
令和元年度第１回公民館運営審議会資料 地区公民館への質問【回答】 
 

質問１ 地区のどの位の方（人数）が利用しているのか。利用者の年代も教えて欲しい。 

 

(上川淵) 

青少年体験・チャレンジ活動参加者数 計１５０名／年代は小学生 

子育て親子支援事業 延べ４００人程度。主に 20～40 代と 0～3 歳の子ども  

自主グループ支援事業 延べ２２０人程度。主に 40～80 代の方  

学び合い、人権、地域ふれあい 延べ７００人程度。年代は６０、７０歳代が中心 

（公民館利用者）別添利用団体別一覧参照（Ｈ３０年度） 

 

(下川淵) 

平成３０年度実績 ４７，４９２人。 

年代について、厳密な統計はないが、自主グループについては、６０代以降の年代の方

が中心。地区人口（9,200 人程度）を考えると、複数の自主グループに属する方が多い

ことや、他地区からの参加があることが考えられる。 

 

(芳賀) 

平成３０年度 公民館利用人数 総数 37,910 人 

利用者の年代は、統計を取っておりませんが、ベビープログラム、青少年体験、 

芳賀奉仕団から、はつらつ教室まで幅広い年代の方に利用されていると考えられます。 

高校生は、少ないですがロビーを利用して自主学習、大学生は、ホールでオーケストラ

の練習に利用されています。総体的には、比較的高齢の方が多いように思います。 

 

(桂萱) 

桂萱地区内人口（H31.3.31 現在）28,751 人･･･A  

公民館年間利用者（H30年度総数）46,781 人･･･B より  

B/A＝平均 1.63 回利用（市民 SC窓口利用者を含まず） 

桂萱公民館では、年代別利用者のデータはとっていない。 

仮に①青少年（30 歳未満）、②一般成人（30歳～60 歳）、③高齢者（60 歳以上）の３つ

に区分するとき、経験的に①：②：③＝１：２：７程度の利用率であると思われる。 

 

(東) 

平成３０年度の公民館利用者数は、合計で 72,616 人でした。 

また、公民館利用者の年代は 60歳以上の方が多い。 

 

(元総社) 

Ｈ30 年度 ４５，３６１人（Ｈ31.3.31 元総社地区人口１７，０７１人） 

利用者の年代 ０～１０才代：親子サークル、少年教室、寺子屋等  

２０～３０才代：親子サークル、ミュージカルグループ等  

４０～５０才代：ヨガグループ ※利用が少ない年代  

６０～８０才代：利用者層の半数くらい 

 



(総社) 

いずれも実態数は把握していない。 

 

(南橘) 

平成３０年度の利用状況件数は 2,393 件、利用者数は 36,100 人。 

公民館利用文化団体連絡協議会に所属して学習活動を行っている地区のグループが 

４３団体、他に定期利用で登録している学習グループが約５０団体、行政から委嘱を 

受けて活動している各種団体が約２０団体ある。 

利用者の住所や人数を詳細に把握していないが、活動しているグループの年齢層は高く、

ご年配の方が多い。（昼間活動グループは特に仕事を引退された６０～７０代の方が 

多いと思われる）また、公民館から近い町に在住の方の利用が多い。少し遠い下細井町

については、町の公民館の利用が盛んだとの話を耳にする。 

 

(清里) 

公民館自主学習グループ  

減免２２団体、総会員数２３３人 有料１５団体、総会員数２３２人  

社会教育団体１０団体 公共的団体９団体 

 平成３０年度公民館利用人数２２，７２５人（一般利用、主催事業総数）  

平成３１年３月末清里地区人口３，６３３人  

定期的に利用している自主学習グループの会員の年代は、６０代～７０代が多い。 

不定期で利用する有料団体には、大学生など若い世代の人もいる。 

 

(永明) 

平成３０年度の利用者数は約 39,000 人（延べ人数）、永明地区人口（平成 31年 3月末）

は 22,628 人。計算上は、1 人当たり年間約 1.7 回の利用となるが、定例団体の利用が 

多いこと、利用者の居住区を確認していないことから、地区住民の利用割合は把握でき

ていない。利用の多くを占める公民館学習グループ活動や地域団体活動での利用者は、 

５０代後半～７０代が多いと思われる。しかし、のびゆくこどものつどいや、小学生 

対象の講座、地域寺子屋、ボーイスカウトやガールスカウトなどで、子ども達の利用も

増加しているように感じられる。 

 

