
平成２３年度の事業実績 回数 参加者数 平成２４年度の事業実績 回数 参加者数

・子育て支援家庭教育充実 ・子育て支援家庭教育充実

「のびのび子育てママ育て」 6 102 「のびのび子育て講座」 4 62

「働くパパの育メン講座」 3 34 「働くパパの育メン講座」 2 52

「楽しく孫育て講座」 5 73 「楽しく孫育て講座」 5 78

・少年少女体験活動支援 ・少年少女体験活動支援

「みんなで楽しくリサイクル」 3 31 「みんなで楽しくリサイクル教室」 3 18

「夏休み水彩画教室」 3 69 「夏休みおもしろ工作教室(切り絵)｣ 2 20

「夏休み元気キッズ体験教室」 2 25

「チャ！レンジャー(自然体験活動)」 3 39 「チャ！レンジャー(自然体験活動)」 3 43

・社会課題を考える ・社会課題を考える

「５０歳からの健康体操講座」 5 124 「５０歳からの健康講座」 6 151

「女性のハッピー･アサーション｣ 4 56 「人と人を結ぶこころの支援講座｣ 3 108

「災害から身を守る講座」 4 45 「地域で守る災害活動講座」 4 73

「がんばり過ぎない家庭介護講座」 4 75 「がんばり過ぎない家庭介護講座」 4 47

「人権教育研修会」 1 79 「心豊かな地域づくりのための懇談会」 1 96

計 41 727 計 39 773

・日本文化や外国文化の理解 ・日本文化や外国文化の理解

「韓国文化理解講座」 6 104 「ハワイ文化理解講座」 4 78

「源氏物語とお香の世界｣ 4 74 「高崎の染め物と歴史｣ 4 39

・情報社会への対応 ・情報社会への対応

「一眼レフ･撮影レベルアップ講座」 4 74 「一眼レフ･撮影レベルアップ講座初級編」 4 78

「パソコンを始めよう!Windows7で｣ 2 28

「はじめてのインターネット」 2 49 「インターネット入門講座」 2 62

キャリアデザイン支援事業　キャリアデザイン支援事業　

（１）学習機会の提供

平成２４年度　高崎市公民館事業実績報告書（中央公民館）

１　目　的

・中央公民館事業の成果を明らかにする。

２　事業実績

・高崎市公民館運営審議会による第三者評価を受けるための資料とする。

ライフアップ推進事業　ライフアップ推進事業　

・次年度の公民館事業の取組の方向性を明らかにする。
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･地域伝統文化の継承 ･地域伝統文化の継承

「ぐんまの伝統食文化講座(葉付き大
　根､長ネギ、冬野菜､小麦粉)」

5 127 「ぐんまの伝統食文化講座」 5 122

・能力開発や職業意識の高揚 ・能力開発や職業意識の高揚

「男性料理教室(初級)」 4 95 「初心者向け男性料理教室」 4 91

「男性料理教室(中級)」 4 57 「冬を元気に男性料理教室」 2 29

「女子力アップ講座｣
（ラフターヨ　ガ､コラージュ療法､
　カラーセラピー､アロマセラピー）

4 69
「女子力アップ講座｣
（３Ｂ体操､身体､食育､整理収納､
　ハーブ）

5 72

「あしたの天気予報講座(天気図)｣ 5 179 「やさしい気象学講座｣ 5 207

「初めての造園講座」 6 124

計 38 828 計 43 930

・活動ボランティア養成 ・活動ボランティア養成

「たかさき景観案内人養成講座」 2 32 「たかさき景観講座」 1 16

「高崎市の歴史講座」 5 173 「始めたい人のためのボランティア入門」 3 48

「リーダー研修会」（公民館活動を
　広げよう！いきいきと、もっと楽
　しく)

1 102
「リーダー研修会」
（あらためて公民館活動の原点を考
　える)」

1 97

計 8 307 計 5 161

・図書ボランティア研修 ・図書ボランティア研修

「読み聞かせスキルアップ研修」 7 298 「読み聞かせスキルアップ研修」 7 422

「わらべうたと昔あそび研修｣(午前) 3 94 「わらべうたと昔あそび研修」 4 157

「わらべうたと昔あそび研修｣(午後) 3 61

「初めての民話かたりべ研修」 5 80 「民話のかたりべ研修」 5 114

「英語絵本の読み聞かせ研修」 3 72 「英語絵本の読み聞かせ研修」 4 69

「ペンシルバルーン研修」 1 72

「ＯＨＰシアター研修」 2 22

計 24 699 計 20 762

・なやみごと相談 ・なやみごと相談

「悩む人を支援するピア･サポーター
                       養成講座」

4 73
「大人のためのピア･サポーター
                       養成講座」

4 112

「子どものためのピア･サポーター
                       養成講座」

7 116
「子どものためのピア･サポーター
                          講座」

7 117

計 11 189 計 11 229

図書ボランティア活動支援事業　

なやみごと相談事業　 なやみごと相談事業　

地域づくり支援・ボランティア養成　地域づくり支援・ボランティア養成　

図書ボランティア活動支援事業　
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・高崎市民講演会 ・高崎市民講演会

「未来のある子どもたちへ｣
 　　　　　　　　　講師：水谷修

1 263
「子どもの才能の見つけ方､伸ばし方｣
　　　　　　　　　　講師：辻いつ子

1 293

総　　計 123 3013 総　　計 119 3148

「人と人を結ぶこころの支援講座｣
　（立正大学）

「みんなで楽しくリサイクル」
　（NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議）
　（群馬県地球温暖化防止活動推進センター）

「みんなで楽しくリサイクル教室」
　（NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議）
　（群馬県地球温暖化防止活動推進センター）

「夏休みおもしろ工作教室(切り絵)｣
　（北小学校図工室）（高崎切り絵同好会）

「たかさき景観講座」
　（都市計画課景観室）

「チャ！レンジャー」
　（NPO法人CCC自然･文化創造工場）
　（観音山キャンプパーク･ジョイナス）

「インターネット入門講座」
　（高崎商科大学附属高校総合情報室）

市民講座事業　市民講座事業　

「初めてのインターネット」
　（高崎商科大学附属高校）

平成２３年度の事業実績 平成２４年度の事業実績

「男性料理教室」
　（料理を楽しむ男の会）

「夏休み元気キッズ体験教室」
　（茶道クラブ）（料理を楽しむ男の会）

「がんばり過ぎない家庭介護講座」
　（老人ホーム希望館､長寿社会課）

「地域で守る災害活動講座」
　（NPO法人わんだふる）
　（日本防災士会群馬県支部）

「のびのび子育て講座」
　（ボランティアグループ･よもぎ会）

「なやみごと相談事業」
　（高崎カウンセリング協会）
　（日本ピアサポート学会）

「男性料理教室」
　（料理を楽しむ男の会）

「がんばり過ぎない家庭介護講座」
　（老人ホーム希望館）

・中央公民館だより「つどい」（月１回）

（２）学校･団体･NPO等との連携

（３）学習情報の提供

「やさしい気象学講座｣
　（前橋気象台）

「のびのび子育て講座」
　（ボランティアグループ･よもぎ会）

「災害から身を守る講座」
（前橋気象台）（環境カウンセラーズ群馬）（群
馬県企画課科学技術振興室）

「なやみごと相談事業」
　（高崎カウンセリング協会）
　（高松中学校科学部）

平成２３年度の事業実績 平成２４年度の事業実績

「たかさき景観案内人養成講座」
　（都市計画課景観室）

「チャ！レンジャー」
　（NPO法人 CCC自然･文化創造工場）
　（観音山キャンプパーク･ジョイナス）

生涯学習ポータルサイト｢まなびネットたかさき｣(改訂)

「始めたい人のためのボランティア入門」
（NPO手をさしのべて､認定NPOじゃんけんぽん）
（社会福祉協会ボランティアセンター）

生涯学習ポータルサイト｢まなびネットたかさき｣

「広報高崎」「ラジオ高崎」

・中央公民館だより「つどい」（月１回）

「広報高崎」「ラジオ高崎」
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・西部地区社会教育行政職員等研修会
　｢生涯学習とまちづくり
　～地域の教育力向上の重要性について～」

