
2022 年

5月21日（土）

定員 30 名定員 30 名
参加費 無料参加費 無料

対象 小山市在住・在勤・在学の方、生涯学習センター
 ご利用の方であれば、どなたでも

主催　小山市教育委員会 生涯学習課 電話 0285-22-9665

関連資料の展示
を行います。 当日は会場内

（ラウンジ側）に
小山市立生涯学習センターの成り立ち
等を示す資料展示を行います。
早めに会場にお越しください！

昔の資料や写真をお持ちの方は、
当日、ぜひ会場に持参いただいて、
併せての展示にご提供ください。

小山駅西口・ロブレ６階
小山市立生涯学習センター・ホール

にて内容 ・キックオフ宣言
 ・お話「小山市の生涯学習の未来に

どんなタネを蒔きたいですか？」
 ・テーブルワーク
 ・まとめの車座トーク

開場 １２：３０（展示をご覧ください）
開会 １３：３０（１６：３０終了予定）

これからの
生涯学習センター
を考えてみよう！

コーディネータ　陣内雄次さん
１９５６年佐賀県生まれ。宇都宮大学名誉教授、宇都宮共和
大学教授。
宇都宮まちづくり市民工房・前理事長。アメリカ、カナダの
大学および大学院にて都市計画・地域計画を専攻。帰国後、
東京、金沢の民間シンクタンクにて都市計画、地域計画、観光
計画等の業務に従事。「まちづくり学習」をキーワードに、学
校と地域、子どもと大人の連携によるコミュニティづくりの
新しいあり方を研究・実践してこられた。
栃木県教育委員、小山市立生涯学習センターの連携等に関す
る運営懇話会会長。

※新型コロナウイルス感染防止に努めて開催します。
※申込み多数の場合は抽選といたします。

お申込みは
こちらから
お電話、FAXでのお申込
みもしていただけます。

フォーラム
の開催情報
コロナ蔓延等の場合は、
右記にてご案内します。

展示にお借りした資料類はフォーラム終了時にお返しいたします。

生涯学習センターのあり方を話し合う、
オープンフォーラム＆ワークショップ
を開催します。

生涯学習センターのあり方を話し合う、
オープンフォーラム＆ワークショップ
を開催します。
生涯学習センターをご存知ですか？
生涯にわたる、様々な学びをそれぞれの場面に
応じて応援する施設というイメージが浮かぶ
でしょうか。
平成 6年に開設され、これまで多くの人々が
利用してきた小山市立生涯学習センター。
このフォーラムは、小山駅に最寄りの便利な
立地を生かして、生涯学習センターのより多く
の可能性を皆さんと共有したい、そうしたこと
を話し合う公開型の催しです。
学習や教育に関心のある方も、中高生や大学
生、社会人の皆さんも、まちづくりに興味のある
皆さんも、ぜひ来てみてください。

イラスト：ホリ



申込先：小山市教育委員会 生涯学習課生涯学習係
電話 0285-22-9665　/　FAX 0285-22-9650
〒323-8686 小山市中央町 1-1-1 小山市役所本庁舎 5階

申込先：小山市教育委員会 生涯学習課
0285-22-9665 / FAX：0285-22-9650

参加申込み

ふりがな
参加者氏名

メールアドレス
（お持ちの方のみ）

電話番号
（日中につながる番号）

5 月 21 日（土）開催・生涯学習センターオープンフォーラム・FAX用参加申込書

会場案内

問 合 せ
参加申込み

◯電話・FAX・申込みフォーム（右記）のいずれかの方法で、
5 月 17 日（火）13：00 までに下記または右記申込先へ

◯FAXは下記申込書に記入の上、お送りください。
◯電話は平日 8：30～17：15 にお願いします。

お預かりした個人情報は、このフォーラムならびに今後の当課からの関連情報のご送付にのみ、利用いたします。

小山市立生涯学習センター（ホール）
ロブレ６階（中央町 3-7-1）
小山駅（JR宇都宮線／両毛線／水戸線）、
おーバス「小山駅西口」停より徒歩 1分

※ご来場の際には、おーバスや JRなど公共交通機関を
　ご利用ください。
※ロブレ駐車場は有料となりますのでご注意ください。

お電話は平日 8：30～17：15 にお願いします。

当フォーラムの申込み
フォームへのリンクです。

お申込みは、
このリンクから

フォーラム実施の
情報ページ
コロナへの対応等、動静が
あればすぐお伝えします。

※申込みが定員に満たない場合は、ホームページで告知の上で受付を5月19日（木）17時まで延長します。ただし、
申込み方法は電話のみ、先着順とさせていただきます。なお、締切前に受付ができた方全員にも小山市生涯学習
課よりお電話にて連絡いたします。

※申込みが定員を超えた場合は、抽選の上、当選された方にのみ 5 月 17 日（火）18 時までに小山市生涯学習課
（0285-22-9665）よりお電話にて連絡いたします。
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小山市立生涯学習センター
ご利用の状況と期待に関するアンケート

１．あなたの小山市立生涯学習センターの利用状況についてお伺いします
① センターを日頃どのような頻度で利用されていますか？（一つだけ〇をつけてください）  
1. 毎日 2. 週に２～３回 3. 週１回 4. 月に２～３回 5. 月１回 6. 年数回 7. 利用したことがない

