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岡山情報ハイウェイを活用したライブ映像配信
岡山県は全国に先駆けて、県内全域を高速大容量の光ファイバ網で結んだ岡山情報ハイウェイに取り組んできました。

この岡山情報ハイウェイは、一般に無料開放されており、全国を縦横断する独立行政法人情報通信研究機構のギガビッ
トネットワークとも接続されています。
本大会では、次世代インターネット規格であるIPv6マルチキャスト配信技術を活用し、独立行政法人情報通信研究機

構の御協力のもと、次のとおり事業を実施しました。

総合開・閉会式や桃太郎アリーナでの屋内ステージ、市町村主催事業の模
様を、県庁１Ｆ県民室や県立図書館、市町村役場ロビー等に設置した大画面
モニター等に向けて高精細なライブ映像を配信しました。
あわせて、インターネットにより、リアルタイムで動画配信しました。

「まなびピア岡山2007」は、大会史上初めて全市町村が参加して行われましたが、倉敷市芸文館で行われた総合閉
会式では、鏡野町、新見市及び主会場と結び、各地で行われたフェスティバルの成果について、会場内のスクリーンに
生中継で紹介しました。

【ライフパーク倉敷のライブ映像】

機器提供：譁東芝岡山支店

【総合閉会式ライブ中継】

総合開会式
総合閉会式

ももっちステージ
（桃太郎アリーナ）

デジタル岡山グランプリ ライフパーク倉敷 倉敷市立自然史博物館

11月2日 14:30～16:55

11月6日 13:30～15:20

11月2日～6日 11月4日 13:00～17:00 11月3日 10:00～11:00

14:00～15:20

11月4日 9:50～14:00

11月3日 11:00～14:00

・総合開会式
11月２日（金）
14:30～16:55
岡山シンフォニーホール

・総合閉会式
11月６日（火）
13:30～15:20
倉敷市芸文館

※ガイドブックを参
照してください

◎場所
岡山県立図書館 2階
デジタル情報シアター
サークル活動室

◎日程
・ノミネート作品の上映会
・授賞式・審査の講評
・交歓会

・まなびピア作品コンテスト
11月3日（土）
10:00～11:00

・ひびけ♪７つのハーモニー
11月3日（土）
14:00～15:20

・市民生涯学習発表会
11月4日（日）
9:50～14:00

・自然史博物館まつり

まなびピア岡山2007映像配信番組表
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第19回全国生涯学習
フェスティバル「あゆみ」

年　月　日 事　　　　　　　　　項

平成16年
６月８日 第19回全国生涯学習フェスティバル誘致表明（県議会６月定例会）

７月25日 フェスティバル準備・広報用の自動車貸与式（提供：ネッツトヨタ岡山（株））

６月18日 第19回全国生涯学習フェスティバル開催を文部科学大臣に申請

７月27日 第２回観光・交通専門部会開催

７月７日 第19回全国生涯学習フェスティバル開催内定

８月１日 第３回企画・広報専門部会開催

平成17年
７月１日 第19回全国生涯学習フェスティバル企画準備委員会設置

７月29日 企画準備委員会 第１回会議開催

９月13日 企画準備委員会 第２回会議開催

10月９日～15日 第17回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア鳥取2005」生涯学習見本市に岡山県ブース出展

11月15日 企画準備委員会 第３回会議開催

11月26日～
平成18年１月10日 大会キャッチフレーズ公募

２月13日 企画準備委員会 第４回会議開催

２月16日 第19回全国生涯学習フェスティバル市町村開催地連絡会議（17市町）

３月24日 大会キャッチフレーズ表彰式及び基本計画案の報告 「晴れの国　キラリ☆輝く まなびの輪」
に決定

平成18年
４月１日 生涯学習課内に全国生涯学習フェスティバル推進室を設置

４月８日～
５月31日 大会イメージソング歌詞公募

５月22日
第19回全国生涯学習フェスティバル実行委員会設立総会及び
第１回実行委員会開催
第19回全国生涯学習フェスティバル実行委員会専門部会設置

６月６日 第１回企画・広報専門部会開催

６月８日 第１回式典専門部会開催

６月28日 第１回会場・警備及び観光・交通専門部会開催

７月６日 第19回全国生涯学習フェスティバル市町村開催地連絡会議　
第１回会議（29市町村）

７月10日 第２回企画・広報専門部会開催
大会イメージソング歌詞の入賞作品決定（「笑顔で☆キラリ」）

７月11日 第２回式典専門部会開催

７月14日 全市町村参加の開催が決定
（平成19年１月合併予定の２町を除く27市町村）

７月25日 第２回会場・警備専門部会開催



第19回全国生涯学習フェスティバル　報告書 237

資
　
　
料

年　月　日 事　　　　　　　　　項

２月13日 市町村開催地連絡会議　第４回会議（美作地区）開催

２月14日 市町村開催地連絡会議　第４回会議（備中地区）開催

２月16日 市町村開催地連絡会議　第４回会議（備前地区）開催

８月９日 第３回式典専門部会開催

８月10日 市町村開催地連絡会議　第２回会議

８月25日 第３回観光・交通専門部会開催

８月29日 第３回会場・警備専門部会開催

９月５日 第４回企画・広報専門部会開催

９月７日 専門部会　第１回部会長・副部会長会開催

10月３日 市町村開催地連絡会議　第３回会議開催

10月５日～９日 第18回全国生涯学習フェスティバル「まなびピアいばらき2006」生涯学習見本市に岡山県ブー
ス出展、閉会式で次期開催県として大会旗を引継ぎ

10月13日 第19回全国生涯学習フェスティバル実施計画案（中間報告）のとりまとめ

10月16日 第19回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア岡山2007」ＰＲキャラバン隊出発式（３県民
局、３教育事務所訪問）