・高崎市社会教育等関係職員研修会
①事例発表｢連携を生かした群馬図書館の
　取組｣
　講演｢社会教育における連携･ネットワーク
　のあり方を考える｣
②講義｢日々の県立自然史博物館の運営にあたり｣
　見学｢バックヤード･写真展｣

・新任職員研修会
　「公民館事業の現状と評価、企画」

・西部地区社会教育行政職員研修会
　｢無縁社会はこれで解消　公民館の出番
　 です」

・高崎市社会教育等関係職員研修会
　①｢住民のニーズにあった企画立案｣
　②｢社会教育が元気ならまちは元気｣

・新任職員研修会
　「公民館事業の現状と評価、企画」

・西部ブロック公民館研修集会兼公運審部会
　研修会　事例発表･講演会
　テーマ「地域との絆をつなげる公民館｣

・群馬県公民館研究集会兼公運審部会研修会
　全体研修会　基調講演･シンポジウム
　テーマ「地域と共に歩む『公民館』」

・群馬県公民館研究集会兼公運審部会研修会
　全体研修会　「リアル熟議」

・高崎市公民館研究集会　記念講演
　「学びを通した地域課題の解決」

・館長研修会(講義･グループワーク)
　　　　　　(所沢市立中央公民館視察研修)
・主事研修会(講義･グループワーク)

平成２４年度の事業実績平成２３年度の事業実績

・館長研修会(足利市織姫公民館視察研修)
・主事研修会(グループ別課題研修)

・高崎市公民館研究集会　記念講演
　「寄っといで！公民館は駄菓子屋的空間」

・西部ブロック公民館研修集会兼公運審部会
　研修会　事例発表･講演会
　テーマ「地域文化と人をつなぐ公民館｣

・社会教育主事有資格者 　３人・社会教育主事有資格者 　３人

・館　長　　　１人
・正規職員　　８人（教育５人、庶務３人）
・嘱託職員　　５人（教育４人、庶務１人）
・再任用職員　１人

・館　長　　　１人
・正規職員　　９人（教育６人、庶務３人）
・嘱託職員　　６人（教育４人、庶務２人）

平成２３年度の事業実績 平成２４年度の事業実績

（５）職員研修

（４）職員の配置
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平成２３年度の事業実績 平成２４年度の事業実績

ライフアップ推進事業（262講座） ライフアップ推進事業（264講座）

・子育て支援家庭教育充実（42館67講座） ・子育て支援家庭教育充実（39館67講座）

全公民館で昨年同様に子育てセミナーや家庭
教育学級等の親子で参加できる講座を開設。
新たな講座として「ラフターヨガ」「ノーバ
ディーズ･パーフェクト･プログラム」を実
施。

｢親子リトミック教室」｢楽しく子育て講座｣｢
親子ふれあい教室｣等の親子で参加できる子育
てセミナーや家庭教育学級を開催した。ほと
んどが未就園児を対象としたものであった。

・少年少女体験活動支援（43館92講座） ・少年少女体験活動支援（42館111講座）

「夏休み少年少女教室」「子ども科学教室」
「夏休み子ども英会話教室」など夏休みに小
学生を対象とした体験的な学習機会が提供さ
れた。

「夏休み少年少女教室」｢子ども科学教室」｢
英語で遊ぼう」等の夏休みに小学生を対象と
した体験的な講座が開催された。

・社会課題を考える講座（43館103講座） ・社会課題を考える講座（39館86講座）

「知りたい！聞いておきたい！放射線と健
康」ブロック体制を活かして市内７か所で８･
９月に実施し、４００名あまりの参加者を得
た。「傾聴入門講座」「地域を見守るデジカ
メ講座」「環境を考える手芸教室」「鍋帽子
教室」「防犯教室」等社会的課題を明確にし
た講座が実施された。

「防災講座」｢イキイキ健康講座」｢50才から
のセカンドライフ講座」等の災害や超高齢社
会への対応講座等が開催された。

キャリアデザイン支援事業（359講座） キャリアデザイン支援事業（331講座）

・子どもや親子の課題体験教室（42館104講座） ・子どもや親子の課題体験教室（43館103講座）

「夏休み子ども映画会」「夏休み宿題バス
ターズ」「子どものやる気を引き出すコー
ティング」「家族で学ぼう！こどもとおとな
の“一緒に”料理教室」「お母さんなるほど
クッキング」「夏休み親子工場見学会」等

「夏休み子ども映画会」「親子料理教室」
「冬休み子ども体操教室」等

・日本や外国文化の理解講座（36館69講座） ・日本や外国文化の理解講座（37館70講座）

日本文化理解講座として「古典文学講座」
「茶道教室」「篆刻教室」等

日本文化理解講座として「古典文学講座」
「茶道教室」等

外国文化理解講座として「おつとめ帰りの英
会話」「初級韓国語講座」「中国むすび教
室」等

外国文化理解講座として「韓国料理教室」
「中国語教室」等

・情報化社会への対応教室（25館45講座） ・情報化社会への対応教室（25館37講座）

「パソコン入門講座」「インターネット入門
講座」「年賀状作成教室」「デジタルカメラ
教室」等

「インターネット入門講座」「ブログ入門講
座」「年賀状作成教室」等

２　事業実績

（１）学習機会の提供（12月末現在）

平成２４年度　高崎市公民館事業実績報告書（地区公民館）

１　目　的

　・地区公民館が行った事業の成果を明らかにする。

　・公民館運営審議会による第三者評価を受けるための資料とする。

　・次年度の公民館事業の取組の方向性を明らかにする。
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・地域伝統文化継承教室（35館48講座） ・地域伝統文化継承教室（28館39講座）

「しめ縄作り教室」「とんぼ玉作り体験教
室」「和紙ろうけつ染め教室」「そば打ち教
室」「手作り味噌教室」「もっと矢中のこと
を知る講座」「塚沢史跡めぐり」等

「しめ縄作り教室」「とんぼ玉作り体験教
室」「そば打ち教室」「手作り味噌教室」
「もっと矢中のことを知る講座」「塚沢史跡
めぐり」等

・能力開発や職業意識の高揚講座（31館93講座） ・能力開発や職業意識の高揚講座（39館82講座）

「実用筆ペン講座」「ボールペン字上達講
座」「ちりめん細工教室」「陶芸教室」「寄
せ植え教室」「庭木の剪定教室」「男の料理
教室」等

「整理収納術講座」「おつとめ帰りの英会話
教室」「男の料理教室」等

地域づくり支援ボランティア養成事業（84講座） 地域づくり支援ボランティア養成事業（84講座）

・地域づくり支援（30館54講座） ・地域づくり支援（32館85講座）

「獅子舞｣「お囃子｣「太鼓｣「太々神楽」等の
地域の郷土芸能を発展させるための講習会や
「味噌」「こんにゃく｣「みょうが寿司｣「お
きりこみ」等の地域で育まれた伝統的な食文
化を伝えていくための教室、地域の良さを再
発見するための歴史講座、「ふるさと探訪｣
「まちづくり作文・絵画コンクール」等の取
組が行われた。

「獅子舞｣「お囃子｣「和太鼓｣「太々神楽」｢
八木節｣｢盆踊り」等の地域の郷土芸能を発展
させるための講習会や「味噌｣「こんにゃく｣
「おきりこみ」等の地域で育まれた伝統的な
食文化を伝えていくための教室、地域の良さ
を再発見するための歴史講座、「文化財めぐ
り」｢地域再発見｣「まちづくり作文・絵画コ
ンクール」等の取組が行われた。

・ボランティア養成(18館30講座） ・ボランティア養成(15館26講座）

「傾聴入門講座」「観光ボランティアガイド
養成講座」「道祖神の里めぐり」「読み聞か
せボランティア充実の会」「公園にサルビア
を植えよう」「身近なことから環境を考えよ
う！体験講座」等が開催された。

