
宛先　徳島県教育委員会生涯学習課　FAX番号 088－621－2884
メールアドレス　syougaigakusyuuka@pref.tokushima.jp

地方創生コンファレンス in 徳島　参加申込書

都道府県名 ＴＥＬ番号

所属団体等 ＦＡＸ番号

担当　職・氏名 携帯ＴＥＬ

住　所 メールアドレス

＊提出期限：平成30年1月15日（月）

申
込
方
法

①ファクシミリ　②メール　③郵送
上記のいずれかでお申し込みください。
＊下記 URL より申込様式がダウンロードできます。
＊個人負担費は、2/11( 日 ) に全体会場（海の総合文化セン

ター）の受付でお支払いください。

留
意
事
項

＊駐車場　台数が限られていますので、できるだけ公共
交通機関をご使用ください。（右図2箇所にP有）

＊宿泊場所　石けん・シャンプーはありますが、タオル・
歯ブラシはご準備ください。

問
合
せ
先

徳島県教育委員会生涯学習課
〒770-8570　徳島市万代町1丁目1番地
TEL 088-621-3145   FAX 088-621-2884
E-mail syougaigakusyuuka@pref.tokushima.jp
URL https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/
        kyoiku/shogaigakushu/5008443/

＊個人情報は本コンファレンスに関する事以外での目的では使用しません。

＊例を参考に必要事項を記入し、個人負担費計まで書き込んでくだ
さい。

2/11㈰ 2/12㈪
金　額

560円 690円 1500円 960円 420円
例 氏　　名（ふりがな） 性別 年齢 2/11実践発表希望会場 2/12参加希望 昼食 夕食 交流会 宿泊 朝食 個人負担費計
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2 氏　　名（ふりがな） 性別 年齢 第1希望 第2希望 2/12参加希望 昼食 夕食 交流会 宿泊 朝食 個人負担費計
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4 氏　　名（ふりがな） 性別 年齢 第1希望 第2希望 2/12参加希望 昼食 夕食 交流会 宿泊 朝食 個人負担費計

5 氏　　名（ふりがな） 性別 年齢 第1希望 第2希望 2/12参加希望 昼食 夕食 交流会 宿泊 朝食 個人負担費計

駐車場必要台数：（　　　　　　）台 備考欄

＊手話通訳等が必要な方は備考欄にお書きください。　　＊欄が足りない場合は、用紙をコピーしてお申込ください。

文部科学省　平成29年度「学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業」

地方創生コンファレンス
in 徳島

主　催　徳島県教育委員会　徳島大学大学開放実践センター
　　　　徳島県公民館連絡協議会　徳島県社会教育委員連絡協議会
　　　　徳島県青年教育推進協議会

連携・ネットワークでつくる
これからの社会教育のかたち
～地域をつくり、人をつくるために～

【全体会・分科会等会場】牟岐町海の総合文化センター
　　　　　　　　　　　 （徳島県海部郡牟岐町大字川長字新光寺82）  

【交流会場・宿泊場所】徳島県立牟岐少年自然の家
　　　　　　　　　　　 （徳島県海部郡牟岐町大字灘字東谷116-35）
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連携・ネットワークでつくるこれからの社会教育のかたち
～地域をつくり、人をつくるために～

　今日，社会が急激に変化する中，徳島県においても少子高齢化，過疎化はもちろんのこと，健康・福祉，防災・
減災，子育て支援の充実など，多くの課題が顕著化してきています。
　こうした課題は，ひとり社会教育行政だけで解決できるものではなく，多様な組織・団体と連携・ネットワー
クを拡げることにより対応していく必要があります。
　このことは，平成29年4月に，徳島県社会教育委員会議から出された提言「連携・ネットワークでつくるこ
れからの社会教育のかたち」においても強く指摘されているところです。
　こうしたことから，徳島県では，本年度新たに，文部科学省の「学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発」
事業を活用し，地域で活動を展開している様々な組織・団体間が相互に交流・協議を行うことができる機会を
創出するため，本会を企画いたしました。この機会に，ぜひ，四国各県における生涯学習・社会教育に関する様々
な実践事例報告や参加型の協議などに参加していただき，徳島ならではの学びを体感してください。
　この趣旨が幅広い関係者の皆様方に伝わり，徳島の地から新たな連携・ネットワークの輪が生まれ，各地域
における社会教育の一層の推進に寄与することを期待しています。

