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平成３０年度「学びのまち・仙台 市民カレッジ」事業について 

 （平成 30年 8月 30日現在） 

 

生涯学習支援センター 

１ 事業のねらい 

本市における生涯学習の支援拠点として，全市域の市民を対象に，社会ニーズや現代的課題に対応し

た，専門的で質の高い学習の機会を創出することで，学びを通した市民力の育成を目指すとともに，学

習成果が地域や社会に還元されるような仕組みづくりを進める。 

 

２ 事業概要 

 

 

３ 講座系統イメージ 

 

学びのまち仙台 市民カレッジ事業図 

 
 

 

 

 

平成 30年度「学びのまち・仙台 市民カレッジ」事業としての取り組みは以下のとおり 

（１）「仙台再発見リレー講座」・・・・・・・・・・・・・・平成 27年度からの継続 

（２）「地域づくり支援講座」・・・・・・・・・・・・・・・平成 28年度から細分化 

   ①地域づくり支援基礎講座  ②地域づくり支援応用講座 

（３）「ライフマネジメント講座」・・・・・・・・・・・・・平成 28年度からの継続 

（４）「現代的課題講座」・・・・・・・・・・・・・・・・・平成 28年度からの継続 

（５）「市立高等学校教員による企画講座」・・・・・・・・・平成 27年度からの継続 

（６）「市民プロデュース講座」・・・・・・・・・・・・・・平成 29年度からの継続 

   ・防災・減災講座・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成 29年度からの継続 

   ・地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾘｰﾀﾞｰﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ講座 ・・・・・・・・・・平成 29年度からの継続 
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４ 事業内容について 

（１）仙台再発見リレー講座 

〔内容〕 全市域の市民を対象に，地域への興味や関心を高める内容の講座を実施することで，地域 

づくりに関わる新たな人材の発掘や意欲の喚起を図り、地域づくりに資する市民層の拡大を 

目指す。 

現在の仙台の礎を過去に見出し、今と昔のつながりをひも解き、従来気付かなかった魅力

を見つけ出すこと、「よく知られた事柄の、従来気付かなかった側面を、改めて見出す（＝再

発見：広辞苑第 7版より）」ことを共通テーマとした講座を実施する。今年度は、観光、街並、

気象、歴史、施設について、それぞれの専門家から講話いただく。各回のテーマに加え、地

域づくりの実践や社会貢献との関わりなども盛込む内容とすることで、受講者の地域づくり

の意識を育成する。「せんだい いま・むかし」を主テーマとして在仙の専門家によるリレー

講座を予定する。講座は，基本的には，専門家による講義形式として実施する。 

回 内容 講師 受講者数 

第１回・5/26（土） 

14:00～16:00 

「個人視点で世界に発信！ 

ｉメッセージで伝える観光都市 

せんだいの魅力」 

㈱インアウトバンド仙台・松島  

観光事業執行役員 後藤 光正 氏 
40名 

第２回・6/16（土） 

14:00～16:00 

 

「仙台の街並み いまむかし」 

風の時編集部 代表取締役 

佐藤 正実 氏 
54名 

第３回・6/23（土） 

14:00～16:000 
「住みやすいまち・気象から見る仙台」 気象予報士・防災士 鈴木 智恵 氏 54名 

第４回・7/14（土） 

14:00～16:00 

「水族館 いま・むかし」 

～松島から仙台へ～ 

仙台うみの杜水族館  

統括リーダー 神宮 潤一 氏 
36名 

第５回・7/21（土） 

14:00～16:00 
「仙台藩の特産品と食」 

郷土史研究家(元仙台市博物館市史編さん室長)  

菅野 正道 氏 
46名 

 

（２）「地域づくり支援講座」 

①「地域づくり支援基礎講座 ～身近な事例から学ぶ～」 

〔内容〕  地域づくり支援応用講座と同一のコーディネーターが講座デザインを行うことで，学びの一

貫性を保障する。併せて，各回，市内外で活躍する魅力的な人材をゲスト講師として迎える。 

・本市において，現場で活躍する先駆者及び NPO等団体の事例紹介や視察から学ぶ。 

       ・地域づくりを専門とする学識者・研究者等の講話から学ぶ。 

       ・講師との意見交換や受講者同士のワークショップを通して，自分の地域における課題の

解決のヒントを学ぶ。  等 

回 内容 講師 受講者数 

第 1回・5/16(水) 