「道祖神の里めぐり｣「読み聞かせボランティ
ア充実の会｣「公園に花を植えよう｣「身近な
ことから環境を考えよう！体験講座」等が開
催された。

「昔の遊び教室」学校側からは公民館活動に対する大きな理解と協力が得られている。

「大きなしゃぼん玉をつくろう｣｢冬休み子ども体操教室」
・講座終了後の掃除が大変だった。
・駐車場が狭く、見学出来る保護者が少なかった。

「もっと矢中のことを知る講座」
・昨年も実施している講座なので、小学校も協力的であり、スムーズに事業を進められた。

（２）小学校との連携事業

「南公民館文化祭｣｢南公民館芸能祭｣｢小学校での読み聞かせ｣
・文化祭開催時、南小児童が校長先生指導の下で、お抹茶を来館者にサービスしてくれた。
・芸能祭に日本舞踊やヴァイオリンを習っている児童が出演し、地域の皆さんに大変好評であっ
　た。

「子ども英会話教室｣｢鎌倉街道武者行列｣｢児童着付け教室｣｢城南地区芸能祭」

「城東地区交流芸能祭｣｢城東地区体育祭」

「夏休みこどもゆかた教室」　地域の子供たちの季節感、情緒の育成

「夏休み宿題応援隊」（書道教室、工作教室、水彩画教室　お天気教室）
・学校から児童に募集チラシの配布をしていただいたため、情報の円滑な周知が図れた。
・受付が一時期に集中したため、受付事務や追加講座の設定が大変だった。
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「冬休み子ども劇場（人形劇）｣
「少年少女チャレンジ教室（科学遊び、夏休みポスター作り教室、年末お菓子作り）」
・小学校でのポスター掲示などで啓発活動に功を奏した。

「昔の遊び体験教室」
・参加してもらう方への呼びかけが、大変であるが、館長の人脈により、毎年実施出来ている。

「夏休み子ども映画会｣｢第11回道祖神の里めぐり」
・映画会では小学校を会場に実施。近くに学童クラブもあり参加者の利便性が良かった。
・中学生対象の道祖神の里めぐりの解説ボランティアを今回は小学生にも声をかけました。
　９人の６年生が協力してくれました。

「榛名文化祭」
・歌謡部門と絵画・書道絵画部門と事前に打ち合わせをしたので、順調におこなわれた。

「三世代ふれあいソフトバレー大会｣｢三世代ふれあい運動会｣｢乗附校区芸能祭｣
「乗附公民館文化祭・作品展示会」

「昔遊び触れ合い体験講座」（９講座）
・児童の自主性を尊重し、企画から実施まで行った。
・公民館は講師謝金や材料費の工面を行い、後方支援に徹した。

「井野川・染谷川地域清掃ボランティア」
・中川、浜尻、新高尾の各公民館と各小学校が連携。

「献上米づくり教室｣｢夏休み子どもポスター教室｣｢夏休み子どもバルーン教室」
・事業案内の配布に協力いただいたので、参加者が多数ありました。

「おもしろ科学教室｣｢夏のお楽しみ会｣｢夏休み子ども映画会｣｢子どもポスター教室｣
「子どもポスター教室｣｢えいごであそぼう｣｢クリスマス会」
・学校が積極的に支援や協力をしてくれる。

「長野小『レッツ米作り』」
・水土里ネットの方々の経験と実績による指導が良かった。
・種まき、箱並べをしてからの水くれが大変だった。

「おもしろ理科教室｣｢タカとフクロウに親しむ」
・連携ではないが小学校に協力要請を依頼した。
・３つの小学校との調整に苦労した。

「夏休みこども映画会｣｢八幡まちづくり作文・絵画コンクール」
・映画会は、一昨年から八幡小学校体育館を借りて実施。３年目ということもあり、
　子どもたちや学校、学童クラブにも認知されてきた。
・作文・絵画コンクールでは、作品の取りまとめをお願いした。学校の協力なくしては
　できない事業である。

「倉賀野町づくり作文｣｢倉賀野城十六騎武者行列｣｢倉賀野町民ふれあいウォーク」
・学校が非常に協力的

「親子料理教室」
・小学校家庭科室の利用により、児童･保護者の参加者数を多く募集できた

「こどものつどい（もちつき大会）」
・たくさんの小学生に参加していただけた。

「手作り紙芝居｣｢私の金古　絵と作文」
・紙芝居は校長を通じて金古小校区教育振興会とも連携をとれることとなった。

「金古南小学校児童が感じた金古南地域じまん作文コンテスト」
・恒例事業であったため学校の協力がスムーズに行き応募作品数も約1.5倍になった。
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（３）学童クラブとの連携事業

（４）中学校・高校･大学との連携事業

「夏休みこども“エコはがき”づくり教室」＆「“暑中見舞い”教室」
「夏休みこども『わらしの遊び』教室」
・学童クラブとの連携が良好であり、公民館活動への参加が夏休み中の学童クラブの行事の
　ひとつに認識されている。

「大きなしゃぼん玉をつくろう｣｢夏休み子ども映画会」
・講座参加者数が増えた

「小八木町獅子舞・獅子笛体験教室｣｢夏休みこども講座全て」
・夏休みこども講座は、一般に周知し募集したうえで、企画は公民館、参加は学童クラブと
　事務分担を行っている。
・小八木町獅子舞・獅子笛体験教室の実施場所と児童の募集を中川学童クラブに依頼。
・１年生児童が参加して、これまでにない盛況な獅子舞体験教室になる見込み。
・「子ども獅子舞」を数十年ぶりに奉納するため、現在各方面と調整中である。

「スポーツ吹矢教室｣｢子どもグラウンドゴルフ教室｣
「公園にサルビアを植えよう｣｢公園にチューリップを植えよう」
・学童と連携することで、参加者の集まりにくい小学生向けの事業も頻繁に行うことができる。

「夏休み映画鑑賞会」
・日程等事前に調整して進められたので、参加者が多数ありました。

「南八幡公民館文化祭」（児童が作った作品も展示）

「夏休み映画会」
・学童クラブの子供たちが映画会にまとめて訪れてくれたのでにぎやかになった。

「昔遊び教室｣｢子どものための人権教育推進講座」
・昨年からの継続事業のため協力連携がスムーズにできた。

「アクト祭」（高崎経済大学ボランティアサークルＡＣＴ）　　住民との心の交流

「夏休み子ども映画会｣｢冬休み子ども劇場（人形劇）」
・学童クラブの年間行事に組み入れることにより、スムーズに運営できた。
・当日子どもたちの引率もうまくいった。

「夏休み子ども映画会｣｢子ども科学工作教室｣｢子ども料理教室」
・再募集等のお願いや参加のとりまとめを依頼。
・事業を計画するに当たり夏休みの小学生の行事もここで聞いている。

「夏休み子ども映画会」　参加者を取りまとめてくれた

「陶器づくり講座｣｢なるほど、科学実験講座」
・受講人数の確保が容易、夏季宿題への支援

「陶芸教室｣｢卓球教室｣｢料理教室（ピザ作り）｣｢クリスマスケーキ作り」

「夏休み子ども教室｣｢クリスマス会」（高崎経済大学、高松中学校）
・大学生に運営を任せ社会人に出たときのためのプレゼント場を設けられた。
・中学生に部活の発表の成果の場を提供できた。

「冬休みこども体操教室」（高崎工業高校）
・参加者（小学生）よりちょっと年齢が上（高校生）の方を講師に迎えることで和気あいあいと
　した教室になった。
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（５）住民の地域活動を支援・奨励することに重点をおいた事業

「第11回道祖神の里めぐり｣｢ミヤマシジミの生態報告会と草取り」（倉渕中学校）
・何度も中学校へ足を運ぶことにより、快く計画の打合せや準備などに対応してくれます。
・中学生は部活や行事等で忙しく日程の調整が大変です。