10月17日～18日 「まなびピア岡山2007」ＰＲキャラバン隊（兵庫県、鳥取県、島根県訪問）

10月20日 「まなびピア岡山2007」ＰＲキャラバン隊（山口県、広島県訪問）

11月２日～３日 第19回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア岡山2007」プレフェスティバル開催

11月16日～17日 「まなびピア岡山2007」ＰＲキャラバン隊（香川県、徳島県、愛媛県、高知県訪問）

11月29日～
平成19年1月31日 生涯学習見本市、生涯学習体験広場、参加事業の出展者募集

12月21日 第５回企画・広報専門部会開催　第４回会場・警備専門部会開催

12月22日 第４回観光・交通専門部会開催

12月25日 第４回式典専門部会開催

平成19年
１月７日

第19回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア岡山2007」300日前イベント「残日計点灯式」
開催

１月17日 専門部会　第２回部会長・副部会長会開催

２月20日 第２回実行委員会開催　第19回全国生涯学習フェスティバル実施計画策定

２月20日～
６月30日 協賛事業の募集

平成19年
４月５日

第19回全国生涯学習フェスティバル開催決定
市町村開催地連絡会議　第５回会議開催

４月７日 第19回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア岡山2007」200日前イベント開催（津山市）

６月１日～
７月20日 大会運営ボランティア募集

６月１日～
６月29日 記念事業「みんなで元気！吉備キビ桃太郎体操」のテーマソング歌詞募集
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第３回実行委員会 大会運営ボランティア基礎研修会

プレフェスティバル第１回実行委員会

実 行 委 員 会 事 務 局

年　月　日 事　　　　　　　　　項

６月26日 生涯学習体験ひろば・ステージ発表説明会開催（岡山会場）

６月28日 生涯学習地産地消ひろば出展者説明会開催（岡山会場）

７月４日 生涯学習見本市・体験ひろば・ステージ発表説明会開催（東京会場）

７月25日 第19回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア岡山2007」100日前イベント開催（倉敷市）

８月10日～
９月28日 総合開会式・閉会式入場者募集

９月２日 大会運営ボランティア基礎研修会開催

９月８日 大会運営ボランティア基礎研修会開催

10月２日～
10月15日 記念事業　ミステリーバスツアー「岡山知の探検」参加者募集

10月２日～
11月3日 記念事業「岡山発！まちづくりへの発信」参加者募集

10月３日 「まなびピア岡山2007」30日前イベント開催（岡山市）
市町村開催地連絡会議　第７回会議開催

11月２日～６日 第19回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア岡山2007」開催

平成20年
２月18日 第４回実行委員会開催

６月１日～
９月14日 記念事業 わがまちの未来に残したい｢ひと｣｢まち｣写真展の作品募集

６月７日 第３回実行委員会開催

６月22日 生涯学習見本市出展者説明会（岡山会場） 市町村開催地連絡会議　第６回会議開催
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実行委員会事務局／サポート隊

ネッツトヨタ岡山譁からアルファードＶを、平成18年7月から大会終了まで貸与していただきました。

ＪＦＥスチール譁西日本製鉄所には緑茶缶による「まなびピア岡山2007」のＰＲに御尽力いただき、また、コカ・

コーラウエストホールディングス譁、コカ・コーラウエストジャパン譁にはスタッフ用飲料を、クラブン譁、譟水清会

水島第一病院からスタンプラリー用賞品等を、カバヤ食品譁をはじめ多くの企業・団体からは来場者アンケート用賞品

等を、それぞれ御提供いただくなど、お力添えをいただきました。

心から厚くお礼申し上げます。

【あ行】 岡山ガス株式会社

株式会社岡山木村屋

岡山県製麺協同組合

岡山県農業協同組合中央会

【か行】 カバヤ食品株式会社

クラブン株式会社

株式会社廣榮堂

コカ・コーラウエストホールディングス株式会社

コカ・コーラウエストジャパン株式会社

国際ソロプチミスト倉敷・津山・笠岡・高梁・真庭・井原・児島

【さ行】 ＪＦＥスチール株式会社西日本製鉄所

ＪＴ岡山支店

独立行政法人情報通信研究機構

医療法人水清会水島第一病院

株式会社スタンダード

住友信託銀行株式会社岡山支店

【た行】 株式会社中国銀行

株式会社東芝岡山支店

【な行】 株式会社日本航空インターナショナル岡山支店

ネッツトヨタ岡山株式会社

野村證券株式会社岡山支店

【ま行】 マンネン酢合資会社

株式会社三好野本店

株式会社未来奥津

【や行】 株式会社ユニバーサルテクノロジーズ

横山石油株式会社

【ら行】 株式会社両備エネシス

「まなびピア岡山2007」
サポート隊

ステージ発表については、(財)福武教育文化振興財団・
(社)岡山県文化連盟から助成をいただきました。
また、主会場ではプランターを設置し会場を彩りました

が、マリーゴールドなどの草花の育成については、県立高
松農業高等学校、県立興陽高等学校、県立瀬戸南高等学校
に御協力いただきました。
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