② センターまで、どのように出かけますか？（いくつでも）  
1. 徒歩 2. 自転車 3. おーバスや電車 4. オートバイ 5. 車 6. 送迎

③ センターの行事や施設のうち、利用や参加をしたことがあるものはどれですか？（いくつでも）  

1. 講座・セミナー 
4. 交流・まつり 

2. 会議・打合せ 
5. 図書・資料 

3. 演奏・舞台 
6. 展示・発表 

7. その他（                ） 

④ 館内のギャラリーやホールなどの施設を「使ったことがあるかどうか」と「使って気づいた点」について、
　 教えてください。（「良い事」でも「悪い事」でも構いません） 

使ったことがあるかどうか 使って気づいた点（あれば）

ギャラリー
1. 観覧した
2. 主催者等として利用した
3. 使ったことがない

ホール
1. 観覧した
2. 主催者等として利用した
3. 使ったことがない

ラウンジ
1. たまに休憩する程度
2. 好んで利用する
3. 使ったことがない

セミナー室
1. 参加者として入室した
2. 主催者等として利用した
3. 使ったことがない

⑤ あなたが感じるセンターの魅力について、該当するものはどれですか？（一つだけ〇をつけてください）  
1. 受けたい講座がある 
4. 駅の近くにある
7. 一緒に学ぶ仲間と出会える 
10. その他（                ）  

2. ラウンジで自由に過ごせる 
5. 施設が借りられる 
8. 多くの学習情報が得られる 9. 指導者に出会える 

3. 利用しやすい料金設定 
6. 場所がわかりやすい

小山市では、小山市立生涯学習センター（以下「センター」）のより良い運営に向け、利用に関するアンケート
調査を行うことになりました。
今後、より便利なセンターとなるよう、またセンターの魅力を知ってもらい活用のきっかけを提供したい、と
の思いでアンケートを構成しました。率直な回答をお寄せいただければ幸いです。 

このアンケートは
オンラインによる
回答も可能です。 
ご利用ください。 

小山市立生涯学習センターは、生涯学習活動をはじめ様々な市民活動を通じて市民相互の交流を
促進するとともに、地域づくりに寄与する施設として平成６年６月に設立されました。
・所在地  小山市中央町３丁目７－１　ロブレ６階（専有面積１８３２．１５㎡）
・開館時間 午前９時～午後９時３０分（年末年始休館）
・施設概要 事務室、ラウンジ、ギャラリー、セミナー室、和室、託児室兼資料室 

うら面の回答へ
お進みください

裏面にも回答をお願いします

小山市立生涯学習センターについて

担当課 小山市教育委員会
 生涯学習課生涯学習係

TEL 0285-22-9665
FAX 0285-22-9650
(FAX でも回答いただけます )  



（  　　　　　　）

① あなたが学びたい理由として近いものはどれですか？（いくつでも）  
1.　とにかく楽しみたい
2.　自分を高めたい
3.　仲間をつくりたい
4.　誰かの役に立ちたい
5.　困りごとを解決したい

6.　興味があることを学び始めたい
7.　かつての専門・得意分野について学び直したい
8.　仕事に生かしたい
9.　なんとなく
10.　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

② 生涯学習センターで充実してほしい情報はなんですか？（いくつでも）
1.　生涯学習に関する講座の情報
2.　生涯学習に関するイベントの情報
3.　学習の機会を提供している施設の情報
4.　オンライン学習コンテンツの提供
5.　生涯学習に関する団体・グループの情報
6.　おすすめ講座のお知らせ機能
7.　講座情報やイベント情報の検索機能

8.　「教えたい人」と「学びたい人」のマッチング機能
9.　学習意欲を高めるためのキャンペーン・プレゼント等
10.　生涯学習を支援する指導者の情報
11.　生涯学習を行っている人の体験談
12.　学習履歴の記録機能
13.　その他（　　　　　　　　　　　　　　）
14.　特にない

③ 生涯学習センターのような公共の学習施設に来て学ぶ理由は何ですか？（いくつでも）
1.　友人が出来たり、友達に会えるから
2.　専門家や講師に直接話を聞いて学べるから
3.　直接相談・質問ができるから
4.　体験しながら学びたいから
5.　新しい学びの情報に触れられるから

6.　講座や学習のテーマや難易度がちょうど良いから
7.　受講料や料金が安いから
8.　ネットが苦手だから
9.　出かけるところが欲しいから
10.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

④「生涯学習」という言葉について、あなたが抱くイメージに近いものはどれですか。（いくつでも）
1.　人生を通じたすべての学び
2.　学校、家庭、社会の学びの集大成
3.　よりよい仕事につながる学び
4.　シニアの人たちの学び
5.　よりよい生活づくり

6.　学びによる世代間の交流
7.　いっしょに学ぶ仲間づくり
8.　学校以外の学び
9.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑤ 日頃、センターを利用されている方で「気に入っているところ（好きなこと・もの）」はありますか？
　よろしければ具体的に教えてください。 

⑥ 最後に、今後の小山市の生涯学習活動に関する取り組みに対して、期待することやご提案などありましたら、
　 自由にお書きください。 

② 性別 男・ 女・ 回答しない ③ ご家族 未婚 ・ 既婚 

お子さん　＿＿ 人

その他の同居のご家族　＿＿ 人

① 年齢 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代以上

④ お住まい（３つのうちからお選びください）
1. 生涯学習センターに歩いて行ける ・ 2. 小山市内 ・ 3. 小山市外

２．小山市の生涯学習への期待についてお伺いします

３．あなたについてお伺いします（該当箇所にご記入または◯をつけてください） 

それぞれの問に
お答えください

（お選びください）

ご回答ありがとうございました。ご回答をもとに、より良いセンター運営を行えるよう当市の生涯学習センターの連携等に
関する運営懇話会へも結果を提供して話し合ってまいりますほか、このアンケートの結果を広く公表・活用いたします。