「榛名文化祭」　（榛名高校、榛名中学校）
・歌謡部門と絵画・書道絵画部門と事前に打ち合わせをしたので、順調におこなわれた。

「乗附校区芸能｣｢乗附公民館文化祭・作品展示会」（片岡中学校）

「身近なことから環境を考えよう！体験講座」（寺尾中学校）
・生徒の自主性を尊重し、企画から実施まで行った。
・学校では勉強できない大きなテーマを地域一体で取り組んだこと。

「夏休み少年少女陸上競技教室」（吉井西中学校、吉井中央中学校、吉井入野中学校）
・陸上教室では、陸上部の顧問の先生と密に打ち合わせする必要があったが、相手方が多忙の
　ため連絡がとりにくくFAXを利用した。準備は大変だが、中学生との交流は小学生にたいへん
　良い影響を与えている。
「手作りキムチ講習会」（富岡実業高校）
・キムチ講習会では、学生の作った野菜を材料として使用した。
・参加者は、より安全でクリーンなイメージを持った様子だった。

「夏休み水彩画教室」（矢中中学校）
・中学校美術講師を指導者とし、中学校美術部生徒たちを指導助手として迎えて、児童との交流
　が図れた。

「冬休み子ども体操教室｣（高崎工業高校）「ミニコンサート～高女合唱部～｣（高崎女子高校）
「大きなしゃぼん玉をつくろう｣｢サイエンスマジック｣｢絵本・絵巻で読むお伽草子｣（群馬高専）
・名門高工体操部部員による指導で児童も正しい動きを理解出来、優秀な高校生の模範演技を
　見ることも出来た。

「井野川・染谷川地域清掃ボランティア」（中尾中学校）
・昨年度は中川公民館主催で実施したが、本年度から中尾中健育推が中心となり、生徒の募集は
　中尾中学校生徒会(現在310人が参加)、中川・浜尻・新高尾の各区長会が地元住民を募集、
　事務は３公民館が受け持ち、小校区それぞれで実施する。
・３小学校も参加して、中尾中・３区長会・３小学校・３公民館の協働体制となった。

・「ｗe loｖe 並榎」（並榎中学校 ）　　　地区の区長さんが、積極的に協力してくれる。

「西校区区民大運動会」

「コミュニケーション力ＵＰ講座」
・当該講座に含まれる傾聴スキルを推奨することで、地域内の家庭訪問業務が多い地区民生委員
　の活動能力を向上させることを事業のねらいに含めた。

「南公民館熟年講座」
・熟年世代が興味を持つ、健康や法律（相続）など身近な内容の講座を盛り込み実施した。

「鎌倉街道武者行列｣｢城南地区芸能祭」
・両事業ともに地域全ての団体に役割がある地域一丸の事業である。
・当公民館も城南地区の一員としてできる限りの支援を行っている。

「芸術作品展」（大類小、大類中、高南中、健大高崎附属高校）
・地区内の学校に作品を提供していただけた。作品の点数など調整が難しい。

「金古公民館ふれあいフェスティバル」（群馬中央中学校吹奏楽部）
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「サークル代表者研修会」
・公民館サークル代表者の心構えなどを学び、代表者の資質の向上を図れた。

「ボールエクササイズ」　健康増進と運動不足の解消。

「夏のおたのしみ会｣｢クリスマス会」
・図書ボランティアの方々が積極的に協力・支援してくれます。

「そば打ち教室」
・地元の浜川町で取れたたそば粉を使って、特産品のアピ－ルをすると共に、手作りの楽しさと
　味覚を味わっていただき、家族団らんの一助としたい。

「南八幡郷土史と信州の歴史遺産を訪ねる」
・南八幡郷土史会が存在し、自主的に郷土史の発行や歴史探訪等の事業を計画し実施している。

「普通救命講習」　　　　公民館利用者等を対象に、緊急対応の備え。
「岩鼻地区芸能文化祭」　サークル活動の発表の場として活動意欲につながっている。

「こどものつどい（もちつき大会）」　毎年、たくさんの小学生に参加していただけるため。

「滝川の井戸端会議」　地域活動の様子を住民に伝えるため。

「国府地区和太鼓教室」
・地域で伝承されている和太鼓について、児童等を対象につなぐため。
「国府の郷ミーティング」　地域の事をより深く考え、年齢を問わず話し合い、再発見し、より
・よい地域づくりを自身で考えることができるため。
「だがしや楽校」
・個人の学習の成果を生涯学習として地域の人におすそ分けし、地域の人の輪
　をつなげ、新たな発見につなげるため。

「健康ウォーキングで地域めぐり」
・地域内を歩いてめぐり、自分の住む地域の魅力を再発見することを目的に開催した。

「中善地盆踊り体験教室」
・伝統芸能の掘り起こしと支援を目的に開催し、地域における伝統芸能の継承と世代間交流の
　きっかけづくりになったこと。

「古典文学への誘い～源氏物語を読む～」
・八幡町在住の講師を招き、源氏物語の読解を行った。
・分かりやすい内容で、主催事業が終わっても引き続き学びたいという受講者が多く、１月から
　新しい定期利用団体が立ち上がる予定である。
・地元の人材を活かして新しい学びの場づくりの支援ができたことは、地区公民館が持つ役割を
　存分に発揮できたものと考える。

「第３回クローズアップ倉渕(ほたるの鑑賞)」
・倉渕ほたるの会(ボランティア)は地域で自然環境を守っている団体、公民館事業の蝶の観察と
　も重なるところもあり支援している。

「みんなで作る音楽会」
・音楽関係の定期利用団体が数多くありますが、その方々の発表と家族を交えた交流の場を提供
　する。

「下里見防災訓練」
・町内会での自主防災組織が定着していない下里見地域で、区長会の要請により公民館が訓練内
　容について助言した。今後数年かけ、自主防災組織設立まで公民館が手伝っていく。

「ミニギャラリーてらお」
・展示施設（玄関内壁面）を常設し、地域住民が自由に絵画、書道等を展示し、鑑賞できるよう
　にした。
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（６）身近な生活課題･地域課題に重点をおいた事業

「わがまち鼻高」（公民館だよりに毎月連載）
・自分の住む町を知り、郷土愛を醸成するため、地域の歴史・文化・行事等を載せている。

「熟年講座　前橋地方裁判所」
・裁判員制度について裁判所職員から詳しく説明を聞いた。
・実際に裁判を傍聴して、最後に手錠を掛けられる行為を参加者全員で見た。

「下里見防災訓練」
・町内会での自主防災組織が定着していない下里見地域で、区長会の要請により、公民館が訓練
　内容について助言した。今後数年かけ、自主防災組織設立まで公民館が手伝っていく

「吉井寿大学｣｢自分発見リフレッシュ講座」
・健康・安全・文化・環境・歴史など様々な観点から、１年間を通して身近な生活課題や社会課
　題について考え、自己を向上させる講座だから。

「倉賀野町づくり作文」
・子どもの視点から、町づくりや将来の理想、夢などを作文してもらい、優秀作品を公民館だよ
　りに掲載し、住民にも読んで参考にしてもらう。

「防災士に学ぶ地域の守り方」　地域の防災意識の向上と、課題であった防災マップの作成
「シニアのためのスマートフォン体験教室」　もしもの災害時に情報弱者を減らす

「心を育むわらべうた｣｢親子で元気いっぱい！リトミック教室｣｢わらべうたとおはなしの会」
「“楽しく作ろう！”仲良し親子の粘土教室」
・こどもが生まれたばかり～保育園・幼稚園に入園するまでの子育て中の主婦が、社会との接点
　が途切れないよう、またママ友ネットワークが作りやすいよう数多くの機会を提供し続けた。

「生ごみ堆肥を利用した家庭菜園講座」
・環境に配慮した循環型社会の奨励につながった

「うつ病予防、防犯講座、防災講座、普通救命講習Ⅰ、高齢者交通安全教室」
・地震、振り込め詐欺、高齢者交通事故など現代的な課題に対する備えや防止に対する意識高揚
　が図れた。

