
❶全ての講座等は原則、参加費無料です。
❷各種事業等の詳細は、その都度、市町役場や公民館などにチラシを配置するとともに、
ホームページ等でお知らせします。
❸参加を希望される方は、チラシやホームページを
　ご覧いただき、各種事業等の申込方法に沿って
　申し込んでください。

URL https://hito21.jp/　
山口県ひとづくり財団　

ホームページはこちらから▶



●若者の育成
　新たな時代を担いリードする若者の育成事業を実施します。

講座名 対象者 開催日講　師 内　容

講座名 対象者 開催日講　師 内　容

やまぐち未来アカデミア事業

やまぐちキッズスクール

生涯学習ボランティア
養成セミナー

第18回ひとづくり・地域づく
りフォーラムin山口

令和6年
2月開催予定

「出会い・交流・学びから広がるひとづくり・地域づくり」をテーマに、地域課題の解決を担う人材の育成と地域での
実践活動につながるフォーラムを開催します。

地域コーディネーター
養成セミナー

やまぐちVOLOVOLOの会
代表　赤田　博夫 氏

宇部フロンティア大学短期大学部
教授　伊藤　一統 氏

やまぐちＶＯＬＯＶＯＬＯの会
代表　赤田　博夫 氏

・ボランティア活動に興
味がある人
・フォーラムのボランティ
アを希望される方
100人程度

地域づくりをしたい人、地域課
題に取り組みたい人、各種コー
ディネーター（防災・環境・福祉・
学校等）、社会教育主事、公民館
主事、学校地域連携担当職員、
CSアドバイザー等 30人程度

11月25日（土）

全3回
　第1回　  6月 10日（土）
　第2回　 9月   2日（土）
　第3回　10月 28日（土）

講義「おもてなしの心を実践する」
演習「ボランティアの意義を考える」

全3回
第1回　コーディネーター入門
第2回　スキルアップⅠ
第3回　スキルアップⅡ

やまぐち若者MY 
PROJECT

ワークショップコレクショ
ンinやまぐち2023

親子体験学習講座

やまぐちっ子「環境」レポート

子どもたちが家族や学校、地域の人たちと共に環境やSDGsについて考え、調べ、行動した内容を絵日記や新聞形式にまとめた作品を募集します。
　◇応募対象　　山口県内の小学生　　　◇応募締切　　9月22日（金）　
　◇賞・選 考　　絵日記の部、レポート(新聞形式）の部に分けて選考　（入賞作品には副賞として記念楯、図書カード。応募者全員に参加賞あり）
　◇応募方法　　（1） 学校又は団体での応募　別紙『応募用紙』に必要事項を記入し、作品と一緒に、山口県ひとづくり財団県民学習部に送付
　　　　　　　　（2） 個人での応募　チラシ裏面の『応募票』に必要事項を記入し、作品と一緒に、山口県ひとづくり財団県民学習部に送付

県内の企業や団体、個人、教育機関
等

クラフト工作や実験、プログラミングなど様々な
ワークショップ体験を通して創造力、表現力を育み
ます。

（一社）motibase,認定NPO法人
カタリバ

・身近にある課題を主体的に発見し、課題解決に向
けた取組を実践する中で、主体性・協働性・探究性
を身に付けるプログラム
・全国高校生MY PROJECT AWARD 2023「全
国Summit」に出場する代表プロジェクトを選出

やまぐちキッズスクール
ミニ！

やまぐち まちづくりセミ
ナー

やまぐち「志」キャンプ

（一社）セミナーパーク協力会 農園教室 幼児・小学生及びその保
護者25組（75人程度）

中学生
30人程度

小学校4年生～6年生
中学校1年生～2年生

高校生80人

幼児・小学生及びその保
護者

小学生とその保護者
30人程度（各回）

第1回　 7月 23日（日）
第2回　10月   1日（日）
第3回　11月 26日（日）

10月下旬（予定）

8月20日（日）

前期　8月8日(火)～9日(水)
後期　12月9日(土）

・スタートアップキャンプ
8月5日（土）、6日（日）
・やまぐち探究サミット
令和6年2月3日（土）、4日（日）

11月11日（土）、12日（日）

全3回、多彩な体験活動プログラムを実施します。
子どもの好奇心や創造力を高めるきっかけにするとともに、感じたことや考えの表現・共
有を通して、他者について理解し、互いを尊重し合う気持ちを育みます。