(城南) 

公民館事業実績は別紙参照。 

利用者の年代は、生まれる前の赤ちゃんからシニア世代まで幅広い。（妊婦さんを対象

としたものから高齢者までの事業を実施） 

 

(大胡) 

平成３０年度利用状況（延べ）件数 2,060 件、利用者数 29,907 人。 

年代別のデータはないが、60～80代が多い。 

 

(宮城) 

人口 7900 人が年２回利用している。（年間 15,877 人）年代層は、データはないが幼児

から高齢者まで広く利用されている。60・70 歳代の利用が一番多いように感じられる。 



(粕川) 

年間延べ約 39,000 人（平成３１年度）。（粕川地区の人口：10,772 人）。 

自主活動グループの年代は６０歳以上が大部分を占める。 

公民館主催講座は、各種年代をターゲットにしたものがあるので、幅広い年代に参加し

てもらっている。 

 

(富士見) 

H30 実績。延べ 30,312 人利用。年代は中学生（寺子屋）～80才代。 

 

質問２ 公民館のボランティア(託児等)の存在を教えて欲しい。 

 

(上川淵) 

「地域ボランティアの会」「保健推進員会」「民生児童委員連絡協議会」などの団体に 

子育て広場などや各種公民館講座などで依頼をしている。 

 

(下川淵) 

保健推進員や学生ボランティアを活用。あまり件数は多くない。 

 

(芳賀) 

子育て親子支援講座＜おやこの時間＞の際に、芳賀地区保健推進員さんに託児のご協力

をいただいています。 

 

(桂萱) 

託児ボランティアは、ボランティア桂萱や保健推進員、市内の各大学に通う大学生 

（希望者）で構成する。担い手が高齢化しており、5 年先の託児ボラが確保できるか、

心配な状況である。託児以外では、文化祭／市民運動会／のびゆくこどものつどい等に、

地元の中学生（桂萱中学校、鎌倉中学校）がボランティアとして多数参加している。 

※R1年度の「のびゆく」には 100 名以上の中学生が参加。 

※R1年度からは小学生ボラの受入開始。「のびゆく」に 3 名の小学生が参加。 

 

(東) 

託児を行うことを主とするボランティア団体等は特にない。 

 

(元総社) 

元総社地区ボランティア連絡会（会員数１４人）※講座の託児は、元総社保健推進員会

（会員数３８人）にもご協力いただいている。 

 

(総社) 

子育て、親子支援事業「すくすく教室」における託児ボランティア（保健推進員）。 

赤城山ろく里山学校における解説ボランティア（歴史資料館説明員）。 

文化祭等事業における警備、交通整理など（防犯協会、交通安全協会）。 

「ふれあいのびゆくこどものつどい」での総社・勝山小児童及び第六中学校生徒の 

各コーナー学生ボランティア。 



 

(南橘) 

南橘ボランティアの会については、公民館主催事業で託児をお願いしている。他に、 

こねこクラブ、子育て井戸端サロンといった子育て支援グループが活動を行っている。 

 

(清里) 

託児のみ。民生児童委員、保健推進員、清里ボランティア会に依頼している。 

 

(永明) 

公民館学習グループ「つゆくさの会」がボランティア活動を目的としたグループである。

しかし、高齢化や新規加入者が少ないことが課題となっている。 

子育て、親子支援講座では、地区保健推進員会と「つゆくさの会」に託児を依頼してい

る。 

(城南) 

子育て、親子支援事業において、地域のボランティア団体及び地区の保健推進員に毎年

託児の依頼をしている。 

 

(大胡) 

託児については、保健推進員会を中心に一般ボランティアもあり事業によっては、 

中学生ボランティアを活用する 

 

(宮城) 

年間通して学級や行事が多くのボランティアの方により支えられている。 

一例）年 4 回の中学生ボランティアで各５０名～１００名。 

年１回の託児有料ボランティア（保健推進員のみ） 

 

(粕川) 

読み聞かせサークルおひさまクラブ、粕川地区保健推進員会、託児ボランティア・ 

みっきい 

 

 (富士見) 

なし 

 

質問３ 地域住民主体の公民館事業はあるのか。どのような事業か。 

 

(上川淵) 

特になし 

 

(下川淵) 

