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平成２６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２５年度の事業実績　 ２８講座 回数 参加者数 平成２６年度の事業実績　２８講座 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

「子育て支援フォーラム」 1 49 「子育て支援フォーラム」 1 12

「子どもと遊ぼう育メン講座」 2 38 「遊ぼう育メン講座～パパを楽しもう」 2 30

「孫育て講座」 5 122 「孫育て講座」 5 79

・少年少女体験活動支援 ・少年少女体験活動支援

「元気キッズ･アドベンチャー」 2 36 「元気キッズ･アドベンチャー」 1 10

「チャ！レンジャー(自然体験活動)」 2 38 「チャ！レンジャー(自然体験活動)」 1 17

「子どもは小さな芸術家」 1 24

・社会課題を考える ・社会課題を考える

「６０歳からの健康講座」 7 191 「６０歳からの健康講座」 7 107

「市民公開講座」 3 183 「市民公開講座」前期・後期 6 298

「地域で守る防災講座」 4 92 「地域で守る防災講座」 4 80

「がんばり過ぎない家庭介護講座」 5 64 「がんばり過ぎない家庭介護講座」 4 52

「がんを学ぼう」 4 140

「動いて得する健康講座」 2 49

「心豊かな地域づくりのための懇談会」 1 90 「心豊かな地域づくりのための懇談会」 1 97

計 32 903 計 39 995

・日本文化や外国文化の理解 ・日本文化や外国文化の理解

「講座　たかさき再発見」 6 576 「講座　たかさき再発見」 8 632

「歩いて発見！古代の高崎｣ 2 57 「歩いて発見！中世 の高崎｣ 2 70

・情報社会への対応

「インターネットを活用しよう講座」 2 49

･地域伝統文化の継承 ･地域伝統文化の継承

「新伝統食伝承講座」 6 135 「新伝統食伝承講座」 4 105

・能力開発や職業意識の高揚 ・能力開発や職業意識の高揚

「初めての男性料理教室」 4 88 「初めての男性料理教室」 3 70

「冬の男性料理教室」 2 46 「秋の男性料理教室」 3 73

「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 「働く女性の艶モテ講座｣（エクササ
イズ､音楽・アロマ・カラー・セラピー）

4 69

「身近な気象と天気講座｣ 5 193 「やさしく学ぶ地震と火山講座｣ 5 191

「初めての庭づくり講座」 5 148

計 36 1361 計 29 1210

１　学習機会の提供

ライフアップ推進事業　１３講座

キャリアデザイン支援事業　７講座キャリアデザイン支援事業　９講座

ライフアップ推進事業　１０講座
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・活動ボランティア養成 ・活動ボランティア養成

「ファシリテーション入門講座」 2 40
「子どもが楽しく学べる場づくり講
座」

1 14

「あなたを生かすシニア講座」 4 117 「あなたを生かすシニア講座」 4 61

「リーダー研修会」 1 97 「リーダー研修会」 1 97

計 7 254 計 6 172

・図書ボランティア研修 ・図書ボランティア講習

「読み聞かせスキルアップ研修」 5 465 「読み聞かせスキルアップ講習」 5 412

「わらべうたと昔あそび研修」 3 140 「わらべうたと昔あそび講習」 3 96

「初めての民話のかたりべ研修」 5 67 「高崎の民話かたりべ講習」 5 79

「くるくるからくり絵本研修」 2 92 「英語絵本の読み聞かせ講習」 3 103

「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 「人形劇とちょこっと手品講習」 4 212

計 20 968 計 20 902

・なやみごと相談 ・なやみごと相談

「なやみごと相談事業」 「なやみごと相談事業」

計 0 0 計 0 0

総　　計 95 3486 総　　計 94 3279

図書ボランティア活動支援事業　５講座

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　６講座

地域づくり支援・ボランティア養成　3講座地域づくり支援・ボランティア養成　3講座
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「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）

２　学校･団体･NPO等との連携

「男性料理教室」
　（料理を楽しむ男の会）

平成２５年度の事業実績　１０講座 平成２６年度の事業実績　９講座

「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）

「市民公開講座｣
　（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）

「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）

「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）

「なやみごと相談事業」
　（高崎カウンセリング協会）

「あなたを生かすシニア講座」
　（NPOじゃんけんぽん）

「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）

「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）

「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）

「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）

「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）

「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）

「やさしい気象学講座｣
　（前橋気象台）
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・西部地区社会教育行政職員等研修会
　｢行列ができるチラシの作り方」
　（坂田静香氏）

・高崎市社会教育等関係職員研修会
①講演｢魅力ある学級・講座開設のための知恵
　の出し方しぼり方」
　（考房くまなりじ主宰　熊野卓司）

②講演｢ふるさとの先人が教えてくれた人権」
　～相手を思いやる心が人権の基本～
　（酒井正保）

・新任職員研修会
　「公民館の運営について」

・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」

・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)

平成２６年度の事業実績平成２５年度の事業実績

・館長研修会(全国公民館研究集会参加・埼玉
　県熊谷市)
・主事研修会(ブロック別課題研修)

・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）

・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「地域の特性をふまえ、住民ニーズに
  応えられる公民館を目指して」
・事例発表（富岡市生涯学習課）
・情報交換

・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）

・西部ブロック公民館研修集会兼高崎市公民
  館研究集会
　テーマ「これからの公民館に求められる役
　　　　　割～参加と協働の時代を迎えて｣
・事例発表（飯玉第五公民館・高崎市吉井公
　民館・安中市磯部公民館）
・記念講演「これからの公民館に求められる
　役割～参加と協働の時代を迎えて～」
　（笹井浩益氏）

・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）

・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）

・群馬県公民館連合会総会･研修会
　「公民館が地域づくりの拠点となる時代が
　始まったーデータに学ぶ群馬県内公民館の
　実力と課題」（熊倉浩靖氏）

３　職員研修
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◇　地区公民館事業実績

平成26年12月末現在　　

平成２５年度の事業実績（753講座） 平成２６年度の事業実績（819）

ライフアップ推進事業（331講座） ライフアップ推進事業（382講座）

・子育て支援家庭教育充実（42館71講座） ・子育て支援家庭教育充実（40館68講座）

｢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。

｢親子ふれあい教室」「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。

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

「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。

「子どもスイーツ教室」｢工作教室」｢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（42館153講座） ・社会課題を考える講座（43館207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。

｢イキイキ健康講座」｢シニア向けスマート
フォン教室｣等の高齢社会対応の講座や地域防
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（329講座） キャリアデザイン支援事業（348講座）

・子どもや親子の課題体験教室（38館83講座） ・子どもや親子の課題体験教室（42館95講座）

「夏休み子ども映画会」「親子料理教室」
「子ども書道教室」等

「夏休み子ども映画会」「竹細工教室」「子
ども書道教室」等

・日本や外国文化の理解講座（35館80講座） ・日本や外国文化の理解講座（36館66講座）

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

日本文化理解講座として「古典文学講座」
「大正琴教室」「俳句教室」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

外国文化理解講座として「トラベル英会話教
室」「中国語教室」等

・情報化社会への対応教室（23館29講座） ・情報化社会への対応教室（30館50講座）

「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

「タブレット入門講座」「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（22館29講座） ・地域伝統文化継承教室（21館30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」
「もっと矢中を知ろう講座」「塚沢の歴史を
探る」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」
「太鼓講習会」「盆踊り講習会」等

・能力開発や職業意識の高揚講座（39館108講座） ・能力開発や職業意識の高揚講座（39館107講座）

「ボールペン字教室」「陶芸講座」「男の料
理教室」等

「ボールペン字教室」「陶芸講座」「男性料
理教室」「工芸教室」等

１　学習機会の提供（４３館　８１９講座）
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地域づくり支援ボランティア養成事業（93講座） 地域づくり支援ボランティア養成事業（89講座）

・地域づくり支援（34館63講座） ・地域づくり支援（34館64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(19館30講座） ・ボランティア養成(17館25講座）

「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。

「道祖神の里めぐり｣「公民館に花を植えよ
う｣「地域座談会」等が開催された。
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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。

城東
「城東地区交流芸能祭」
・実行委員として校長先生が会議等に出席した。
・城東小学校金管バンドが演奏した。

塚沢
「塚沢地区作品展示会」
・小学校児童の作品を多数展示した。

箕郷

「市場へ行こう！」
「キッズダンス体験」
「ペーパークラフト教室」
・小学校にて、子どもでも興味の沸くような内容を探り、特徴ある体験教室とすべく企
画した。

倉賀野
「倉賀野まちづくり作文」
・小学生を対象に募集し、「子どもの目から見た倉賀野を見てみよう」をテーマに実施
した。校長にも作文の審査を依頼し、小学校の朝礼で優秀者の表彰式を行った。

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・児童と連携を取り通学路を舞台とした手作り紙芝居を作成
し、「金古ふれあいフェスティバル」で地域住民に発表した。

国府

「あいさつ運動」
小学校の挨拶促進に連携して公民館であいさつ運動を実施した。
あいさつカードを作ったりして適正なあいさつができるよう子どもに促した。

倉渕

「道祖神の里めぐり」
倉渕中学校の中学生が１グループ１０人前後の参加者を引率し、道祖神はもとより、文
化財、地名の話や伝説などを説明しながらコースを散策した。
開催日の設定、案内ボランティアの調整、リハーサルやコース設定についての助言な
ど、事業の大部分について連携をとっている。
「ミヤマシジミ生態報告会と雑草取り」
県内での生息が倉渕地域だけになった「ミヤマシジミ」という蝶の生態報告会を開催し
た。蝶の住みやすい環境を守るため生息地の草取りも行い、中学生の環境学習の一環と
もなっている。

吉井
「子ども書初め教室」（群馬県立吉井高校）
　高校の書道部員たちによる、楽しくきめ細やかな指導が特色。

岩鼻

「夏休み水彩画教室」（矢中中学校 美術部）
　中学校美術部生徒のボランティアとして、公民館での児童対象の水彩画教室(3日連続)
に講師助手と言う形で指導補助をしていただき、参加児童との交流が図れた。