中学生が様々なまちづくりの取組を知ることを通して、まちづくりに対する興味・関心を
高め、身近な課題に向き合う視点や自分のまちへの愛着を育みます。

体験プログラムや仲間との活動・交流をとおして、志と行動力の基盤となるチャレンジ精
神やコミュニケーション能力、課題解決力の育成をめざしています。
　①前期　人間関係づくり・森のチャレンジ　 講師　AFPYアドバイザー　平井 一氏他
　②後期　ニュース番組づくりに挑戦！　講師　山口ケーブルビジョンまちかどNEWS 佐藤忠典氏他

親子で身近な問題の現状や課題についての体験学習を行い、持続可能なライフスタイル
を実践するための基礎を養います。

4才～小学3年生及び
その保護者20組（60人
程度）

全3回
　第1回　5月 27日（土）
　第2回　7月　8日（土）
　第3回　9月　9日（土）

●地域リーダーの育成
　ひとづくり・地域づくりフォーラムや各種リーダー養成セミナーを開設し、地域活動の活性化等につながる事業を実施します。

県民学習部 事業一覧 公開講座

　セミナーパークの施設目的である県民の「学習活動の促進」と「交流の促進」を図るために、『生涯学習推進センター』および『環境学習
推進センター』からなる県民学習部を設置しています。
　学習活動については、「若者の育成」、「地域リーダーの育成」、「新たな学びの提供」の3つの視点から、交流については、「セミナーパー
クの活用」と「全県的なネットワークの構築」の2つの視点から、「山口県の未来を拓く人づくり」を進めるための各種事業を実施していま
す。

1.県民の学習活動の促進



講座名 対象者 開催日講　師 内　容

講座名 対象者 開催日講　師 内　容

講座名 対象者 開催日講　師 内　容

希少野生動植物保護対策推進事業

山口ひとものがたりセミナー

希少野生動植物種保護支
援員研修会

歴史分野 山口県立山口博物館
学芸員　山田　稔 氏

哲学分野 山口大学国際総合科学部
教授　小川　仁志 氏

一般県民
90人程度
一般県民
150人程度

9月～10月に2回開催

11月

近世の防長街道について

生活に役立つ哲学について

未定
山口県に登録している希
少野生動植物種保護支
援員

未定
希少野生動植物に関する基礎知識と実践的な活
動方法の習得により、希少野生動植物種保護支援
員の資質向上を図ることを目的に開催します。

情報誌「支援員だより」の
発行

希少野生動植物種の保護と生物多様性の普及啓発を進め、生物の多様性が確保された良好な自然環境を保全するための専門的な情報を、希少野生
動植物種保護支援の皆様に提供します。

未来につなぐSDGs講座

環境学習指導者養成セミ
ナー

夢トークinやまぐち講演会

スポーツクライミング
体験教室

環境活動団体等交流会

環境学習全県ネットワーク構
築

全県的な環境学習の推進に向け、環境活動団体等が年１回集い、活動状況や課題等について情報を共有し、課題解決に向けた方策を検討するための
会です。
　　【構　　成】　環境活動団体、環境学習関連施設、環境学習指導者、県・市町環境学習担当課・センター、環境学習推進センター
　　【開催日時】　令和6年1月14日（日）　　【開催場所】　山口県セミナーパーク・研修室101　　【事例発表者】　未定

県民、学校、団体、行政など環境学習活動の主体同士で連携した活動のネットワークづくりを促進します。
〇情報誌「ecoサポート」の発行（年2回）　〇WEBページ「環境学習のひろば」の運用　〇その他

セミナーパーク
体験学習事業

山口県セミナーパークの施設や人材を活用し、学校における教育活動を支援する体験学習です。
　　◇対　　　象　　県内の小学校及び特別支援学校＜小学部＞　（但し、小規模校の申込みを優先して採択することとします。）
　　◇参 加 人 数　　学校又は学級単位での申込とし、10～40人程度
　　◇活用できる施設や学習内容等は、（公財）山口県ひとづくり財団ホームページをご覧ください。

ボルダリングの部、トップロープクライミングの部それぞれのウォールでのスポーツクライミング体験教室
　　◇講　師　　山口県山岳・クライミング連盟　　　◇対　象　　小学校3年生～中学生　20人（各部・各回）
　　※問合せ・申込は、山口県山岳・スポーツクライミング連盟にお願いします。