自主グループ支援事業として、自主グループ連絡協議会が主催の講演会やイベントが 

行われている。年３、４回の開催。そのほか、今年度には「ぷち人形寄席」や「ミンダ

ナオ子ども図書館」など自主グループが中心となっている事業も行われている。 

 



(芳賀) 

＜公民館事業においては、館報で周知しており基本的には地域住民を対象としている＞ 

 ふれあい寄席は、本物の演芸を、芳賀地区にいながら住民同士一緒に楽しめる催しを 

行いたいとの地域要望により、地域の方を介し三遊亭圓窓師匠へ依頼し、平成９年２月

より実現、今年度２４回を数える。地区社協や地域づくり協議会が中心に芳賀地区ふれ

あい寄席実施委員会を立ち上げ、出演者との交渉、ポスター、チラシやチケットつくり、

舞台づくりや会場準備まで実施委員の手作りで行っている。平成２８年度５月には、 

芳賀公民館地域づくり講座として、「真打に学ぶ落語教室」を開催しており、落語教室の

生徒は、同年のふれあい寄席で成果を発表している。同年９月より公民館自主学習グル

ープ化し、圓窓師匠の手ほどきを継続している。七つの祝いは、地区社協が中心になり

芳賀地区七つの祝い実施委員会を立ち上げ、翌年に小学校に入学する芳賀地区の児童を

一同に集め、地域をあげて祝福するとともに、健やかな成長を願い、開催している。 

 

(桂萱) 

H30 年度から実施している桂萱地区子ども会育成会連絡協議会（桂子連）主催の「こど

も防災講座」（１泊２日、R1.7.27-28実施）は、地域住民主体の公民館講座と言える。 

《事業概要》 

防災に関する知識の習得と、災害時を想定した各種体験プログラムを通じて、子

どもたちの防災意識や関心を高めるのが狙い。併せて、保護者意識への波及効果

を期待。体験プログラムとしては、①起震車体験と防災講話、②避難所設営体験（ダン

ボールシェルター作り）、③ＫＹＴ講習（危険予知トレーニング）、④炊出し料理講習（カ

レーづくり）などを実施。 

 

(東) 

「のびゆくこどものつどい・ふれあいの広場」「東地区市民運動会」「東公民館文化祭」

いずれも地域住民主体ではあるが、公民館と協働で実施しているもの。 

 

(元総社) 

子育てサロン「かえるっ子」元総社地区ボランティア連絡会と保健推進員会の主催によ

る、未就園児とその保護者を対象とした子育てサロン。 

 

(総社) 

特になし 

 

(南橘) 

青少年体験・チャレンジ活動事業の中のインリーダー講習会については、子ども会育成

会連絡協議会と共催となっており、当日の運営及び指導補助を主体的に行っている。 

また、学びあい・人権・地域ふれあい事業の一環として、南橘地区地域づくり推進協議

会と共催の行事が多く、地域の特色を生かした行事を多く行っている。特に田口町で行

っている田口菜プロジェクトについては、種まきから摘み菜作業に至るまで地区会員が

主体となって取り組んでおり、地区を代表する活動となっている。（何年か前にＮＨＫ

に取り上げられたこともあります。） 

 



（清里） 

公民館と地域団体との共催事業として、清里地区文化祭（清里地区文化祭実施委員会）

きよさと焼教室（清里まちづくり協議会、清里小学校）枝豆収穫体験（清里まちづくり

協議会）防災講座（清里地区自治会連合会） 

 

(永明) 

のびゆくこどものつどい、市民運動会、文化祭は地域住民による実行委員会を設け開催

している。 

 

(城南) 

地域づくり協議会主催の福祉のつどいや歴史講演会など。のびゆくこどものつどいや 

体育祭、文化祭。各種団体が主催したイベントも年に数回開催される。 

 

(大胡) 

実行委員会を組織して実施する事業のびゆくこどものつどい・ふれあいひろば、市民運

動会、地区文化祭等。講座によっては、講座運営委員を組織し運営するものもある。 

 

(宮城) 

高齢者学級は受付や会場準備など学級生がおこなっている。のびゆく・運動会・文化祭

実行委員会は会議運営から準備、当日運営まで役員主体でおこなっている。 

 

(粕川) 

のびゆくこどものつどい、粕川地区市民体育祭、産業文化祭 

 

(富士見) 

なし 

 

