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平成２５年度  高崎市公民館事業 構想図

「心豊かな活力ある人づくり・地域づくり」 

～地域の特色を活かした事業の企画と展開を通して～ 

各公民館における基本方針・重点施策 

キーワード 

『チャレンジ』 

・子どもや親子の課題体験教室 

・日本文化や外国文化の理解講座 

・情報社会への対応教室 

・地域伝統文化継承教室 

・能力開発や職業意識の高揚講座 

キーワード 

『地域づくり』 

・地域の伝統や文化の発展支援事業 

・地域活動ボランティア養成事業 

キーワード 

『心豊かな 

子どもの育成』 

・図書読み聞かせ事業 

・図書貸出し事業 

・図書ボランティア研修会 

キーワード 

『課題解決』 

・子育て支援・家庭教育充実事業 

・少年少女体験活動支援事業 

・社会課題を考える事業 

○事業の相互関連 

○諸団体・関係機関との連携 

地域の実態 

地域の特色  地域の課題  住民の願い  公民館の願い 



◇　中央公民館事業実績

平成２４年度の事業実績 回数 参加者数 平成２５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

「のびのび子育て講座」 4 62 「子育て支援フォーラム」 1 49

「働くパパの育メン講座」 2 52 「子どもと遊ぼう育メン講座」 2 38

「楽しく孫育て講座」 5 78 「孫育て講座」 5 122

・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教室」 3 18 「元気キッズ･アドベンチャー」 2 36

「チャ！レンジャー(自然体験活動)」 3 43 「チャ！レンジャー(自然体験活動)」 2 38

「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

・社会課題を考える ・社会課題を考える

「５０歳からの健康講座」 6 151 「６０歳からの健康講座」 7 191

「人と人を結ぶこころの支援講座｣ 3 108 「市民公開講座」 3 183

「地域で守る災害活動講座」 4 73 「地域で守る防災講座」 4 92

「がんばり過ぎない家庭介護講座」 4 47 「がんばり過ぎない家庭介護講座」 5 64

「心豊かな地域づくりのための懇談会」 1 96 「心豊かな地域づくりのための懇談会」 1 90

計 39 773 計 32 903

・日本文化や外国文化の理解 ・日本文化や外国文化の理解

「ハワイ文化理解講座」 4 78 「講座　たかさき再発見」 6 576

「高崎の染め物と歴史｣ 4 39 「歩いて発見！古代の高崎｣ 2 57

・情報社会への対応 ・情報社会への対応

「インターネット入門講座」 2 62 「インターネットを活用しよう講座」 2 49

「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

･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」 5 122 「新伝統食伝承講座」 6 135

・能力開発や職業意識の高揚 ・能力開発や職業意識の高揚

「初心者向け男性料理教室」 4 91 「初めての男性料理教室」 4 88

「冬を元気に男性料理教室」 2 29 「冬の男性料理教室」 2 46

１　学習機会の提供

ライフアップ推進事業　

キャリアデザイン支援事業　キャリアデザイン支援事業　

ライフアップ推進事業　
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「女子力アップ講座｣
（３Ｂ体操､食育､整理収納､ハーブ）

5 72
「ステキ女子になろうハッピーラ
イフ講座｣（エクササイズ､薬膳､お灸）

4 69

「やさしい気象学講座｣ 5 207 「身近な気象と天気講座｣ 5 193

「初めての造園講座」 6 124 「初めての庭づくり講座」 5 148

計 43 930 計 36 1361

・活動ボランティア養成 ・活動ボランティア養成

「たかさき景観講座」 1 16 「ファシリテーション入門講座」 2 40

「始めたい人のためのボランティア入門」 3 48 「あなたを生かすシニア講座」 4 117

「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
「リーダー研修会～つながってもっと
楽しく～」

1 97

計 5 161 計 7 254

・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」 7 422 「読み聞かせスキルアップ研修」 5 465

「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」 3 140

「民話のかたりべ研修」 5 114 「初めての民話のかたりべ研修」 5 67

「英語絵本の読み聞かせ研修」 4 69 「くるくるからくり絵本研修」 2 92

「パネル＆ブラックシアター研修」 2 104

「ファンタジー人形劇研修」 3 100

計 20 762 計 20 968

・なやみごと相談 ・なやみごと相談

「なやみごと相談事業」 81 86 「なやみごと相談事業」(4月～1月) 64 82

「大人のピア･サポーター講座」 4 112

「子どものピア･サポーター講座」 7 117

計 92 315 計 64 82

・高崎市民講演会（辻いつ子）

「子どもの才能の見つけ方､伸ばし方｣ 1 293

総　　計 200 3234 総　　計 159 3568

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　

なやみごと相談事業　 なやみごと相談事業　

図書ボランティア活動支援事業　

市民講座事業　市民講座事業　
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「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）

「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）

「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）

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

「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）

「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）

「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）

２　学校･団体･NPO等との連携

「やさしい気象学講座｣
　（前橋気象台）

「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）

「地域で守る災害活動講座」
　（NPOわんだふる･日本防災士会群馬県支部）

「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）

「なやみごと相談事業」
　（高崎カウンセリング協会）

「男性料理教室」
　（料理を楽しむ男の会）

「市民公開講座｣
　（立正大学）

「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）

「インターネットを活用しよう講座」
　（高崎商科大学附属高校総合情報室）

平成２４年度の事業実績 平成２５年度の事業実績

「人と人を結ぶこころの支援講座｣
　（立正大学）

「元気キッズ･アドベンチャー」
　（はあとふるアドベンチャーぐんま）

「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）

「子育て支援フォーラム」（社会教育課）
　（ボランティアグループ･よもぎ会）

「男性料理教室」
　（料理を楽しむ男の会）

「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）
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３　職員研修

・高崎市公民館研究集会
・事例発表（金古町王塚コミュニティセン
　ター､倉渕公民館）
・記念講演「寄っといで！公民館は駄菓子屋
　的空間」（松田道雄氏）

・館長研修会(足利市織姫公民館視察研修)
・主事研修会(ブロック別課題研修)

平成２５年度の事業実績平成２４年度の事業実績

・館長研修会(みどり市笠懸公民館視察研修)
・主事研修会(ブロック別課題研修)

・高崎市公民館研究集会
・事例発表（矢中町住民センター､東公民館）
・記念講演「いま､求められる公民館の役割
　～東日本大震災復興から学んだもの～」
　　（石井山竜平氏）

・西部ブロック公民館研修集会兼公運審部会
　研修会
　テーマ「公民館から広がる人と人の絆｣
・事例発表（高崎市金古公民館）
・講演会「世界遺産を目指す富岡製糸場」
　　　　（今井幹夫氏）

・西部ブロック公民館研修集会兼公運審部会
　研修会
　テーマ「地域文化と人をつなぐ公民館｣
・事例発表（富岡市小野公民館）
・講演会「世界遺産登録と高山社」
　　　　（古澤勝幸）

・群馬県公民館研究集会兼公運審部会研修会
　全体研修会

テーマ「人づくり･地域づくりに貢献する公民
　館を目指して」
・事例発表（高崎市鼻高公民館･玉村町公民館･
　前橋市総社公民館）
・鼎談「地域の時代における公運審の役割」
　　　（島田兼之氏､熊倉浩靖氏､片山壹晴氏）

・群馬県公民館研究集会兼公運審部会研修会
　全体研修会
　テーマ「地域と共に歩む『公民館』」
・基調講演「公民館と地域コミュニティ再
　生」（吉田博彦氏）
・シンポジウム（吉田博彦氏､佐藤博之氏､
　天野和彦氏､矢島茂氏）

・西部地区社会教育行政職員等研修会
　｢まちづくり最前線
　　～人がつながるしくみの作り方～」
　　（山﨑亮氏）

・高崎市社会教育等関係職員研修会
①講演｢これからの公民館の在り方とその取
　組について｣（館林市多々良公民館）

②講義｢社会文化施設の今日的課題と対応に
　ついて｣
　見学｢土屋文明記念文学館の見学｣

・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～」
　　（岩崎久美子氏）

・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｣（秋山美和子）
　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｣（清水英男）
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」

・群馬県公民館連合会総会･研修会
　「“おだがいさま”が支えた169日間
　　～ビッグパレットふくしま避難所が教え
　　　てくれたこと～」（天野和彦氏）

・群馬県公民館連合会総会･研修会
　「地域の絆をつくる」（笹井宏益氏）
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◇　地区公民館事業実績

平成25年12月末現在　　

平成２４年度の事業実績 平成２５年度の事業実績

ライフアップ推進事業（264講座） ライフアップ推進事業（331講座）

・子育て支援家庭教育充実（39館67講座） ・子育て支援家庭教育充実（42館71講座）

｢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
んどが未就園児と保護者を対象としたもので
あった。

｢親子リトミック教室」｢心を育むわらべうた｣
｢子育て相談教室｣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
んどが未就園児と保護者を対象としたもので
あった。

・少年少女体験活動支援（42館111講座） ・少年少女体験活動支援（43館107講座）

「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。

「夏休み子ども絵画教室」｢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（39館86講座） ・社会課題を考える講座（42館153講座）

「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。

｢イキイキ健康講座」｢50才からのセカンドラ
イフ講座｣等の超高齢社会への対応講座や地域
防災講座等が開催された。
「人権推進講座｣｢心豊かな地域づくりのため
の懇談会｣が、社会教育課との連携で行われ
た。

キャリアデザイン支援事業（331講座） キャリアデザイン支援事業（329講座）

・子どもや親子の課題体験教室（43館103講座） ・子どもや親子の課題体験教室（38館83講座）

「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

「夏休み子ども映画会」「親子料理教室」
「子ども書道教室」等

・日本や外国文化の理解講座（37館70講座） ・日本や外国文化の理解講座（35館80講座）

日本文化理解講座として「古典文学講座」
「茶道教室」等

日本文化理解講座として「古典文学講座」
「水墨画教室」「茶道教室」等

外国文化理解講座として「韓国料理教室」
「中国語教室」等

外国文化理解講座として「韓国料理教室」
「中国語教室」「太極拳教室」等

・情報化社会への対応教室（25館37講座） ・情報化社会への対応教室（23館29講座）

「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

「インターネット入門講座」「スマホ体験教
室」「年賀状作成教室」等

・地域伝統文化継承教室（28館39講座） ・地域伝統文化継承教室（22館29講座）

「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

「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」
「もっと矢中を知ろう講座」「塚沢の歴史を
探る」等

・能力開発や職業意識の高揚講座（39館82講座） ・能力開発や職業意識の高揚講座（39館108講座）

「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

「ボールペン字教室」「陶芸講座」「男の料
理教室」等

１　学習機会の提供
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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（93講座）

・地域づくり支援（32館85講座） ・地域づくり支援（34館63講座）

「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。

「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(15館26講座） ・ボランティア養成(19館30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。

「道祖神の里めぐり｣「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。また、新規に地域座談
会や防災マップ作りが行われた。
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南
「南公民館文化祭」
・南小学校茶道部児童が、教師の指導の元でお抹茶のサービスをした。

城南
「城南地区芸能祭」
・児童合唱の発表に向け、ステージ合わせ等について音楽教師と事前に段取りを行なっ
た。

塚沢
「塚沢地区作品展示会」
・小学校や中学校の作品を展示し、当日は三世代交流の場となった。

榛名
「榛名文化祭（書道・絵画）」
・榛名地域の幼稚園・保育園・小学校・中学校・高校が発表した。

乗附
「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｣　小学校と中学校が発表した。

城南

「鎌倉街道武者行列及び着付け教室」
・放課後に小学校体育館を借りて着付けと薙刀の扱い方、歩き方などを育成会の協力を
受けながら学習した。児童だけでなく教師も行列に参加してもらうため、着付け教室に
出席してもらった。

矢中

「矢中音楽祭」
・小学校音楽教師と協議し、児童有志による合唱と器楽演奏をしている。地域の音楽
サークル「歌のまち矢中」やオカリナサークルの発表とあいまって、有意義な事業と
なっている。

大類

「こどものつどい(もちつき大会、しめ縄づくり)｣
・地域づくり活動協議会古里部会が主催し、もちつき大会は公民館、しめ縄づくりは小
学校体育館を会場に実施。両事業とも小学校には会場準備、当日の参加など協力してい
ただいている。

金古 「金古ふれあいフェスティバル」　群馬中央中学校と連携を図り、吹奏楽部が出演。

東
「科学実験教室」（高松中学校科学部生徒）
「ポスター教室」（高崎女子高校美術部生徒）
「ジャグリング教室」（県立前橋高校大道芸部生徒）

中川
「ホームページをイラストで描いてみよう」
・中尾中学校と連携し、美術部生徒が講師となり、子どもたちの指導を行った。

岩鼻
「夏休み水彩画教室」（矢中中学校美術部)
・中学校美術部生徒が、公民館での児童対象の水彩画教室(3日連続)に講師助手として指
導補助をし、参加児童との交流が図れた。

倉渕
「第12回道祖神の里めぐり」
・倉渕中学校と開催日の設定・生徒による案内ボランティアの募集・リハーサルの開催
等この事業は大部分連携を取っています。

２　小・中・高・大学との連携事業

（１）　小・中学校との交流

（２）　生徒による講師・補助
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城東 「パソコン教室」　城東小学校パソコン教室を利用した。

八幡
「モヤモヤ解決！？科学あそびin八幡小」
・公民館で行っていた科学あそびを八幡小学校理科室で行った。

岩鼻 「親子クッキング」　岩鼻小学校家庭科教室を利用した。

城址

「昔の遊び教室」
・地元小学校１年生の生活科授業として、だるま落としやあやとりなどの昔の遊びを体
験する企画。地元小学校の依頼を受けて、公民館が昔の遊びを教えられる地域の人材を
見つけ、地元小学校と連携して事業を実施した。

寺尾
「昔遊び触れ合い体験講座」
・学校公開日に保護者や地元有識者を招き、地元の方と３年生が昔遊びを通して交流を
図った。企画から実施まで大半を児童の自主運営とした。

浜尻
「ちいきの人となかよくなろう」
・浜尻小、長寿会、公民館サークルと連携し、２年生の生活科授業で地域住民と輪投
げ、ペタンク、コーラスを行った。

新高尾
「日高米作り教室」
・５年生を対象に、地域づくり協議会と共催で種まきから稲刈りまで行った。

長野

「レッツ米作り」
・地元の水土里ネットの指導により、５年生による「種まき」「水くれ」「箱並べ」
「田植え」「稲刈り」「脱穀」までの作業を展開した。「収穫祭」を開催し、各クラス
ごとに立派な研究のまとめと発表を行い、収穫したもち米で赤飯を炊き、全員でおいし
くいただいた。

寺尾
「身近なことから環境を考えよう!体験講座」
・寺尾小と寺尾中の児童・生徒を中心に地元環境委員の協力でゴミ分別体験・寸劇・作
文筆耕を実施した。

中川
浜尻
新高尾

「井野川・染谷川地域清掃ボランティア」
・中尾中学校地区青少年健全育成推進委員会と共催で、中川、浜尻、新高尾公民館で連
携し、中尾中生徒を中心に、小学校児童も参加して清掃ボランティアを行う予定。

倉賀野
「倉賀野まちづくり作文」
・倉賀野町合併50周年記念事業として実施し、校長・教頭先生にも作文の審査を依頼
し、小学校の朝礼にて優秀者の表彰式を行った。

（３）　会場

（４）　生活科・総合学習等との連携

（５）　地域づくり関連
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金古南
足門

「金古南小学校児童作文コンテスト」
・平成20年度に校長から小学生が参加できる事業の実施について要望があり平成21～22
年度と検討を重ねて、平成23年度からの実施にいたった。初年度は、作文募集･回収、に
ついて学校に依頼。審査については、公民館運営推進委員会が行い優秀作品の表彰式を
学校の朝礼の時間を使って実施。その後の反省会で表彰式について学校の朝礼の時間を
使用すると寒い体育館に小学生がいる時間が長くなり、体調を崩す児童も出てくるとの
心配から、２回目からは表彰対象児童とその家族および審査員が集まり、公民館で実施
することとなった。現在は審査員も学校長、区長会、生涯学習推進員、図書ボランティ
アで行っている。