「男の料理教室」
・核家族化が定着し、夫の家事に占める割合が増す昨今、料理をする場面が増加していると思わ
　れる現状から、学習の機会を設けることで、参加者各位の技術の習得とともに相互の親睦を深
　めることを目的に行いました。単身赴任者や独身者、既婚者の男性が、家庭料理に興味を持っ
　ていただきたい。

「地域の魅力再発見セミナー～そうなんかい！高崎市、なっからすげぇや！群馬県～｣(全６回)
・毎年行っているが、今回は群馬県や高崎市をテーマにした講座を企画した。「地域ブランド力
　調査2012」で最下位になってしまった群馬県だが、県民でも気づいていない、あるいは他県に
　発信していない魅力がまだまだ多くあるはずである。また、高崎市でも来年１１月に「高崎学
　検定」が行われるなど、地域について学ぼうという気運が高まっているため。

「おとなの体力測定」　地域の健康促進
「男の料理教室」　　　男性の地域デビュー、高齢社会の男性の生きる力

「滝川の井戸端会議」
・識者の話題提供と参加者の話合いを通して、今後の町づくりを探るため。

「金古を歩いて再発見!」
・普段生活している場所をみんなで歩くことにより、懇親を深め、郷土の歴史や身近な危険場所
　問題点などを再認識することができた。
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（７）地域の人材発掘に重点をおいた事業

「夏休みこども“エコはがき”づくり教室」＆「“暑中見舞い”教室」
「夏休みこども『わらしの遊び』教室」
「親子で元気いっぱい！リトミック教室」
「“楽しく”水彩画教室」
「“楽しく作ろう！”仲良し親子の粘土教室」
「プロから学ぶ“和食”教室」
・地元の優秀な能力を地元に還元すると同時に、地元の講師を起点として今まで公民館に来てい
　なかった地元住民が公民館活動を知り、利用するというような波及効果もねらいに含めた。

「まちゼミin高崎えびす講市」
・これまでにない企画と講師たる人材発掘にある。

「おもしろ歴史教室」
・地元区長会長によるおもしろ歴史教室は、長野地区に関係する生い立ちや言い伝え・伝説など
　について継承してゆく良い機会である。

「古典文学への誘い～源氏物語を読む～｣｢八幡あみもの講座～作ってみようオリジナルベスト」
・ともに八幡町在住の講師を招いた講座である。
・あみものについては、講師が地域住民であり、受講者も親しみやすいようである。

「第４回クローズアップ倉渕(くらぶち星座フェスィバル)」
・講師は倉渕天文台(個人)趣味の部分の開放
「ブログ(ホームページ)作成講座」　・講師はかんばん屋(趣味の部分の開放)
「野点蕎麦」　・講師は農家、勤め人、定年の人など(地域の情報より発掘)
「門松作り教室」　・生涯学習推進員さんが講師

「新聞で作るエコバック」・全国大会で優勝した榛名地区在住の講師が多くの方に作り方を伝授

「天ぷら油でローソクづくり」
・不要になったものをゴミにせずに、違った形で再利用できることの楽しさ、大切さを実感させ
　リサイクル精神の向上につなげることを目的に開催した。

・「楽しく元気に健康体操　３Ｂ体操」「生涯現役　レインボー健康体操教室」
　いつまでも自立した、生きがいのある生活を送れる体づくりを目的に開催

「図書ボランティア養成講座」
・公民館図書室の機能が定着していない下里見地域で、公民館開館に合わせて人材を育成した。

「陶芸講座｣｢パン教室｣｢アロマテラピー・アロマキャンドル作り｣｢とんぼ玉づくり講座｣｢子ども
　ポスター教室｣｢獅子舞教室」は、乗附小校区内に居住している人に講師を依頼している。

「ノルディックウォーキング体験会」　・地域内在住活動講師
「初めての太極拳」　・地域内在住活動講師
「みんなで楽しく歌おう会」　・地域内在住活動講師
「岩鼻地区芸能文化祭」　・地域の活躍している方の出演･出展

「京目屋台囃子講習会」
・伝統文化の後継者を１人でもいいから増やしたいから

「新町文化財めぐり」
・語り継ぐ人材育成に協力する

「絵本と紙芝居を楽しもう」
・参加者は、手作り紙芝居を作っていく核的人材になるのではと期待しているから。
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（８）公民館が地域の集いの場になるように行った事業

（９）食育に重点をおいた事業

「国府地区和太鼓教室」
・地域で伝承されている和太鼓について、児童等を対象につなぐため。
「国府の郷ミーティング」
・地域の事をより深く考え、年齢を問わず話し合い、再発見し、よりよい地域づくりを自身で考
　えることができるため。
「だがしや楽校」
・個人の学習の成果を生涯学習として地域の人におすそ分けし、地域の人の輪をつなげ、新たな
　発見につなげるため。

「赤ちゃんと抱っこでスキンシップベビーダンス教室」
・上郊校区出身の若い有能な講師に依頼

「介護予防教室」
・民生委員さんと協力し地域の高齢者が参加できる軽運動を行った。

「マリンバコンサート｣｢ふれあいコンサート」
・日常のサロン活動とあいまって地域の高齢者が安心して集う事業となっている。

「クリスマス会」　・図書ボランティア等と子どもたちの交流

「地区文化祭」
・地区内の区長会を始めとする団体等と共催で公民館の地域の拠点性を図っている。

「しめ縄づくり」
・高齢の指導者が、同じ地域に住む若い世代の人たちを指導することで地域内の世代間交流を
　図り、公民館に色々な世代が集まるためのきっかけづくりを目的のひとつとした。

「親子料理（お菓子）教室」　・親子で料理を作ることにより、食の重要性を認識する。

「プロから学ぶ“和食”教室」
・食品の安全や保存の方法など、プロからアドバイスをもらうことをねらいに含めている。

「チャレンジ！子ども料理教室」
・小学生を対象に、食生活改善推進員を講師に迎え、子どもたちに「食」の大切さを教えた。

「イタリア料理教室」　・イタリア人講師を迎え、イタリアの食文化を学んだ。

「オカリナ作り教室」　・サークルができました。
「ラフターヨガ教室」　・継続して生涯学習推進員さんが毎月実施しています。

「榛名文化祭」　・榛名地区の方々の作品や活動の発表場として活用

「親子で心を育むリトミック」「公民館で茶道入門」「やさしく楽しいフラダンス」「エコでお
　しゃれなバッグ作り講習会」「子ども卓球教室」「図書ボランティア養成講座」
・いずれも参加者の集いの場作りを促し、サークルや活動を継続している。

「アロマ・ピラティス教室｣｢パソコン超入門講習会」
・定期利用サークル化を期待して実施した講座だから。

「乳幼児とママのための子育て教室｣｢読み聞かせ」　・子育てママの交流

「芸術作品展」
・作品展示関係者以外にも楽しんで参加いただけるようおもてなしコーナーを開設している。

「男性料理教室」　・自立した食生活と生活習慣病予防
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（１０）伝統芸能を守る拠点として実施した事業

「はるなフルーツで季節のロールケーキを作ろう」　・地産の果物の特徴と調理方法を学んだ。

「親子パン作り教室」

「夏休み親子料理教室」　・自分で料理を作ることにより食べ物の大切さを学ぶことができる。

「子どもの心を育てる親子のふれあい」　・親子で一緒に料理し、食生活を見直す機会とした。

「男の料理教室」　・高齢男性の食生活向上

「夏休み子ども料理教室」「男の料理教室」

「正月のおもてなし料理｣｢夏のお手軽パーティメニュー｣｢キムチと松前漬作り」
「そば打ち教室｣｢お腹いっぱいレシピ」
・地域の食文化や伝統食に関する講座を通じて、食の大切さや食に関する正しい知識を学び、
　健康な心身を培う契機になったこと。

「親子ふれあいひろば」
・乳幼児期の食事についてのお話と体に良いおやつ作りの体験を行った。
「クリスマス料理を作ろう！～うまい、うますぎる！～」
・小学生を対象に行った料理教室。
・クリスマス料理作りを通じて、器具の使い方や食材について学ぶ機会を提供した。