質問４ 桂萱公民館の地区の小学生と地域の高校生との交流を兼ねた事業は大変興味深い。 

このような取り組み(学校との連携等)は継続が重要だと思うが、継続のためのご

努力、今後の方針などを聞かせて欲しい。 

 

(上川淵) 

平成３０年度青少年体験・チャレンジ活動の絵画教室で、前橋南高美術部員を講師とし

て実施した。学校関係者への継続したお願いと、その意義について説明を行うことが必要。 

 

 

(下川淵) 

「高校生の教える食育教室」今後も継続予定。前橋南高校吹奏楽部による「クリスマス

コンサート」も今年度も実施予定。また、今年度は、「ビブリオバトル」実施の関係で、

前橋南高校に視察に行っている。 

地域の小学校、中学校とは、従前より活発な交流あり。 

加えて前橋工科大学による講座も計画中。 

 



(芳賀) 

今年度は、桂萱公民館との連携行事として、大道芸体験教室の開催を予定している。 

芳賀地区には高校がないため小学校と高校との交流事業は行っていません。 

学校との連携等の視点においては、芳賀中学校のボランティア組織である芳賀中奉仕団

が、のびゆくこどものつどいや、芳賀ふるさとまつりで各催し物をサポートしており 

継続的な事業参加を呼び掛けるとともにＰＴＡ連絡協議会においても積極的な参加を

推進することを方針として掲げられている。 

また、芳賀公民館で開催する「ふれあい寄席」の繋がりと、三遊亭圓窓師匠の演目が 

国語の教科書に掲載されたことで、芳賀小学校の４年生を対象に師匠を講師に招き、 

日本の伝統的な言語文化を味わい、日本語の美しさを大切にしようとする心を育てるこ

とを目的とした「国語教室」を平成２８年 2 月から４年間連続して開催している。 

 

 

(桂萱) 

前橋高校（大道芸部）とは、桂萱地区内に学校が所在する縁で、ここ数年、5 月開催の

「のびゆくこどものつどい」に出演いただいており、顧問教諭と連絡が取れる状況。 

学校関係者と連絡が取れる状態であることが重要であると考えている。これまでの 5月 

催事への出演を発展させ、公民館講座の講師に仕立てた点が、R1 年度事業の目新しい 

ところと考えている。 

 

(東) 

高校生との交流事業は実施していない。 

 

(元総社) 

(学校との連携等について)１０年ほど前から夏と秋に行われる子ども会育成団体連絡

協議会主催のリーダーキャンプでは、大学生等をシニアリーダーとして募集し、子ども

たちの良き先生役を担ってもらっている。 

近年、大学等が授業方針の変更などで休日における行事もあり、募集人数に達しないこ

ともある。幸いなことに地区内在住の明和学園短期大学准教授との繋がりから大学と連

携することが出来ている。 

今後ともこのような繋がりを大切にし、子どもたちが多くの人と交流する機会を提供で

きるように努力をしていきたいと思う。 

 

(総社) 

年度当初より校長・教頭等と各事業の実施期日や内容について継続的に打ち合わせを 

進めている。人権教育（啓発）活動では、桜が丘集会所運営委員会に学校長、人権担当

教諭などにも参加してもらい、学校と地域における人権啓発への取り組みを共有してい

る。 

 

(南橘) 

「のびゆくこどものつどい」や「ろばたのつどい」において、中学生ボランティアを依

頼しており、地区の小さい子どもと中学生の交流は図れているが、高校生との交流が図

れる機会がないというのが南橘地区の現状である。 



子ども会育成会連絡協議会においても、地区行事において中学生だけでなく高校生とも

交流が図れないかという意見もあり。今後うまく行事にからめていけないか検討をして

いるが、なかなか難しく実行できていない。 

 

（清里） 

年度当初に地区内の小学校及び高等学校に出向き、教頭先生等に年間の大まかな事業計

画を伝え、協力をお願いしている。 

また、地域団体主催のイベント等で顔を合わせる際には、積極的に情報交換をしている。

現在、青少年体験・チャレンジ活動事業（高校生ティーチャー講座）の中で、小学生と

高校生との交流を図っているが、学校側も児童や生徒が地域に出て活動することに対し

て協力的であるため、今後も連携し、事業の充実を図っていきたい。 

 

(永明) 