金古
「手作り紙芝居づくり(金古小学校交通安全紙芝居)｣
・金古小教育振興会､ＰＴＡ､児童と連携し、通学路を舞台とした手作り紙芝居を作成中

吉井

「夏休み少年少女陸上教室」（吉井西中学校・吉井中央中学校・入野中学校）
・中学陸上部顧問の指導による小学生向けの教室。陸上部員たち中学生の一挙一動は、
小学生に良い影響と刺激を与えていた。

「手作りキムチ教室」（富岡実業高校）
・生徒たちが丹精して作った野菜を使用することが前提条件の教室。参加者たちは、安
全でクリーンなイメージを持ち、より価値のあるキムチとなった。

中川 「大八木町獅子舞・獅子笛体験教室」　中川小学校と連携

城東
塚沢
北部
倉渕
片岡

「夏休み子ども映画会」
・これまでの映画会が無くなったため、学童クラブより共催による映画会の開催相談。
・上映する作品を学童クラブ指導員に決定してもらい、当日も大勢の児童が参加。
・日程調整と上映する作品の検討を一緒に行った。
・学童クラブの行事と重なることを避けるため、日程調整の段階で相談している。
・上映作品や日程調整の相談、生涯学習推進員へも依頼し協力を得た。

城址

「夏休みこども“囲碁ゲーム”たいけん教室」
「夏休みこども“ヨガ”たいけん教室」
・子ども向け夏休み事業の企画立案において、学童クラブの意見や要望等も踏まえ、参
加しやすい日程調整を行った。普段学校では体験できないような内容を企画した。加え
て｢夏休みこども“囲碁ゲーム”たいけん教室｣では、現役囲碁プロ棋士を特別講師とし
て招くこととし、講座内容にスムーズに入ることができるよう、囲碁の初歩的ルールに
ついて、夏休み公民館事業に参加予定の地元学童クラブ児童を対象に事前学習会を２回
実施した。

｢夏休みこども”ミニチュアかみねんど工作“たいけん教室｣
・先に一般向けに実施した｢ミニチュアクレイクラフト体験教室｣を学童クラブ指導員が
受講し、学童クラブ指導員の発想により、学童クラブ児童を含む地元小学生たちにも体
験できないかとの提案を受け、学童クラブと講師および公民館が協働して、内容を子ど
も向けにアレンジをした講座を企画実施した。

八幡

「地域の子育て応援セミナー　第４回学童についてのお話と見学」
・八幡学童クラブの指導員を講師に、学童の役割や様子について話していただいた。学
童が地域で果たしている役割は大きいが、保護者以外の認識は薄い。そこで、地域住民
に学童クラブがどういったものなのかを現役の指導員に話してもらう場を設けた。

寺尾
「陶器づくり講座｣｢科学的に考える講座｣｢消しゴムで簡単はんこづくり!講座｣｢風鈴をつくろう！
講座｣を寺尾学童クラブとの連携で実施した。

（６）　放課後児童（学童）クラブとの連携
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城山
「子ども陶芸教室」
・作品を何にするか検討し、高学年はろくろを使いマグカップや湯のみ茶碗を作成、低
学年はお皿を作成。

金古南
足門

「バルーンアート教室｣｢公民館人権教育推進講座」
・夏休みに行う少年少女体験活動支援事業を学童クラブと連携して、学習するテーマを
学童で検討してもらい、少年少女体験活動支援事業と人権教育推進講座の２事業を行っ
ている。公民館人権教育推進講座は、大変好評で隣接する金古小学校学童も一緒に参加
して二つの学童と地域からの参加者と打ち解けた雰囲気でとても楽しい交流の場にも
なっている。

西
「ＡＣＴ祭2013星に願いを」（高崎経済大学ボランティアサークルＡＣＴ）
・公民館で地域住民とイベントや模擬店で交流。

東 「公民館夏祭り」「クリスマス会」（高崎経済大学ボランティアサークルＡＣＴ）

塚沢
「サイエンスマジック」「生き生き熟年教室：科学の目から見た温泉の話」
・群馬工業専門高等学校先生に講師を依頼した。

箕郷

「おもしろ理科教室」
・群馬大学教育学部生と箕輪、車郷、箕郷東小児童に体験させたい理科の実験を検討
し、運営方法、タイムスケジュールなどを相談しながら開催した。

「運動教室（おりひめ学級、寿大学）」
・健康福祉大学理学療法科の学生と連携し、受講生に体力測定を実施。より効果的な運
動教室になるよう調整した。

片岡
「トラベル英会話教室｣「初心者韓国語会話教室｣（第5ブロック連携講座）
・高崎商科大学へ相談依頼し、英会話、韓国語講座を開催。地域と大学との連携により
一般社会人参加による講義形式の講座が実施できた。

大類

「大類ふくしのつどい」
・高崎健康福祉大学ボランティア、附属高崎高校、大類小学校、大類中学校をはじめ地
域の諸団体が参加して3月に実施予定。平成18年度から開催している。福祉に関する講演
会やワークショップなどを実施。

新町
「Let’s enjoy running」
・上武大学駅伝部選手に走ることの楽しさを教えてもらうとともに、地元大学との親交
を深めた。

西
「西地区文化祭・芸能発表会」
・地域づくり活動協議会・町内公民館との共催による活動発表。

塚沢
「生き生き熟年教室･ミニコンサート」
・公民館運営推進委員で塚沢地区子ども育成会会長を中心としたバンドに出演依頼し、
演奏に合わせて一緒に歌えるよう高齢者向けの曲とした。

倉渕
「クローズアップ倉渕1(ネイチャートレイル)」
・倉渕地域ならではの自然散策事業として公民館運営推進委員の方と一緒に企画し講師
の手配等も協力してもらっている。

３　公民館運営推進委員との連携事業

（７）　大学との連携
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国府
「だがしや楽校、夏祭り」
・事前会議を開き、それに参加してもらい実際にやってもらう内容を確認し開催の当日
に参加してもらった。

金古南
足門

「生涯学習推進員主催事業･公民館植栽手入れ作業」
「秋のフェスティバル実行委員会主催事業･秋のフェスティバル」
・自分たちの公民館は、自分たちの手でをコンセプトに公民館の除草、植樹剪定や年末
大掃除を生涯学習活動の取り組みとして、積極的に参加して作業をしていただいてい
る。また、秋のフェスティバルや各種式典があるときには役員としてご苦労いただいて
いる。

南
「子どもスイーツ教室」「しめ縄作り教室」
・生涯学習推進員の協力を得て子どもたちに決め細やかな指導ができている。

城南
「西上州の戦国時代」
・参加者の募集に対し積極的に応じてもらい、参加者に対する飲物を寄付していただい
た。

城東
「城東地区交流芸能祭」
・実行委員として会議等に出席

西
「西地区地域づくり男のための料理教室」
・事前打ち合わせ・リハーサル行い連携を図る。男性の意識や能力向上に資する。

城址

「大人のための上毛かるた企画～本当は読みたかった小栗上野介～」
（主催：第１ブロック生涯学習推進員　共催：第１ブロック公民館）
・第１ブロック生涯学習推進員と第１ブロック公民館が連携して上記講座を企画・運営
した。公民館側は施設提供・チラシの地域回覧支援・募集受付事務支援なども行った。

佐野
「プロに聞く！お葬式の話し、あれこれ」
・地元下之城町の葬儀社「プリエッセ」の館長を講師に迎え、講演を行った。

塚沢
「塚沢地区作品展示会」
・生涯学習推進員を中心に作品展示会実行委員を編成し、円滑的な事業運営に協力をい
ただいた。

東部
「東部地区生涯学習研修会（講演会）」
・補助及び参加者の動員要請など

中居
「夏休み子ども手芸教室｣｢レクリエーションダンス教室｣｢初心者のための山野草教室」
・いずれも推進員３名全員が公民館主催事業の講師として参加。手芸教室は推進員と主
事がデザインの意見を出しながら進めた。

矢中

「防災講座」（平成２６年１月２０日開催予定）
・生涯学習推進員と協議しながら講座内容、講師選定を進めていった。内容は、前回実
施した「高崎市の防災対策講座」に引き続いて、防災をテーマにした。講座内容、日
程、謝金等を考慮して講師を決め、依頼した。

中川 「第7回ミニミニ手作りコンサート」

浜尻
「ふれあいスポーツ大会」
・地域住民が気軽に参加できる軽スポーツ大会を開催した。（グラウンドゴルフ、輪投
げ、スマイルボウリング）

六郷
「寄せ植え教室」
・講座内容の選定から募集チラシの作成及び当日運営を生涯学習推進員と協議・協力し
ながら行った。

４　生涯学習推進員との連携事業
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長野

「寿学級」(アコ－ディオンの調べにのせて懐かしのメロディ－を歌おう)(心と体を癒すコンサ－ト・
生バンドの演奏)
・それぞれ、アコ－ディオンサ－クルの皆さんと、ブル－スカイの皆さんに、生涯学習
推進員さんから協力を呼びかけていただき、連携の下に開催された事業です。

北部
「おいしいお茶の入れ方教室」
・生涯学習推進員と企画を発案・検討し、企画決定後講師の選定、日程調整及び講座の
運営内容等を精査し、実施。

箕郷

「みさとふれあいウォーク」
・地域の文化財に親しみながら、親子のふれあいも得られるようなイベントになるよう
企画し実施した。
「梅香る古城の郷コンサート」
・地域のみなさんに第一線で活躍する音楽家による演奏に触れてもらうことを目的とし
企画した。

豊岡
「高崎の歴史講座・豊岡の遺跡について」
・人権講師でもある、田島桂男さんにお願いして講座を開く。また来年２月ごろ２回目
の歴史講座を開く予定。（調整中）

八幡

「夏の終わりに座禅体験！｣｢群響　心に響く演奏会｣｢史跡めぐり（３月実施予定）｣
・生涯学習推進員の皆さんも２年目となり、自ら率先して企画を持ってきてくれるよう
になった。月１回、館長・主事と打ち合わせをし、公民館共催として、事業を実施して
いる。地域住民への声かけも積極的で、生涯学習推進員の事業はもちろん、こちらの主
催事業でも、受講者が少ないときには協力してくれるので、大変ありがたい。

鼻高
「午後の映画会・ここに泉あり」｢歴史講演会・新島襄と八重の生涯」
・生涯学習推進員や地域づくり活動協議会等と連携相談しながら企画し、鼻高の地域づ
くりやひとづくり・まちづくりに繋がるよう心掛けている。

西部
「金融被害にあわないために」
・関東財務局前橋財務事務所へ出前講座の依頼

倉渕
「踊る会」｢ラフターヨガ」
・生涯学習推進員さんが主で公民館と連携して実施しています。日程調整・講座の紹
介・募集関係を公民館で、事業実施を生涯学習推進員さんで行っています。

下里見
「秋の和菓子作り教室」
・生涯学習事業の計画　・試作つくり　・和菓子作り教室開催

片岡
「夏休み子どもセミナー」
　①夏休みの宿題や課題作成を目的に、書道、ポスターづくり教室を実施。
　②心豊かに生き生きセミナー第4回のなかで、二胡(中国楽器)演奏会を実施。

乗附 「子どもペーパークラフト講座｣｢子ども囲碁教室」

寺尾
「おたのしみ会」
・図書読み聞かせボランティア・公民館・生涯学習推進員で協働し、父兄親子を招き、
演劇、クリスマス会等を実施した。

南八幡
「楽しい雑学ゼミ：開講式（婦人会）」
・連続講座の１回目なので、堅苦しくないように盛大になるよう心がけ事業を実施

岩鼻
「岩鼻地区まちづくり講演会」
・講演会講師の選定から講師依頼を生涯学習推進員が中心に行い、当日の運営を生涯学
習推進員が行った。
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大類

「ラフターヨガ教室」
・講座内容、実施時期の選定等を共同で、講師との連絡調整、公民館だよりを通じた参
加者募集、受講受付を公民館で行った。
「大類歴史散策　五万石騒動の足跡を巡る」
・第6ブロック生涯学習推進員研修として実施。コース選定などを共同で、見学地・協力
者との交渉などは生涯学習推進員、資料作成・参加者募集は公民館で行った。

滝川 「救命講習会」（予定）

京ヶ島

「京ヶ島地区郷土芸能祭｣｢夏休み交通安全教室｣｢駒井病院出前講座｣｢京目不動尊のあゆみ
講演会とオカリナコンサート」
・生涯学習推進員と公民館は普段から定期的に会議を行い、事業の企画段階から双方で
意見を出し合い運営についてもそのつど役割分担を相談している。

新町
「七夕まつりを楽しもう♪」
・地元の七夕まつりと同じ日に行い、公民館に足を運んでいただき、おもちゃづくりを
体験。そうめん流しで様々な方とふれあい、交流を深めた

金古

「金古ふれあいフェスティバル」にて推進員の活動をパワーポイント紹介。
「新島襄と八重ゆかりの地安中をたずねて」の事業企画。
「第２回歩いて再発見!古代ロマンとはにわの里コース」の事業企画
「俳句講座～１７文字に思いをこめて～」の事業企画

国府
「だがしや楽校｣｢夏祭り｣｢郷土探訪｣｢初心者囲碁教室」
・事前会議を開き、それに参加してもらい実際にやってもらう内容を確認し開催の当日
に参加してもらった。

堤ヶ岡

「堤ヶ岡公民館ふれあいまつり」
・堤ヶ岡公民館利用団体が、地域住民や公民館利用者に対して日頃の活動成果を発表す
る発表会。各団体の活動の活性化を図り、これまで公民館を利用しなかった人の公民館
への関心、生涯学習への関心を高めることにつなげることと、公民館をとりまく地域の
活性化、公民館活動を通した人々の交流を目的とした。

金古南
足門

「公民館植栽手入れ作業」
「秋のフェスティバル｣(秋のフェスティバル実行委員会主催)
・自分たちの公民館は、自分たちの手でをコンセプトに公民館の除草、植樹剪定や年末
大掃除を生涯学習活動の取組として、積極的に参加して作業をしていただいている。ま
た、秋のフェスティバルや各種式典があるときには役員としてご苦労いただいている。

南

「公民館文化祭・芸能祭」に共催を得て、地域住民の出演等が行われている。
地域の子どもたちのためのクリスマスバージョンを地域づくり活動協議会の事業の一環
とし行われ、公民館及び図書ボランティアが中心となり地域の恒例事業として行われて
いる。

西
「豊かな心と元気を発揮する講座：歴史探訪教室」地域の文化発見。
「西地区文化祭・芸能発表会」地域づくり活動協議会・町内公民館との共催による活動発
表。

城東
「城東地区交流芸能祭」
・地域づくり活動協議会運営委員会の一員として活動
「しめ縄教室」

東 「東地区納涼祭」

５　地域づくり活動協議会との連携事業
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城址

「（仮）中央地区防災マップ作り」（主催：中央地区地域づくり活動協議会）
公民館主催事業『“地域の防災マップの作り方”教室』をきっかけに、平成２５年度か
ら地元の地域づくり活動協議会が自らの事業として町内会ごとの地区内防災マップ作り
を始めた。公民館はそれらの支援活動を継続中。
なお、第１ブロック公民館主事による自主研修『公民館における防災啓発活動につい
て』で研修中の内容についてもこの地区内防災マップ作りに活用しようとしている。

