻׅƷ
ǤȡȸǸƸŴૼƠƘƳǓᇹɟܖݱఄ
ƱɟደƴƳƬƨ௷߃ܖ፼ưƢŵ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ
բƍӳǘƤᲴဃ෨ܖ፼ਖ਼ᡶǻȳǿȸࠊൟʩ් ̞ܖٻ6'.ᲴᲬ ϋዴᲴᲧŴᲧ

ᇹᲭӭ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ
˖ဒᢃփۀ
Ճ˟Ƹ  உƔ
ǒᇹ  ư
ƢŵࠊൟπѪ
ƷۀՃǋѪ
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みんなの市民交流大学

第５回：たちかわ市民交流大学のしくみ

第５号

④庁内調整委員会

前回に引き続き、たちかわ市民交流大学の組織についてご説明します。
たちかわ市民交流大学の組織の一つに

があります。

『庁内調整委員会』は、全庁的・横断的な企画調整や連携調整を担当する機関です。
○市民交流大学で多くの割合を占める行政企画講座の全体的な方向性の取りまとめ
○講座、事業間の連携の促進による事業効果の拡大

○実施時期や内容の重なりによる競合の回避
○市民参加による講座を拡大、促進していくための情報共有や検討
○企画運営委員会・評価委員会指摘事項等への対応、行政企画事業への市民意見の反映
●子育て・青少年講座部会

●環境・地域づくり講座部会

●福祉・保健・スポーツ講座部会

●社会・文化講座部会

庁内の各部署が、４部会に分かれて、事業の調整などをしています。

こうりゅう君

★最近の活動紹介★

★市民交流大学パネル展★

今回は「行政企画講座」の中で、生涯学習推進センター主催で
たちかわ市民交流大学の仕組みや活動が、写真を使って分
かりやすく説明されています。

実施したものをご紹介します。
講座名：子どもと楽しむ行事食～端午の節句編

今回は、生涯学習推進センターだけでなく、市民推進委員

日

時：4 月 14 日（火）10：00～

会、生涯学習市民リーダーの会、地域学習館運営協議会など

場

所：高松学習館

の協力を得て、昨年より規模を拡大して実施します。

季節ごとの行事やお祝いの日に食べる

日時：７月３日（金）～９日（木）
午前９時～午後５時（最終日は３時まで）
場所：市役所１階多目的プラザ
＊本庁展示後は、順次各地域学習館で展示する予定です。

鯉のぼりサンド・筍のグラタン
柏餅を作りました♪

特別な料理「行事食」を学ぶ講座。
同世代の子どもを持つ講師に、子どもと
一緒に無理なく行事を楽しめるコツを
教えてもらいました。みんなで一緒に
作って食べることで交流もできました。
（今年度、あと３回実施予定です。）

次号は他課の
「行政企画講座」

★講座情報誌「きらり・たちかわ」夏号（第３２号）を発行しました★

を紹介予定です。
紹介してほしい
講座募集中！

講座情報だけでなく、講座レポートや連載記事もあり読みごたえも十分です！
「特集」は、戦後70周年の今年に予定されているさまざまな企画を、
今号からシリーズでご紹介していきます。

今回の表紙は、サー
クル紹介で取り上げ
た文章サークルと、
戦後 70 周年事業を
イメージしました。

「サークル紹介」は文章サークルを取り上げています。皆さまの熱心な
活動の様子が伝わってきます。
各学習館、女性総合センター、市政情報コーナーなど市内の各公共施設
で配布しております。これを読めば講座はもとより、たちかわ市民交流

目が不自由でご希望の方に、
きらり・たちかわ音声版を
配布しています。
※市民の方向け

大学への理解も深まるはず♪

みんなの市民交流大学
問い合わせ：生涯学習推進センター市民交流大学係

TEL：528-687２

第５号
内線：6－6486、6－6485