地域に高校がないため、高校生との交流はない。 

「のびゆくこどものつどい」では、毎年多くの中学生がボランティアとして参加、また、

近隣にある大学の学生がコーナーを企画し、小学生との交流が図られている。 

さらに、今年度は小学生を対象とした「子ども夏休みステーション」に、小学生の時に

この講座に参加していた中学生がボランティアとして協力してくれることになってい

る。活動を継続するためには、やりがいが感じられる活動となるようなしかけ、学校や

地域の方々の協力が重要であると考えられる。今後も、このような取り組みを継続する

とともに、さらなる連携を図っていきたいと考えるが、教員の多忙が叫ばれている今日、

学校の理解、協力をどこまで得られるかが課題と思われる。  

  

(城南) 

地域の大学や病院、近隣公民館等と連携した事業は行っている。継続のためには、担当

同士の共通認識を深め、事業を継続しようという強い意欲が必要と思われる。重要な事

業なので、今後も継続して行きたい。NPO 法人や民間企業との連携も検討したい。 

 

(大胡) 

特になし 

 

(宮城) 

小学生と高校生の交流事業は行っていない。（地区文化祭に養護学校の出店はあるが）

在住高校生を行事に参加してもらうための機会をつくったらどうかという動きはある。 

 

(粕川) 

粕川地区近隣には高校がないため、高校生との交流はこれまで実施してこなかった。 

高校に限らず、中学校、専門学校等との交流を兼ねた事業についても研究していきたい。 

 

(富士見) 

なし 

 

 



質問５ 委員からの意見について、地域住民を呼び込むために各館で取り組んでいる工夫 

を教えてください。 

(委員からの意見) 

運営審議会でも今まで「公民館を地域住民の縁側に」という声が度々聞かれた。  

地域住民が気軽に出入りできる雰囲気づくりへ向けて、このところロビーの机や椅子

の配列を変えるなど、住民を追い入れる工夫がなされている。地域の学びの基点とし

て、また、住民の心の拠り所として、一段と「住民と声を掛け合う雰囲気づくり」を

推進していただきたい。 

 

(上川淵) 

地区関係団体とのより良い関係構築 

 

(下川淵) 

公民館に足を運ぶ機会の少ない年齢層を対象として、毎年新たな視点で講座を企画、 

開催している。上記講座参加者に対して、他の講座の案内を行っている。 

公民館講座への参加依頼は、自主グループや自治会関係者に対して、日常的に行うよう

職員全員が心掛けている。※地域づくりの観点から、各町で行われているふれあいサロ

ンや各種イベントに職員が出向き、住民の方との交流を進めている。  

(芳賀) 

芳賀地域は、赤城山南麓の傾斜地に位置していることから、芳賀地域の北部地域の小中

学生は、下校時は保護者の迎えを公民館で待つ児童生徒が多い。迎えが来る間に宿題を

する子供も多く、ロビーに机を設置し勉強できるように配慮している。 

また、夏季には、併せてクールシェアのスポットとして位置づけ、地域住民や子どもた

ちの避暑とフリースペースとして開放している。 

 

(桂萱) 

H30～ クールシェアスポットへの取り組み（休憩／学習スペースの増設）  

R1～ 熱中症対策ボックスの設置（※体調不良時に、無料で使えるもの）  

R1～ ロビー内にパラソル設置（済）のほか、夏モノ企画★をいくつか実施予定  

   ★かき氷、ビニルプールなど 

 

(東) 

地域住民から要望の多い内容の講座を開催するなどしている。 

東公民館は建設されて４年が経過したところで、施設が新しいこともあり来館者は比較

的多い。ロビーの共用スペースも多くの地域住民に利用されている。 

 

(元総社) 

来館する方に笑顔であいさつするよう心掛けている。 

 

(総社) 

来館者が気分よく使えるためにトイレなどの掃除、情報提供コーナーの整理整頓の徹底。

窓口の待ち時間問題解消のために、BGM（クラシック）を流す、雑誌・本の整備、モニ

ター設置（当地区関連動画の放映）など。 



秋元公関係資料の展示（甲冑等）。 

地元保育園の協力による絵画作品の展示、七夕飾りの設置等。 

大学生（前橋工科大）の総社地区をテーマにした研究成果の発表（研究パネル、模型の

展示）。 

地域で話題となっているニュース情報の掲出（例：旧本間酒造店舗での防災訓練、六中

野球部の県大会制覇時のニュース、秋元公デザインの日本酒発売など）。 

 

(南橘) 