東部
「第１９回東部公民館作品展示会」　実行委員会の開催など（会場作り）
「歩け歩け大会」（事務補助）

新高尾 「日高米づくり教室｣｢文化祭」

西部
「グラウンドゴルフ体験教室」
・グラウンドゴルフのセットを地域づくりで昨年購入したので、広めるために実施。

榛名
「榛名文化祭」
「榛名山を描く絵画展及び絵手紙展」

片岡
「ふれあいまつり運動会」　種目や町内別対抗競技などの企画に参画。
「初冬のハイキング」　住民参加により、少林山達磨寺への行程など企画に参画。

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

矢中
地域づくり活動協議会の活動は非常に活発で、その内容は、「町民大運動会｣｢芸能祭｣｢作
品展示会｣｢音楽祭｣｢矢中知りたい守り隊｣｢お楽しみ会｣など多岐にわたっている。企画段階
から役員の協議に加わり、創意工夫をしながら実施にあたっている。

六郷

「高崎市の防災 自助・共助・公助の連携を目指して」
・地域づくり活動協議会で開催予定の防災訓練に向けた取り組みとして、住民への啓発
講座として講座内容・運営の協議を行った。
「六郷小校区作品展」
・前回から地域づくり活動協議会主催となったが、公民館定期利用サークルの作品展を
継承しており、作品展の企画、運営について協力して行った。

長野

「長野地区町民大運動会」
・隔年ごとに開催され、諸準備から実行委員会の皆さん方と連携して取り組んできた。
「ソフトボ－ル大会」「バレ－ボ－ル大会」
・体育振興会の役員さんと協力してプログラム等の作成をお手伝いしました。

八幡
「夏の終わりに座禅体験！｣｢群響　心に響く演奏会｣｢史跡めぐり（３月実施予定）｣
・地域づくり活動協議会とも共催という形式を取っている。

鼻高
「午後の映画会･ここに泉あり」「歴史講演会･新島襄と八重の生涯」の実施に際し、生涯学習
推進員や地域づくり活動協議会等と連携相談しながら企画し、鼻高の地域づくりやひと
づくり・まちづくりに繋がるよう心掛けている。

寺尾
「寺尾地区グラウンドゴルフ大会」
・住民の募集による地区大会を協議会と連携し実施した。

南八幡
「南八幡地区納涼祭」（区長会、商工会、婦人会）
・各種団体との連絡を密に取り合うことを心がけ事業を実施

倉賀野
「倉賀野合併50周年記念事業　くらがの祭り」
・倉賀野城十六騎武者行列、山車祭り、獅子舞、子ども神輿、駅からハイキング、記念
誌発行等を共催で計画、実施した。

岩鼻
「岩鼻地区芸能文化祭」
・岩鼻地域づくり活動協議会芸能文化祭部会として、芸能文化祭実行委員会を立ち上げ
会議の開催と準備をし、地域全体を取り込んで芸能文化の発表の場となった。
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大類

「芸能祭」
・出場者の受付、プログラム作成・配布、広報を公民館で受け持ち。
「芸術作品展」
・大類公民館を会場に、文化部会・定期利用サークルのうち芸術系の団体と協力して実
施。公民館では出品者募集等を担当。
「こどものつどい（もちつき大会）」
・古里部会と協力。公民館は公民館だよりによる広報等を行うとともに、図書ボラン
ティアに協力を仰ぎ、子供相手の人形劇などを行った。
「しめ縄づくり」
・古里部会と協力。公民館は公民館だよりによる広報等を実施。また当日参加し、準
備、写真撮影、片付け等で協力。

滝川 ｢滝川ふれあいフェスティバル」　公民館で運営への助言等を行う。

京ヶ島
「京ヶ島地区郷土芸能祭」「京ヶ島地区大運動会」
・毎年実施している事業だが、地域づくり活動協議会の実施組織と事業の前後に会議を
行い内容や運営方法について毎年改善している。

金古
「金古ふれあいフェスティバル」にて作品展を開催。
「新島襄と八重ゆかりの地安中をたずねて」の事業企画。

上郊
「第３回かみさと地域づくりフェスティバル」
・公民館利用団体発表、伝統芸能（中里八木節）披露、ミニコンサート

北
「アスリートが教える、はじめてのウォーキング教室」(ＮＰＯ上州アスリートクラブ)
・地元ＮＰＯ法人の協力のもと長野堰沿いのサイクリングロードの有効利用をテーマに
開催し、数多くの参加者が、春と秋の長野堰ウォーキングに汗を流した。

城址
「“地域の防災マップ作り”教室」　「避難所運営ゲーム“ＨＵＧ”体験教室」（予定）
・ＮＰＯ法人 わんだふる と企画段階から連携し、地域防災に資する様々なスキルを
地域住民が体験する企画を実施（実施予定）した。

塚沢

｢地域防災士に学ぶ地域の守り方～防災マップづくり～」防災士でNPO法人「わんだふる」代
表者に講師を依頼し、地域の防災マップづくりを開催した。公民館主事が地図を準備
し、区長や民生児童委員を中心に班編成をし、地域を廻りながら危険箇所などを地図に
おとした。

中川
ＮＰＯジョウモウ大学と大八木町諏訪神社獅子舞保存会を公民館が繋ぎ、「大八木町獅子
舞講座」を開催予定。(H26.3.22予定)

箕郷
「防災マップをつくろう」
ＮＰＯ法人わんだふると防災についての講座を模索し、ＨＵＧなどを交えた体験型の防
災マップ作りをできる講座となった。

倉渕
「クローズアップ倉渕1(ネイチャートレイル)」
・倉渕地域ならではの自然散策事業として公民館運営推進委員を兼ねるＮＰＯ鷹の森た
かさきの方と一緒に企画し講師の手配等も協力してもらっている。

吉井

「正しい食生活が健康を作る（自分発見リフレッシュ講座）」ＮＰＯ法人ヘルスプロモーション
センター：「健康は正しい食生活なしには作られない」との観点から、高い理想を掲げ
て活動している団体。実際にその考えを取り入れて料理を提供しているお店が町内に
あったため、講義後に希望者全員で食事に出かけた。今後も機会があれば、継続して講
座を設けたい。

岩鼻

「乳幼児とママのための子育て教室：子育てほっとセミナー」
（ＮＰＯ法人エンパワメントぐんま）
・毎月開催の乳幼児とママのための子育て教室の第5回として開催。参加人数限定のた
め、教室申込者のうち対象者を絞り込み、子どもを完全分離したママのための時間とし
て、分かち合いと共有のひとときを持てた。

６　ＮＰＯ法人との連携事業
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新町
「よくばりトレ体操」(ＮＰＯ伊勢崎西部スポーツクラブ）
・３種類の運動を行いながら「やる気・元気・筋力のアップ」をはかる

南

「熟年館外研修」において、南地区社会福祉協議会との共催を得て参加者の募集や実施が
スムーズに行うことができた。
「福祉講演会」を南地区社会福祉協議会との共催事業として実施し、講師依頼や募集等を
団体が中止となり行い多くの参加があった。

城南

「鎌倉街道武者行列及び着付け教室」：武者行列実行委員会・区長会と終始お互いに連絡
を取り合い事業をおこなった。また会議・練習等、ほとんどのことを公民館の部屋を借
りて行なった
「城南地区芸能祭」：芸能再実行委員会と連絡を取り合い行なった行事であるが、舞台回
しの裏方に体育振興会、湯茶の接待に婦人会、長寿会、進行に育成会・PTA等各種団体に
手伝ってもらい行なった。また城南小学校と城南幼稚園の園児にも出演してもらうため
連絡を密に取り合った。

城東
「城東地区交流芸能祭」
・各団体の長が実行委員として会議等に出席

西
「料理教室」西地区食生活改善推進協議会と連携して料理教室
「人権講座」西地区食生活改善推進協議会と連携、食を通して地域との交流

北

飯塚町第１・２町内会と連携した、
「防災士に学ぶ地域の守り方～地域防災マップを作ってみる～」
「防災士に学ぶ地域の守り方～ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）に挑戦！～」
※飯塚町内会より連携の依頼があり、事前に企画会議を何度も開催し、地域の要望をな
るべく取り入れた形で開催した。講師は日本防災士会群馬県支部副支部長の赤羽潤子さ
ん。自分たちの住んでいる地域を歩いてまわる中で、いろいろな発見をすることができ
た、。ＨＵＧでは、普段あまり考えることの少ない避難所に関する意識が高まった。こ
の事業は、１２月１日号の「広報高崎」にも取り上げられた。

城址

『“地域の防災マップ作り”教室』
『避難所運営ゲーム“ＨＵＧ”体験教室』（予定）
いずれも 地元区長会・地元女性防火クラブと企画段階から連携し、それぞれの団体の
考える地域防災に資するような企画内容とした。

『マリンバコンサート』
『ふれあいコンサート』
いずれも中央地区４サロン（城址ふれあいサロン・シンフォニーふれあいサロン、とき
わ・いきいきサロン、らく・らく１００才サロン）と企画段階から協働し、高齢者の方
でも安心して楽しめるコンサートを実施した。

『クリスマスイブミニコンサート』
(主催：中央地区区長会　中央地区民生委員児童委員協議会　協力：城址公民館）
地元区長会と地元民生委員児童委員協議会のＷ主催による、地元出身のソプラノ歌手が
地元住民のためにボランティアでミニコンサートを行う企画。この企画案が両者から公
民館に持ち込まれたため、調整の結果、公民館は協力事業としてチラシ作成・受付応援
などを行うこととし、地域団体主導を前面に出し地域住民をつなぐ企画の実施を後押し
した。

佐野
「三世代交流餅つき大会」
・佐野地区の区長会をはじめ、民生委員、PTA、消防分団、体育振興会などが協力して餅
つき大会を行った。当日は270名もの参加があった。

７　関係団体との連携事業
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塚沢

「家庭教育学級（託児完備）」
・託児ボランティアとして塚沢地区民生児童委員、母子推進員、図書ボランティアに協
力して頂いた。講座当日は、準備や後片付けも協力依頼した。
「読み聞かせボランティア講習会」
・塚沢公民館お話し会と塚沢小学校読み聞かせ会会員を対象に講習会を開催する予定。
講師選びや講座内容は、塚沢公民館お話し会代表者の方に決めて頂いた。

中居
長寿会と「中居長寿セミナー」を全８回、婦人会と「中居女性セミナー」全１１回を共催で
開催。企画段階からアイデアを出し合い実施。特に中居長寿セミナーは出前講座やDVDな
どの視聴覚教材を多く活用し、高齢者の健康作りや課題解決に取り組んだ。

矢中

「５０代からのライフアップ講座」
長寿会と講座内容、日程等について協議しながら進めていった。受講生は高齢者が圧倒
的なので、講座内容もふさわしいものを選び、日程も高崎市長寿会、地区長寿会の行事
と重ならないように調整した。

中川
「ベテラン世代のおもしろセミナー」長寿会と連携
「井野川･染谷川地域清掃ボランティア」区長会と連携

浜尻
「浜尻まつり」
浜尻まつり実行委員会（ＰＴＡ、育成会、浜尻小、区長会など）に加わり、浜尻まつり
を開催した。（模擬店、ミニゲーム、バザーなど）

新高尾
長寿会・・・「高齢者寿学級」(講座の要望等)
婦人会・・・「男の料理教室」(料理の楽しさを学ぶ)

六郷

「幼児向けよみきかせの開催」
民生児童委員による子育てサロンと連携し、公民館図書ボランティアによる幼児よみき
かせの実施及び図書貸し出し。
・子育てサロン開催日に幼児向けのよみきかせを実施。
・サロン終了時に図書室を開放（定期貸し出し日以外でも貸出を実施）

長野

・長野地区地域づくり活動協議会の活動の一貫として、文化・スポ－ツ部会の「長野地区
町民大運動会」「ソフトボ－ル大会」「バレ－ボ－ル大会」の
諸準備のお手伝いをさせていただきました。
参加者の取りまとめ、大会プログラムの作成と組み合わせ表等。

箕郷
「箕輪城関連講座」
　箕輪城語り部の会との共催で講座と現地見学会を企画中

豊岡
「だるまの里三世代交流第３９回町民大運動会」　区長会・体育振興会と連携　ほぼ体育振
興会で仕切ってくれたため、補助的な事務の手伝いですんだ。

鼻高

「わがまち鼻高　地域座談会」（区長会、地区の長老、生涯学習推進員等）
・公民館がコーディネート役を演じながら、「わがまち鼻高　地域座談会」と称する集
いを開催した。地域の歴史や魅力の再発見、また、鼻高の地域づくりや今後の鼻高町が
進むべきあり方等について、住民自らが集い話し合うという住民参画型の事業ができ
た。

倉渕
倉渕地域の自然保護の団体『ほたるの会』と協力し「ほたるの鑑賞会」を実施。
日程調整・講座の紹介・募集関係を公民館で、講師・鑑賞の案内ボランティアの手配等
をほたるの会で協力していただいている。
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榛名

「榛名文化祭音楽発表会」（高崎市文化協会榛名支部、榛名地域幼稚園・保育園、榛名地
域小中学校、榛名高等学校）
「みんなで作る音楽会」（榛名公民館　音楽関係定期利用団体）
「榛名山を描く絵画展及び絵手紙展」

片岡

片岡地区民生委員児童委員協議会との連携
　①幼児と親のための「ふれあい・子育てサロン」の実施。
　②高齢者を対象に、町内ごとに実施している「ふれあいサロン」へ出前講座形式で講師
を派遣。軽体操など健康維持のための実習を行った。

乗附

ふれあい子育てサロン→社会福祉協議会
ふれあいいきいきサロン→社会福祉協議会
三世代ふれあいソフトバレー大会→体育振興会
三世代ふれあい運動会→体育振興会
乗附校区グラウンドゴルフ大会→体育振興会

片岡
寺尾
乗附
城山

「片岡四校区バレーボール大会｣｢片岡四校区ソフトボール大会｣｢片岡四校区グラウンドゴルフ
大会｣
四校区公民館と体育振興会、（一部地域づくり活動協議会が参加）の共催で広く一般募
集のうえ、実施した。

南八幡
「芸能祭」（区長会、長寿会）
・各種団体との連絡を密に取り合い、団体それぞれの役割分担を明確にすることを心が
け事業を実施

吉井

「おたのしみ会」ともだちキャラバン：吉井のボランティア団体に冬休み中の上演を依頼
し、7ヶ月から8歳までの子ども達が歌やお話を楽しんだ。親子で一緒に歌ったり、ペー
プサートによるお話「大きなかぶ」では、上演者と見ている人達が一体となって、かけ
声をかけ大盛況であった。
「公民館で遊ぼう」吉井VYS：手打ちうどん作り、ドッジボール大会、ハンカチの玉ねぎ
染、クリスマスケーキ作りなど、年6回の開催があり、毎回応募者が多く子ども達が楽し
みにしている事業である。今年は、VYSのメンバーが少ないため定員を少なく募集してい
る点が残念である。
「手作りこんにゃく講習会」生活研究グループ：地域に根づいたベテランぞろいによる指導
で、和気藹々と家庭的に進めることができた。

倉賀野

「くらがの高齢者教室」
長寿会の意見や年間予定を参考に事業計画を作成し、参加者募集のとりまとめ、当日の
受付等も協力してもらった。
「倉賀野地区　親善ゴルフ大会」
倉賀野地区体育振興会と共催して、事業計画、実施を行った。

岩鼻

「夏休み水鉄砲を作って遊ぼう」（岩鼻地区民生児童委員協議会）
　民生委員の児童支援プログラムとして開催。前日に、民生委員が材料である竹材を伐
採してきて竹筒に加工、押し棒などの材料を100人分作成し準備をします。当日は、岩鼻
小第2グランドで水鉄砲の作り方指導をし、出来上がった水鉄砲で参加者が遊べるように
10のバケツに水を準備した。
「岩鼻公民館もちつき大会」（岩鼻小支援隊）
　地域の子どもを支援する働きとして、200名を超える参加者で継続実施。
「岩鼻公民館クリスマス会」（岩鼻公民館おはなしの会）
　幼児児童(含む保護者)を対象として1年かけて準備し毎年開催している。