２　小・中・高・大学との連携事業　（３０館６１講座）

（１）　小・中学校との交流　（７館９講座）

（２）　生徒による講師・補助　（３館４講座）
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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。

城南

「子ども兜（模型）づくり教室」
・地域の特性を活かし、児童と保護者、小学校、地域指導者等の交流の促進するため、
城南小学校、地域づくり活動協議会、定期利用団体の連携により、前年度から事業を計
画。調整の結果、小学校の希望により「３年生児童限定の特別授業」となったため、公
民館の主催事業とせず、必要な資材等を用意するなどの支援事業と位置づけている。

城址

「昔の遊び教室」（仮称）（主催：中央小学校　共催：城址公民館）
・地元小学校１年生生活科の授業として、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、地元公民館が昔の遊びを教えることができる
地域の人材を見つけ、地元小学校と連携して事業を実施する予定（H27.1予定）。

浜尻

「ちいきの人となかよくなろう」
・２年生生活科の授業で地域の人とふれあう課程があり、浜尻小２年生の担任から相談が
あった。地域のグラウンド・ゴルフ愛好会を講師としてグラウンド・ゴルフを行い、公
民館定期利用サークルといっしょにコーラスを行った。

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 「学童米作り体験教室（レッツ米作り）」

寺尾

「昔遊び体験触れ合い体験講座」
１１月１５日(土)の学校公開日に、３年生を対象にして、地域の有識者が児童との触れ
合いを通して地域の伝統文化を指導しその継承を図ることを目的に、昔遊び触れ合い体
験講座を寺尾小学校との共催事業として実施した。これは毎年の恒例となっており、公
民館は指導者に対して講師謝金を支払った。今年の種目は折り紙、こま、しょうぎ、け
ん玉、お手玉、おはじき、あやとり、竹馬。

南

｢公民館文化祭･芸能祭｣
共催を得て地域住民が出演等行った。
｢地域の子どもたちのためのクリスマスバージョン｣は、地域づくり活動協議会の事業の
一環として開催され、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
行った。

城南

「城南地区鎌倉街道武者行列」
地域の歴史背景を題材として、地域づくり推進のための事業。
事業企画の段階から実施まで、城南地区地域づくり活動協議会と緊密に連携しており、
事業に係る広報や行政機関への依頼、開催事務所の設置、武具・装飾に係る着付け教室
などを主体的な役割として担っている。

矢中

「矢中音楽祭」
共催事業の実施にあたり、学校、特に音楽担当教諭と協議し、児童による器楽演奏と歌
の出演をしていただいている。矢中公民館の定期利用サークル「歌のまち矢中」やオカ
リナサークル「そよかぜ」の出演もあって、世代を超えた地域住民の交流や連携を深め
ることができた。

中川 「小八木町獅子舞交流会」　1/14実施予定

（５）　地域づくり関連　（１２館１３講座）

（３）　会場　（１館１講座）

（４）　生活科・総合学習等との連携　（６館６講座）
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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。1/25実施
予定

榛名

「榛名文化祭」（榛名中学校）
・吹奏楽部の生徒に開会式のファンファーレや音楽発表会への参加を依頼した。また、
美術部・工芸部の生徒の作品（絵画）を展示することで、地域の方々が中学生の部活動
の様子を知ることができる場を提供した。

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」

寺尾

「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１年̃３年生（寺尾小５・６年生含む）が８月第１水曜日の朝７時から
公民館に集合し、資源ごみ分別体験をするとともに、中学生はさらに環境保健委員から
のごみについての講話を聞き、環境問題についての作文を書く「身近なことから環境を
考えよう！体験講座」を実施した。中学生は開会式の司会や講話のときのプロジェク
ター操作なども行った。この講座の内容について５０数ページの活動報告書を公民館で
作成して関係者に配布する。これは毎年の恒例行事となっており今年で８年間継続され
ている。

大類

「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募集、会場準備、当日の参加など協力
していただいている。

金古南
足門

「金古南小学校児童作文コンテスト」（公民館主催事業）
平成２０年度に、小学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２
３年度から実施している。
作文募集・回収については学校に依頼し、審査については、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。優秀作品の表彰式は、表彰対象の児童とその
家族および審査員が集まり公民館で実施している。

城南
城東
塚沢
北部
倉渕
片岡

「夏休み子ども映画会」
・実施日、上映内容の選定等の企画や運営に係る事項について、連携・調整した。
・開催日、上映内容、機材等の準備などの調整を行い開催。
・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。
・学童クラブを会場に、上映する映画も相談しながら決め、２回実施した。
・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。

東 「侍スウィートデコ」「侍サマーキャンドル」

中川
「夏休み子ども講座」全て
「小八木町獅子舞・獅子笛体験教室」　1/30～3/13実施予定

（６）　放課後児童（学童）クラブとの連携　（１２館１９講座）
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六郷

「水鉄砲を作ろう」
・長期休業中に地区内２つの児童育成クラブの児童を対象にした企画。講師は、区長、
地域づくり活動協議会の役員（ボランティア）。
・材料の竹は地域から提供、その他は児童育成クラブ負担（5,000円程度）
「人形劇教室」
・長期休業中に地区内２つの児童育成クラブの児童を対象にした企画。
・公民館キャリアデザイン支援事業で実施。開催日は児童育成クラブの希望日に設定

寺尾

「陶器づくり講座」「竹細工講座」「石ころアート講座」「ＬＥＤライトを作って簡単ランプシェードをつ
くろう講座」
・夏休みに実施した。寺尾学童クラブが１００名以上おり、全員が１回以上参加できるよ
うにして実施した。参加延べ人数は１４４名。

城山

「子どもレジンアクセサリー教室」
大人を対象にしてレジンアクセサリー教室を開催したが、作成工程が簡単なので子ども
にも開催できないか、学童の指導員さんと話をして作成物の種類等を検討し開催した。
女の子に好評で１個作成のところもっと作りたいという声があがった。

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」（公民館主催事業）
・少年少女体験活動支援事業を学童クラブと連携し、学習するテーマを学童で検討して
もらい、ライフの少年少女体験活動支援事業と公民館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、学童と地域からの参加者が打ち解けた雰囲気
でとても楽しい交流の場にもなっている。

城東
「夏休み子ども科学教室」
・群馬工業高等専門学校出前セミナー「サイエンスマジック　No2　（あら　あら　不思
議）」を開催。

西

「ACT祭」
・例年、高崎経済大学の任意サークルであるACT祭実行委員会による「ACT祭」（イベン
ト行事）を公民館全施設を利用し、出店や社会の出来事を題材にしたゲーム等を実施し
ている。地元住民が集い学生とのコミュニケーションを図り、交流を深め、さらに公民
館の存在意義を高めるものとなっている。

塚沢
「上州縁起物語～その神話的・文学的世界～」
・生き生き熟年教室において、群馬工業専門高等学校出前セミナー「上州縁起物語～そ
の神話的・文学的世界～」を開催。

箕郷
「箕輪城寿大学　膝痛予防の体操教室」（高崎健康福祉大学）
　高崎健康福祉大学の中川和昌先生と、ゼミに所属する学生に講師を依頼した。受講者
の膝回りについて調査・測定を行い、より効果的な運動教室になるようにした。

片岡
乗附
寺尾
城山
南八幡
吉井

第５ブロック（乗附、片岡、寺尾、城山、南八幡、吉井）の各公民館が平成２４年度よ
りブロック別課題研修のテーマとして、公民館と高崎商科大学が互い連携できる事業を
検討し、平成２６年度は①学生を活用した事業の検討、②地域に潜在する人材発掘を目
指した人材バンク創設への検討、③大学が行う市民向け公開講座とのコラボレーション
の検討の３点を掲げて、平成２７年度具体的に実施可能な連携事業の考察を行ってい
る。

寺尾
「乗附校区芸能祭」（片岡中学校）
「乗附公民館文化祭・作品展示会」（片岡中学校）

吉井
「手作りキムチ講習会」（群馬県立富岡実業高校）
　生徒たちが丹精して生産した野菜を使用することが前提条件の講習会。参加者たち
は、安全で美味しいキムチを作ることができたと喜んでいた。

（７）　大学との連携　（１４館１０講座）
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新町

「モーターで動くロボット作り」
前橋工科大学ロボットテクノ部と連携して行った。
参加者同士が協調しながら真剣にものづくりを行っていた。
「上武大学駅伝部といっしょに♪走る楽しさを学ぼう！」
　3名の学生を講師に迎え、ストレッチの指導から、速く走るためのトレーニング方法等
の指導を受けることができた。

金古
「金古ふれあいフェスティバル」
・群馬中央中学校・県央高校と連携を取り、「金古ふれあいフェスティバル」に参加。

城南

「城南地区芸能祭」
「城南地区鎌倉街道武者行列」
地区の地域づくり推進のため、運営推進委員会、地域づくり活動協議会、公民館が三位
一体となり、事業を実施している。

長野 「おもしろ歴史教室」

箕郷
「サイエンスマジック」
「夏休み子ども映画会」
・科学実験や映画の内容を検討し、合わせて駐車場の安全管理も依頼した。

岩鼻
「町内歴史散歩」
・生涯学習推進員が講師となって、寺社をめぐりながら地域の歴史を学ぶ。
開催広報を連携して行い、当日の役割分担を行った。

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、同高崎高校、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。

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

「公民館植栽手入れ作業」（生涯学習推進員主催事業）
「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事業）
・「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、役員としてご協力をいた
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。

城東
「城東地区交流芸能祭」「城東公民館作品展」
・実行委員として会議等に出席

３　公民館運営推進委員との連携事業　（７館１０講座）

４　生涯学習推進員との連携事業　（３４館６１講座）
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西

「男性が厨房に入る料理講座」
男性の利用者が少ない公民館にあって、少しでも利用者を増やす手段として実施してい
る。
以下の連携事業の中で生涯学習推進員が重要な役割を担っている。（①「文化祭・芸能発
表会」と②「教養・歴史探訪講座」がある。①は西小学校体育館を借用し実行委員会を組織
し、役割分担を決め、地域一丸となって盛大に開催している。②の教養ではバンダナ作
りを染料植物園で行い、歴史探訪では管内４町を年度別に地域の文化や史跡について講
座や現地見学を開催している。）

