とっとり県民カレッジ講座（市町村連携）

地 域 を育 む

まちに 飛 び出す高校生
高校生がまちに飛び出して地域と関わることで、
さまざまなミラクルが発生中！
地域を元気にする仕掛けや仕組みを学びます。
自分のまちの高校生を応援したくなる、そんな講座です。

無 料

受講者募集

10.8

土

10：00

16：00

申込受付期間： 8 月 8 日（月） 9 月26日（月）

対 象 どなたでも

託児・手話通訳・要約筆記をご希望の方は９/12まで

定 員 午前の部 100 名（予定）／午後の部 60 名（予定）
※コロナ感染状況により定員変更の可能性あり

会 場 境港市民交流センター

みなとテラス

市場医院

午前の部

境港市民交流センター
みなとテラス

一歩、まちへ！一歩、前へ！
～「高校生×地域」をデザイン ～

講演会

やま

講 師

ざき

山崎

りょう

亮 さん

午後
の部

受講方法

1

会場での受講

2

YouTube によるライブ配信

実践発表団体

探究活動グループ
●南部町高校生サークル
「With you 翼」
●日野町地域活性化チーム

え、
山崎さんと実践発表者を交
参加者みんなで語ろう

裏面の申込用紙に必要事項を記入し、
持参・FAX・電子メールのいずれかでお申込ください。電話も可。
右下のQRコードから視聴可

（２週間のアーカイブ配信あり）

東部・中部・西部他会場での映像視聴受講
申込・問合せ

実践発表＆感想交流
●鳥取県立米子高等学校

studio-L 代表
関西学院大学 教授

コミュニティデザイナー。社会福祉士
1973 年愛知県生まれ。大阪府立大学大学院および東京大学大学院修了。
博 士（工 学）。建 築・ランドスケープ 設 計事 務 所を経て、2005 年 に
studio-L を設立。地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュ
ニティデザインに携わる。まちづくりのワークショップ、住民参加型の総
合計画づくり、市民参加型のパークマネジメントなどに関するプロジェクト
が多い。著書に『コミュニティデザインの源流（太田出版）』、『縮充する
日本（PHP 新書）』、『地域ごはん日記（パイインターナショナル）』、『ケ
アするまちのデザイン（医学書院）』などがある。

3

商工会議所前

今井書店

蓮池町

馬場崎町駅

（境港市上道町3000）

山陰合同銀行
境西出張所

LIVE

②と③は申込不要（講演会と実践発表のみ配信）
③は下記の会場へ直接お越しください。
東部：県立生涯学習センター
（鳥取市扇町21）
若桜町公民館
（八頭郡若桜町若桜757）
中部：倉吉市立図書館
（倉吉市駄経寺町187-1）
西部：まぶやコミュニティスペース（西伯郡大山町上市29）定員10名程度

鳥取県立生涯学習センター
（県民ふれあい会館） 〒680-0846 鳥取市扇町２１
電話：0857－21－2331 FAX：0857－21－2267 電子メール：manabi＠fureaikaikan.jp

【主催】鳥取県立生涯学習センター

【共催】西部地区社会教育担当者研究協議会

一歩、まちへ！ 一歩、前へ！

講演会

10：10

st ud io -Lに
ついて
チェック！

～ 「高校生×地域」をデザイン ～

11：30

講 師

山崎

亮 さん

株式会社studio-L 代表
関西学院大学建築学部 教授

高校生がまちに飛び出す活動について、
仕掛け人の大人が、その仕組みや想いを語ります。

実践発表

13：10

14：25

鳥取県立米子高等学校

南部町高校生サークル

米子高校は、今年５０周年記念を
迎える県立高校です。本校では、自
分の興味関心のあることや専門的
に学んでいることを基にし、社会課
題の発見や課題解決策を考え、未
来の社会貢献の方法を模索する「総
合的な探究の時間」の学習に取り
組んでいます。過去に、米子市へ米
子城天守閣の３Ｄホログラム化、米
子市街地ウォーキングマップの提
案などを行いました。

「 高 校 は ないけど 、高 校 生 はい
る！」をスローガンに、人口約1万人
の高校のない町で、
地元中学出身の
それぞれ違う高校に通う高校生が
集まり、地域をフィールドに平成26
年から活動を続けています。
毎年30
名ほどのメンバーが 所属し、
「 出会
い・体験・感動」を求めて、コロナ禍
の中でも年間60回を超える活動を
展開しています。
サークル卒業後、
新
☆青年団という次のステージが待っ
ているのも大きな魅力の一つです。

日野高校双葉寮生（主に県外生）
を中心とした、地域活動ボランティ
ア、
地域交流活動チームです。
参加希
望者を募り、
地域イベントのお手伝い
をしたり、
自分たちでやってみたい地
域活動を計画したりします。活動に
参加するうちに、
地域の方々から声を
かけていただいたり、依頼を受けた
りするようになりました。
「 まちを知
り、地域とつながり、人を知る」を合
言葉に、たくさんの方々との「つなが
り」
を大切にしていきたいです。

発表者 鳥取県立米子高等学校

発表者 南部町教育委員会事務局

発表者 日野町教育委員会事務局

くろ

だ

黒田

日野町地域活性化チーム

「With you 翼」

探究活動グループ

とおる

亮さん

おお した

大下

まさ

し

真史さん

は

せ

べ

長谷部

たか

き

崇樹さん

日野高校魅力向上コーディネーター
いけ ふじ

感想交流

14：40

山崎さんと実践発表者を交え、
参加者みんなで語ろう。

15：40

コーディネーター／南部町教育委員会事務局 人権・社会教育課

大下

生藤

まさ

お

征夫さん

真史さん

新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。
〇検温・マスクの着用・手指消毒をお願いします。37.5℃以上の発熱や咳などの症状がある方は来場を控えてください。
〇新型コロナウイルスに関して保健所から要請があれば、氏名等の情報を提供します。
〇会場で受講の方には事前に問診票を郵送します。当日お持ちください。
〇接触確認アプリ（COCOA）のインストール及び「とっとり新型コロナ対策安心登録システム」の利用をお願いします。

１０/８ 土

地域を育む「まちに飛び出す高校生」

ふりがな

申込受付期間：8月８日（月）～9月26日（月）

お 名 前

託児・手話通訳・要約筆記をご希望の方は９月12日
（月）
までにお申込ください。

【申込・問合せ】
鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）
電話：0857-21-2331 FAX：0857-21-2267
（連絡がつきやすい番号を記入してください） 電子メール：manabi＠fureaikaikan.jp

ご 住 所
電話番号

※必須

受講希望

※必須

そ の 他

申込用紙

※事前に問診票を郵送します

午前の部・午後の部 両方参加

午前の部のみ 参加

（10：00～16：00） 受付 9：30～

託児
手話通訳

人数（

）名
要約筆記

（10：00～11：30） 受付 9：30～

年齢（

）才

午後の部のみ 参加
（13：00～16：00） 受付 12：30～

※詳細については県立生涯学習センターからご連絡させていただきます。
※手話通訳・要約筆記は講演会と実践発表のみ

ご記入いただいた個人情報は、本講座に関する事務にのみ使用します。 講座内容は変更の可能性があります。