「子ども料理教室」　・次世代を担う子どもたちの心豊かな成長を願っている。

「野点蕎麦」　・蕎麦畑でそばうち教室の実施。遊休農地を利用してそばを食べる。

「並榎町獅子舞の春祭り巡行」　文化継承と住民とのふれあい

「城址公民館文化祭」（作品展・文化祭）
・作品展では定期利用団体の発表により、高崎の歴史にちなんだ催しが展開された。
・芸能祭では地域の盆踊りが例年披露されており、最後は参加者全員で踊る流れとなった。

「とんぼ玉づくり体験教室」
・古くから伝わる文化を体験することにより、そのすばらしさを後世に伝えることができた。

「男性料理教室」　・男性が料理の基礎を学ぶことにより、健康にも役立つ。

「楽しい春の子育て講座」
・季節を感じられる食材を使い子育て世代の親子に料理を作ってもらった。

「父の日バナナチョコケーキ作り」
・親子でケーキ作りを行い、普段食べているお菓子がどのように作られるか学んだ。
「ピザづくり｣｢お月見団子づくり｣｢おまんじゅうづくり｣｢おっきりこみうどん作り」
・子どもを対象として、ピザの生地、十五夜の伝統にからめた団子、饅頭、おっきりこみ等の作
　り方を学ぶ。
「キムチ作り」　他国の食べ物の作り方を通して、地元野菜の地産地消を図った。
「お餅つきフェスティバル」　臼と杵を使い子どもたちにつかせることにより伝統を学ぶ。
「節分料理教室」　節分を通して、季節の行事に関する調理法と栄養等を学ぶ。

「子育てセミナー」
・講座全体の子育てに関する講話の中で幼児期の栄養指導も行い、簡単な実技指導も交えた。

「知って得する料理教室シリーズ」「カレーパーティー」「日本の伝統食　手作り味噌教室」

「しめ縄作り教室」
・地区の区長さんを講師に、地域の方を協力者に実施し、参加した多くの子どもたちもしめ縄を
　上手に作ることができた。

14



「塚沢の歴史を探る」（飯塚の歴史・史跡めぐり）
「塚沢の歴史の道しるべ」　　地域の伝統継承を図れた。

「矢中八木節踊り夏期講習会｣｢矢中太鼓夏期講習会」
・両事業とも地域に残る伝統文化を継承していくため。

「小八木町獅子舞・獅子笛体験教室」　地元伝統芸能の振興の一助とするために実施。

「お囃子の太鼓や笛を習ってみませんか」
・地域の伝統文化の後継者育成のため講座の開催。

「乗附獅子舞教室」

「盆踊り講習会」（城山音頭）
・平成16年に城山公民館開館と城山校区まつり、実施20周年を記念して作られた城山音頭の講
　習会を例年どおり開催した。城山音頭はこれからずっと引き継がれていく、城山のシンボル
　である。

「シャギリ（山名町に伝わる伝統芸能）を習う」　　後継者育成のため。

「自分で作って自分で奏でる 篠笛教室」
・郷土芸能が廃れつつある今、祭囃子などをきっかけにして親しみを持ってほしいと、八木節
　愛好会や獅子舞保存会などに声をかけて企画した講座だから。

「倉賀野城十六騎武者行列」
・往時の武者行列を再現し、後世に継承し、地域住民にも伝統を見て、感じてもらう。

「和紙ろうけつ染め教室」　地元の講師に依頼。

「八木節後継者育成教室」
・伝統芸能としての八木節を守るために後継者の発掘と育成のため。

「中善地盆踊り体験教室」
・伝統芸能の掘り起こしと支援を目的に開催し、地域における伝統芸能の継承と世代間交流の
　きっかけづくりになった。

「だるま絵付け体験」〈子どもたちもおいで～、だるま描くぞぉ～！大人も大歓迎！〉
・八幡地区や隣の豊岡地区では古くからだるまの製造が盛んである。
・このような伝統芸能を体験する場を設けるため企画した。

「野点蕎麦」　　　・蕎麦畑でそばうち教室の実施。
「門松作り教室」　・本格的な門松の作成。

「榛名文化祭」（榛名太鼓、榛名音頭）

「太々神楽伝承会｣｢獅子舞伝承会」

「京目屋台囃子講習会」　伝統文化の後継者を１人でもいいから増やしたいから。

「紙芝居を作ろう」　地域の文化を継承するため、民話を紙芝居にした。
「国府地区和太鼓教室」　地域に伝わる和太鼓を子ども等に伝承した。
「国府地区歴史講座」　地域に関連した歴史について講演をする。今年度は「伝単」の予定。
「おっきりこみうどん作り」　地域で昔から食べられてきたおっきりこみの作り方を学ぶ。
「しめ縄作り」　縄の結い方等基本的なことから講習し、しめ縄を作る。
「キムチ作り」　他国の食べ物の作り方を通して、地元野菜の地産地消を図った。
「節分料理教室」　節分を通して、季節の行事に関する調理法と栄養等を学ぶ。
「だるまの絵付け教室」　高崎の伝統工芸であるだるまについて絵付けを通して由来等を学ぶ。
「国府地区の伝統行事」
・平成23年度に調査した伝統行事について、公民館だよりの毎月１日号裏面に掲載した。

「井出祭太鼓伝承教室」
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（１１）地域の特色を生かした事業

「秋の夕べのコンサート｣｢マリンバコンサート｣｢わらべうたとおはなしの会｣｢ふれあいコンサート」
　地域内に群馬音楽センター、シティギャラリーコアホールを有し、音楽に対する感受性が高い
住民が多いことを意識して、音楽を楽しむ企画を盛り込んでいる。

「おつとめ帰りの英会話教室」
　生産年齢人口が比較的多い、この地区で夜間に講座を開催することにより利用の拡大につな
がった。

「塚沢の歴史を探る」（飯塚の歴史・史跡めぐり）
「冬休み子ども体操教室」　近隣の高崎工業体操部部員に講師を依頼した

「浜尻地区夏季グラウンドゴルフ大会」「子どもグラウンドゴルフ教室」「浜尻地区秋季グラウ
ンドゴルフ大会」　グラウンドゴルフが盛んな地域事情

「献上日高米づくり教室」

「親子しめ縄作り教室」
　指導員の教え方が、やさしく丁寧でした。

「だるまの絵付け教室」
　高崎だるまの歴史から、そのあらわす事柄がよくわかった。

「鎌倉街道武者行列」
　城南地区の歴史的な集合点として戦国時代当地区で活躍した和田氏に焦点をあて、地区内住民
全員が和田氏の戦国武者として仮装し地区内を練り歩く事業。当地区内住民のシンボル的事業で
ある。

「はるなフルーツで季節のロールケーキを作ろう」…地産の果物の特徴と調理方法を学んだ。

「校区グラウンドゴルフ大会」　城山校区は大変、グラウンドゴルフが盛んなため。

「牛伏窯で作るマイカップ＆マイプレート」
　地元で発見された粘土と、地元の椎茸原木からできた木灰から作られた釉薬を使用して、地域
にある窯で製作するから。

「そば打ち教室」
　地元『浜川町』で取れたたそば粉を使って、特産品のアピ－ルをすると共に、手作りで作る楽
しさと味覚を味わっていただき家族団らんの一助としたい。

「長野氏と箕輪城を取り巻く風景｣｢ふるさとみさとの祖先の心を訪ねて｣
「中善地盆踊り体験教室｣｢箕郷を知ろう」　地域に古くから伝わる伝統芸能や民話、文化財に関
する講座を通じて、地域を知り郷土愛を育む契機になった。

「八幡まちづくり作文・絵画コンクール」　今年で８回目となるが、夏休み期間中、子どもたち
が八幡地区について考える良い機会となっていると思う。また、大人にとっても、子どもたちが
書いた作品に触れ、改めて八幡地区の魅力を知ることができるものである。