城址

「夏休み子ども”レクリエーション＆トランプ“たいけん教室」
・生涯学習推進員及び民生・児童委員、主任児童委員が講師陣となって、子どもたちと
共に楽しく活動するためのレクリエーションやトランプのスキルを、事前に公民館と共
に企画研修した。そして、実際に研修して習得したスキルを使って標記講座を実施し
た。

塚沢
・生涯学習推進員を交え、毎年、事業計画検討会議を開催し、地域ニーズのある講座な
どを情報収集し、事業計画の作成に役立てている。

東部
ふれあいコンサート「三色アイスの味わい」
・日程調整や地域団体への動員について

中居
「名曲を楽しもう♪～トリオ・アンファリアの調べ～」
・群馬交響楽団所属のバイオリニスト、チェリストとフリーで活動しているピアニスト
による三重奏。106人が鑑賞に来館した。

矢中

研修会「富岡製糸場の今昔」（平成２７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、講師選定等を進めていった。今年富岡製糸
場が世界遺産に登録されたこともあり、解説員を講師に招き、郷土の歴史・文化を学習
し、郷土愛を育むことを目的に企画した。

中川 ミニミニ手作りコンサート

浜尻

「ふれあいスポーツ大会」
・地域住民が誰でも気軽に参加できるスポーツ大会を実施した。（グラウンド・ゴルフ、
スマイルボウリング、輪投げ）
「真夏の音楽会～歌と楽器に親しむ」
・プロの音楽家３人による演奏会を実施した。
「浜尻まつり」
・ミニゲームを運営した。（スマイルボウリング、ダルマ落しなど）

新高尾 ＡＥＤマップ

北部
「フラワー（バラ）ガーデニングめぐり」、「少林山菊花展観賞」
・企画、募集、実施まで、相談しながら行った。

六郷

「六郷新春コンサート～ピアノとオーボエの奏で～」
・地域で音楽に触れる事業を実施した。公民館講座（コーラス）の講師がピアニストで
あったため、依頼承諾もらい実現
「和の響き　こだま音楽会」
・文化課事業を活用
「親子おもしろ科学教室～炭酸ガスロケットをとばそう！～」「親子おもしろ科学教室　クリスマス
キャンドルを作ろう」
・生涯学習推進員を講師にした講座を開催した。

長野

「さわやか元気学校」
・７回シリーズの内２回「心と体を癒すコンサート」と「アコ－ディオンと歌おう」を担当
「第2回生涯学習フェスティバル」
・定期利用サークルを中心とした発表会
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箕郷

「ふれあいウォーク」
・箕輪城を中心に、関連する文化財のうちどこを散策するかを選定し、下見も行った。
また、親子や成人の「ふれあい」も得られるよう企画した。
「梅香る古城の里コンサート」（予定）
・音楽をとおした地域づくりを目的として、群響の楽団員による生演奏を企画した。

豊岡
「認知症の予防と対策」講習会（平成27年2月開催予定）
・生涯学習員と打ち合わせを重ね、高崎健康福祉大学の山上徹也先生にお願いし講座開
催をする。

八幡

「座禅体験」「日本舞踊とロコモ健康舞踊体操」「和の響こだま音楽会」「史跡めぐり」（３月実施
予定）
・生涯学習推進員と連携し、月１回程度館長、主事と打ち合わせを行い、公民館との共
催事業として実施している。

鼻高

「世界遺産：富岡製糸場と高山社」（歴史講演会）「ブルーノ・タウト」（映画会）
・午後の映画会、歴史講演会の実施に際し、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。

西部 八幡宮の神楽等の演奏と楽器の紹介をする事業を、現在調整中

倉渕
「踊る会」「ラフターヨガ」「フラワーアレンジメント教室」「門松作り教室」
・募集関係を公民館で行い、企画・日程調整・事業実施について生涯学習推進員に協力
してもらっている。

下里見
「和菓子作り」講習会（平成27年2月開催予定）
・生涯学習員と打ち合わせを重ね、地域性を考え、運動系の事業または何かを作る事業
を開催検討。地元に人気のある和菓子屋さんに講座開催を依頼。

片岡

地域内指導者人材の発掘と発表の場の提供
新任推進員とともに地域の学習情報収集を行い、様々なジャンルで指導活動されている
方々を調べる活動を実施した。今年は、三味線指導者で、日本独特の楽器を紹介しなが
ら音色の美しさを広めるため、介護施設等で演奏活動を行っている方へ交渉し、公民館
での演奏会を開催することとなった。

乗附 「立体切り折り紙教室」

寺尾

「終活セミナー講演会」
・生涯学習推進委員が希望した企画の「終活セミナー講演会」について講師選定や広い
会場である隣接の片岡長寿センター借用依頼や公民館だよりによる参加者募集を行って
いる。さらに視察研修として昨年の富岡製糸場に続き、今年は高山社跡、田島弥平旧宅
を視察した。

倉賀野
「アプトの道」ハイキング
・昨年度中止となった事業でコース等を参考に選定した。現地の下見をし、安全なコー
スを確認したうえ、共催として計画、実施した。

岩鼻
「岩鼻地区まちづくり講演会」予定事業
・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
習推進員が行う。

大類
「普通救命講習Ⅰ」
・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・申込み受付・写真撮影を公民館で行った。

滝川
「親子で楽しい年越しそば打ち」
・公民館で参加者の募集と取りまとめを行う
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京ヶ島

「交通安全教室」
・事業内容の検討・講師等の連絡調整・使用物品の調達は共同で、参加者募
集・受付・写真撮影は公民館。
「京ヶ島の生い立ちと今後の福祉について」「ハーモニカコンサート」
・事業内容の検討・講師等の連絡調整・使用物品の調達は共同で、参加者募
集・受付・当日の配布資料の作成・写真撮影は公民館。

新町
「七夕まつり」「陸上自衛隊新町駐屯地について学ぼう！！」「冬の生涯学習バスツアー」
・いずれも多くの参加者を得て盛況に終わった。

金古

「金古ふれあいフェスティバル」
・推進員の活動を紹介。
「桐生織物の里めぐり～からくり人形を訪ねて～」
・事業企画と運営
「第３回歩いて再発見!群馬が誇る悠久の歴史遺産をたずねて」
・事業企画と運営

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

「第７回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
披露する発表会。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達
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、公民館を取り巻く地域の活
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

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」
生涯学習推進員が始めた毎朝のラジオ体操。樹木剪定の呼びかけ。公民館大掃除の呼び
かけ。秋のフェスティバルなど、中心になって活躍いただき公民館を盛り上げていただ
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。
｢南地区町内運動会｣では、南地区諸団体の共催を得て地域づくりに貢献している。

城南

「城南地区芸能祭」
城南地区の芸能振興と親睦の促進のための事業。
「城南地区鎌倉街道武者行列」
地域の歴史背景を題材として、地域づくり推進のための事業。
事業企画の段階から実施まで、城南地区地域づくり活動協議会と緊密に連携しており、
事業に係る広報や行政機関への依頼、開催事務所の設置、武具・装飾に係る着付け教室
などを主体的な役割として担っている。

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」
・地域づくり活動協議会委員の方に講師を依頼

５　地域づくり活動協議会との連携事業　（２２館５２講座）
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西

「文化祭・芸能発表会」
・西小学校体育館を借用し実行委員会を組織し、役割分担を決め、地域一丸となって盛
大に開催している。
「教養・歴史探訪講座」
・教養ではバンダナ作りを染料植物園で行い、歴史探訪では管内４町を年度別に地域の
文化や史跡について講座や現地見学を開催している。

東 「東地区文化祭」

佐野
「塚沢地区作品展示会」
・開催について、地域づくり活動協議会歴史文化部会役員にも会議に出席依頼し、ご意見
等頂いた。

矢中
矢中地区地域づくり活動協議会の活動は非常に活発で、「芸能祭」「町民運動会」「作品展示
会」「音楽祭」「こどもフェス」「お楽しみ会」「こども知りたい・守り隊」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。

新高尾 「日高米づくり教室｣｢文化祭」

北部
「川越城本丸御殿・喜多院等史跡めぐりバスツアー」
「くらぶち小栗の里道祖神の里ハイキング」
企画、募集、実施まで、相談しながら行った。

六郷

①「六郷小校区合同総合防災訓練」
　公民館が事務局となり実施、会議の運営、企画などを行った。第１回目の取り組みで
当日の参加者は８５２名。
②「六郷小校区合同総合防災訓練」に関連して昨年度より２ヵ年でスケジュールを組み実
施
「防災は地域づくりから～みんなで考えよう～」
「中越地震被災地研修バスツアー」
「地域防災リーダー養成講座」
③地域づくり活動協議会が主催する六郷地区芸能発表会の参加を目標に講座を実施
「みんなでコーラス♪素敵なハーモニー♪」
④地域づくり活動協議会が主催するバスハイキングの実施前に開講
「ウォーキング講座　①②」

長野
「グラウンド・ゴルフ大会」
「スマイルボーリング大会」
「芸能祭」

八幡 設問５の事業と同様に地域づくり活動協議会ともに共催事業としている。

鼻高
鼻高公民館：午後の映画会「ブルーノ・タウト」、歴史講演会「世界遺産：富岡製糸場と高山社」
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。

片岡
10月　　「ふれあいまつり運動」会の実施。
11月　　「四校区グラウンドゴルフ大会」の実施
12月　　「ふれあいハイキング」の実施

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｣

寺尾
寺尾地区グラウンドゴルフ大会を「グラウンドゴルフと仲間づくり」の名称で１０月２６日
(日)に実施。日程、会場決定、公民館だよりによる参加者募集、大会準備、当日運営等
に参加。９年目となっている。

倉賀野
「第２８回倉賀野城十六騎武者行列」
武者行列部会の実行委員会を中心に、開催準備が進められ開催した。公民館は武者や随
行員の募集や記録写真撮影の役割分担を行った。
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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。
「歴史マップづくり講演会」
・岩鼻歴史マップづくり部会により講師依頼、開催広報を連携して行い、当日の役割分
担を行った。
「石仏石神現地学習会」
・岩鼻歴史マップづくり部会により講師依頼、開催広報を連携して行い、当日の役割分
担を行った。