学びを通じた地方創生コンファレンスin徳島　実行委員長　馬場祐次朗

第２会場 実践発表タイトル・発表者

事例４ 徳島県 「いざり人 ～地域の未来を考える～」
伊座利の未来を考える推進協議会　事務局長　草野  裕作　氏

事例５ 徳島県 「若者が集まる地域活動の場づくり ～大学生・若手公務員の事例から～」
徳島市市民活力開発センター　マネージャー　岸田　侑　氏

事例６ 香川県 「おやじ達の地域活動と子ども達の活動支援」
さぬきおやじ連合　代表　早谷川　悟　氏

【コーディネーター】　香川大学生涯学習教育研究センター長・教授　清國　祐二　氏

第１会場 実践発表タイトル・発表者

事例１ 徳島県 「ひと・まちを元気にするコミュニティ・スクール」
文部科学省ＣＳマイスター・東みよし町立三好中学校　事務室長　赤松  梨江子　氏

事例２ 徳島県 「那賀町青年団と伝統芸能」
丹生谷清流座　事務局　湯浅　悦司　氏

事例３ 愛媛県 「地域とともに悩み行動する公民館」
西予市遊子川公民館　主事　久保田　学　氏

【コーディネーター】　徳島県公民館連絡協議会会長　岩佐　重明　氏

■アトラクション（12:30 ～ 13:00　ホール）
むぎコジマフラメンコ　コリウス／ロス　チャバリージョス　デ　ムギ（牟岐小児童）

（牟岐町出身の文化功労者である舞踊家小島章司さんが定期的に指導を行っているフラメンコサークル。小学生
〈1 ～ 6年〉を含む総勢23名のメンバーによる情熱的なフラメンコ舞踊をお楽しみいただけます。）

■開会式（13:00 ～ 13:20　ホール）
■実践発表（13:30 ～ 16:30  大集会室・会議室１・２階ロビー）

2/11
（日）

第３会場 実践発表タイトル・発表者

事例７ 徳島県 「地域で育てる『地産地食』の取組」
株式会社フードハブ・プロジェクト　農業長　白桃　薫　氏

事例８ 高知県 「ひらひらつながりを、学びへ。Ｔシャツアート展の力をご紹介します！」
特定非営利活動法人　NPO砂浜美術館　西村　優美　氏

事例９ 徳島県 「地域で育てる若い世代のアクティブ・コンシューマー」
四国大学短期大学部教授　加渡  いづみ　氏

【コーディネーター】　四国大学短期大学部教授　加渡  いづみ　氏

■パネルディスカッション（9:00 ～ 11:00　海の総合文化センター　ホール）

■総括・閉会式  （11:00 ～ 11:30  ホール）

■交流会（19:00 ～ 21:00  徳島県立牟岐少年自然の家　２階　第２研修室）
◇宿泊場所：牟岐少年自然の家に会場を移し、交流を深める場をセッティングしています。それぞれの活動に

ついて語り合い、楽しく有意義な時間を過ごしませんか。皆様の参加をお待ちしています。

2/12
（月）

◆テーマ「学びがつなぐ、人づくり、地域づくり　～徳島からの発信～」

コーディネーター　徳島大学大学開放実践センター長・教授　馬場　祐次朗　氏

パネリスト　　　　【愛媛県】　特定非営利活動法人　えひめ子どもチャレンジ支援機構
　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　仙波　英徳　氏
　　　　　　　　　【高知県】　特定非営利活動法人　土佐山アカデミー
　　　　　　　　　　　　　　　事務局長 　吉冨　慎作　氏
　　　　　　　　　【香川県】　非営利活動任意団体　地域の家ココカラハウス
　　　　　　　　　　　　　　　代表　竹田　美保子　氏
　　　　　　　　　【徳島県】　特定非営利活動法人　ひとつむぎ　高野　風人　氏、
　　　　　　　　　　　　　　牟岐町教育委員会　教育次長　久米　寧　氏

活動団体ポスター等展示（2/11 ～ 2/12　ロビー 1・3 階）
地域での活動をアピールするポスター・チラシ等を展示できます。

コンファレンス当日、受付にお申し出ください。

むぎとしょマルシェ（2/11 10:00 ～ 17:00　1 階ロビー）
牟岐町立図書館主催のフリーマーケット。

牟岐町の特産品・農産物、手作り雑貨等の販売を行います。

祝



連携・ネットワークでつくるこれからの社会教育のかたち
～地域をつくり、人をつくるために～

　今日，社会が急激に変化する中，徳島県においても少子高齢化，過疎化はもちろんのこと，健康・福祉，防災・
減災，子育て支援の充実など，多くの課題が顕著化してきています。
　こうした課題は，ひとり社会教育行政だけで解決できるものではなく，多様な組織・団体と連携・ネットワー
クを拡げることにより対応していく必要があります。
　このことは，平成29年4月に，徳島県社会教育委員会議から出された提言「連携・ネットワークでつくるこ
れからの社会教育のかたち」においても強く指摘されているところです。
　こうしたことから，徳島県では，本年度新たに，文部科学省の「学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発」
事業を活用し，地域で活動を展開している様々な組織・団体間が相互に交流・協議を行うことができる機会を
創出するため，本会を企画いたしました。この機会に，ぜひ，四国各県における生涯学習・社会教育に関する様々
な実践事例報告や参加型の協議などに参加していただき，徳島ならではの学びを体感してください。
　この趣旨が幅広い関係者の皆様方に伝わり，徳島の地から新たな連携・ネットワークの輪が生まれ，各地域
における社会教育の一層の推進に寄与することを期待しています。