大類
子育てサロン「にこにこ」
・社会福祉協議会主体の事業で、公民館講義室で月２回開催している。公民館では、公
民館だよりを通じた参加者募集や、サロン実施時のお手伝いをしている。

滝川
「滝川子どもフェスティバル」（社会福祉協議会）
・事前の役員会議への出席、資料等の作成補助を行う
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京ヶ島
「夏休み交通安全教室」高崎市交通安全協会京ヶ島支部
生涯学習推進員、京ヶ島保育所、公民館の４者での協力ができてきた。

金古

「金古ふれあいフェスティバル」にて民生児童委員ほか区長の奥様方が稲荷ずしやカレーラ
イスを配布。
　金古諏訪区長寿会と連携を取り「長寿会と遊ぼう」を開催。長寿会の方と小学生でスマイ
ルボーリングなどを行った。

国府
「夏祭り」
・事前会議を開き、民生委員や区長会にそれに参加してもらい実際にやってもらう内容
を確認し開催の当日に参加してもらった。

堤ヶ岡

『食用油を便利にリサイクル！せっけんづくり』
毎月、当公民館にて廃油の回収事業を行っている「高崎くらしの会群馬支部」との共催
により実施。参加者に、使用後の不要になった油を違った形で再利用できることの楽し
さ、便利さを実感させ、リサイクル精神の向上につなげることを目的とした。

上郊

「敬老事業」区長会
・地元芸能団体発表、群馬県県警音楽隊コンサート
「第３回かみさと地域づくりフィスティバル」
・区長会、PTA、子ども会育成会、民生・児童委員、生涯学習推進員、公民館利用団体発
表、伝統芸能（中里八木節）披露、ミニコンサート
「しめ縄づくり」区長会、子ども会育成会

金古南
足門

イオンモール高崎主催地域還元イベント「キッズワンダーランド」
・イオンモール高崎から群馬支所地域振興課へ地域還元イベントとして夏休みの子ども
達を対象に地域の方々を先生にして公民館のようなことがしたいと打診があり、金古南
足門公民館で長寿会と連携して夏休みの子どもを対象に竹とんぼ製作などの昔遊び教室
をしていたことからお話があり協力いたしました。イオンモールで持っているお祭イベ
ントのノウハウと公民館で持っている地域の人材発掘やつながり作りのノウハウを融合
して実施しました。民間の商業施設内のイベントスペースや通路を活用してのイベント
でしたがそのような場所でも生涯学習や社会教育的なことができることが、実体験でき
とても良かったです。

南
｢みなみ熟年講座｣（高崎市美術館）
・講座の中で美術館企画展鑑賞会等において、高崎市美術館の協力を得て担当学芸員の
解説付きで参加者が鑑賞でき好評を得ている。

佐野
「さの・こどもアートウィークリー（染色アート）」（高崎市染料植物園）
・高崎市染料植物園の職員を講師に迎え、夏休み期間中小学生を対象に草木染の染色体
験を行った。

塚沢

「生き生き熟年教室：悪質商法から自分を守るには」（高崎市消費生活センター）
・高崎市消費生活センター相談員による振り込め詐欺防止対策などの講和を頂いた。
「生き生き熟年教室：高齢者のうつ病と関わり方・睡眠環境を整える・健康危機に備え
る！日常生活の中でできること」(県民健康科学大学)・群馬県出前講座

北部

「おもしろ科学教室」（群馬県生涯学習センター）
・理科や科学に興味を抱かせるような教材「スターライト万華鏡の作成」を実施した。
「消費者啓発講座」（高崎市市民生活課）
・消費生活センター担当職員と日程調整を行い、悪質商法に関する注意点や事例などを
通して啓発を図った。
「高齢者交通安全教室」（高崎市地域交通課）
・担当職員と日程調整を行い、危険を回避し、事故を未然に防ぐ方法を学び交通安全に
ついての啓発を図った。

８　関係課・機関との連携事業
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六郷

「高崎市の防災 自助・共助・公助の連携を目指して」（高崎市防災安全課）
・地域の総合防災訓練を想定した住民への啓発事業となるべく内容を事前調整した。
「消費者被害防止講座」（群馬県消費生活課）
・出前講座を活用

長野
「寿学級・高齢者交通安全教室」（高崎市地域交通課）
・高齢者のための交通安全教室として「道路の危険・身を守るためには」と題して講義
及びスライド・実技を交えて指導をしていただいた。

豊岡 「ゆうゆうセミナー・これで安全安心防犯講座」（高崎市地域行政課）

八幡

「地域の子育て応援セミナー・高崎市の家庭教育」（高崎市社会教育課）
・家庭教育という、一般的にあまりなじみのない領域について、高崎市の取組を交えて
説明してもらうことにより、身近な所で行っている家庭教育支援について理解してもら
う。
「地域の魅力再発見セミナー・ぐんま緑の県民税について」（群馬県林政課）
・来年度から導入される「ぐんま緑の県民税（森林環境税）」について、内容や使い道
を説明してもらうことにより、新税への理解を深める。

吉井

「おもしろ科学教室」（群馬県生涯学習センター）
・子どもたちの理科離れが進んでいるといわれる中での貴重な事業。講師は理科を専門
とする元・現教諭たちだが、事務局が県の生涯学習センターにあるため、しっかり対応
してくれて安心できる。
「自分発見リフレッシュ講座・抜きん出た技術の火打ち金」（吉井郷土資料館）
・地元郷土史のことなら、資料館が一番。今回は年に一度の企画展に合わせて実施。

倉賀野
「くらがの高齢者教室・振り込め詐欺撲滅キャンペーン隊」（群馬県県民防犯推進室）
・県の委託を受けた㈱日本環境ビルテックに依頼し、高齢者を対象にした事業の計画、
実施を行った。

岩鼻

「乳幼児とママのための子育て教室・初めての美術館」（群馬県立近代美術館）
　地域内にある群馬県立近代美術館で開催される「こども＋おとな＋夏の美術館アート
といっしょに」を観覧。美術館のファミリータイムを活用して、乳幼児連れでも安心し
ておしゃべりをしながら観覧できることで、今回は乳幼児39人を含む88人の参加者で
あった。

南
「みなみ熟年講座」において、熟年世代の関心の高い講座内容（相続、健康管理、冠婚
葬祭など）を取り入れ、弁護士や医師等その分野の専門家を講師にむかえ参加者に好評
であった。

城東
「リトミック教室」「卓球教室」「太極拳教室」
・若い母親や高齢者が地域の人との交流が図れる場のほかに、普段の運動不足解消の場
として

西 「上並榎いきいきサロン」と周辺地域住民で認知症サポーター研修開催

北

「暮らしで役立つ、スマホ体験教室」
「必ず役立つ整理・収納術講座」
※スマホ体験教室は好評なため、当初の予定を変更し追加開催したが、そ
れも満員となるほどの状況であった。スマホ体験教室は、地域の高齢者
の災害時などの情報弱者問題に関する対応がテーマ。整理・収納術講座
は、生前整理をテーマにエンディングノートの体験なども行った。

９　身近な生活課題や地域課題に重点をおいた事業
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城址

『心を育むわらべうた』
『親子で楽しい！リトミック教室』
『ミニチュアクレイクラフト体験教室』
『わらべうたとおはなしの会』
『読み聞かせ事業』
　乳児～幼児～学童年齢と成長していく子どもに合わせた学習機会を提供し続けつつ子
育て中のママたちにも着目し、ママたちが社会との接点を保ち楽しみながら子育てがで
きるよう、またママ友づくりなど人々とのコミュニケーションが確立できるよう場を設
け続けることで、子育て中のママたちが孤独にならないよう留意した事業運営を心がけ
ている。

塚沢

【地域防災士に学ぶ地域の守り方～防災マップづくり～】防災講座として、地域の防災
マップづくりを開催した。区長や民生児童委員を中心に班編成をし、地域を廻りながら
危険箇所などを地図におとした。
【生き生き熟年教室：悪質商法から自分を守るには】高崎市消費生活センター相談員に
よる振り込め詐欺防止対策などの講和を頂いた。

中川 「井野川外地域清掃ボランティア」

六郷

「シニア世代のよろず法律講座」
・行政書士高崎事業協同組合に依頼し、講師を派遣してもらった。比較的身近な専門家
に依頼し、わかりやすい講座を実施。
「高崎市の防災 自助・共助・公助の連携を目指して」
・地域の総合防災訓練を想定した住民への啓発事業と
「消費者被害防止講座」
・出前講座を活用。別会合で地元駐在より注意喚起の講話を実施

長野
『そば打ち教室』　地元「浜川町」で取れたそば粉を使って、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て、継続
していきたい事業である。

箕郷

・大人の喜楽塾
　団塊の世代を対象とした数種類の講座を行うもの。
　定年退職期を迎えた男性たちへ外へ出て活動することの楽しさを知るきっかけとなる
ことを目的とし、様々な講座を企画している。

八幡

「地域の魅力再発見セミナー（全５回）～もっと知るべぇや！群馬＆高崎～」
昨年に引き続き、群馬県や高崎市をテーマにした講座を企画した。今年の「地域ブラン
ド力調査2013」では、何とか最下位を脱した群馬県（４４位）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
崎市でも今年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、このセミナーを企画した。なお、内容としては以下のとおりであ
る。今回は、特に地域の歴史と産業について取り上げた。
・第１回　講義「高崎五万石騒動について」1/8実施
・第２回　館外研修「上毛新聞印刷センター見学」1/15実施
・第３回　講義「高崎のトリビア」1/22実施
・第４回　館外研修「赤城フーズ工場見学」2/5実施
・第５回　講義「ぐんま緑の県民税（森林環境税）について」2/12実施

鼻高

鼻高健康教室「医師による健康講話＆健康相談」
冬になるとインフルエンザやノロウイルスが蔓延するので、それを予防し健康で丈夫に
乗り切るための“医師による健康講話や健康相談”を「鼻高地区健康教室」として身近
な地区公民館を会場に実施する。地域住民の拠点機能としての役割を担う。

榛名 ・熟年講座（１回目）相続と遺言について

南八幡
楽しい雑学ゼミ（普通救命講習）
東消防署より講師を招き、AEDの使用方法等を学んだ

吉井
「吉井寿大学」「自分発見リフレッシュ講座」：高齢者対象と女性対象の違いはある
が、ともに通年10回にわたって、健康・安全・文化・環境・歴史など様々な観点から、
身近な生活課題や地域課題について学び、自己の向上をめざしている。
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倉賀野
「振り込め詐欺撲滅キャンペーン隊」（「くらがの高齢者教室」の1コマ）
高齢者を対象にした事業の計画、実施を行った。

滝川
滝川の井戸端会議
各団体の活動の報告や、スマートＩＣを建設している環境の中で、地域の整備を平行し
て実施している取り組みを紹介した。

新町

からだクローズアップ　高血圧
・国民病ともいわれる高血圧について、講演と予防改善ストレッチを教わる
ライフプラン＆暮らしに役立つセミナー
・将来のライフプランと快適な生活を過ごすための知識を学んだ

金古
「タブレット端末であそぼう！」を開催予定。高齢者と児童のﾍﾟｱで一台のタブレット端
末を使いながら簡単な遊び(脳トレ)を行い、交流を図る。

堤ヶ岡

『お正月にかざるしめ縄づくり』
衰退傾向にある地域の伝統文化を地域のご年配の方（講師）が若い世代の参加者に教え
継ぐという形をとり、結果的に地域の幅広い年齢層の方の参加があり、地域の伝統文化
継承とともに、世代間交流の場となった。

上郊
「簡単エクササイズ　さわやか健康体操教室」
　地域住民の自立を目的に開催

西 「料理技あり包丁さばき教室」で講師として地域内区長の技を展開

城址

『親子で楽しい！リトミック教室』
『“地域の防災マップの作り方”教室』
『ミニチュアクレイクラフト体験教室』
『夏休みこども"囲碁ゲーム“たいけん教室』
『夏休みこども”ヨガ“たいけん教室』
『夏休みこども“ミニチュアかみねんど工作”たいけん教室』
『秋の夕べのコンサート』
『わらべうたとおはなしの会』
『避難所運営ゲーム“ＨＵＧ”体験教室』（予定）
これらの講座は地元住民が講師（または協力者）として１人以上参加していただいたも
の。これは、今年度当館主催で企画運営する１４講座（予定）中９講座であり、半数以
上を占める割合である。
公民館に集まる地域情報を活かし、地元住民の持つ優れた技術や能力を見つけ、講師や
協力者の立場から地元の利益に還元できるよう活動した結果である。

塚沢
【塚沢地区作品展示会】【布ぞうりづくり教室】一般地域住民で作品を展示して頂いた
方に、『布ぞうりづくり教室』の講師を依頼し、今年度開催する。

長野

「おもしろ歴史教室」は、地元区長会長による講義で、長野地区にも関係
する歴史上の人物像の紹介や歴史について、楽しさを盛り込んで学んでいた
だきました。
「初心者英会話教室」は、「初歩の初歩」からの勉強として、地元で海外経験の持ち主
の方に講師となっていただき募集を募り開催しました。
実体験に伴う、英会話を少しでも身に着けて帰りたいと一生懸命に取り組んでいまし
た。

八幡

「観光ガイドおすすめ！富岡製糸場とまち案内」
「冬のものづくり体験～前あきベストを編もう！～」（１～２月実施）
「初歩から始めよう！くずし字で読む百人一首」（１～２月実施）
　八幡地区在住講師による講座。「観光ガイド～」については、高崎・富岡の観光ガイ
ドをしている講師に、富岡製糸場について話してもらった。編み物・百人一首について
は、定期利用団体の講師もしており、地域にその能力を還元している方々である。

10　地域人材発掘や育成に重点をおいた事業
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榛名
「書初め教室」
　県展の審査員を務めている方が地元に在住しており、その方を中心に教室を開催す
る。

下里見
「自然の恵みでリースを作ろう」「夏休み子ども工作教室」「陶芸を身近に感じてみま
せんか」「そば打ち教室」「ベビーマッサージ」で地元人材に講師を依頼。
・地域の声を拾い、募集時には幅広く声を掛けてもらうよう努めた

乗附
親子パン教室(春・夏)、陶芸教室、ポスター教室、竹細工体験教室、アロマテラピー・
キャンドルクラフト講座、熟年講座：こんにゃく作り体験教室などは、乗附小校区居住
者に講師を依頼している。

吉井
「手打ちうどん作り教室」：吉井在住の講師に、昨今では家庭で作ることがなくなって
きた手打ちうどんを指導していただいた。

岩鼻

ノルディックウォーキング教室、おとなの体力測定、すこやか体力アップ教室（3事業）
　地域内で活動している群馬県ノルディックウォーキング協会の指導者により地域の健
康づくりを目指す事業として開催。
（事業名）みんなで楽しく歌おう会
　地域内在住活動講師により、定期的な開催を行っている。

金古
「言葉に心をのせて語る　口頭伝承の昔話を聞きながら民話を学ぶ講座」を開催予定。
地域の民話を勉強し、参加者が地域の民話を語れるように学ぶ。

国府
・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。

上郊
「ベビーマッサージ教室」「夏休み子ども絵画・ポスター教室」
「プロから学ぶ家庭でできるフランス料理教室」
講師・協力者を地域住民から選定

城東

「しめ縄教室」
・子どもから高齢者までが参加できる世代間交流の場として
「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