　鼻高は山間地であり平地と人口が少ないけれど、緑豊かで自然がいっぱいである。この魅力を
住民に知ってもらい郷土愛を醸成するためのウォーキングという事業を実施した。

「野点蕎麦」・・・遊休農地を使い、そば畑を作る。
「道祖神製作教室」・・・地域は道祖神の宝庫
「ミヤマシジミの生態報告会と草取り」・・・絶滅危惧種の生息

「榛名を旅する蝶の観察会」
　アサギマダラが榛名湖に生息しており、さなぎの配布をしたり観察する。
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（１２）特にうまくいった・手ごたえがあったと感じる事業

「倉賀野城十六騎武者行列」
　往時の武者行列を再現し、後世に継承し、地域住民にも伝統を見て、感じてもらう。

「味噌作り体験教室」　　地区内にある味噌加工センターの活用。

「大類のむかしを知る」
　大類の旧家に伝わる古文書を読み解いて江戸時代中期から明治初期の様子を学ぶ。

「夏休み宿題バスターズ！！」１３講座

「防災士に学ぶ地域の守り方」
　交流の薄かった、区長会、民生児童委員、防犯委員、女性防火クラブなどの連携が図れた。
「包丁研ぎ講座」
　生活に密着した講座で、定員を大幅に超える申し込みがあり、追加開催の要望も多かった。

「夏休みこども“エコはがき”づくり教室」＆「“暑中見舞い”教室」
　身近な牛乳パックを素材としたこどもたちの実際の体験を伴う紙すき工作によるエコはがき作
品を作った。今回はその工作だけで終わりにするのではなく、エコはがき作品をこどもたち自身
の手で宛名・文章を書かせた“暑中見舞い”に発展させ、そのまま切手を貼って家族・親戚宛に
実際に郵便で送るという社会体験までつなげていった。
　こどもたちの体験による学習力向上に加えて家族のコミュニケーションＵＰを願う公民館の企
画を、地域全体の学習力向上を願う中央地区生涯学習推進員の手で地域のこどもたちに指導して
いき、その効果はこどもたちから同一世帯の家族、遠隔地や一部については施設入所中等の祖父
母親戚にまで届き、家族間で『よくできたね』と子を褒めてあげたとか、『孫から“暑中見舞
い”が届いたよ』などの実際の家族のコミュニケーションがあった報告を数多く受けた。
　以上のことから世代を問わず、また広い範囲で、かつ学校・学童クラブ・生涯学習推進員など
地域の関係団体との連携の中で公民館のねらいどおりの社会教育効果を生み出した。
　また当講座はこれに留まらず、次のとおり発展力をみせた。当講座の企画が実際の講座として
実施できるよう企画開発していく過程を公民館利用者に見える形で進めてったところ、画材とし
ての“紙素材“に関心を持つ絵のサークルが“エコはがき”に注目した。当該サークルはこの講
座とは別途に当企画の技術を公民館から学び、それをサークルにてアレンジした作品を当館文化
祭作品展に出展する運びとなった。このことは当初のこの講座の予想を超えて　“エコはがき”
と“サークル”がつながったことにより、サークル会員や一般の地域住民にまで社会教育効果が
及ぶ結果を生み出した。

「滝川ウォーク」
　地域の歴史について直接学ぶことができる。

「金古を歩いて再発見!」
　江戸初期宿場町として栄えた特色を生かし、地元講師とともに宿場の面影がある場所を歩きな
がら郷土の歴史を再発見した。

「紙芝居を作ろう」　地域の文化を継承するため、民話を紙芝居にした。
「キムチ作り」　　　地元野菜を使用した料理を作り地産地消を図った。

「健康ウォーキングで地域めぐり」
　旧群馬町地内には、地域の歴史的文化を学ぶことのできる施設が近隣に集中しているので、そ
こを歩いてめぐりながら地域の魅力を再発見できる講座とした。

「南公民館熟年講座」
　熟年世代が興味ある幅広い内容で講座を実施し、受講者にも好評であった。

「かぞく健康空手教室」　　幼児から高齢者まで幅広く健康と仲間づくり。
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「こども未来塾『小学生のハローワーク』」
　小学生に憧れの仕事をチャレンジさせることで夢をもたせ、楽しみながら社会の仕組みを学べ
た。また、実際にその商業に就いている方を講師に迎えることで、講師自身の仕事感（やりが
い）の向上につながった。

「家庭教育学級」
　未就園児の保護者のニーズに応えられた。（託児完備）

「小八木町獅子舞・獅子笛体験教室」の実施場所と児童の募集を中川学童クラブに依頼。1年生児
童が参加して、これまでにない盛況な獅子舞体験教室になる見込み。なお、「子ども獅子舞」を
数十年ぶりに奉納するため、現在各方面と調整中である。
「井野川・染谷川地域清掃ボランティア」
　昨年度は中川公民館主催で実施したが、本年度から中尾中健育推が中心となり、生徒の募集は
中尾中学校生徒会(現在310人が参加)、中川・浜尻・新高尾の各区長会が地元住民を募集、事務は
３公民館が受け持ち、小校区それぞれで実施する。３小学校も参加して、中尾中・３区長会・３
小学校・３公民館の協働体制となった。

「古典文学への誘い～源氏物語を読む～」
　受講者数は全１１人と、定員２０人に対して何とか半分を超える程だった。しかし、新しい定
期利用団体の発足という成果を残せたので、この事業は成功したのではないかと考えている。
「親子ふれあいひろば｣｢みんなであそぼう！わくわくリトミック」
　ともに就園前の親子を対象にした全５回の事業だが、親子ふれあいひろばについては、募集の
段階で定員いっぱいとなった。リトミックについては、９～１１月の３ヶ月間で月１・２回の
ペースだったため、受講者間の口コミで途中から参加いただいた親子も多くいた。どちらの事業
も、公民館が決して年配の方だけのものではなく子育て世代が交流する場にもなり得る、という
ことを実感した。

「地域再発見鼻高ウォーキング｣｢鼻高の樹木ウォッチング教室」
「今まで気づかなかったですが、すばらしい魅力がこんな身近にあると感じた」という声が、聞
こえた。

「オカリナ作り教室」・・・サークルができました。
「道祖神製作教室」・・・皆さんとても良いものができました。

「寿大学」は、事前に講師､講座テーマ等について、連携した長寿会との打ち合わせを密に行った
ので、参加者からも好評な事業になりました。

「そばうち教室」
　参加の呼びかけを行ったところ、多数の受講者の申し込みがあった。協力し合う過程の調理や
食事のときにいろいろな人との集いの場となったと思う。

「おもしろ科学教室“スターライト万華鏡を作ろう”」
　県生涯学習センターのサイエンス・インストラクターが小学生相手にとても丁寧に教えてくれ
た。

「寿学級｣｢子ども料理教室｣｢男の料理教室｣｢夏休み子ども人形劇｣｢おもしろ科学教室」
　特に寿学級については、９月から１１月までの長い期間に及ぶ教室でしたが、毎回違うテ－マ
であり参加している友人との出会いがとても楽しみのように感じられ、高齢になられたからこそ
体験できる喜びを味わっていただけたのではないかと思っています。また、料理教室や科学教室
は、作る喜びと完成させる段階までのプロセスについて、工夫を凝らしたり、味付けをしたりと
楽しんでいただけたと思います。

「中善地盆踊り体験教室」　　伝統芸能の掘り起こしと支援を目的に開催し、地域における伝統
芸能の継承と世代間交流のきっかけづくりになった。
「おもしろ理科教室」　　理科離れの進んでいる小学生を多く呼び込むことができ、好奇心・探
究心を養うきっかけづくりになった。

「パソコン教室入門コース」　公民館として久しぶりの事業なので参加者も多く、講座終了後定
期利用団体にもなり、大変好評でした。
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（１３）公民館の貸し出しに関して工夫している点・困っている点

「熟年講座④『音楽セラピー講座』」　音楽を聞いたり声を出すだけかと思っていたが、音を通
して日常生活の中に常に笑顔を作ることを心がけるという説明でした。参加者にもたいへん評判
が良かった。