学びを通じた地方創生コンファレンスin徳島　実行委員長　馬場祐次朗

第２会場 実践発表タイトル・発表者

事例４ 徳島県 「いざり人 ～地域の未来を考える～」
伊座利の未来を考える推進協議会　事務局長　草野  裕作　氏

事例５ 徳島県 「若者が集まる地域活動の場づくり ～大学生・若手公務員の事例から～」
徳島市市民活力開発センター　マネージャー　岸田　侑　氏

事例６ 香川県 「おやじ達の地域活動と子ども達の活動支援」
さぬきおやじ連合　代表　早谷川　悟　氏

【コーディネーター】　香川大学生涯学習教育研究センター長・教授　清國　祐二　氏

第１会場 実践発表タイトル・発表者

事例１ 徳島県 「ひと・まちを元気にするコミュニティ・スクール」
文部科学省ＣＳマイスター・東みよし町立三好中学校　事務室長　赤松  梨江子　氏

事例２ 徳島県 「那賀町青年団と伝統芸能」
丹生谷清流座　事務局　湯浅　悦司　氏

事例３ 愛媛県 「地域とともに悩み行動する公民館」
西予市遊子川公民館　主事　久保田　学　氏

【コーディネーター】　徳島県公民館連絡協議会会長　岩佐　重明　氏

■アトラクション（12:30 ～ 13:00　ホール）
むぎコジマフラメンコ　コリウス／ロス　チャバリージョス　デ　ムギ（牟岐小児童）

（牟岐町出身の文化功労者である舞踊家小島章司さんが定期的に指導を行っているフラメンコサークル。小学生
〈1 ～ 6年〉を含む総勢23名のメンバーによる情熱的なフラメンコ舞踊をお楽しみいただけます。）

■開会式（13:00 ～ 13:20　ホール）
■実践発表（13:30 ～ 16:30  大集会室・会議室１・２階ロビー）

2/11
（日）

第３会場 実践発表タイトル・発表者

事例７ 徳島県 「地域で育てる『地産地食』の取組」
株式会社フードハブ・プロジェクト　農業長　白桃　薫　氏

事例８ 高知県 「ひらひらつながりを、学びへ。Ｔシャツアート展の力をご紹介します！」
特定非営利活動法人　NPO砂浜美術館　西村　優美　氏

事例９ 徳島県 「地域で育てる若い世代のアクティブ・コンシューマー」
四国大学短期大学部教授　加渡  いづみ　氏

【コーディネーター】　四国大学短期大学部教授　加渡  いづみ　氏

■パネルディスカッション（9:00 ～ 11:00　海の総合文化センター　ホール）

■総括・閉会式  （11:00 ～ 11:30  ホール）

■交流会（19:00 ～ 21:00  徳島県立牟岐少年自然の家　２階　第２研修室）
◇宿泊場所：牟岐少年自然の家に会場を移し、交流を深める場をセッティングしています。それぞれの活動に

ついて語り合い、楽しく有意義な時間を過ごしませんか。皆様の参加をお待ちしています。

2/12
（月）

◆テーマ「学びがつなぐ、人づくり、地域づくり　～徳島からの発信～」

コーディネーター　徳島大学大学開放実践センター長・教授　馬場　祐次朗　氏

パネリスト　　　　【愛媛県】　特定非営利活動法人　えひめ子どもチャレンジ支援機構
　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　仙波　英徳　氏
　　　　　　　　　【高知県】　特定非営利活動法人　土佐山アカデミー
　　　　　　　　　　　　　　　事務局長 　吉冨　慎作　氏
　　　　　　　　　【香川県】　非営利活動任意団体　地域の家ココカラハウス
　　　　　　　　　　　　　　　代表　竹田　美保子　氏
　　　　　　　　　【徳島県】　特定非営利活動法人　ひとつむぎ　高野　風人　氏、
　　　　　　　　　　　　　　牟岐町教育委員会　教育次長　久米　寧　氏