西
「豊かな心と元気を発揮する講座：中国語と餃子づくり教室」地域住民と触れ合い
「おはなしのへやのクリスマス会」地域の世代を超えたイベント

東 ・毎日の雰囲気づくりの積み重ね

城址

『図書貸出事業』
　当館図書室は基本的に全部の時間を利用できるようにしてあり、図書ボランティア不
在であっても事務室にて貸出・返却事務を行えるようにしている。
　館入り口に設置したおすすめ本コーナーや図書リクエストＢＯＸ及び、１ヶ月に１度
の割合での図書ボランティア定例会議・リクエスト本購入事務を通じ、注目される新刊
本や話題の書籍が中央図書館と同等以上の速度で入荷しかつ利用者の目に留まりやすく
なるよう努めている。図書室規模が小さい分、利用者の予約過多になりにくく貸出待ち
の期間が短い分、一部の利用者からは中央図書館より好評を得ているとの声が聞こえ
る。
　また、当館図書室はカーペット＆床暖房設備であること、児童書・絵本の質・量とも
（規模の割りには）充実していることを活用し、当館で子ども向け事業を実施したあと
の時間には図書室を子どもたちに開放して、すぐに帰宅しなくても良い親子やママ友同
士の憩いの場として利用していただいている。

佐野
「しめ縄づくり」
地域の高齢者が小学生にしめ縄づくりの指導を行った。

11　居場所になるように行った事業　
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塚沢
【塚沢地区作品展示会】塚沢小学校児童や中学校生徒の作品を展示し、展示会当日は、
親子連れやお孫さんの作品を観覧に来られた方など、三世代間交流の場に繋がった。

六郷
図書室の午前中の開放
・定期貸出日（毎週火曜日13：30～16：30）以外に週2回午前中に開放

鼻高

「鼻高公民館：少年少女チャレンジ教室」と銘打ち、夏休みポスター作り教室、おもし
ろ科学遊び教室、クリスマスのお菓子づくり教室、冬の子ども劇場（パネルシアター・
紙芝居・歌等）を開催し、子ども達が楽しいひと時が持てるよう工夫した。また実施に
際しては、鼻高小学校へ相談と報告を密に行った。

西部 夏祭りやクリスマス会

榛名
・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
・おもしろ科学教室　親子で工作を楽しむ。

吉井
「落語独演会」：まずは公民館に気軽に足を運んでもらおうと、事前の申込みを不要と
し、誰でも自由に参加できるようにした。

岩鼻

図書室開放事業
　子育て中のママと乳幼児、児童や高齢者など誰でも予約なく自由な過ごし方のできる
スペースとして、図書室を開放している。図書室利用者等に対してアンケート調査を実
施し、平成25年10月から毎週月曜日午前中を開放している。現在のところ利用人数は少
ないが毎週利用者が起こされている。

大類
・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。

金古
・「長寿会と遊ぼう」を開催。長寿会の方と小学生でスマイルボーリングなどを行った
・「タブレット端末であそぼう！」を開催予定。高齢者と児童のﾍﾟｱで一台のタブレット
端末を使いながら簡単な遊び(脳トレ)を行い、交流を図る。

国府

・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。
・夏祭り
利用団体や地域の方々とこども達の交流を図る。
・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。

堤ヶ岡

『堤ヶ岡公民館ふれあいまつり』
堤ヶ岡公民館利用団体が、地域住民や公民館利用者に対して日頃の活動成果を発表する
発表会。各団体の活動の活性化を図り、これまで公民館を利用しなかった人の公民館へ
の関心、生涯学習への関心を高めることにつなげることと、公民館をとりまく地域の活
性化、公民館活動を通した人々の交流を目的とした。当日は幅広い年齢層の来館を想定
し、子どもからご年配の方までが楽しめるアットホームな雰囲気づくりを心がけた。

南
地域の子どもたちのためのクリスマスバージョン開催時に、高崎駅西口交番の所長よ
り、子どもたちに短時間であるが講話をしていただいている。

西 「防災訓練」消防署の協力を得て利用者向けに実施

12　防災や防犯に重点をおいた事業
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北

飯塚町第１・２町内会と連携した、
「防災士に学ぶ地域の守り方～地域防災マップを作ってみる～」
「防災士に学ぶ地域の守り方～ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）に挑戦！～」
※飯塚町内会より連携の依頼があり、事前に企画会議を何度も開催し、地域の要望をな
るべく取り入れた形で開催した。講師は日本防災士会群馬県支部副支部長の赤羽潤子さ
ん。自分たちの住んでいる地域を歩いてまわる中で、いろいろな発見をすることができ
た、。ＨＵＧでは、普段あまり考えることの少ない避難所に関する意識が高まった。こ
の事業は、１２月１日号の「広報高崎」にも取り上げられた。

城址

『“地域の防災マップ作り方”教室』
『避難所運営ゲーム“ＨＵＧ”体験教室』（予定）
　ＮＰＯ法人及び地元区長会と地元女性防火クラブをつなげて実施した『“地域の防災
マップの作り方”教室』は、地元の地域づくり活動協議会の事業として実際に地区防災
マップ作りをはじめるきっかけとなった。

『被災地ボランティア経験者の話を聞こう（公民館人権教育推進講座）』
　東北北三陸を舞台としたＮＨＫ朝の連続ドラマ「あまちゃん」の放送終了時期にあわ
せ、実際に東日本大震災直後から複数回被災地ボランティアを行った高崎市人権教育講
師の方に、スライド付きでその経験を語ってもらった。
　この講座は地元区長会の研修講座としても活用された。

『防犯教室』（予定）
　公民館は警察官立寄所であるところ、地元交番と公民館の普段からの連絡が良くでき
ていることから発展して、地元交番所長による『防犯教室』をお願いできることになっ
た。

塚沢

【地域防災士に学ぶ地域の守り方～防災マップづくり～】防災講座として、地域の防災
マップづくりを開催した。区長や民生児童委員を中心に班編成をし、地域を廻りながら
危険箇所などを地図におとした。
【生き生き熟年教室：悪質商法から自分を守るには】消費生活センター相談員による振
り込め詐欺防止対策などの講和を頂いた。

矢中

「防災講座」（平成２６年１月２０日開催予定）
生涯学習推進員と協議しながら講座内容、講師選定を進めていった。内容は、前回実施
した「高崎市の防災対策講座」に引き続いて、防災をテーマにした。
講座内容、日程、謝金等を考慮して講師を決め、依頼した。

新高尾 寿学級の中で消費者センターの協力で詐欺の講座を行った。

六郷

「高崎市の防災 自助・共助・公助の連携を目指して」
　・地域の総合防災訓練を想定した住民への啓発事業と
「消費者被害防止講座」
　・出前講座を活用。別会合で地元駐在より注意喚起の講話を実施

長野

「避難訓練」
　平成２５年１２月２７日（金）午前１０時４５分から、サ－クル団体のご協力を得
て、１１９番通報訓練と避難訓練及び消火器による消火訓練を
実施しました。非常時のとっさの判断力と、集団生活における調和と協調そして、連携
を養う為に実施しました。

箕郷
・防災マップをつくろう
ＮＰＯ法人わんだふると防災についての講座を模索し、ＨＵＧなどを交えた
体験型の防災マップ作りをできる講座となった。

豊岡
消防訓練２回（内１回は、サークルにお願いした館内大掃除のあと自主訓練）、防犯講
座１回「ゆうゆうセミナー」の１講座として、市の防災安全課と調整し実施した。

西部
金融被害にあわないために
生涯学習推進員さんとの連携事業
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榛名

・熟年講座（２回目）人権教育講座　沖縄の方言をもちいて、「ゆいまーる」とは、助
け合うということであり昔は日本全国どこでも田植えや屋根の葺き替えなどたくさんの
「ゆいまーる」が存在した。その精神が現在でも沖縄では存在しホームレスと言われる
人が沖縄では存在しない。「肝さなさ」とは、心を大切にする、他人のことをおもいや
るということである。「なんくるないさ」とは何とかなるさということであり、沖縄の
人の言葉の解釈では「なにもしないでなんとかなる」ではなく、「何事も一生懸命すれ
ば結果はどちらでもいいんだよ」ということだそうです。

吉井

「防犯について（吉井寿大学）」：未だに被害が多い振込み詐欺について、寸劇により
わかりやすい講義で、参加者から「毎年実施して欲しい」との声があった。
「群馬の活火山・浅間山について学ぼう（自分発見リフレッシュ講座）」：防災意識の
高まる中、現在も火山活動を続ける浅間山について学ぶことは、群馬県民としてたいへ
ん意義がある。館外学習として現地で実施。

倉賀野
「振り込め詐欺撲滅キャンペーン隊」（「くらがの高齢者教室」の1コマ）
高齢者を対象にした事業の計画、実施を行った。

岩鼻
出前講座「高崎市の防災」
　岩鼻公民館運営推進委員を対象に開催する。各区長をはじめ、各種団体の委員で構成
されていることから、防災意識の浸透を図る。

新町
スポチャンをやろう！
・手軽に出来るスポーツチャンバラをもとに、護身術にもなる動作を学んだ

金古
「手作り紙芝居づくり(金古小学校交通安全紙芝居)」
金古小通学路を舞台とした交通安全教育の手作り紙芝居を作成中

南
子どもスイーツ教室において、日頃調理等に親しむ機会のない子どもたちに手作りの調
理等食に対する認識を持ってもらうことができた。

城東
「親子スイーツ教室」・「大人のスイーツ教室」・「そば打ち体験教室」
・自分で調理することにより、作る楽しさや食の大切さを学ぶ

西
食生活改善推進協議会・生涯教育推進員と共催で「男性のための料理教室」を開催し意
識改革と技術向上により食生活への参加を図る

北
「おとこの料理教室」
※普段、料理に接することの少ない男性を対象に開催。料理がはじめての男性に参加し
ていただき、有意義な事業となった。

佐野
「チャレンジ！こども料理教室」
小学生を対象に佐野地区食生活改善推進員の指導のもと、食育に重点をおいた料理教室
を行った。

塚沢 【そば打ち体験教室】そばの打ち方や作り方を学んだ。

箕郷

・生涯現役で楽しく過ごすための食生活（講演）
・そば打ち教室（実習）
・酒粕とヨーグルトで腸内美人になろう（実習）
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

13　食育に重点をおいた事業
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片岡
食生活改善を目的に、生活習慣を見直すため食生活改善推進委員のみなさんと相談して
「健康食講習会3回シリーズ」を開催することになり公募したところ申し込み者2名で
あった。再検討とし、今回は中止に至った。

浜尻
男性料理教室
地区の食改推を講師として、中高年男性に自立した食生活と生活習慣病予防を目的に開
催した。

六郷
「おっきりこみをつくろう」（１月２３日開講予定）
　・講師を食生活改善推進委員とし、群馬県おっきりこみプロジェクト（ぐんまちゃん
ロゴの活用、県のフェイスブック掲載）を活用して実施

長野
・「夏休み子ども料理教室」については、子どもの頃から料理を作る楽しさを求めると
共に、その体験学習を地域に役立て仲間作りを図ることを目的として開催し、参加者同
士で力を合わせておいしい料理を作りました。

八幡
・親子ふれあいひろば～お父さんもいっしょ～（第４回）
　全５回のうち１回は食育をテーマにし、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。

榛名
・熟年講座（２回目）診療内科医による医療講座　食は大切であり出来るだけ薬品類を
使用しないものがよいと、実例を上げながら解説する。

乗附 ・親子パン作り教室（夏・春）

南八幡
夏休み親子クッキング教室。
自分で料理を作ることにより、食べ物の大切さを学ぶ機会を設けている

倉賀野
「親子ふれあい教室」
親子で食事、栄養について勉強し、調理し、一緒に食べた。

岩鼻
夏休み親子料理教室
食生活改善推進員を講師に迎え、親子で食事を作りながら食育を学ぶ機会となった

大類
・親子わくわくクッキング
　食生活改善推進員に材料買出しや事前準備などをしていただいた。明治クッキングサ
ロンを利用し、講師派遣と材料費の一部負担を受けている。

新町
日本伝統の和菓子に挑戦
・日本伝統の和菓子づくりから食育について学んだ

金古 ・「こどもクッキング」で簡単な料理を作りながら食育を行った。

国府

・おだんご作り
子どもを対象とし、十五夜の伝統にからめ団子の作り方を学んだ。
・こども茶道教室
茶道をとおして礼儀作法を学ぶ。
・おきりこみうどん作り（だがしや楽校内）
子どもを対象とし、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。

堤ヶ岡
『地域の野菜を使った料理教室』
自分の住む地域特産の野菜を材料とした料理のレシピや作り方を学ぶことで、食を通じ
た地域の魅力の再発見、地域への愛着につなげることをねらいとして行う。

上郊

「夏休み親子わくわくクッキング」
食への感謝の心を育て、親子のコミュニケーションを図る。
「プロから学ぶ家庭でできるフランス料理教室」
　プロから作り方やマナーを学ぶ。
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南
高崎歴史講座は、今年高崎学検定も実施され皆さんが興味を持って熱心に講師の話に耳
を傾け、質問等も多かった。

城南
西上州の戦国時代：城南地区の戦国武将であった和田氏や、和田氏を配下とした武田氏
等の戦国大名について、その時代の動きを古文書から追った講演会だあった。

西 地域づくり活動協議会と共催で「歴史探訪教室」を実施

城址

『大人のための上毛かるた企画～本当は読みたかった小栗上野介～』
倉渕にゆかりのあることで有名な小栗上野介は高崎城址にも関連があり、第１ブロック
生涯学習推進員主導で企画されたこの講座をまちなかで実施するにあたってはそのこと
が意識され、高崎城址をエリア内とする当館を会場として実施するよう企画された。

塚沢
【塚沢の歴史を探る】塚沢公民館サークル「史遊会」の方に講師依頼し、地域の史跡廻
りや講義により、地域の歴史・文化を学んだ。

矢中

「もっと矢中を知ろう」～親子史跡めぐり～
矢中小学校区にある歴史的建造物や史跡を学習することによって、地域への理解と愛着
を育むことを目的に実施した。実施時期も気候の良い１０月を選び、曜日、時間も親子
で参加できるように土曜日の午前中とした。

新高尾 地域づくり協議会と協賛で日高遺跡講演を2月ごろ行う。

六郷
「史跡ウォーキング　新島八重の足跡をたずねて」
　・周辺地域への館外学習実施のため地域づくり活動協議会と連携し、事前学習講座を
開催して学習の効果を高めた。

長野
・「おもしろ歴史教室」は、長野地区に関係した歴史・文化等を紹介して
　地元に根付いている歴史探訪の旅へと導いていただきました。

箕郷

・新島八重子夫人の生涯と（講演）
・里見氏の歴史（講演）
・太田歴史の旅（現地視察）
・富岡甘楽歴史散策（現地視察）
・梅もぎ梅ジュース作り（体験）
・榛名神社と榛名湖伝説の旅（現地視察）
・今求められる人間良寛さまの心（講演）
・文学の散歩道（講座）
・箕郷を知ろう（講座・現地視察）
各事業とも箕郷地域、高崎市および県内の歴史や自然について学ぶ機会を得ることを目
的とし実施した。

豊岡
・豊岡の遺跡について（引間遺跡・後原遺跡）生涯学習推進員と調整し共催事業で行
なった。

八幡

・史跡探訪ウォーキング～新島襄ゆかりの地、安中を巡る～
　大河ドラマの放送にあわせ、新島襄ゆかりの地である安中市の史跡めぐりを行った。
安中市の観光ガイドに講師を依頼し、各所にある史跡について分かりやすい解説をいた
だいた。
・観光ガイドおすすめ！富岡製糸場とまち案内
　設問１１参照
・地域の魅力再発見セミナー（全５回）～もっと知るべぇや！群馬＆高崎～
　設問１０参照