18:30～20:30 

開講式 

「地域づくりを楽しもう」 

(株）ＭＣラボ 

代表取締役 阿部 清人 氏 
14名 

第２回・6/6（水） 

18:30～20:30 
「町内会と地域づくり」 

中田地区鉄道高架化・まちづくり勉強会 

会長 阿部欣也 氏 

前柳生市民センター館長 樋口 洋 氏 

23名 

第３回・7/4(水) 

18:30～20:30 

「情報発信による地域づく

り」 

一般社団法人 みやぎ連携復興センター 

常務理事・事務局長  千葉 富士男 氏 
18名 

第４回・8/1(水) 

18:30～20:30 

「学校を中心とした地域づ

くり」 

愛子ハグリッズ運営委員長 千田 初男 氏 

愛子・錦が丘小学校学校支援地域本部 

めですこスクール 安藤 直美 氏 

20名 

第５回・8/18（土） 

13:30～17:00 

館外学習 

「魅知国定席“花座”視察」 

閉講式 

(公財)落語芸術協会仙台事務所長  白津 守康 氏  

(株）ＭＣラボ代表取締役  阿部 清人 氏 
26名 
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②「地域づくり支援応用講座 ～あなたの力をスキルアップ～」 

〔内容〕  地域づくり支援基礎講座と同一のコーディネーターが講座デザインを行うことで，学びの一

貫性を保障する。併せて，各回，市内外で活躍する魅力的な人材をゲスト講師として迎える。 

・本市において，現場で活躍する先駆者及び NPO等団体の事例から学ぶ。 

       ・地域づくりを専門とする学識者・研究者等の講話から学ぶ。 

       ・講師との意見交換や受講者同士のワークショップを通して，自分の地域における課題の

解決のヒントを学ぶ。   等 

回 内容 講師 

第１回・10/3（水） 

18:30～20:30 

開講式 

講演「福住町の防災 deまちづくり」、 

「かむりの里いきいきプロジェクト」 

 

福住町町内会防災減災部長  大内 幸子 氏 

泉西部地区連合町内会会長  早坂 廣輝 氏 

第２回・11/7（水） 

18:30～20:30 

グループワーク 

「地域づくりの具体的な取り組みを

考える」 

一般社団法人 みやぎ連携復興センター 

常務理事・事務局長  千葉 富士男 氏 

第３回・12/1（土） 

9:00～12:00 

館外学習（貸切バス利用） 

「かむりの里凧揚げフェスタ」 
根白石市民センター館長 葛西 雄二 氏 

第４回・1/9（水） 

18:30～20:30 

講演「アンガーマネジメントで良好な

つながりを」 

株式会社 アライブ・ワン 

 代表取締役 後藤 美香 氏 

第５回・2/6（水） 

18:30～20:30 

学びの振り返り 

閉講式 

株式会社 ＭＣラボ  

代表取締役 阿部 清人 氏 

 

（３）ライフマネジメント講座 

〔内容〕   子どもの就園・就学等の後に漠然と何かしたいと考えている女性を対象に，気持ちの整

理を後押しし，その後の人生の多様な選択肢につながる学びや交流の場となるような講座

を実施する。また，本講座については，託児付き講座として実施する。 

回 内容 講師 受講者数 

第１回・6/7(木) 

10:00～12:00 
「多様化する女性の生き方」 (公財)男女共同参画財団 安彦 美保 氏 12名 

第２回・6/14(木) 

10:00～12:00 
「自分の想いを棚おろし」 (株)ゆいネット  稲葉 雅子 氏 18名 

第３回・6/21(木) 

10:00～12:00 
「少し先行くママに聞く」 

仙台ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ  伊藤 仟佐子 氏 

先輩ママ 3名 
13名 

第４回・6/28(木) 

10:00～12:00 

「はじめの一歩を踏み出す

ために」 
(株)ゆいネット  稲葉 雅子 氏 13名 

 

（４）現代的課題講座 

〔主内容〕  平成 30年度は,市民の関心が高い「社会的多様性，社会的包摂」等をテーマとし，学びを

深める。 

回 内容案 講師案 

第１回・1/12(土) 