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・会場準備等を担当。
「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、子供相手のパネルシアターなどを行った。
「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
「親子で楽しい年越しそば打ち」
・公民館で参加者の募集と取りまとめを行う

国府

「上野国分寺まつり」の実施。
具体的には館長が国分寺祭の企画を地域づくり活動協議会と頻繁に会議などを行い決定
した。公民館主事および臨時職員は進行表作りや、小物作り、また、当日の公民館管理
などを担当した。

上郊
「第４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（保渡田榛名神社獅子舞）披露、群馬南中吹奏学部演
奏、ミニコンサート、大昼食会（とん汁・焼きそば）

塚沢
NPO法人わんだふるの赤羽さんに講師を依頼し、「地域ぐるみの防災講座～災害に備えて
～」を開催。自主防災活動の役割を学び、災害図上訓練（DIG）避難所運営ゲーム（HUG）
を体験する。

倉渕

「ネイチャートレイル」
団体名『ＮＰＯ鷹の森たかさき』
倉渕地域ならではの自然散策事業として実施。地元のＮＰＯと連携し、企画や講師の手
配等を協力してもらっている。

岩鼻

「子育てほっとセミナー」
（団体名）NPO法人エンパワメントぐんま
　子育てママの支援事業とし、完全託児のボランティア確保及び事業の案内広報を共同
で行った。当日の事業運営はNPOの中で進められた。

京ヶ島

「郷土芸能祭」
　ほとんどの過程を芸能祭実行委員会の役員と共同で、公民館だよりによる
募集と参加申込書の取りまとめだけ公民館単独で実施。
「ゴルフ大会」
　全過程をゴルフ大会実行委員会の役員と共同で実施。

金古
「金古ふれあいフェスティバル」として地域の芸能祭と作品展を開催。
「桐生織物の里めぐり～からくり人形を訪ねて～」の事業企画と運営。

６　ＮＰＯ法人との連携事業　（５館７講座）
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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、多くの参加があっ
た。

城南

「グランドゴルフ教室」
城南地区体育振興会との連携により、計6回の教室を企画・実施。
具体的な役割分担としては、毎回の実施会場の設営と資材の提供、実践指導などを体育
振興会が担当し、広報・周知や参加受け入れなどの事務を公民館が担っている。
地区住民に限らず、地区外から参加者も積極的に受け入れ、中高年層の健康増進と親睦
等を図っている。
「城南地区賀詞交歓会」
城南地区区長会との連携により、地区の各種団体等が一同に集い、新年を祝うととも
に、団体等の相互の交流の促進を目的に開催する。
主に、各種団体等の参加促進を区長会が担い、事務手続き等を公民館が担当する。

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し、各団体の係り分担により会場の準備か
ら運営進行等に携わった。

西

「地域防災リーダー養成講座」
１８区長の推薦により地域の有志を募り、開催している。防災意識の高まりの中で少し
でも見識ある地域のリーダーを増やし、現実問題に対処・対応できる人材を育てて災
難・災害に備えたい。
「四色アイスの味わい（ふれあいいきいきサロン）」（音楽鑑賞）で区長と連携し開催してい
る。

城址

「夏休み子ども”レクリエーション＆トランプ“たいけん教室」
（５に記載したものと同じ 生涯学習推進員のほか、民生委員児童委員、主任児童委

員と連携）
「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。
「男性も歓迎！料理教室」（仮称）
・食生活改善推進員との連携により、高齢化が進む社会の中で食生活を自力で維持でき
るスキルを習得する為の簡単でバランスの良いレシピを学ぶ料理教室を実施予定（H27.2
実施予定）。

塚沢
塚沢地区の民生児童委員さん、母子保健推進員さん、図書ボランティアさんに託児を依
頼し、「家庭教育学級」を全７回開催する。お子様から手を離し、安心下環境で子育てに
ついて学び、ママ友づくりにも役立った。

中居

「中居女性セミナー」中居地区婦人会
婦人会と内容や日程を協議し１２回の事業を企画した。音楽・芸術鑑賞で教養を深め、
物づくりで楽しさを体感、グラウンドゴルフで体のリフレッシュを図るなどの企画で、
多くの参加があった。
「中居長寿セミナー」中居地区長寿会
長寿会と内容や日程を協議し９回の事業を企画した。出前講座で学習機会を設け、生涯
学習推進事業とコラボした音楽鑑賞、グラウンドゴルフで体のリフレッシュなど様々な
企画で、多くの参加があった。

７　関係団体との連携事業　（３７館６３講座）
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矢中

「５０代からのライフアップ講座」
　矢中地区長寿会連合会役員と講座内容、日程等について協議しながら進めていった。
受講生は高齢者がほとんどなので、講座内容もそれにふさわしいものを選び、日程も高
崎市長寿会、矢中地区長寿会の行事と重ならないように調整した。

中川 「お正月料理教室」(食生活改善推進員)

新高尾 長寿会・・・「高齢者寿学級」(講座の要望等)

北部

「夏休みこども卓球教室」
定期利用サークルである卓球サークル会員を講師にして、地域づくり活動協議会主催の
親睦卓球大会の出場に結びつけるかたちで実施した。
「人形劇鑑賞会」
地元の保育園と日程等の調整を行い、３園の園児が観賞に来てくれた。
「獅子舞体験教室」
地域の獅子舞保存会と連携し、実施した。

六郷
「おいしく食べるお料理教室」
・食生活改善推進員に講師を依頼し、推進員の活動と連携して実施

長野

「芸能祭」
・区長会、長野地区長寿会連合会、主任児童委員、民生・児童委員、長野地区区長会監
査、長野小校区子供育成会、交通安全協会長野支部、長野地区母子等保健推進委員、女
性防火クラブ長野支部、防犯協会長野支部、民生･児童委員協議会、環境保健協議会長野
支部、長野小校区青少年育成推進委員、長野小学校PTA

箕郷

「おりひめ学級　箕輪城講座」（箕輪城語り部の会）
・箕輪城語り部の会に、箕輪城跡についての講義と現地での解説を依頼した。
「はじめませんか？ボランティアガイド」（２月実施予定）
・太田金山城ボランティアガイドの会長に講師を依頼し、ボランティアガイドの養成講
座とした。
「箕輪城散策」（３月実施予定・箕輪城語り部の会と共催）
・上記２点については、地域における「箕輪城」をＰＲする方法を探究するために企画
した。

豊岡
区長会と連携し、11月に「豊岡地区作品展示会」を実施。
書類関係は公民館で、ボード運び会場作り等は区長会にお願いした。

鼻高

事業名→「わがまち鼻高　地域座談会」、連携先→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
「ほたるの鑑賞会」団体名(倉渕ほたるの会)
・倉渕地域の自然保護団体と連携し、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・鑑賞案内ボランティアの手配等を協力してもらっている。

榛名

事業名「榛名文化祭」
関係団体『高崎市文化協会榛名支部』
高崎市文化協会榛名支部の会員や当公民館の定期利用団体、地域の小・中学校や保育
園・幼稚園等が参加し、音楽発表や作品の展示等を中心に毎年実施している。平成２６
年度で４８回目の開催となる。

片岡

５月・９月　四校区(片岡、乗附、寺尾、城山)体育振興会合同によるソフトボール・バレー
ボール大会

平成初期まで行われていた地区芸能発表会の再開に向けて、区長会はじめ、地区各種団
体、公民館定期利用団体等により検討をはじめている。
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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
「片岡四校区ソフトボール・バレーボール大会」（春・秋）→体育振興会
「片岡四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。

寺尾

寺尾地区７町内の９町内公民館長を実行委員とする「寺尾公民館芸能発表会」を５年ぶり
に再開した。２回の実行委員会、前日準備、そして町内ごとの参加者の出場要請や舞台
係、受付等の係員として連携事業が行われた。公民館サークルや町内ごとの参加者など
久しぶりの発表の機会を喜び、出演者のレベルの高さにより観客もとても楽しんだ。
体育振興会とは片岡４校区ソフトボール・バレーボール大会・グラウンドゴルフ大会の
準備および大会運営において連携を続けている。
寺尾地区環境保健委員・ゴミステーション担当区長とは「身近なことから環境を考えよう！
体験講座」において連携を続けている。

城山

「みんなで守る防災講座　－災害に備えて－」
当該講座は城山公民館開館３０周年記念事業として企画段階から区長会、民生児童委員
協議会に協力を仰ぎ、実施時期を例年校区の自主防災訓練の開催される11月に設定し、
11月を防災月間として開催した。
講座終了後は参加者のみなさんから、良い講座だった。今後に生かしたいとの声が聞か
れた。

南八幡

区長会、体育振興会、南八幡地区民生委員児童委員協議会等連携して、芸能祭、納涼
祭、南八幡地区合同運動会、新年初顔合わせ等を実施している。特に婦人会とは、「雑学
ゼミ」の名称で、生活支援・運動・料理教室等年間９回講座を実施している。また、「上
野三碑」の世界記憶遺産への登録を目指すため、地域住民へ三碑の歴史的価値、碑に書
かれたい意味の習得を行い登録への機運を高めるための事業を展開中である。

吉井

「公民館で遊ぼう」吉井ＶＹＳ（青少年ボランティア団体）
　お団子つくり、流しそうめん、敬老の日のプレゼント作り、焼き芋パーティなど年6回
の開催があり、毎回子どもたちが楽しみにしている事業である。
「手作りこんにゃく講習会」生活研究グループ
　地域に根ざしたベテラン講師陣4人による、たいへん家庭的な講習会。

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、参加者募集の取りまとめ、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、実施した。参加者募集し取りまとめた。
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岩鼻