榛名 ・古典文学講座（実施予定）

寺尾
寺尾を語る歴史講座
公民館だより等で受講者を募集し、南北朝時代の変遷を現存の史跡、資料を基に検証し
考察した。

14　地域の自然、歴史･文化、産業等に重点をおいた事業
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南八幡
南八幡郷土史と銅の歴史遺産を訪ねる
南八幡郷土史会と連携し事業を実施

吉井

「抜きん出た技術の火打金（自分発見リフレッシュ講座）」：吉井の特産品として、江
戸時代に広く世間に知られていた火打金について学んだ。地元の資料館の学芸員による
解説は、より身近でとてもわかりやすかった。
「多胡碑の里の自然（吉井寿大学）」：（3月実施予定)

倉賀野
「倉賀野歴史講演会（仮称）」（2・3月実施予定）
今年度作成している倉賀野合併50周年記念誌をもとにして、時代区分毎に倉賀野の歴史
についての講演会を実施予定。

岩鼻

岩鼻地区まちづくり講演会、歴史講演会、現地学習会観音山古墳、岩鼻歴史マップを手
にめぐって見よう（4事業）
　岩鼻地区にできるスマートインターに関連してのまちづくり講演、歴史マップ第3編古
墳に係る学習、マップを活用した散策等広がりがある。

大類

・大類のむかしを知る
　大類歴史研究会と共催し、大類地区に残されてきた資料を中心とした古文書の読解を
通して、地域の歴史を学ぶ講座。古文書の選定などを講師・大類歴史研究会と協力して
実施。

滝川
滝川ウォーク
町内の役員さんが資料の提供や、現地で模造紙を利用した説明など精力的に協力をして
くれました。

新町

歴史散策「新町文化財めぐり」
・新町の文化財をめぐり、歴史や文化にふれ、郷土に関心を持ってもらう
新島襄と八重
・上毛カルタにもでてくる歴史上の人物で有名な新島襄について、生き方
等学び、知識を深めた

金古 「第２回歩いて再発見!古代ロマンとはにわの里コース」にて群馬地域の歴史に学ぶ

国府

・郷土探訪
　自分の足で歩き、国府の歴史をみなさんに学んでもらう。
・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。
・はじめての手作り紙芝居教室
　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
・おっきりこみうどん作り（だがしや楽校内）
　子どもを対象とし、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。
・北極星と春・夏の星座を知ろう。北極星と夏・秋の星座を知ろう
　星を観察することにより星座に興味をもってもらう。

堤ヶ岡
『健康ウォーキングで地域めぐり』
ウォーキングの基礎を学びながら、地域内の歴史的文化施設を歩いて巡ることで、自分
が住む地域の新たな魅力の発見と、同じ地域に住む人同士の交流につながった。

南
しめ縄作り教室を地域の方を講師、協力者として、また、稲ワラは南小学校の児童が栽
培したものを使い実施した。

城東
「しめ縄教室」
・伝統文化の継承

西 「並榎町獅子舞の春祭り巡行」文化継承・町内巡行

15　伝統芸能を守る拠点として実施した事業
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城址
城址公民館文化祭（作品展・芸能祭）
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
祭では地域の民謡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。

佐野
「とんぼ玉づくり体験教室」
古くから伝わる伝統芸能「とんぼ玉」の作成体験教室を行った。

塚沢
塚沢公民館を拠点に活動している「人形劇ファンタジー」による人形劇を、地域づくり
支援事業として３月に開催予定。

矢中
「矢中八木節踊り夏期講習会」「矢中太鼓夏期講習会」
町内のお祭りの前に練習をして、成果を地域住民に披露して伝統芸能を守り保存してい
くように努めた。

中川
「井野川外地域清掃ボランティア」「大八木町獅子舞・獅子笛体験教室」
公民館第3ブロック｢獅子舞交流会｣

浜尻
獅子舞交流会
獅子舞保存会どうしの交流を目的とし、第３ブロック共催で開催予定。（2/26）

北部
「烏子稲荷神社太々神楽後継者育成教室」
太々神楽の太鼓、舞いの練習

長野
「伝統文化継承教室」は、地元に存在する「浜川町獅子舞保存会」に重点を置いて開催
し、後継者の育成と更たる存続と発展のために参加者を募って地域文化の継承に務める
事業とした。

箕郷
生原北野神社獅子舞体験教室
　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

榛名 榛名文化祭（榛名太鼓・榛名音頭（踊り））

片岡
地区内に、八木節保存会、獅子舞保存会があり市内外に広く活躍されいる団体の継承活
動として、子どもから一般を対象に各5回シリーズの講習会を実施した。参加状況は小中
学生を含む21名と20名であった。

南八幡
阿久津町獅子舞を習う。
高崎市指定重要無形文化財である獅子舞の後継者を育成している

倉賀野
「倉賀野合併50周年記念事業　くらがの祭り」
祭りの一環として、倉賀野城十六騎武者行列、山車祭り、獅子舞、子ども神輿等を地域
づくり活動協議会と共催した。

滝川
太々神楽伝承会、獅子舞伝承会
獅子舞では、子どもの参加もあり伝統を引き継ぐ取り組みをしている
神楽でも、1人でさまざまな役をこなし伝統を守っています

京ヶ島
「京目屋台囃子講習会」
地域芸能祭への出演など、地域の人の目に触れてなるべく多くの人に存在
を知ってもらえるように取り組んでいる。

金古 「金古諏訪土俵獅子舞の伝承教室」を開催予定

国府

「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。
「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
「おっきりこみうどん作り（だがしや楽校内）」
　子どもを対象とし、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。
「はじめての手作り紙芝居教室」
　地域の文化を継承するため、民話を紙芝居にした。
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上郊
「中里八木節伝承教室」
地域の伝統芸能の保存及び振興を図るとともに、伝承者の養成を目的に開催

南
みなみ住民教養講座（2～3月実施予定）
地域の歴史や文化について改めて学ぶ講座を予定しています。

城南
第26回鎌倉街道武者行列：城南地区内にあった鎌倉街道を偲ぶために毎年行なう武者行
列であるが、城南地区の区長会を中心に全ての談愛が協力して行なっている。公民館も
その一員として城南地区の団結に力を注いでいる。

西 「料理技ありかえし教室」で手打ちうどんを賞味

城址

『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』
『クリスマスイブミニコンサート』
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。

佐野
「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
【塚沢の歴史を探る】塚沢公民館サークル「史遊会」の方に講師依頼し、地域の史跡廻
りや講義により、地域の歴史・文化を学んだ。

東部
陶芸教室（親子、成人）２回
・陶芸窯が設置してあるので、親子陶芸と一般の陶芸教室を行いました。

箕郷

・キッズハローワーク「自衛隊」
・梅もぎ梅ジュース作り
・獅子舞体験教室
・箕郷を知ろう
・ふれあいウォーク
地域とつながりの強い自衛隊での見学、地域で盛んに行われている梅栽培を取り入れた
事業、地域にたくさんある石造物等にふれあい、歴史を感じることのできる事業を行っ
た。

八幡

・八幡まちづくり作文・絵画コンクール
今年で９回目となるが、夏休み期間中、子ども達が自分達の住む八幡地区について考え
る良い機会となっている。また、大人にとっても、子ども達の作品に触れ、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
鼻高は、自然豊かで風光明媚な所なので、健康志向のウォーキングと抱き合わせで、地
域の自然や植生する樹木の解説会、飛来する野鳥の観察会、また、景観写真撮影会等を
開催して、地元理解と郷土愛醸成の事業を実施した。

榛名 ・味噌作り教室（実施予定）

下里見
「梨の里ウォーキング」
・下里見地区の梨を眺めながらウォーキング。

寺尾
ミニギャラリーてらお
公民館で学習した成果品や自分の趣味の作品をいつでも、気軽に展示できるスペースを
設け、開放している。

南八幡
シャギリを習う。山名町に伝わるお囃子「シャギリ」の後継者を育成している
クリスマス会。

16　地域の特色や課題を生かした事業
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倉賀野
「倉賀野城十六騎武者行列」
倉賀野小学校金管バンドとともに、町内を行進した。

岩鼻
味噌作り体験教室
　岩鼻地区内にある味噌加工センターを利用しての味噌作りを2班40人定員で開催。安心
安全の手作り味噌は毎回参加者に好評である。

金古
・「言葉に心をのせて語る　口頭伝承の昔話を聞きながら民話を学ぶ講座」を開催予
定。地域の民話を学ぶ。
・「手作り豆腐に挑戦」を開催予定、地元の材料を使って豆腐作りを行う。

国府

「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。
「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
「おっきりこみうどん作り（だがしや楽校内）」
　子どもを対象とし、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。
「はじめての手作り紙芝居教室」
　地域の文化を継承するため、民話を紙芝居にした。

堤ヶ岡
『お正月にかざるしめ縄づくり』
地域に伝わる伝統文化を地域の年配者(講師)が若い世代の参加者に教え継ぐという形を
とり、結果的に多数の方の参加があり、地域内の世代間交流の場となった。

上郊
「子ども支援事業」群馬地域限定
「家事力アップ！かんたん節約料理教室」１～２月開催
「（仮）紙芝居講座」２～３月開催予定

南
みなみ熟年講座
講座内容が参加者の関心があるものが多く、今後も参加者の要望を取り入れ継続実施し
ていきたい。

城南

「ボールペン字講座」
講師が好評で、参加者の発案でサークル化の手前まで話が進んだが、講師と生徒の時間
の都合が合わず断念した。来年は違う講師で同じような講座を行ないサークル化した
い。

城東
「親子スイーツ教室」
・親子のふれあいの場

西
「かぞく空手教室」幅広く参加
地域づくり活動協議会と共催で「歴史探訪教室」を実施、参加者多数

北

「暮らしで役立つ、スマホ体験教室」
「あなたの包丁もよみがえる、包丁研ぎ講座」
※好評なため当初の予定を変更して追加開催した。それも満員となるほどの盛況であっ
た。

17　うまくいった･手ごたえがあった事業
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城址

『城址公民館文化祭』（作品展・芸能祭）
　作品展については出展作品が昨年度比で大幅に増え、展示場所を確保するのが困難な
ほどであった。
　芸能祭は昨年度以上の出演団体があり、かつ今まで１０年以上出演希望のいなかった
サークルが出演希望となり、発表の舞台に新鮮味が加わった。
　いずれも公民館利用者が公民館を気持ち良く利用していただき、十分な学習効果を得
られている結果だと考えている。

『夏休みこども“囲碁ゲーム”たいけん教室』
　現役囲碁プロ棋士を招いて行ったこの講座と、これをきっかけに活動を開始した城址
公民館定期利用団体「城址子供囲碁教室」の活動は、今夏からすでに２回上毛新聞上毛
特選碁記事になっている。
　社会教育分野に囲碁が含まれていることと、群馬県内の子ども囲碁界では高崎市は伊
勢崎市や前橋市に遅れを取っていることを社会情報として公民館側はキャッチしていた
が、ここにきて当館発の子ども囲碁活動が「高崎の子ども囲碁界」というフレーズで新
聞記事に紹介されるようにもなった。
この活動は依然上毛新聞社や群馬県の囲碁関係者に注目されており、「城址子供囲碁教
室」に関わるボランティアスタッフの士気も高い。
社会情報のキャッチ～構想～企画～展開～情報発信という段階が多くの人々の協力で好
循環しており、その活動が広がりを見せつつある。
学習効果の面に着目すれば、囲碁は東京大学ほか有力大学の教養科目単位としても認定
される種目であり、囲碁が子どもたちに広がりをみせることで長期的にみて子どもたち
の理数系学力向上の可能性を秘めていると考えている。

佐野
「三世代交流餅つき大会」
はじめての試みで不安もあったが、各関係団体が協力しあい、参加人数も270名を超え、
大盛況の餅つき大会となった。

塚沢
【塚沢地区作品展示会】地域で人材発掘、三世代交流・サークル会員同士の交流の場と
もなる。文化的活動サークル会員の士気も高まり、張り合いができ、地域文化の振興に
繋がった。

東部
親子で作るＸｍａｓケーキ
・１教室５組なので午前の部、午後の部と２回開催。参加者の声もとても高評でした。

矢中
「ベビーダンス教室」（赤ちゃんとその親が対象）
赤ちゃんとスキンシップをしながら親子の絆を深め、さらに親同士の交流を図ることを
目的に実施した。この講座をきっかけに若いお母さん方の公民館利用が大幅に増えた。

中川

「井野川外地域清掃ボランティア」
本年度で3回目を迎え、実施主体を「中尾中健育推」へ移管することで、中尾中学校区の
定例行事、そして公民館と小・中学校、地域の協働事業として定着した。(H26.1.26実施
予定)

新高尾 「米作り」

浜尻
「えいごであそぼ」
未就園児を対象とした英語教室は、公民館ではあまり開催されていないので、実施して
みたところ、地区外からも多数の参加があり、親子で楽しめる内容であった。

北部

「ボールペン字教室」
今年度初めて行った教室であるか、最近文字を奇麗に書くことが話題になっているから
か、受講者が多数であり、ひらがなから漢字まで書き方のポイント、コツを習得できる
教室であった。

六郷
「小学校校区の作品展」
　・出品サークルによる体験コーナーや手遊びコーナーを設置して、サークル会員や来
場者の相互交流が盛んに行われ、自主的な運営や積極的な協力を感じることができた。
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長野

「寿学級」８回シリ－ズ　「子ども料理教室・２回」「夏休み子ども映画会・１回」
「男の料理教室・３回」「クリスマス会・１回」
　特に寿学級については、９月～１１月までの長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逢いをとても楽しみにして頂き、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でしょうか。
　今年は夏に開催していた「子ども人形劇」を１２月に「クリスマス会」として開催し
ましたが、幼児とふれあう機会を提供出来てよかったと思います。図書ボランティアの
皆さんには大変お世話になりました。

箕郷

「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こと。
「防災マップをつくろう」
地域の防災に対する見識が広がった。また体験で防災マップ作りをしたことにより自宅
周りにおいても防災的なものの見方をできるようになったと感じた。
「運動教室」（おりひめ学級、寿大学）
　各受講生に対し体力測定を実施したので大変効果的な運動教教室になった。また、学
生（若者）と参加者（高齢者）との交流もでき両者にとってとても良い刺激となったよ
うに感じた。公民館にとっても盛況のうちに終わることができた良い教室だった。

豊岡
・エージレス体操教室　公民館として久しぶりの主催の体操教室で、参加者も多く、講
座終了後定期利用団体にもなり、大変好評だった.