常にあいさつ運動は心掛けている。窓口に来られた方や部屋利用者に対し、職員の方か

ら声掛けをして、親しみやすい公民館づくりに努めている。 

また、今年 11 月に開館する新館に交流スペースができるが、地域住民の憩いや交流の

場として、放課後の子どもたちの宿題、各種団体の打ち合わせ、クールシェアスポット、

東京オリンピックや高校野球のパブリックビューイングなどに利用していただけるよ

う、環境を整えたいと考えている。 

 

（清里） 

ロビーの一部に机と椅子を設置し、フリースペースとして提供している。 

自主学習グループが制作した作品をロビーに展示している。 

地域づくり活動や地域の生涯学習活動等の様子が分かる写真をパネルにして廊下に展

示している。 

 

(永明) 

サークル体験月間を設ける、ロビーにサークル紹介を掲示するなど、地域住民が公民館

学習に興味を持ち、気軽に公民館活動の第一歩が踏み出せるよう工夫している。 

 

(城南) 

窓口に来庁された方や公民館を定期的に利用している方に積極的に声がけをして、講座

の案内などを行い、口コミでの周知を心掛けている。チラシの回覧などもなるべく住民

の目に止まるようなものを作るよう努力している。 

真夏期間にはクールシェアスポットとして、住民が出入り自由に涼んで過ごせる場の提

供をしている。 

地区の行事などにもお客さんではなく、企画の段階から主体的に運営の参加を促したり、

公民館に併設している図書室をうまく利用して、取り込みのきっかけを模索するのも一

つの方法かと思います。 

 

(大胡) 

昨年の猛暑を受けて、クールシェアの施設として登録している。 

 

(宮城) 

クラブ員確保のための自主学習グループ支援事業の充実。 

クールスポットにあわせた学習スペースの確保。 

高木の整理や花壇の整理による開放感の創出。 

普段公民館に足を運ばない方向けに講座の充実。 



(粕川) 

ロビーに机、いす、ソファを置いているため、小・中学生の学習や地域の方のちょっと

した語らいの場になっている。 

図書館分館の新聞をロビーに置いているため、新聞を読みに来る人もいる。 

 

(富士見) 

一階、二階のロビーにはテーブル・椅子を配置し、誰もが気軽に利用できるスペースを

造っている。また、夏場はクールシェアスポットとしての共有空間としている。 

 

質問６ コミュニティデザインに書かれている地域的課題に対応した公民館事業（代表的 

なもの）を教えてください。 

 

(上川淵) 

学び合い、人権、地域ふれあい 「女性のための健康バランスアップ教室」 

 

(下川淵) 

大型商業施設開業による交通量の増加の課題に対しては、店舗のバックヤード見学（「コ

ストコ見学」）や食育講座（「ベイシア」）などを行い、地域商業施設への理解を促してい

る。 

高齢化の加速に関しては、シニア向けの健康関係の講座や「スマホ講座」を開催してい

る。※地域課題の大きな課題の一つ、「高齢化の加速」に対し、地域づくりの観点から、

主に社会福祉協議会が実施している見守り事業やふれあいサロンの運営に協力を行っ

ている。 

 

(芳賀) 

芳賀地区は、高齢化率が高く、特に高花台一丁目においては、48％を超える状況となっ

ています。公民館事業では、健康寿命の延伸を目指し、楽しく学びながら健康づくりを

重点事業の一つとして、はつらつ教室の充実に力を入れています。 

また、公共交通が不便であることを課題として挙げ、地域づくり推進協議会を中心とし

て生活交通の勉強会、視察を重ね、買物支援を含めた事業について取り組んでいる。 

 

(桂萱) 

H30～ひとり暮らし学生向け新生活応援講座 ⇒高校や大学など、教育機関の多い地域

性を考慮した事業  

R1～農業体験講座 ⇒市街化区域と農業振興地域を併せもった地域性を鑑み、子どもた

ちの農業体験格差の是正に着目した事業。伝統野菜の上泉理想大根を栽培（予定）  

R1～子育てママのいきいきセミナー 2nd Season ⇒新興住宅地を抱え、子育て世代の多

い地域性を考慮した親向け講座。従来の 0～3 歳児の親向け講座に加え、4 歳児～の親

向け講座を新設。 

 

(東) 