「夏休み水鉄砲を作って遊ぼう」
（団体名）岩鼻地区民生児童委員協議会
　民生児童委員の児童支援プログラムとして開催。前日に、民生児童委員及びボラン
ティア、公民館職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た。当日は、３者で役割分担を行った。
「岩鼻公民館もちつき大会」
（団体名）岩鼻小支援隊
　きねとうすの手配を共同して準備します。広報活動は、同日開催のクリスマス会チラ
シに合わせて掲載、おはなしの会が小学校、幼稚園、保育園へチラシ配布依頼を行う。
当日は役割分担を行う。
「岩鼻公民館クリスマス会」
（団体名）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。広報活動は、
公民館だよりのほか、おはなしの会が開催チラシを作成して、小学校、幼稚園、保育園
へチラシ配布依頼を行う。他のボランティアを含めて当日の役割分担を行う。
「おとなの体力測定」
（団体名）群馬県ノルディックウォーキング協会
　岩鼻地区内にある群馬県ノルディックウォーキング協会が、地域の健康促進として、
体力測定の機材借り入れ、計測担当を行う。公民館は広報及び申し込み受付を担当。

大類

子育てサロン「にこにこ」
・社会福祉協議会を中心に、民生・児童委員、母子等保健推進員等の協力により行われ
ている事業で、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
「子どもフェスティバル」社会福祉協議会
・日程の調整後　回覧の案は社会福祉協議会で作成
公民館で地域のほか小学校へも配布して周知をした。

金古

・「金古ふれあいフェスティバル」にて地域づくり活動協議会や民生児童委員ほか区長の奥
様方が豚汁やカレーライスを配布。
・子供向けの講座で「長寿会と遊ぼう」を開催予定。
・金古暖話塾(地域住民が立ち上げた地域作りの会)と連携を取り群響等を招いて「心に響
く音楽会」などを開催。

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
公民館利用団体・地元芸能団体発表
「第４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（保渡田榛名神社獅子舞）披露、群馬南中吹奏学部演
奏、ミニコンサート、大昼食会（とん汁・焼きそば）
「しめ縄づくり」区長会、子ども会育成会
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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。

西
「普通救命講習会」（パートⅠ・パートⅡ）
定期利用サークル団体会員を対象に年２回開催し、心肺蘇生法やAEDの使用方法を学ん
だ。比較的高齢の利用者が多い公民館にあって、今後も継続的に実施したい。

塚沢

①生き生き熟年教室において、高崎市役所環境政策課出前講座「低炭素社会づくりを目指し
て～高崎市新エネルギー活用」を開催
②歴史講座において、高崎市教育委員会歴史民俗資料館出前講座「高崎の歴史と民俗（テー
マ：塚沢の歴史の道しるべ）」、高崎市教育委員会多胡碑記念館出前講座「テーマ：上野三
碑」、群馬県教育委員会文化財保護課出前なんでも講座「群馬の文化財・埋蔵文化財」を開
催予定
③高崎市役所地域交通課出前講座「高齢者交通安全教室」開催予定

中居

中居長寿セミナー出前講座（３講座）
「自分の健康は自分で守る」　健康課
健康について身近なところから健康維持について学習した。
「高崎市の歴史と民俗」　高崎市歴史民俗資料館
中居地域の歴史についての講義であったため、受講者は熱心であった。
「介護保険制度について」　介護保険課
介護保険について基本から学習できた。

中川
・「子育て支援講座」(井野児童館)
・「ベテラン世代のおもしろセミナー」(中川長寿センター)

長野 さわやか元気学校　「振り込め詐欺・泥棒」高崎警察署地域課北新波駐在所

箕郷

・「箕輪城寿大学　防犯出前講座」（群馬県県民生活課　県民防犯推進室）
・「おりひめ学級　高崎市の防災」（高崎市防災安全課）
　出前講座を利用し、防犯と防災について考える講座を行った。受講者にとって、身近
なものとして考えてもらうために、内容を検討して行った。

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「科学する心」をはぐくむとともに、学校外活動の充実を図るための事
業。理科離れの進む現在、貴重な体験ができる教室となっている。
・「吉井探訪～吉井カルタから学ぶ郷土吉井～」吉井郷土資料館
　小・中学生を対象に、学芸員に吉井カルタを通して郷土吉井についての講和
　をお願いした。

岩鼻

（事業名)岩鼻地区普通救命講習
（名称）高崎青年センター
　会場について、高崎青年センターとし、開催日時を打ち合わせた。募集の広報及び受
付を双方で行い、集計や事務的な連絡窓口を公民館側で行った。
（名称）おとなの体力測定
（名称）高崎青年センター
　会場について、高崎青年センターとし、開催日時を打ち合わせた。募集の広報及び受
付を双方で行い、集計や事務的な連絡窓口を公民館側で行った。

金古
・市立の群馬北保育園と連携を図り「金古ふれあいフェスティバル」の参加や、公民館主催
事業(主にしめ縄などの伝統文化継承の教室)の見学や参加、また保育園へ公民館利用団
体(読み聞かせサークルや楽器演奏のサークル等)のボランティア派遣を行っている。

８　関係課・機関との連携事業　（１０館１７講座）
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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。

城南
「高齢者体操教室」「ラフターヨガで心身の健康を！」
・高齢者を主な対象とした健康づくりを行った。

城東
「シニア向けスマートフォン教室」「タブレット端末体験講座」
・「スマートフォン」や「タブレット端末」は急速に普及し、これらの機器を使用して
の生活が一般化しつつあることから情報格差を解消するための取り組み。

城址

「傾聴入門講座」
・人と人との会話コミュニケーションを円滑にするためのスキル習得のねらいを持って
開催した。地域内の家庭訪問業務なども担う地元民生委員・とりわけ平成25年11月に新
規に民生委員に任命された方々に積極的に参加を呼びかけ、民生委員の業務活動力UPに
も資するよう公民館から働きかけを行った。
「平成26年度公民館人権教育推進講座」
　「高齢者が安心して暮らしていくために」～成年後見人制度の利用も含めて　～
・超高齢化社会を目前に控え、高齢者を取り巻く現状を知り、また高齢者が安心して暮
らしていく為の様々な手段や方法等を学ぶ予定（H27.1　実施予定）。
「心を育むわらべうた」
「親子で楽しい！リトミック教室」
「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。

佐野
「必ず役立つ整理・収納術講座」
専門家により、物を捨てる技や各種の整理・収納のコツを学ぶ。また、成人・シニア向
けに生前整理などについて考えるきっかけを作る。

塚沢

①使い古しの布や牛乳パックで、布ぞうり教室や牛乳パックで椅子づくり教室を開催
し、環境負荷を低減させる環境保全への意識高揚を図った。
②生き生き熟年教室において、高崎市役所環境政策課出前講座「低炭素社会づくりを目指し
て～高崎市新エネルギー活用」を開催し、地球温暖化に対する危機意識の高揚を図った。
③「地域ぐるみの防災講座～災害に備えて～」を開催し、自主防災活動の役割を学び、災害
図上訓練（DIG）避難所運営ゲーム（HUG）を体験するなど、防災意識の高揚を図った。

矢中
「５０代からのライフアップ講座」
　６回講座の中に人権、交通安全、悪質商法防止等の生活、地域課題を取り入れ、心豊
かで安心安全な生活を目指した学習を行った。

北部

「腹話術でオレオレ詐欺防止」
オレオレ詐欺防止について、腹話術を取り入れながら、わかりやすく実施した。
「はじめてのスマートフォン教室」
まだスマホを持っていないシニアを対象に、実際に操作体験した。

９　身近な生活課題や地域課題に重点をおいた事業　（２２館３４講座）
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六郷

①地域防災に関連した講座。地区の総合防災訓練に向けた取り組みと訓練後のフォロー
アップ講座の開講
前：「防災は地域づくりから～みんなで考えよう～」
「中越地震被災地研修バスツアー」
後：「地域防災リーダー養成講座」
②ITの進化に合わせた取り組み
「楽しいシニア向けスマートフォン教室」
③親の家を片づけるという社会的にクローズアップされた課題への取り組み
「必ず役立つ整理･収納術講座」

長野
さわやか元気学校　「振り込め詐欺・泥棒」振り込め詐欺の寸劇や長野地区　の犯罪状況の
解説と防止対策の説明。

箕郷
「子育てランチミーティング」
　子育てにおける悩みや疑問、楽しみについて、専門の講師を交えて話し合う場を提供
した。

八幡

「タブレット無料体験講座・スマートフォン無料体験講座」
携帯電話会社の販売競争により多数の機種が存在している中で高齢者に対して、タブ
レットやスマートフォンに振れ、体験していただき初歩的な操作方法などを学ぶ機会を
設けた

榛名

「熟年講座　知っておきたい救急法」
高崎北消防署榛名分署から講師を招き、ＡＥＤの使用方法と簡単な応急救護のやり方について
学びました。
「熟年講座　ロコモ健康舞踊体操」
日本舞踊の先生を講師に招き、要介護状態や寝たきりにならないように、自宅でもでき
る簡単な体操を行い、年を取っても歩ける体づくりを目指した。

下里見
「ベビーマッサージ教室」
1歳未満の乳幼児を対象に開催。同じ悩みを持つ母親達の交流の場にもなった。

寺尾

「身近なことから環境を考えよう！体験講座」の実施。小学生・中学生、環境保健委員、区長
との連携が８年間継続しており、中学生の作文はごみの出し方や環境問題に今後取り組
みたいとの内容など効果があり、報告書とそのＣＤの作成は他の地区には無いものであ
る。

城山
「タブレット体験講座」
タブレット端末をまだ利用したことが無い人に、アプリやインターネットの利用体験を
してもらった。参加者は操作が予想以上に簡単なので驚いている方が多かった。

南八幡

民生委員児童委員協議会とともに、ひとり暮らしの高齢者等を対象に八幡ふれあい館に
おいて、園児・児童・中学生による歌や演奏、婦人会の踊り、歌謡ショーを主体とした
慰安会に招待し、楽しい１日を過ごしてもらい、ひとり暮らし高齢者と地域の方々との
触れ合う場を設けている

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1年を通して、安全・文化・環境・郷
土・健康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。

新町

「物忘れと認知症について」
角田病院理事長ほかスタッフを講師に迎え、もの忘れと認知症についての正しい知識を
得るとともに、認知症予防体操を行った。
「未来につなげるエンディングノート」
　エンディングノートの作成が今後のライフ設計や家族が困らないためにも必要である
ことがよく理解できる内容であった。
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金古
「タブレット端末講座」を開催。金古地域は比較的高齢者の割合が多いので、スマートホン
やタブレット端末、インターネット等ＩＴ関連の講座開催要望が前々から強かった為企
画し開催した。