八幡

「親子ふれあいひろば～お父さんもいっしょ～」
　例年春先に行っているが、講座名のとおり、父親も参加できるよう、全５回のうち１
回を土曜日に実施した。８人の父親が子どもを連れて来館し、手あそびや読み聞かせ、
お絵かきなどを楽しんだ。普段なかなか子どもと接する時間がとれない父親に、子ども
と触れ合える場を提供できただけでなく、３０～４０代の男性という一番公民館に縁遠
い世代に来館していただいたことは、今後につながっていくものと考えられる。

「地域の子育て応援セミナー第４回　学童についてのお話と見学」
　内容については設問２のとおりである。この講座の参加者はセミナー受講者１１名の
中の４名と少なく、人数の多少のみで言えば失敗となる。しかし、この講座こそ「地域
住民に最も密着した社会教育施設」である公民館の役割を果たしたものと言える。
　主に共働き世帯の児童を放課後に預かっている学童クラブだが、そこでどのような保
育が行われているのか、当事者以外はなかなか知る機会も少ない。そこで、現役の指導
員に依頼し、地域住民に学童について案内していただくのと同時に、現在の子育てを取
り巻く環境について考えた。
　参加者４名のうち、子育て世代が２名いたことも、講座を実りあるものにした要因で
あった。そのうち１人は、他の小学校区の学童に子どもを預けているとのことで、なお
関心が高かったようである。また、他２名はいわゆる「孫育て世代」だが、彼らから
も、昔と今の子育ての違いについて意見が出され、受講者・講師と共に情報を共有でき
た。
　また、私自身が公民館に異動する前に、こども家庭課で学童の担当をしていたことか
ら、八幡学童クラブだけでなく、他の学童の様子なども補足説明できた。
　以上の点から、子育てに関心のある受講者と、地域の児童保育を担う学童指導員を公
民館主事が結びつけ、子育てという共通のテーマを考えるという図式ができあがった。
受講者・講師・公民館主事のいずれかが一方的になるのではなく、双方向で講座を作り
上げられたことは、今後の励みとなった。

鼻高

「わがまち鼻高　地域座談会」の開催。公民館だよりで地域に特化した話題を紹介した
ところ、地域住民の中から自然発生的に地域座談会をやろう。鼻高のひとづくり・まち
づくりについて話し合おう。区長会や各種団体と連携し、オール鼻高で参画型の地域づ
くりをやろうという機運が盛り上がった。

西部
囲碁教室は、男性などの普段公民館を使用しない人をターゲットにした事業でしたが、
多くの人が参加しサークル化した。
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倉渕
『星座の観察会』は数年前から実施してきているが、今年度参加者の反応を見ると、少
し定着しつつあるかなと感じました。高崎市で一番星がきれいに見えるということを売
りで始めた事業です。

榛名
・熟年講座（5回目）館外研修、陸上自衛隊新町駐屯地　自衛隊と聞くとイメージ的に人
が集まらないのではと危惧していましたが、アンケートの結果を見ると、１番評価が高
かった。また、視察しておもしろかった。

下里見
・小学生を対象とした事業は全て定員いっぱいとなった。
・近隣の小学校・幼稚園に公民館だよりを配布している。

片岡

文学入門講座「徒然草を読む」8回シリーズを実施。
・語学、文学講座は定評な主催事業であり、一般成人の教養課程を深める講座として人
気がある。長期的講座であるため課題視されるようだが、習得期間を考慮したり、カル
チャーセンター等と区分けし、公民館本来の身近かに参加学習できる利点を活かした
い。

城山
課題研修で開催したトラベル英会話は、夜間開催ということもあり普段、公民館にはこ
ない大学生の参加や、80歳の高齢の方の参加もいただいた。終了後のアンケートも好意
的な回答ばかりで、参加者に大変喜んでいただけた。

南八幡
子どもたちが公民館へ来ただけで楽しめるよう飾りつけを行ない雰囲気作りを行なっ
た。（ツリーなども手作りで作成）

吉井

「シルクストールの電子レンジ染」：染物というと時間がかかりそうだが、電子レンジ
を使用し短時間で染められたため、参加者から「また実施して欲しい」と好評であっ
た。既製品では味わえない完成した時の達成感があったようだ。自作のストールを身に
つけ、寒い季節の外出も楽しんでもらえるよう秋に実施した。

倉賀野
「夏休み　こどもポスター教室」
小学校の協力のもと、実施。申込み者多数のため、抽選になった。

岩鼻

乳幼児とママのための子育て教室：第4回初めての美術館
　地域内にある群馬県立近代美術館で開催される「こども＋おとな＋夏の美術館アート
といっしょに」を観覧。美術館のファミリータイムを活用して、乳幼児連れでも安心し
ておしゃべりをしながら観覧できることで、今回は乳幼児39人を含む88人の参加者で
あった。

大類
・大類のむかしを知る
　古文書の読解と言う比較的難しい内容であるが、参加者は熱心に受講している。地域
の歴史や文化に対する、地域住民の理解を深める一助にはなっていると考えられる。

滝川
滝川ウォーク
参加者が増え、地域の歴史を学ぶことの大切さが定着してきた。

京ヶ島
ノルディック・ウォーキング講習会
事業終了後も参加者がサークルとして交流をつづけているとのことなので、生涯学習の
機会提供と地域住民の仲間作りに寄与できた。

新町
寺子屋Ｗｅｅｋ大作戦
・夏休みの課題を仕上げながらボランティアとして地域の大人に手伝っていただき交流
が図れた。

金古
「平成寺子屋（ポスター編）」昨年に引き続き行っている事業だが年々参加者が増し、
今年は予定人員を大幅に超えたため、急遽開催日をふやした。

国府

・夏休みこども将棋教室
　全３回でしたが、子どもたちもすごく楽しんでいて、とにかく上達していた。
・英語で遊ぼう
　簡単な単語から外国のふく笑いのゲームまで楽しく学んでいた。
・足裏リフレクソロジー教室
　受講者から「よく眠れるようになった」「足の冷えが軽くなった」などの意見が多々
寄せられ、受講者の満足度がとても高かった。

35



堤ヶ岡

『リラックス・ヨガ教室』
「無理なく気軽に取り組める運動」をコンセプトに、「ヨガ」に対してできるだけ
“とっつきにくさ”や“敷居の高さ”を感じさせないように、３種類のヨガを３回の講
座で広く浅く学ぶ「ヨガの体験講習」的な色合いが強い講座とした。結果的に定員の倍
以上の方からの参加申込み希望があり、参加者からも大変好評をいただいた。

上郊 「簡単エクササイズ　さわやか健康体操教室」地域住民のニーズに沿った講座

金古南
足門

公民館主催事業「金古南小学校児童作文コンテスト」
初開催から3回目の事業になることもあり定着してきた感はありますが、今回からは運営
推進委員会で議論を尽くして作文のテーマを決定しました。また、学校も力を入れてく
れた成果で低学年の児童からも多くの応募があり児童の約4割に当たる186作品（1回目
103作品2回目156作品）が集まりました。審査に当たっても小学校長をはじめ区長、生涯
学習推進員、図書ボランティアと多くの方々の手をお借りしました。審査員の皆様にも
子供たちの普段考えていることや地域に対する思いが伝わりいろいろな場所で話題に
上っていました。
公民館で行った表彰式についても保護者だけでなく受賞者のお友達も応援に来てくれた
りして賑わいのある中でできました。
これから優秀作品については公民館だよりに掲載して地域に発表していくので、そうし
た子供たちの思いが地域に広がっていくことと感じています。

南 地域住民の方々にタイムリーな情報を届けることができるよう心がけている。

城南
なるべく両面は使わず片面のみにする。裏面を使うときは重要度の低い情報を載せる
か、知ってもらいたい情報は片面のみで2枚刷って配布する。

城東
・高齢者向けに見やすさや分かりやすさを心がけた。
・「まなびネットたかさき」で閲覧したときにカラフルになるように作成。

西 住民に直結する事業や話題を提供

東 ・作り手の自由で

北
・主催事業の募集時、事前に予告をしたり、２～３回連続で掲載するなど、なるべく情
報が行き渡るようにしている。

城址 ・字をなるべく大きくするよう留意している。

塚沢
講座のタイトルは、太く大きめな字にし、目立つようにしている。公民館事業報告は次
回の参加者増も見込み、写真だけではなく内容的な事も多く記載している。

東部 ・文字などは、簡潔にイラストなどを入れて、少しでも見やすいようにしている。

中居
ほぼ月２回の発行に変更し、主催講座もできるだけ２回は載せるようにした。スマート
フォンでも公民館だよりが簡単に見られるようQRコードを工夫している。

矢中
主催事業の募集や毎月定期的に実施している事業を中心に掲載している。地域住民が読
みやすく、わかりやすいようにイラストを入れて作成している。

中川
・公民館第3ブロック内に存在する伝統芸能または伝統行事の日程を事前に周知。
・各町内会の防災の取り組みを適宜掲載。

六郷
・公民館のお知らせに『＋地域情報』などを掲載して、読んでもらえるように（読んで
有益）掲載内容を考えている。

長野
・見易さと参加者募集の時期をうまく出来るように作成して来ました。
　また、写真やイラストを活用して目に付きやすいように工夫をしました。

箕郷
・募集のレイアウトを見やすくなるように工夫している。
・表現について老若男女誰にでもわかるような表現に腐心している。

18　公民館だよりの活用についての工夫
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八幡
基本的には去年と同じで、講座の様子を撮影した写真を活用している。ただ、こうした
活動報告を連載ページ「八幡公民館ニュース」の一部とし、講座の予告や利用団体の取
組などと一緒に掲載するようにした。

鼻高
ただ単なる公民館事業の募集記事だけでなく、地域のコミュ二ティ紙として発刊してい
る。裏面を活用した「わがまち鼻高」という特集記事を連載し、地域に限定した歴史文
化・史跡・民俗等掲載し、郷土愛の醸成を図っている。

西部 回覧が遅く回る地区もあるので、事業の告知を早めにする。

倉渕 他の公民館のたよりを参考にし取り入れることができるものはないか探っている。

榛名
・当館は回覧方式のため写真・絵で解るよう工夫している。
・主催事業参加者の顔が写っていない写真にする

下里見 ・主催講座などの情報は目立つように大き目のスペースを使用している。

片岡
地域の行事や公民館主催事業をできるだけ表面に強調して掲載するよう心がけている。
また、地域情報の収集のために区長はじめ各種団体が公民館利用時に声をかけ行事紹介
の依頼をしている。

城山
1日号にその月の公民館の行事スケジュールを掲載している。公民館だよりを自宅で貼っ
て、このスケジュールを見て公民館にみえるという住民の方々がおり、便利だと好評で
ある。

南八幡 見やすさ

吉井
スマートフォンの普及にともない、回覧時だけでなく、いつでも携帯電話で見られるよ
うに、当公民館だよりのQRコードを作成し、掲載している。

倉賀野 読みやすいよう、文字サイズを大きくしている。

岩鼻
月２回の発行を行い、公民館事業の周知を図り、地域住民に対する情報提供をきめ細か
く行う。

大類
・実施した講座などについて、完了報告を載せる。
・小学生向け講座は大類小児童に号外を作成して配布している。
・地域の行事、長寿会など地域団体の情報を掲載している。

京ヶ島 地域の行事をなるべく載せて、参加者が少しでも増えるよう協力している。

新町 公民館に関する身近な話題を掲載

金古
A3を折り込みA4サイズにして、他の回覧に紛れないように工夫、また紙面が増えたこと
を活かし、文字も大きくしている。

国府

・毎月、同じようなレイアウトにして、見やすくする。
・とにかくレイアウトを単純に見やすくし、内容もすぐわかるように簡単に短くしてい
る。
・文字のフォントを大きめにし、文字やイラストなどを詰めすぎないようにして何をア
ピールしたいかわかりやすくしている。

堤ヶ岡
表面には講座や地域についての今後のお知らせ、裏面にはこれまでの事業報告、活動報
告を掲載するというスタイルを一貫させ、見る人にわかりやすい公民館だよりを常に意
識して作成している。

上郊
回覧依頼の際、区長（学校、保育園長）とのコミュニケーションを図り、地域のニーズ
や課題を把握するよう努める
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金古南
足門

毎月１日号を地域情報誌として、主に地域のローカルニュースを掲載して発行。１５日
号を公民館だよりとして主に公民館の情報を掲載している。
毎年公民館運営推進委員会で議論してもらい、意見をいただき、地域のためになるよう
な公民館だよりになるように工夫を重ねている。

南
定期利用団体が高齢化にともなう減少傾向にあるので、サークルの募集等について、ま
た、希望者等へは見学等を積極的にすすめている。

城南
あいさつはきちっと行ない、サークルの方々と仲良くすること。色々な悩みや、愚痴な
どにも付き合い。話がしやすく、公民館に寄りやすい雰囲気を作るよう努力している。

西 「カラオケグループ」「手紙絵グループ」２つが発足

北
会員が減少している団体を対象に、
・公民館だよりに会員募集のお知らせを掲載する。
・サークルと連携して主催事業を開催し、会員の増加につなげる。

城址 主催事業などの影響でサークルの活動日数がなるべく減少しないよう、留意している。

塚沢
塚沢地区作品展示会開催により、日頃の活動がより一層活発になり張り合いができるよ
う発表の場を設けた。

東部 ・会員の少ない団体については、公民館だよりに会員募集の案内を掲載している。

矢中
定期利用サークル代表者会議等を利用して、決して排他的になることなく、希望者を受
け入れるように話している。また芸能祭、作品展示会、施設慰問等を利用して日頃の学
習の成果を発表するように話している。

浜尻 主催事業参加者からサークル設立の要望があった場合に、積極的に相談にのっている。

六郷
・サークルへの発展を想定した講座の内容や運営を心掛ける（受講者で中心となってく
れる人、講師の意欲などを確認）。

長野

・長野地区内のサ－クル活動団体については、年間を通じて他団体との重複をさけて、
定期的に練習・講習が組めるように務めました。
　まだまだ、他地区の公民館と比較すればサ－クル団体の数については、少なめなの
で、新たなサ－クルが立ち上がれるような講座等を組みたいと思います。必要に応じ
て、サ－クル加入の募集も行っています。

八幡
新しくできる団体については、軌道に乗るまで支援している。また、サークルの人数を
増やすため、関連する内容の講座を、場合によっては行っている。

西部 人数の少なくなったサークルの活性化のため、主催事業とのコラボ

榛名
・音楽サークルは「みんなでつくる音楽会」を開催し発表の場を提供し活動の機会を設
ける。

下里見 ・公民館内にサークルの掲示板を設置。

片岡
定期利用団体の週別・室別一覧を作成し、問い合わせ時に配布している。また、新規会
員受け入れ団体には募集チラシ等の作成を依頼し館内掲示するよう心がけている。

城山
特別な工夫は無いが、ともかく親切丁寧な対応を心がけ、言われてできることは必ずす
る。

南八幡 文化祭や芸能祭等で作品及び踊り等を披露する場を設けている

19　サークルの育成や活動支援についての工夫
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吉井
・ 主催事業からの定期利用サークル化を推進している。
・ 会員募集等の記事を公民館だよりに掲載している。

倉賀野 サークルから依頼があれば、会員募集の記事を公民館だよりに積極的に掲載している。

岩鼻

　公民館主催事業の参加者が、自主サークルを立ち上げやすくするため、主催事業開催
の企画段階から、使用可能な会場・曜日・時間を見込んだ設定にする。
　講師の紹介にあっては、近隣の公民館で活躍している講師について、その公民館主事
から情報提供を受け、仲介している。

大類 ・公民館だよりにサークルの募集案内などを掲載。

京ヶ島
新しくサークルが、立ち上がったり、既存のサークルで会員が少なくなったりところに
加入者が入ったりするような、主催事業を年にいくつかするようにしている。

新町 「公民館だより」にサークル紹介のコーナーを設け掲載

金古
地域から要請があった場合は積極的に発表などの協力をしてもらうようにしている。今
年度は群馬北保育園の誕生日会で定期利用団体の金古かりゆし会が沖縄三線を披露。

国府

・部屋をいつでも綺麗にしておく。
・部屋の環境を整えておく。
・緊急時のために代表者だけでなく、サークルのほとんどのひとに連絡できるように連
絡先を把握しておく。

堤ヶ岡
各サークルの会員と日頃から密にコミュニケーションをとり、その活動内容等について
できるだけ詳しく把握するよう努め、他の公民館利用者、またはこれまで公民館を利用
してこなかった人に積極的にサークル活動の紹介を行っている。

上郊
学習成果の地域還元
１　学んだ内容を「発表する」（かみさと地域づくりフェスティバル 等）
２　身につけたことを「教える」（主催事業の講師　等）

金古南
足門

２年前にサークル団体の横のつながり作りを強くするために利用団体代表者会を設立。
その結果、念願だった利用団体同士の発表の場として秋のフェスティバルが開催でき
た。