「図書ボランティア養成講座」
　講師の熱意が参加者に伝わり、開館間もない図書室の運営を期待以上に実施していただいてい
る。一週間に数十冊の利用があるが、それも励みとなり市民ボランティア活動に熱がこもってい
る。

「パソコン教室中級者エクセル講座」
　中級者のエクセル講座を開催したところ、「市内公民館で中級者のエクセル講座はしていな
い、やっと開催している公民館をまなびネットで見つけた」という人が３名参加してくれた。

「手作り紙芝居」
　作成参加者が少しずつではあるが段々と増えていっているから。

「金環日食を観察しよう」
　テレビ等で盛んに金環日食の報道をしていたこともあり、多数の参加者があった。また、講座
も親子で参加している方も見られ非常に盛況だった。

「健康ウォーキングで地域めぐり」
　ウォーキングという運動効果と、地域の歴史文化施設めぐりという教育効果の両面を１つの講
座の中にバランス良く含めることができ、参加者からも大変好評の声が多かった。

「赤ちゃんと抱っこでスキンシップベビーダンス教室」他
　地域にいる有能な人材（講師）を発掘できた。

「手作り麦味噌体験教室」
　参加者が中心となり「麦味噌サークル」を結成。昔ながらの郷土料理作りを通して食の安全等
について研究をしている。

・企業等の営利目的と考えられる貸館の問合せも多く、公民館の利用基準をその都度よく説明し
　断っている。

「南八幡公民館クリスマス会」
　図書ボラによるイベントや子どもたちによるハンドベル演奏公民館長扮するサンタクロースの
登場などを催した。例年に無く多くの人が参加し盛り上がった。

「夏休み子どもポスター教室」
　すでに毎年恒例となっている教室だが、蓄積されたノウハウと、きめ細やかな準備、また当日
の丁寧な指導により、楽しくポスターを描くだけにとどまらず、本教室から各コンクールにて受
賞者が多く輩出され、参加者たちの励みとなっているから。

「夏休みこどもポスター教室」
　子ども勉強になり、保護者も宿題ができるため喜ぶ事業で、受付と同時に定員になった。

「親子はじめて体験」（電車に乗ってGo!）：車社会の中で、普段経験できない体験として、乳幼
児とママとで電車に乗る。七五三の時期に近くの神社へ出かけた。

「大類のむかしを知る」
　大類の旧家に伝わる古文書を読み解いて江戸時代中期から明治初期の様子を学ぶ。

「滝川の井戸端会議」
　地域の指導者の活動状況を住民へ情報提供することができた。

・ホールが２階にある、駐車場が少ない、施設が古い等色々と事業を行う上で制約が多い。
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・利用団体を対象とした説明会を開催し、会議室利用上の注意事項の説明を行っている。
・会議室の予約が重複した場合は、当事者間で話し合ってもらい調整を図っている。
・利用団体同士で会議室の予約が重複する場合がある。

・講義室（ホール）の利用状況は高く、それに比べ実習室の利用は少ないので、主催事業等は実
　習室を優先的に使用するように心がけた。困っている点は、駐車場が狭く、また近隣に駐車す
　る場所もなく、地域から車で来る人が多く駐車場の整理等に時間をとられる。

・貸出時間を午前（午前９時～午後１時）、午後（午後１時～５時）、夜間（午後５時～９時）
　という三つのブロックに分け、職員・利用者双方が管理しやすい体制を作っている。もちろ
　ん「午前１０時～正午」といったブロック時間内の貸出や、「午後１時～９時」のようなブ
　ロックを跨いだ貸出も受け付けている。
・利用後には掃除をするようお願いしているが、必ずしも行き届いていない。特にひどい場合は
　念を押す場合もあるが、どこまでお願いすればいいのか迷うときもある。

・鼻高地区外の利用者が比較的多く車での利用者が多いため、駐車スペースが不足している。特
　に、不定期の地区外利用者には、駐車場の利用でクレームをつけられることもある。

・今年は開館一年目であるので、図書の貸し出しを事務室で行えるように利便性を図っている。
　また、主催事業からサークル誕生に至るまでのコーディネートを、積極的に行った結果、サー
　クルになったのは６団体を数えた

・定期利用希望（特に集会ホール、学習室）の団体がどんどん増加していて、すべてを受け入れ
　ると定期利用のみで１ケ月の貸し出しが埋まってしまうため、待ってもらったり等の調整が大
　変。

・貸し出し可能な図書の一部を来館者が最も多く通る１Ｆエントランス前に設置し、図書の入れ
　替えをしながらより図書貸し出しを利用し易い環境を整えることで図書利用者の拡大を実現し
　ている。このことにより図書を通じた社会教育効果の拡大及び親しみ易い公民館図書室の雰囲
　気づくりを推進している。

・利用時間を守らず、管理人に迷惑を掛けているサークルがある。

・多くの人に利用していただけるように、空いているかぎりは部屋の貸出をおこなっている。定
　期利用サークルの活動日と公民館の事業が重なった場合には、理解を求めて公民館の事業を優
　先させている。

・駐車場が慢性的に不足しているため、路上駐車や近隣商業施設への無断駐車が後を絶たず、苦
　情が多数、寄せられていた。そこで、公民館前の道路に駐車禁止のカラーコーンを置き、公民
　館内に商業施設への駐車禁止の張り紙を掲示した。また、徒歩・自転車での来館のお願い、混
　雑時には、縦列駐車をするようお願いすることで１５台程度の駐車ができるようになり、この
　問題はほぼ解決した。（土日・夜間については未解決）
・ホールの稼働率を高めるため、夕方の時間帯（午後4時～6時）の利用を促進している。
・実習室の稼働率を高めるため、調理器具を更新し、食改推や定期利用サークル等の貸館が増加
　した。また、調理以外の活動（サークル・会議等）にも空きがある限り積極的に貸館をした。
・定期利用サークルを住民に周知することを積極的に行い、会員数の増加があった。

・ホールが貸し出し中のとき、体操系のサークルに図書室を利用していただいていた。しかし図
　書室の床からかなり大きなきしみ音がするので、公共建築物定期点検の時に検査員に尋ねたと
　ころ、床下が腐っている可能性が高いので、これ以上、床に衝撃を与えないよう指導された。
　そのため体操系のサークルに和室を利用していただくようになったが、和室は和室で畳の問題
　（軽い体操とはいえ、用途外の使用で、畳がより擦り減ることは確実）を抱えている。

・公民館利用団体の高齢化による使用の減少に伴い、利用者の増加を図るために、主催事業から
　の定期利用サークル化を推進している。
・定期利用サークルの活動内容により使用を希望する部屋に偏りがあるため、新規サークルの受
　け入れが難しい場合がある。

・駐車場が狭い（車6台分）ため、利用者が駐車場に駐車しきれず、路上駐車が常態化し、安全上
　も問題がある。
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（１４）職員の配置

・地域の団体（地域づくり協議会、国分寺まつり実行委員会、ＰＴＡ等）には、３日前の申請が
　なくても直前でも貸している。
・困っている点は、会議室が少ない（和室とホールの2部屋）ので、利用団体を増やすことができ
　ない。また、主催事業を組む際にはできるだけ貸し館をしていない曜日を選ぶので限られてき
　てしまう。

・公民館にある駐車場が隣接する公園の駐車場も兼ねているため、公園を使用する団体や行事が
　あると駐車場がいっぱいになり、公民館に来た人が車を停められなくなる。公園を使う予定が
　当日にならないとわからないことがほとんどのため、対策のとりようがない。

・２年前に結成した利用団体代表者会が中心になって定期利用団体同士の連絡調整をしていただ
　いているおかげでトラブルもなく順調に業務が行われています。

職員の配置　　地区公民館主事　館長（１館）　一般職（３７館）　再任用職員(５館)

社会教育主事資格者　　一般職（４人）　再任用職員（１人）

・貸館の予約については月初めの平日に行っているが、職員より早く来て並んでいる人がいる。
　特に朝早く並ばなくても、公民館事業が重ならない限り大丈夫なのだが、朝早いので、空いて
　いる部屋で待ってもらっている。
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