堤ヶ岡

「お正月に飾るしめ縄づくり」
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代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
「体スッキリ！楽しい健康体操教室」
　地域住民の自立や生きがいづくり（自己実現）、社会参加の促進
を目的に開催

西

「寺子屋中国語教室」（継続受講者・新規受講者）の開催は国際化の時代にあって、正し
い文法や会話等の正しい知識を身につけ実生活や旅行等で活用できる。少数の受講者で
地味な学習ではあるが、継続し開催することに意義がある。
「夏休み子ども体験教室」の一環として「子ども英会話教室」を開催しているが、グ
ローバル化による国際交流が活発になり人材育成が望まれる。

城址

「親子で楽しい！リトミック教室」
「夏休み子ども"風鈴づくり“たいけん教室」
「夏休み子ども”レクリエーション＆トランプ“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」
「昔の遊び教室」（仮称）
「男性も歓迎！料理教室」（仮称）
・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（または予定のもの）。
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

①コミュ二ケーション能力を向上させ、地域での円滑的な人的交流に役立てる「傾聴入門
講座」を開催予定。
②心肺蘇生法やAED使用方法などを学ぶ「普通救命講習Ⅰ」を開催し、緊急事態に対応でき
る人材を育成する。

矢中
「子育てパワーアップ講座」
　４回講座の講師に生活学校、図書ボランティア、にんじんクラブ、民生児童委員女性
部会など地域の団体で活躍する方々にお願いし、人材の活用を図った。

中川 「小八木町獅子舞・獅子笛体験教室」　1/30～3/13実施予定

六郷
「地域防災リーダー養成講座」
・参加者を町内１１人＋民生・児童５人＋PTA３人の他に、５名の枠を設け地域内の防災
意識の高い参加者を募った。

長野 「芸能祭　芸能活動発表機会の提供」

箕郷

・おりひめ学級　こけ玉作り　　　・しめ縄作り教室
・おりひめ学級　箕輪城講座　　　・そば打ち教室
・こんにゃく作り　　　　　　　　・箕郷の歴史を知ろう
　地元在住の人に講師を依頼し、地域に昔から伝わる「こつ」を、どのように伝えれば
よいかを検討して行った。

10　地域人材発掘や育成に重点をおいた事業　（１９館４５講座）
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豊岡
「陶芸教室」「エコバッグ作り」「ベビーマッサージ」「七宝焼き」など
地元在住の講師をお願いしている。

鼻高

昭和９年から１１年までの２年３ヶ月間、ドイツのナチス政権から亡命し、地元鼻高の
少林山洗心亭に滞在した世界的建築家「ブルーノ・タウト」が居たという歴史の事実が
あるので、地域行事として、この人物の生涯をテーマにした映画をみんなで鑑賞し、そ
の功績について学習し話し合った。

西部
「子どもポスター作り教室」「子ども卓球教室」など
地元在住の講師をお願いしている。

倉渕

事業名『そば打ち教室』
倉渕地域で収穫されたそば粉を使いそば打ち教室を開催。手打ちそばの良さを知るとと
もにそば打ち技術を身に付け、地域づくりや人づくりに貢献できる人材を育成するため
の一助となっている。

榛名
「陶芸教室」「エコバッグ作り教室」「七宝焼き教室」「ちりめん（和布）細工教室」「そば打ち教室」
など榛名地域在住の方に講師をお願いした。

下里見
「陶芸教室」「エコバッグ作り」「ベビーマッサージ」「七宝焼き」など地元在住の講師をお願いし
ている。

寺尾
「てらお音楽のゆうべ」では地元のピアノ講師やトランペット奏者などに出演してもらっ
た。

吉井
「書道『碑から学ぶ郷土の歴史』」
　町内の書道家のボランティアの意向により、多胡碑の碑文を題材として、
　書道講座を開設した。

岩鼻

（事業名）ノルディックウォーキング教室、おとなの体力測定、ポールを使ったストレッチ教室
（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、年２回定期的な開催を行っている。

金古 ・「金古愛宕山車祭太鼓の伝承教室」を開催予定。

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。

西
「親子空手教室」
年間を通して開催し、老若男女が早朝に公民館に来て健康増進と身体鍛錬を兼ねて練習
し、もって世代間の親睦・融和と正しい規律を学んでいる。

東 ・日常からの環境づくり

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。

11　居場所になるように行った事業　（１７館２４講座）　
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塚沢
塚沢地区作品展示会を開催し、小学校児童・中学校生徒の作品を展示したことにより、
三世代が集う場を創出できた。サークル会員同士の交流も深めることが出来た。

矢中
「いろいろ体験！少年少女のための講座」
　最近、体験の少ない子供達に体験を中心とした学習の場を提供し、夏休み中の居場所
を作った。

長野

・家庭教育学級　未就学児を対象とした親子教室
・さわやか元気学校　熟年以上を対象とした組合せ講座
・おもしろ科学教室　こどもを対象とした工作教室
・人形劇　こどもを対象とした人形劇
・映画　こどもを対象としたアニメを観賞

豊岡 図書ボランティアのみなさんにお願いし、「クリスマス会」を12月に実施。

八幡

「パン作り教室」
小学生５年生以上からお年寄りまでの異年齢層で集いメロンパン、チーズパン、ウイン
ナーパン作りをおこなった。
また、作ったパンと野菜スープで昼食をとりながら、懇談会をおこなった。
　普段交流をもつことが難しい異年齢層での地域交流を図ることができた。

鼻高

「鼻高公民館：少年少女チャレンジ教室」と銘打ち、夏の子ども映画祭(ファミリーで宮
沢賢治の童話映画を観よう)、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などを実施し、地域の方が大勢参加している。

寺尾
図書読み聞かせボランティアサークルによる毎月の工作や遊びなどや年１回のお楽しみ
会における紙芝居やパネルシアターなど。

南八幡

毎月読み聞かせ図書ボランティアの協力により、本の読み聞かせと合わせて、折り紙や
工作など取り入れた「つくってみよう」を行い毎回多くの園児、小学生が参加している。ま
た、同時にクリスマス会に発表するハンドベルの練習を４月から重ね、園児の頃から小
学生になってもハンドベルを継続している児童が多数おり、音楽を取り入れた情操教育
の創造に役立てられている。

岩鼻

（事業名）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、毎週月曜日９時～１３時の間図書室を開放している。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。公民館主催事業として併催している「こどもクッキングスクール」参加者の子
供たちによるお茶・お菓子によりおもてなしを行っている。

金古 ・子供向けの講座で「長寿会と遊ぼう」を開催予定。

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。
「社会福祉協議会」
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。

26



堤ヶ岡

「第７回　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披露する
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達の公民館
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、公民館を取り巻く地域の
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－ムな雰囲気づくりを心がけた。
　アンケ－ト集計にも見られるように、地域の方々が気軽に参加･見学が出来る所がとて
も人気があるので継続して行きたい事業である。

南
地域の子どもたちのため「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。

城南
「地域安全センター」
防災や防犯に重点をおいた事業は実施していないが、地区内の防犯パトロールの拠点と
して機能付けされている

城東 城東地区「地域安全見守り隊」主催で、毎年9月に公民館で防災訓練を実施している。

西
「避難訓練」と「自主訓練」の災害訓練を主に利用者サークル団体会員を対象に実施し、い
ざという時の災難に備えている。

塚沢
「地域ぐるみの防災講座～災害に備えて～」を開催。自主防災活動の役割を学び、災害図上
訓練（DIG）避難所運営ゲーム（HUG）を体験する。主に塚沢地区の区長、民生児童委
員、消防団員、女性防火クラブが参加する。

中川 「防災講座」　3/14実施予定

北部
「腹話術でオレオレ詐欺防止」
オレオレ詐欺防止について、腹話術を取り入れながら、わかりやすく実施した。

六郷

①「六郷小校区合同総合防災訓練」
　公民館が事務局となり実施、会議の運営、企画などを行った。第１回目の取り組みで
当日の参加者は８５２名。
②地域防災に関連した講座。地区の総合防災訓練に向けた取り組みと訓練後のフォロー
アップ講座の開講
前：「防災は地域づくりから～みんなで考えよう～」「中越地震被災地研修バスツアー」
後：「地域防災リーダー養成講座」

長野 さわやか元気学校　「振り込め詐欺・泥棒」振り込め詐欺の寸劇

箕郷
「箕輪城寿大学　防犯出前講座」（群馬県県民生活課　県民防犯推進室）
「おりひめ学級　高崎市の防災」（高崎市防災安全課）
（質問９と同じ）

豊岡
市民部防犯・青少年課に依頼し、11月に警察署の担当者にお願いし、「防犯講座」を実
施。

榛名
熟年講座　「犯罪被害にあわないための防犯講座」
高崎警察署榛名交番所長を講師に招き、頻繁に発生して社会問題化している「オレオレ
詐欺」について、対策法を学んだ。

寺尾 １２月大掃除のとき参加してくれたサークルと防災訓練を実施した。

南八幡
１２月定期利用サークルの方々に参集してもらい、消防署立会いでの避難訓練、
消火訓練を実施し、有事の際の対応を学んでもらっている。

12　防災や防犯に重点をおいた事業　（１９館２４講座）
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吉井
「おこまりではないですか 悪徳商法（吉井寿大学）」
　（2月実施予定）

倉賀野
「防犯講座」（くらがの高齢者教室の１講座）
高齢者を対象にした事業で、振り込め詐欺や悪質商法の被害の現状と対策について、警
察署員ほかの講師で実施した。

岩鼻
（事業名）安心安全な生活を－岩鼻出前講座―
　「防犯キャンペーン隊」の派遣申請を行い、出前講座として実施する。同じに、地域
包括支援センターからの出前講座も合わせて行う。