東地区では、宅地開発も多く人口が増加傾向にあり、市内の他の地区と比較しても比較

的に若い世代が多く住んでいるため、子育てに関する講座を開催すると参加者も多い。



そのためコミュニティデザインに記載されている「子育てにやさしい街」を目指すとこ

ろで、「あずま子育て親子支援講座」「あずま子育てひろば」など未就園児とその親を対

象とした講座を実施している。（保育士の講座や外部講師による親子の触れ合い遊び、

食育講座など） 

 

(元総社) 

元総社地区は他市からの転入者が多く、潜在的に子育てに困っている保護者が多いこと

から、家庭教育に関する事業を実施し子育て環境の充実を図っている。 

① 元総社すこやか学級 対象：未就園児とその保護者 

② 子育てサロン「かえるっ子」 対象：未就園児とその保護者  

③ 子育て支援講座 対象：子育て中の保護者及び子育てボランティア団体等 

 

(総社) 

「教育・子育て」での親子の絆づくり（すくすく教室）等。人権教育（啓発）に向けて、

公民館内に人権標語、ポスター原画等を掲出。 

 

(南橘) 

子育て親子支援及び青少年体験チャレンジ活動に重点を置き、地域の子どもの育成に力

を入れている。また、ろばたのつどいや、冒険遊び場などでは地域の住民が子供たちの

指導者となっており、世代間交流の場となっている。 

 

（清里） 

地域のつながりの希薄化、地域づくり活動の担い手不足：枝豆の種まき・収穫体験、 

きよさと焼教室、中学生・高校生ティーチャー講座  

公民館利用者の固定化、自主学習グループの減少：清里生涯学習人材バンク、自主学習

グループの立ち上げを目的とした講座 

 

(永明) 

地域資源や人材を活用し、学びの循環を意識した、永明公民館独自の講座を目指してい

る。代表的な講座として、小学生を対象とした大島梨を使ったデザート作り、地区内で

製造されたウクレレを活用したこどもウクレレ教室、公民館の水彩画クラブが講師を務

める小学生対象の絵画教室（夏休み宿題おたすけ教室）があげられる。 

 

(城南) 

◎学び合い、人権、地域ふれあい事業において 

地域の学習ニーズや季節にあわせた企画、仲間づくり、参加者同士の交流、健康増進等

を目的とし、地域資源並びに地域人材、地域課題に着目した講座を実施。地区面積が広

いため、公民館に来ることが難しい高齢者を対象に、地区を４ブロックに分け参加しや

すい環境を配慮して実施。講座は、学習ニーズを踏まえ健康維持や軽スポーツ・趣味等

で計画し、性別不問とする。地域住民の人権意識を高め、理解を深める講座を実施。 

人権週間に合わせ地区内の小学校児童の人権標語等を公民館ロビーに展示した。 

◎青少年体験、チャレンジ活動事業において  

学校や学年の異なった仲間との学校外活動の機会を提供して、仲間づくりを図る。様々



なジャンルの教室を開催し、いろいろな体験を通じて創造性や感性を養う。自らの可能

性を発見する機会とする。子どもにとって思い出づくりの一翼を担う。 

◎子育て、親子支援事業において 市の重点施策である子育て支援を推進するために、

親子のふれあいと、同世代の子を持つ親同士の仲間づくりを目的に開催。講座内容は

、子育ての知識を学ぶために大切な親子の絆づくりプログラムや寝相アート、アロマク

ラフト体験などの講座を実施。 

 

(大胡) 

今年度の地域づくり講座の位置づけとして「大胡歴史学」を実施する。来年度、オープ

ン予定の大胡城址ガイダンス施設でのボランティアガイド養成も考えて企画したもの。 

 

(宮城) 

健康増進課で算定した健康数値が芳しくない地区なので独自の講座を企画した。  

ヘルスアップ宮城講座。 

 

(粕川) 

地域住民と児童・生徒の絆を深めてもらうとともに地域の魅力も感じてもらうこと等を

目的に、自主活動グループの方が学校活動の手助けができるよう、公民館がコーディネ

ートしている。利用者の高齢化・固定化を解消するため、できるだけ自主活動グループ

化できる公民館事業を開催している。 

かすかわ元気講座（老人クラブ連合会役員と相談して講座内容を決めている）粕川公民

館サークル見学・体験月間の実施 

 

(富士見) 

公民館自主学習グループの高齢化・構成員減少に対応すべく、今年度新たに自主学習グ

ループの見学・体験月間を実施する。 

 