活動団体ポスター等展示（2/11 ～ 2/12　ロビー 1・3 階）
地域での活動をアピールするポスター・チラシ等を展示できます。

コンファレンス当日、受付にお申し出ください。

むぎとしょマルシェ（2/11 10:00 ～ 17:00　1 階ロビー）
牟岐町立図書館主催のフリーマーケット。

牟岐町の特産品・農産物、手作り雑貨等の販売を行います。

祝



宛先　徳島県教育委員会生涯学習課　FAX番号 088－621－2884
メールアドレス　syougaigakusyuuka@pref.tokushima.jp

地方創生コンファレンス in 徳島　参加申込書

都道府県名 ＴＥＬ番号

所属団体等 ＦＡＸ番号

担当　職・氏名 携帯ＴＥＬ

住　所 メールアドレス

＊提出期限：平成30年1月15日（月）

申
込
方
法

①ファクシミリ　②メール　③郵送
上記のいずれかでお申し込みください。
＊下記 URL より申込様式がダウンロードできます。
＊個人負担費は、2/11( 日 ) に全体会場（海の総合文化セン

ター）の受付でお支払いください。

留
意
事
項

＊駐車場　台数が限られていますので、できるだけ公共
交通機関をご使用ください。（右図2箇所にP有）

＊宿泊場所　石けん・シャンプーはありますが、タオル・
歯ブラシはご準備ください。

問
合
せ
先

徳島県教育委員会生涯学習課
〒770-8570　徳島市万代町1丁目1番地
TEL 088-621-3145   FAX 088-621-2884
E-mail syougaigakusyuuka@pref.tokushima.jp
URL https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/
        kyoiku/shogaigakushu/5008443/

＊個人情報は本コンファレンスに関する事以外での目的では使用しません。

＊例を参考に必要事項を記入し、個人負担費計まで書き込んでくだ
さい。

2/11㈰ 2/12㈪
金　額

560円 690円 1500円 960円 420円
例 氏　　名（ふりがな） 性別 年齢 2/11実践発表希望会場 2/12参加希望 昼食 夕食 交流会 宿泊 朝食 個人負担費計

（例）生
しょう

涯
がい

　太
た

郎
ろう

　 男 55
第１希望

1
第２希望

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,130
１ 氏　　名（ふりがな） 性別 年齢 第1希望 第2希望 2/12参加希望 昼食 夕食 交流会 宿泊 朝食 個人負担費計

2 氏　　名（ふりがな） 性別 年齢 第1希望 第2希望 2/12参加希望 昼食 夕食 交流会 宿泊 朝食 個人負担費計

3 氏　　名（ふりがな） 性別 年齢 第1希望 第2希望 2/12参加希望 昼食 夕食 交流会 宿泊 朝食 個人負担費計

4 氏　　名（ふりがな） 性別 年齢 第1希望 第2希望 2/12参加希望 昼食 夕食 交流会 宿泊 朝食 個人負担費計

5 氏　　名（ふりがな） 性別 年齢 第1希望 第2希望 2/12参加希望 昼食 夕食 交流会 宿泊 朝食 個人負担費計

駐車場必要台数：（　　　　　　）台 備考欄

＊手話通訳等が必要な方は備考欄にお書きください。　　＊欄が足りない場合は、用紙をコピーしてお申込ください。

文部科学省　平成29年度「学びによる地域力活性化プログラム普及・啓発事業」

地方創生コンファレンス
in 徳島

主　催　徳島県教育委員会　徳島大学大学開放実践センター
　　　　徳島県公民館連絡協議会　徳島県社会教育委員連絡協議会
　　　　徳島県青年教育推進協議会

連携・ネットワークでつくる
これからの社会教育のかたち
～地域をつくり、人をつくるために～

【全体会・分科会等会場】牟岐町海の総合文化センター
　　　　　　　　　　　 （徳島県海部郡牟岐町大字川長字新光寺82）  

【交流会場・宿泊場所】徳島県立牟岐少年自然の家
　　　　　　　　　　　 （徳島県海部郡牟岐町大字灘字東谷116-35）

12:3012:00 13:00 13:2013:30 16:30 19:00 21:00

2/11
（日）

1日目

9:008:30 11:00 11:30

2/12
（月）㊗

2日目

受付

牟岐町海の総合文化センター 県立牟岐少年自然の家

アトラク
ション　

開会
行事

実践発表（３会場） 宿泊施設への
移動等　　　

交流会

受付

牟岐町海の総合文化センター

パネル　　　　　
ディスカッション

総括・　
閉会行事

日程・プログラム

会 場

平成30年2月11日（日）・12日（月）㊗日 時

大会テーマ

■交通案内

●JR最寄り駅：牟岐線「牟岐駅」から会場まで1km
　　　　　　　（徒歩で13分・車で6分）

55Ｊ
Ｒ
牟
岐
駅

至
徳
島

至
海
陽

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー

牟
岐
川

牟岐小・中学校

南阿波
サンラ

イン
文

モ
ラ
ス
コ
牟
岐

●

牟岐少年
自然の家

牟岐町海の総合文化センター