金古 「手作り紙芝居づくり(金古小学校交通安全紙芝居)」完成。

堤ヶ岡

「第７回　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披露する
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達の公民館
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、公民館を取り巻く地域の
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－ムな雰囲気づくりを心がけた。
　アンケ－ト集計にも見られるように、地域の方々が気軽に参加･見学が出来る所がとて
も人気があるので継続して行きたい事業である。

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」「手づくり味噌教室」
・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

城址
「男性も歓迎！料理教室」（仮称）
（８に記載したものと同じ）

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
を行う。

塚沢 韓国料理教室を開催し、韓国文化の理解と食文化の波及を図った。

矢中
「子育てパワーアップ講座」
　４回講座の中に食育に重点を置いた料理実習を行った。

六郷
食生活改善推進員に講師を依頼し、推進員の活動と連携して実施
「おいしく食べるお料理教室」

長野 「こども料理教室」　栄養バランスを考えた献立料理教室を実施

箕郷

・おりひめ学級　女性のための食育
　栄養バランスのよい食事から、健康な生活を送るための方法をお話いただいた。
・親子パン作り　　　・男の料理教室（予定）
・こんにゃく作り　　・国府の白菜でキムチ作り　・そば打ち教室
　実習をとおして、食の大切さや知識を学び、食に対する関心を高める。また、地産地
消を旨とした取り組みを行った。

13　食育に重点をおいた事業　（２２館３５講座）

28



八幡
「親子ふれあいサロン」
乳幼児期の食事についてのお話と子どもと遊びながら、楽しみながらできる料理づくり
の体験をおこなった。

倉渕
事業名「子ども料理教室」
小学生を対象に夏休みに開催。子どもたちが、料理の楽しみを知り、健全な食生活を実
践するための一助となっている。

榛名
「味噌作り教室」「こんにゃく作り教室」
榛名地域の先生に講師を依頼し、味噌作り教室で使う種味噌は榛名地域の家庭に伝わる
ものを使用し、こんにゃく作り教室で使うこんにゃく芋は榛名産のものを使用した。

乗附 親子パン作り教室（夏・春）

南八幡
地元の料理サークルと連携し、小学生を対象に夏休み中、色々な料理作りに挑戦しても
らい、料理の楽しさ、作ることの喜び、食べることの大切さを料理体験を通じて学んで
もらうようにしている。

倉賀野
「親子ふれあい教室」
親子で食事、栄養について勉強、調理し一緒に食べた。

倉賀野

（事業名）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。
（事業名）子育て世代の料理教室、第２回幼稚園ママの料理教室、第３回幼稚園ママの
料理教室（親子でこんにゃく作りの体験）　３事業

岩鼻

（事業名）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。
（事業名）子育て世代の料理教室、第２回幼稚園ママの料理教室、第３回幼稚園ママの料理
教室（親子でこんにゃく作りの体験）　３事業
　幼稚園（保育園）児をもつお母さんを対象に、安心安全の食事作りと食の大切さを学
ぶ料理教室として開催。

大類

「親子わくわくクッキング」
　公民館利用団体である「家庭科クラブ」の協力をいただき、メニュー選定や材料準備
などの事前準備をしていただいた。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。

滝川
「野菜のかさね煮教室」（予定）
手軽にできる料理を学び野菜不足を解消したい

金古
・子ども支援事業で蒸しパン作り・プリン作り・大福作り等を開催。楽しみながら食の
大切さを学ぶ。

国府

「子どもホームメイドクッキング」
子どもを対象とし、パン作りとケーキ作りを学んだ。
「バレンタインチョコ作り」
子ども自身でトリュフチョコ作りを学ぶ。
「ホワイトデークッキー作り」
生地からクッキーの作り方を学ぶ
「子ども和食教室」
お寿司と白玉あんみつを学ぶ
「はじめてのピザ作り教室」
家庭で生地から簡単に作れるピザ作りを学ぶ。
「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。

上郊
「男性の料理教室」
　男性（特に初心者）対象とした料理という必須の生活技術を学ぶ。
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南
歴史講座｢道と文化｣では、親しみのある中仙道・鎌倉街道・室田街道など高崎の古街道につ
いて、興味・関心を持って受講生も学べた。

城南
「歴史講座：城南地区を中心とした高崎の歴史」
第１回目は近世までの高崎地域の歴史を概観し、第１・３回目で、城南地区を中心に中
世や近世の歴史・文化を学んだ。

城東 「歴史講座」・「古典文学講座」

塚沢

①公民館サークルの塚沢史遊会に講師依頼し、「塚沢の歴史を探る」を開催し、地域の史跡
等を廻るなど、地域の歴史や文化の理解と継承を図った。
②公民館運営推進委員会において、紙芝居で「地域の民話～しばられたお地蔵さま～」を上
演し、地域の伝承を学んだ。

中居
中居長寿セミナー・出前講座「高崎市の歴史と民俗」高崎市歴史民俗資料館
中居地域の歴史を中心に話をしていただいた。

矢中

研修会「富岡製糸場の今昔」（平成２７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、講師選定等を進めていった。今年富岡製糸
場が世界遺産に登録されたこともあり、解説員を講師に招き、郷土の歴史・文化を学習
し、郷土愛を育むことを目的に企画した。

中川
・小八木町獅子舞・獅子笛体験教室　1/30～3/13実施予定
・中川の魅力を写真で撮ろう

六郷
地域に伝わる「筑縄小唄」の伝承に関して地域づくり活動協議会と協力し、テープのダ
ビングや歌詞の印刷や声掛けなどを行った。

長野 おもしろ歴史教室　長野地区に残る地名の由来や伝説のお話、神社・石碑の解説

箕郷

「山野草ウォッチング」（自然）
「箕郷の歴史を知ろう」「おりひめ学級　箕輪城講座」（歴史・文化）
「箕輪城寿大学・おりひめ学級　館外研修」（産業）
　地域の自然、歴史・文化、産業を学ぶため、実際に現地を訪れる館外での講座も実施
した。
「山野草ウォッチング」では、榛名山周辺をトレッキングしながら、季節の草花につい
て学習した。「箕輪城講座」については、質問８のとおりである。「箕郷の歴史を知ろ
う」では、生原地区を取り上げ、地区内に残る史跡を巡った。寿大学とおりひめ学級の
館外研修では、それぞれ前橋と館林の歴史的な街並みを散策し、近郊の工場を見学する
ことで、県内の産業についても学習した。

八幡

「高崎のトリビア散歩」
　高崎市内城址地域の市史や文化、産業を含めた箇所を回り随所で関連する史跡にまつ
わるトリビアを学ぶことができた。
　また、講師が数箇所のポイントで当時の写真をみながら現状と昔の高崎市の街並みの
変わったところを実際に見て感じることができた。

鼻高
講座の中に「鼻高の歴史・自然と文化」と題して、地域住民が地元理解と郷土愛醸成す
るための教室を開催した。

14　地域の自然、歴史･文化、産業等に重点をおいた事業　（２６館３７講座）
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倉渕

「道祖神の里めぐり」
中学生が１グループ１０人前後の参加者を引率し、道祖神はもとより、文化財、地名の
話や伝説などを説明しながらコースを散策する。
開催日の設定、案内ボランティアの調整、リハーサルやコース設定についての助言な
ど、事業の大部分について連携を取っている。
「ミヤマシジミ生態報告会と雑草取り」
県内での生息が倉渕地域だけになった「ミヤマシジミ」という蝶の生態報告会を開催。
蝶の住みやすい環境を守るため生息地の草取りも行っていて、中学生の環境学習の一環
ともなっている。

榛名
「初夏の花を訪ねて～榛名湖畔～」
豊かな自然が残っている榛名湖周辺で、植物に詳しいガイドが同行してレンゲツツジや
ヤマツツジの鑑賞をした。

乗附 熟年講座「ちょんまげ時代の高崎」：江戸時代の高崎の歴史を学ぶ講座

南八幡
南八幡郷土史会へ講師を依頼し、地区だけでなく、他の地区の文化的・歴史的価値のあ
る施設・文化財を訪ね、地域住民に歴史への興味を高め、郷土に対する見地を再認識し
てもらうための事業を実施した。

吉井

「吉井探訪～吉井カルタから学ぶ郷土吉井～」
　吉井には、「吉井カルタ」があり、吉井の自然・歴史・文化・産業等について記載さ
れている。小・中学生に郷土吉井について、知識を深めてもらうことを目的としてい
る。

倉賀野
「倉賀野の歴史講座」
昨年度作成した「倉賀野合併５０周年記念誌」をもとに、時代区分ごとに倉賀野の歴史
についての講演を実施した。２月～４月に全９回のうち今年度分４回。

岩鼻
（事業名）「歴史マップ講演会」「石仏石神」「町内歴史散歩」（３事業）
岩鼻歴史マップ第４編石仏石神を作成中であり、その石仏石神に関連して、岩鼻地区地
域づくり活動協議会と共催し各事業を開催。

大類
「高崎のむかしを知る」
　従来「大類のむかしを知る」と題して行ってきた講座であるが、今年度から対象地域
を広げて実施。最終回は「宿大類町の史跡めぐり」を行った。

滝川
「滝川ウォーク」
毎年地区を決めて歩いています　２６年度は上滝町
地域の住民が講師となって説明してくれました。

新町

「新町文化財めぐり」
普段は見ることができない場所を見学したほか、身近にある文化財等のいわれを詳しく
聞くことができた。公民館利用団体である、新町文化財研究会と連携して実施した事業
でもある。

金古
「第３回歩いて再発見!群馬が誇る悠久の歴史遺産をたずねて」にて国分寺の歴史を学ぶ。
・地域講師を招いて地域伝統のしめ縄の作り方を学ぶ。
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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。
「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。
「歴史講座―史跡山王廃寺を語る」
国府地域周辺の歴史を学ぶことにより地域の歴史の再確認と国分寺祭などの開催にも役
立てる。

堤ヶ岡

「ノルディックウォ－キンク教室」
ノルディックウォ－キンクの基本的なポ－ルの使い方を学びながら、地域内の歴史的文
化施設などを歩いてめぐることで、自分が住む地域の新たな魅力の発見と、同じ地域に
住む人どうしの交流につながった。