7月30日（日）・8月 6日（日）
8月19日（土）・8月26日（土）

8月～10月に2回開催講演会Ⅰ・Ⅱ
　　◇講師・内容　　未定　　　◇対　象　　一般県民　300人程度（各回）

環境学習指導者バンク登録・
派遣事業

学校や各種団体等が行う環境学習の講演・講義や体験学習会などに、当財団のバンクに登録されている講師・指導者を派遣します。（講師・指導者の謝
金、旅費は財団が負担します。）

教育コア・
プロジェクト事業

複雑化・多様化する教育課題に学校、家庭、地域が連携・協働して対応するため、教育活動の推進に向けて中核となる人材を育成することで、山口県教育
の一層のレベルアップを図ることを目的に、やまぐち総合教育支援センターの研修講座の一部を、開放講義として教員、保護者、県民が共に学びます。

　　◇詳しくは、やまぐち総合教育支援センターウェブサイトの「申込関係」にある「令和5年度開放講義」のページをご覧ください。
　　　 https://www.ysn21.jp/

県内の教員、環境活動団
体員、環境学習指導者、
県・市町職員など
20～30人程度（各回）

第１回   5月 23日（火）
第2回   5月 30日（火）

第１回 水生生物による水質判定講座
　　　　株式会社リクチコンサルタント　 生態環境分析室長　後藤　益滋 氏
第2回 マイクロプラスチック調査指導者養成講座
　　　　山口県環境保健センター　専門研究員　梶原　丈裕 氏

県内にお住まいの方
（中学生以上）
30人程度（各回）

第１回  6月 29日（木）
第2回  7月 22日（土）
第3回 10月 21日（土）

第１回 脱炭素社会への取組と再生可能エネルギーの活用
　　　　山口大学大学院技術経営研究科　教授　福代　和宏 氏
第2回 ごみから見直す私たちの暮らしと経済
　　　　公立鳥取環境大学　経営学部経営学科　教授　石川　真澄 氏
第3回 地球環境と樹木の役割～セミナーパーク自然観察会～
　　　　樹木医、環境カウンセラー（環境省）他　中村　裕三 氏

講座名 内　容

●新たな学びの提供
　幅広い県民ニーズを踏まえ、新たな学びや実践につながる事業を実施します。

●セミナーパークの活用
　施設の特色を活かした事業を実施します。

●全県的なネットワークの構築
　講座の情報や事業報告を発信するとともに、共催事業の実施や交流会・推進協議会の開催等により、関係団体間の交流を進めます。

2.県民の交流の促進



公益財団法人 山口県ひとづくり財団
〒754-0893 山口市秋穂二島1062 山口県セミナーパーク内

TEL 083-987-1710　FAX 083-987-1760
ｅ-mail yh-kengaku@hito21.jp

山口県ひとづくり財団ホームページ　
URL https://hito21.jp/

TEL 083-987-1730　FAX 083-987-1760
ｅ-mail center@yamaguchi.kagayakinet.jp

かがやきネットやまぐち　
URL https://www.kagayaki.pref.yamaguchi.lg.jp/

TEL 083-987-1110　FAX 083-987-1720
ｅ-mail kangaku@hito21.jp

環境学習のひろば
URL https://yamaguchi-learning.com

県民学習部

生涯学習推進センター

環境学習推進センター

ワークショップコレクションｉｎやまぐち2023

第18回 ひとづくり・地域づくりフォーラムin山口

「山口県の先人学習コーナー」のご案内

＜場所＞　
　セミナーパーク管理棟2階　
＜利用時間＞　
　月曜日から金曜日の9時から17時まで
　（祝日及び12/29～1/3をのぞく）

Webページ
「山口県の先人たち」は
こちらから▶▶▶▶▶▶

▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶▶▶

▶▶

令和5年11月11日（土）・12日（日）

令和6年2月開催予定

　つくる、体験する、２日間で約５０コンテンツが出展！
　クラフト工作や実験、プログラミング体験などいろんなワークショップが
大集合！子どもたちの「わくわく！」「どきどき！」「おもしろい！」という気持
ちを応援します！

　「出会い・交流・学びから広がるひとづくり・地域づくり」をテーマに、地域
課題の解決を担う人材の育成と地域での実践活動につながるフォーラムを
開催します。

　パネル、映像等による山口県の歴史や先人の紹介と図書・資料の展示
を行い、来館される皆様が学習を深めることができるスペースを整備し
ています。どうぞ、お気軽にご利用ください。

県民学習部
Facebook

みなさまのフォローを
お待ちしています！

いいね！

セミナーパーク全景
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