南
　駅サービスセンターや新図書館が開館し貸し出し等が減少傾向にあるので、図書ボラ
ンティアと協力し、より一層の活用を考えて行きたい。

城南
　図書室も他の部屋と同じように貸し出しをしている。会議等では使いやすいようであ
る。

西 　書道、詩吟、太極拳、社交ダンスに空いてる時間帯を提供

北
　週１回の図書ボランティアの活動日以外でも、公民館事務室にて、貸し出しや返却の
事務を行っている。

城址

　当館は図書室が２階にあり利用者が普段あまり意識しない場所にある。そのため、１
階の公民館入口におすすめ本コーナーとリクエストＢＯＸを設け、利用者にとって図書
が目に留まりやすいレイアウトを配置している。すぐそばにある事務室にて図書貸出・
返却事務を行い、さらにリクエスト本については１ヶ月に１度のスピード入荷を心がけ
ている。また、そのことを掲示周知し、利用者の図書への声が反映し易い環境を整える
ことで、利用者の図書への関心を高める努力をしている。
　なお、おすすめ本コーナーの選書は図書ボランティアにお願いし、豊富な本の知識を
選書の形で活かしてもらい、図書貸出利用者へのサービス向上と図書ボランティア自身
の士気の維持向上にもつながっている。

20　図書室の活用についての工夫
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塚沢
　休館日以外は、毎日セルフサービスで貸出ししている。利用者が読みたい本をリクエ
ストできるように「リクエストカード」を設けている。

東部
　いつでも本の貸出し、学習の場としている（平日午前９時～正午及び午後１時～４時
３０分）※図書ボラの方がいない場合は、職員で対応。

中居
　来年１月から第２・４土曜日の午前も図書の貸出しができるよう回数を増やすことと
なった。

矢中
　講義室、会議室、実習室がふさがっている場合には、図書室を利用していただいてい
る。

北部
・常時開放して子どもたちが気軽に利用できるようにしている。
・書籍を整理（作者別、種類別）することにより書籍が探しやすくなった。

六郷

図書室の整理
　・図書の精査、書架のレイアウトを変更
　・未返却本の対応（依頼と督促、対応のルール化）
　・貸し出し事務の改善（かしだしけんの整理）
図書室のＰＲ
　・公民館だよりに図書室特集を掲載、存在の周知を進めた。
図書室の午前中の開放
　・定期貸出日（毎週火曜日13：30～16：30）以外に週2回午前中に開放

長野
　新刊本については、出来るだけ早めに「長野公民館だより」に掲載して、より多くの
読書ファンに提供できるようにしている。

豊岡
　図書室が別棟になっているため、返却ボックスを作り公民館開館時に返却出来るよう
にした。

八幡
　元々館内に読み聞かせの内容を周知するポスターを掲示していた。これに貸出日を追
加し、Ａ４サイズに印刷したものを小学校の各クラスと学童に配布している。昨年同期
に比べ、利用者もやや増加した。

西部 　常に開館しておき、なるべく声をかけてもらって、自由に使用してもらう。

倉渕
　今年度より建物が新しくなったので時間があれば利用者の方に図書の配置の説明をし
ている。

下里見
　公民館建物内にあるため、図書ボランティアが不在の時でも貸出・返却に対応できる
ようにしている。

片岡
　貸出し、読み聞かせの日程以外は、他の利用者にも会議や習い事の部屋として貸し出
している。

南八幡
　大々的に蔵書の整理を行い、利用者の目線に立ちレイアウトを変更し、棚に本を戻し
やすくするためシールを貼るなど行なった

倉賀野 　本が溢れていたので、除籍処理をし、見出し板をつけ、整理し本を探しやすくした。

岩鼻

　子育て中のママと乳幼児、児童や高齢者など誰でも予約なく自由な過ごし方のできる
スペースとして、図書室を開放している。図書室利用者等に対してアンケート調査を実
施し、平成25年10月から毎週月曜日午前中を開放している。現在のところ利用人数は少
ないが、毎週利用者が利用されている。

大類 　公民館だよりに毎号開館日を掲載している。

京ヶ島
　保育所に貸出日、読み聞かせ日を知らせ、この日以外は保育所で図書室を使ってもよ
いし、紙芝居なども貸し出せると案内している。
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金古
　本を返す人に、他の人にもお勧めしたい本だった場合は短い感想を書いてもら、それ
を立て札にして本と一緒に置いておく。

国府
・子どもの利用がほとんどなので子どもが借りそうな本をわかりやすく並べている。
・会議室が少ないので利用団体にも貸す場合がある。

堤ヶ岡
　職員の勤務時間中は、図書室を開放している（貸し出し）。ニーズが多い購入図書の
選定をしている。

金古南
足門

　職員の勤務時間内は、常に図書室を開放しており、床暖房もあることから子育てサー
クルの活動の場になったり、講座受講後の参加者の団欒の場になったりと、多用途に活
用されている。
　団体で利用する場合についても貸切のような利用はしないで、いつでも誰でも気軽に
利用できるようにしている。
　図書ボランティアが熱心で、図書室内の飾り付けや本の並べ方等たくさんの工夫がさ
れている。通路の掲示板やガラスケース等も利用して、いろいろなディスプレイをし
て、とっても楽しそうな図書室になっている。

南
　使用希望が講義室に集中する傾向があるため、定期利用団体等毎回の使用ではなく、
他の部屋での使用等調整し利用してもらっている。

城南
　既存の団体については、空いてれば当日でも申請書を書いてもらい貸し出しを行い、
問題なければ追加や延長の要望にも応えている。

西 　かち合うところは調整している。

北
　来館者が、当月の貸出状況を職員に聞かなくても一目でわかるように、ホワイトボー
ドにより事務室前に掲示してある。

城址

　利用者間で部屋の予約の取り合いにならないよう常に管理している。
　新規公民館利用希望者にも、丁寧に空きのある部屋や時間帯を説明し、その後定期利
用団体として継続利用の希望が出た場合でも、その中で折り合いをつけてもらうよう窓
口対応での努力を行っている。

塚沢
　貸し館については、「貸し館チェックシート」を部屋の使用後に記入していただき、
清掃などの徹底を図っている。

中居
　午前・午後・夕方・夜間と４つの時間帯に区分けし、多くの活動ができるようにして
いる。

矢中
　できるだけ多くの人が公平に利用できるように１回の利用を２時間～３時間程度にし
ていただいている。駐車スペースがあまりないので、徒歩、自転車、相乗りの協力をお
願いしている。

浜尻
　講義室はほぼ満室なので、空いている夕方の時間帯（午後4時～6時）の利用を促進し
ている。

長野
　現在のところ、重複することなく順調に定期利用団体やサ－クルが使用出来ていると
思うので、かみ合わないよう努力したいと思います。

箕郷
・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。

豊岡
　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
業は実習室を優先的に使用するように心がけた。

21　公民館の部屋の貸出しについての工夫
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八幡

　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３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。

鼻高
【困っていること】鼻高地区外の利用者が比較的多く、車での利用のため、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からはクレームと苦情を言われる。

西部 　使用人数によっては、空いている部屋を推奨している。

榛名
　研修室５（元図書館）が本年度から公民館利用になりましたが、備品が全くなく利用
ごとに空き部屋から持ち込むのが大変である。
　榛名地域は無料の貸出し施設が多くあり、その中でも選ばれるよう工夫している。

片岡
　問い合わせ時に、時間、利用者数、内容を聞き取りのうえ、状況に合わせた部屋を貸
出している。

城山
　希望の部屋に予約が入っている時などは、他の部屋で対応できないか必ず聞いて、で
きるだけ利用いただけるよう努力している。

吉井
　当日のキャンセル等で部屋が空いた場合、他の部屋を利用している団体の希望があれ
ば、部屋を移動してもらうなど、臨機応変に対応している。

倉賀野
　かるた大会の練習で各町内の育成会が公民館を利用する際は、独占しないようお互い
に調整してもらった。

南八幡 　椅子の大きさ重さが異なるため、色分けのシールを貼り整理しやすいようにした。

岩鼻
公民館内にあった２つの和室について、１階の和室を机椅子利用の会議室に改修し

た。これにより、和室の時の立ち上がりや膝の痛みが軽減され好評となり利用増となっ
た。

大類 　月間の空室状況を受付に掲示している。

新町
　貸館初日、９時までに利用日時を提出してもらい、重複した場合、話し合いで決めて
もらう。

金古
　利用が重なった場合、可能な限りそれぞれが少し使用時間を短くしてもらい、隙間時
間にもう一団体入れている。(午前・午後・夜間の３部ではなく、場合によっては一日同
室が4部になることがある)

国府

　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。
　午前、午後の２回だけではなく、調整可能であれば午前午後で３回貸し出せるように
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、利用団体を積極的に
増やすことができない。和室は余裕があるので和室を使えそうな団体を増やそうと思
う。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。

堤ヶ岡
　部屋使用団体の人数の変動や活動内容をできるだけこまめにチェック（把握）し、そ
れに応じて使用する部屋の変更等も「相談」の形で団体に勧めている。

上郊 最少部屋数の最大活用（集会ホール・調理実習室・図書室）
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金古南
足門

　生涯学習社会の実現に向けて、主に「学習できる場」を提供できるのが公民館だと
思っています。できる限り学習者の気持ちを大事にして、利用していただくようにして
いる。定期利用団体以外についても利用内容を確認して、最大限ご利用いただけるよう
に考えて窓口対応をしています。

南
　美術館との複合施設のため4～5階に位置し地域の方々が立ち寄りやすいとは言いがた
いが、様々な企画等を実施し多くの皆さんが集う施設となるよう工夫していきたい。

城南
　城南地区の生涯学習拠点としてだけでなく、気軽に立ち寄れ、色々な相談にものれる
街の喫茶店のようなものに公民館をしたいと思っている。

城東 　高齢者の利用率が高いので、子どもや若い人たちが利用できるようにしたい。

西 　「来る方に気持ちよく過ごしてもらう」をモットーに

東 　誰でも気軽に寄れる街カフェ公民館へ

北
　「はじめて北公民館に来たよ！」という人を増やしていきたい。
※決まった人ばかりの利用だけでなく、今まで公民館に来たことのない人に来てもらえ
るような公民館

城址

　城址公民館の利用者や地区内団体等役員、地元住民の方等はコミュニケーション能力
に長けている方が多いように感じるため、公民館運営においては穏やかな管理手法と対
話対人スキルを駆使することで、十分な社会教育効果が得られる施設になると思いま
す。

佐野 　誰もが気軽に立ち寄れ、来館者全てが笑顔になれる地区公民館でありたいと思う。

塚沢 　「まなぶ・つどう・つなぐ」場であり、気軽に立ち寄って一息つける場としたい。

東部 　子どもから高齢者まで誰もが気軽に寄れて活気ある公民館にしていきたい。

中居 　利用人数も利用マナーも１番の地区公民館を目指す。

矢中
　地域の機関、団体と連携を図り、地域住民の要望を取り入れながら、さらに一層利用
しやすい公民館にしていきたい。

浜尻 　主催事業を土日に実施する割合を増やし、若い世代の利用を促進していきたい。

新高尾 　地域の特色を活かした公民館。

北部
　地域の方に多く利用してもらうとともに、子どもからお年寄りまで世代間の交流を
図っていきたい。

六郷
　現行で公民館の施設や図書など整備されているインフラが十分生かされる（利用され
る）ような地区公民館にしていきたい。

長野
　地域住民の方々が、普段着で立ち寄れるような公民館にしたいと思います。何気なく
素通りをするのではなく、一声をかけてもらえる、また、一声をかけられる公民館にし
たいと思います。

豊岡 　団塊の世代（男性）を公民館の利用を増やすこと。

22　今後の地区公民館に対する思い
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八幡

　当館利用者の大半が６０歳以上の女性である。また、貸館と受入事業による利用者が
約９割を占める。つまり主催・共催事業による利用者は１割ということになる。この状
況で利用者を更に増やすとすれば、「高い年齢層の女性が使う貸館を増やす」のが最も
手っ取り早い方法である。もちろん、維持管理に公費を使っている以上、利用者数は多
いほうがよく、重要な指標であることは否定しない。
　しかし、設問１８でも述べたとおり、公民館は「地域住民に最も密着した社会教育施
設」である。その対象者は、高齢者はもちろんだが、若年層や男性、子どもも含まれ
る。これまでも彼らを対象にした講座を展開してきた。ほとんど集まらないこともあっ
たが、内容さえ工夫すれば、人数が集まらなくても社会教育施設としての役割を果たし
うる講座はできる。
　今後は誰もが公民館を通じて、新たなことを学び、あるいは地域コミュニティに参画
できるような、社会教育の場、地域づくりの場を提供できるような公民館にしていきた
い。

鼻高

　公民館において、個人や団体が趣味教養等の学習をするだけが生涯学習ではない。学
んだことを通じてこれを社会に還元し、活き活きとした地域社会づくりやひとづくり・
まちづくりに繋がる活動をすることが大切と考えます。
　公民館活動が社会性を帯び地域住民の暮らしに貢献するようコーディネートすること
です。この「集い・学ぶ・結ぶ」の接点となり中心的役割を果たすのが地域の学習面で
の拠点である地区公民館の役割と考えます。

西部 　地域の人が、気兼ねなく立ち寄れる公民館にしていきたい。

倉渕
　地域密着型・気軽に公民館へ話し(相談)にこれて地域の住民が企画して講座(集まり)
ができるような場所へしたい。

榛名 　榛名地域の方に親しみをもたれるような場所にしていきたい。

下里見
　公民館のイメージから利用する世代が偏っている。若い世代が利用できるように講座
等考えていきたい。

片岡
　校区に設置された地区公民館として、片岡地区の特色が出るような公民館づくりを目
指したい。43種類であって良しと思う。

寺尾
　地域の特性を掘り出し、住民本位の、住民主体の、住民運営の講座、事業、活動等を
行い、これを公民館が指導、助言、援助等で後方支援できる体制の確立を目指す。

城山
　高齢者の方が立ち寄りやすく、子育て中のママさんが子育ての講座に参加しやすく、
誰からも愛され、公民館があって本当に良かったといわれるような公民館を目指したい
です。

南八幡 　より多くの人に利用してもらいたい。

吉井 　幅広い利用層が出入りする、広く開放された公民館にしたい。

倉賀野 　子どもからお年よりまで地域住民が気軽に利用でき、交流を図れる場所にしたい。

岩鼻
　公民館事務室に、誰でも気軽に立ち寄って世間ばなしなど情報交流の場となること。
サークル利用者が帰りに立ち寄れる場となればと思います。

大類 　地域住民が気軽に、気持よく利用できる施設としたい。

京ヶ島
　ほとんど定期利用サークルと地区の各種団体の役員の人しか来ないので地域の多くの
人に公民館を認識してもらい気軽に集まれるような施設にしたい。

新町 　子どもが気軽に立ち寄れる公民館にしたい。
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金古

　公民館は市民から収税したものを、補助金や物品などの物理的形以外で、市民全体
（年齢性別にかかわらず）に還元できる唯一のサービス機関と考えている。目に見えな
いサービスであるからこそ、市民が笑顔になるような質の高いサービスを提供していけ
る機関でありたい。

国府
　何か相談があれば、真っ先に公民館にきてもらえるようにコミュニケーションをとっ
ていきたい。いろいろな世代の方に幅広く楽しんでもらえるような公民館にしたい。

堤ヶ岡
　地域の方が安心して気持ちよく利用でき、来館した方が明るく楽しい気分になれる公
民館

金古南
足門

　地域住民の活動拠点として気軽に皆さんに利用していただき、地域に必要とされる施
設であり続けたい。そのために日々利用しやすい施設となるようにソフト面ハード面の
双方の環境整備をしっかり行っていきたい。
　また、地域住民の思いを大事にして、地域からの求めに対して対等な関係で協力し
あったり、支えあったり誠心誠意応えられるところに存在価値があると感じています。
常に地域の動きに同調していつも一緒にいる存在でありたいです。当たり前に存在して
いて絶対無くなっていけないもの。
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