14:00～16:00 
「社会的多様性・社会的包摂について考える」 未定 

第２回・1/26(土) 

14:00～16:00 
「社会的多様性・各論」 未定 

第３回・2/2(土) 

14:00～16:00 
「社会的多様性・各論」 未定 
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（５）市立高等学校教員による企画講座 

〔内容〕  仙台市立高等学校の教員の派遣を依頼し，市民向けの実学的な講座を開催する。各回 2時間， 

3回連続講座を想定。（「高校開放講座」事業と連動して実施） 

 平成 30年度実施校・・・仙台青陵中等教育学校 

回 内容 講師 受講者数 

3回連続 

8/ 1(水)～3(金) 

10:00～12:00 

「学び直しの大人の古典」 
仙台青陵中等教育学校国語科教諭  

山田 美樹 氏 
25名 

 

（６）市民プロデュース講座 

〔内容〕  市民カレッジ等で学んだ受講生が企画員となり，テーマを持って講座を企画する。平成 30 

年度は，①平成 28年度に地域づくり支援講座を受講した女性防災リーダー，②平成 28年度に 

地域コーディネートリーダー研修会で発表者になったスーパーバイザー（①・②共に平成 29 

年度企画員）に企画員を依頼し，講座企画やコーディネートを協働で実施する。  

 ①防災・減災講座 

〔内容〕： 本市における「防災・減災」に焦点をあて，防災・減災を専門とする方の講話やワークショッ 

プ，館外学習から学ぶ。 

回 内容 講師  

第１回 9/22（土） 

14:00～16:00 

開講式 

「長町-利府断層帯から発生する直下型地

震について」 

 

東北大学災害科学国際研究所 

教授 遠田 晋次 氏 

第２回 10/6（土） 

14:00～16:00 
「教えて和田さん！－命を守る気象情報」 秋田気象台防災気象官 和田 孝一郎 氏 

第３回 10/27（土） 

14:00～16:00 
「地域防災の視点から見た減災の考え方」 

東北大学災害科学国際研究所 

 教授 佐藤 健 氏 

第４回 11/4（日） 

10:00～13:00 

【館外学習】 

「宮城野区福住町の防災訓練視察」 

宮城野区福住町町内会 

防災減災部長  大内 幸子 氏 

第５回 12/8（土） 

14:00～16:00 

「クロスロードゲームで多様な価値観を

共有」 

閉講式 

宮城野区まちづくり推進課 

ふるさと支援担当職員  太田 千尋 氏 

 

 

 ②地域コーディネートリーダー(CLP)講座 

〔内容〕： 地域コーディネーターやスーパーバイザーのスキルアップに焦点をあて，学校支援を足掛かり 

に地域で活躍できる人材の育成を図る。 

・平成 28年度に地域 CL研修で発表した団体（4団体）から企画員を募る ※団体単位でも可 

    （七郷小学校 1名  燕沢小学校 3名  沖野東小学校 1名  住吉台小・中学校 4名） 

講座の内容は，企画員会で検討する（講義形式，ワークショップ等）。 

・平成 29年度は，「読み聞かせ講座」（全 2回）※読み聞かせを通じて→学校支援→地域づくり活 

動へ（受講申し込み者数 112名  受講者：第 1回 92名，第 2回 85名） 

 ・平成 30年度は，「多様性配慮」（全 3回）を主テーマに，学校や地域を支援するサポーターに 

対し，配慮が必要な子供や市民に対する理解を深めたり，対応の仕方を学んだりする。講座企画 

の詳細については，企画員会で協議する。 

回 内容案 講師案 

第１回 10/26（金） 

10:00～12:00 

「子どもの脳のメカニズム、成長に応じた

脳の発達、コミュニケーション」 

東北大学 

教授 瀧 靖之 氏 

第２回 11/2（金） 

10:00～12:00 

「コミュニケーションの取り方、具体的な

声掛けの仕方」 

東北大学 

 教授 野口 和人 氏 

第３回 11/16（金） 

10:00～12:00 

「学校支援ボランティアとして、児童・教

師とどう接するか」 

県立こども病院 

 チャイルド・ライフ・スペシャリスト 

 