金古南
足門

「史跡めぐりウォーキング教室」
ウォーキングで史跡をめぐり、楽しみながらの運動不足解消と自分が住む地域の歴史的
文化に触れ、新たな魅力を再発見するとともに同じ地域に住む人たちの交流につながっ
た。（上野国分寺跡）

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

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
「尺八体験教室」
日本古来の和楽器“尺八”を体験することで日本の伝統や文化を理解し、次世代へ伝え
る。

塚沢
塚沢公民館を拠点に活動する「人形劇団ファンタジー」に、人形劇の公演を依頼し、生
の人形劇に触れる機会を設け、地域の文化振興を図る。

矢中
「矢中八木節踊り夏期講習会」「矢中太鼓夏期講習会」
　毎年８月に開かれる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、一体
となって伝統芸能を守り、保存していくように努めた。

浜尻
第３ブロック主事研修での取り組み（地域伝統文化の継承と歴史を生かしたまちづく
り）生原北野神社の動画撮影（専門学校にボランティアで依頼）

北部
「獅子舞体験教室」
地域の獅子舞保存会と連携し、実施した。

長野 芸能祭　八木節・獅子舞

八幡
「履いて快適♪」「作って楽しい！」「布ぞうり」「包丁の研ぎ方」
　生活で欠かすことのできなかったぞうりの編み方と包丁の研ぎ方を学び、物を大切に
するこころと変わることのない洗練された技術を学んだ。

15　伝統芸能を守る拠点として実施した事業　（１９館２７講座）
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片岡

石原町には獅子舞保存会、山車保存会があり、高崎まつりをはじめ広域的な演舞活動を
展開している。
　近年はさまざまな影響で子供会員の減少により伝承に影響がでているので、（「少那彦
名命」の笛や太鼓を習ってみよう）講座を開催し、20名の子供から成人の参加があり全5回
を実施した。

寺尾
今回芸能発表会において、石原下３・４地区の山車のお囃子の出演依頼したが、
平日のため小学生の参加がかなわなかった。来年は土日での実施で小学生のお囃子出演
を実現させたい。

城山
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。今年は男性の参加もあり例年以上に盛況だった。

南八幡
以前から南八幡地区で伝承されている「シャギリ」と「阿久津獅子舞」の伝統芸能を小学生に
継承・育成を図るため本番で披露される前から数回にわたり、地元の保存会指導者から
本番に即した練習を行っている。

滝川
獅子舞伝承会、太々神楽伝承会
練習の成果はふれあいフェスティバルのほか地域の行事でも披露をしている。

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 ・「金古愛宕山車祭太鼓の伝承教室」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。

上郊
「保渡田榛名神社獅子舞伝承教室」
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
「南公民館熟年講座｣(1～2月実施予定)
｢高崎の歴史文化を知ろう｣（１～２月実施予定）

城南
「第２７回城南地区鎌倉街道武者行列」
「古道鎌倉街道」を題材とした武者行列を実施することにより、「地域づくり活動」を
推進する。

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」
・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。

塚沢

①公民館サークルの塚沢史遊会に講師依頼し、「塚沢の歴史を探る」を開催し、地域の史跡
等を廻るなど、地域の歴史や文化の理解と継承を図った。
②公民館運営推進委員会において、紙芝居で「地域の民話～しばられたお地蔵さま～」を上
演し、地域の伝承を学んだ。

新高尾 米作り

16　地域の特色や課題を生かした事業　（１７館２７講座）
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長野 「そば打ち教室」　長野地域で生産されたソバ粉を使用したソバ打ち

箕郷

「おりひめ学級　箕輪城講座」
「箕郷の歴史を知ろう」
「ふれあいウォーク」
　内容については質問１５と同じだが、史跡が多く残る箕郷地区において、その歴史と
魅力について、あらためて学ぶことができた。

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を探索する「自然観察会」、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。

倉渕

「道祖神の里めぐり」
中学生が１グループ１０人前後の参加者を引率し、道祖神はもとより、文化財、地名の
話や伝説などを説明しながらコースを散策する。
開催日の設定、案内ボランティアの調整、リハーサルやコース設定についての助言な
ど、事業の大部分について連携を取っている。
「ミヤマシジミ生態報告会と雑草取り」
県内での生息が倉渕地域だけになった「ミヤマシジミ」という蝶の生態報告会を開催。
蝶の住みやすい環境を守るため生息地の草取りも行っていて、中学生の環境学習の一環
ともなっている。

寺尾
寺尾地区烏川河川敷に平成２７年４月に「ドッグラン」が開設されるに当たり「ドッグラン
を楽しもう」講座を３月に実施予定

城山

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毎年開催しているが、高齢な方も生
き生きとプレイされており、大会に参加することがモチベーションの維持につながると
好評である。

南八幡
地域の伝統野菜を使った手軽にできる料理を紹介し、お母さん方に学んでもらい、自宅
で子ども達に愛情のこもった手作り料理の必要性を講座を通じて展開している。

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
（事業名）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。

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。
「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。
「歴史講座―史跡山王廃寺を語る」
国府地域周辺の歴史を学ぶことにより地域の歴史の再確認と国分寺祭などの開催にも役
立てる。

堤ヶ岡

「お正月に飾るしめ縄づくり」
地域に伝わる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」群馬地域公民館
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城東
「大人のスイーツ教室」
・定員をすぐに満たしてしまいキャンセル待ちまで出る状態
・受講者のほとんどが３０～４０代の女性

西

「パソコン活用術」（ワード：初級・エクセル：中級）の講座は定員をほぼ満たす人気のあ
る講座であった。最近ではデジタル化が広範囲に浸透し、一般家庭や職場に、パソコン
機能が普及し高齢者でも使用する機会が増えた。受講者の増加が今後も予想されるの
で、継続開催したい。

「高崎市長杯争奪　第1回　囲碁大会」
「高崎市長杯子ども囲碁大会＆音楽フェスタ」
　主催は高崎市長杯実行委員会で、公民館は協力の立場で関わりを持った。

　同実行委員会は地元住民を含む囲碁愛好家等で構成され、かつ普段は当館利用者の方
が多く含まれていたため、同実行委員会メンバーと公民館とのコミュニケーションがと
りやすい環境にあった。

　同実行委員会は、地域住民・地域各種団体（地元区長会、地域づくり活動協議会、民
生委員児童委員協議会、生涯学習推進員）・地元商店街を含む市内企業・地元マスコ
ミ・高崎市等と連携しながら、当館エリア内である“まちなか”で市民囲碁大会を開催
し、かつ、その大会によってまちなかに活気が出る雰囲気・賑やかさを出すよう屋外開
催とする等の工夫をするなど、まちなか活性化のねらいも含めた構想で企画を練って
いった。

城址

　また、同じく当館エリア内に所在し、今年度高崎市がリニューアル復活をさせた”地
域活性化センター（通称：高崎電気館）“も会場として活用する企画を立て、子ども囲
碁大会や囲碁たいけん教室、地域活性化センターの施設を活かした音楽フェスタの企画
も含めるよう、構想を広げていった。
　このことにより、囲碁愛好家の方もそうでない方も、また大人でも子どもでもまちな
かに訪れてもらいやすいようなイベント企画として練り上げられていった。そして、そ
れらの会議の多くが公民館施設内で行われていった。
　これら市民の手による囲碁とまちなか活性化を含む企画構想の経過は公民館にも多く
の情報が伝えられ、公民館が様々な助言を求められる場合もあった。
　地元公民館である当館は、同実行委員会の活動が公民館を利用する市民発のまちづく
りに資する企画であると捉えた。そこで、公民館の目的を逸脱しない範囲において高崎
市の関係部署や地域各種団体との連絡調整・コーディネート支援、求められた助言等に
ついて実行委員会自らの気づきを促進支援するファシリテート支援など、きめ細かい支
援を行っていった。

　結果としてイベントは盛況のうちに終了し、地元新聞やネット新聞・地元ラジオ・
ケーブルテレビ・商工会議所会報・囲碁新聞や囲碁専門誌など、様々なメディアがそれ
ぞれの視点からこのイベントを記事として報じた。
　高崎市長もあいさつや表彰式プレゼンターとして参加したこの企画全体は、“囲碁”
という生涯学習・文化活動の振興に加えて、まちなか中心市街地にあり住民が地域に賑
やかさを求めているという地域特性を活かしたイベントを進めたい市民の活動と、まち
なか活性化を進めたい行政の両方の歯車ががっちりかみあった活動となった。
　それら一連の活動について公民館は、“意思形成（会議）の場の提供”という施設面
からの機能提供のほか、“つなぐ”ことや“気づきを促進する”という主に側面支援の
立場から関わりを持ち、イベント成功まで支援し続けたことを通じて、このイベントに
関わった多くの方々に公民館の機能と存在意義を知っていただく機会となったのではな
いか、と考えている。

　なお、これらの公民館の活動は、公民館主事が研修として受講した文部科学省国立教
育政策研究所社会教育実践研究センターが実施する社会教育主事講習を含む、公民館長
や公民館主事向けに実施される各種職員研修の研修内容を最大限に活かそうとする考え
方も含まれており、研修の効果も十分に発揮されたと感じている。

17　うまくいった･手ごたえがあった事業　（３７館４２講座）
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佐野

「Ｓｔｅｐ　Ｕｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ」（小学校低学年向け英語教室）
小学校低学年のうちから英語に触れて、慣れて、習得することで、異国文化を理解し、
世界へ視野を広げる。ゲームや工作を取り入れたことで子供達がすぐに打ち解けた。日
本人の講師を頼み子供達の恐怖心を取り除いた。

塚沢

地域防災力の強化や社会課題の解決を目的に「地域ぐるみの防災講座～災害に備えて～」
を開催。自主防災活動の役割を学び、災害図上訓練（DIG）避難所運営ゲーム（HUG）を
体験する。主に塚沢地区の区長、民生児童委員、消防団員、女性防火クラブが参加す
る。

東部
「季節感あふれる和菓子作り」
・以前、情報誌（上毛新聞）のＴＡＫＡＴＡＩに掲載されていました、女性の和菓子職
人に依頼をした。

中居

「紅茶教室・和菓子作り教室」
今年度初めて行った事業であり、皆興味を持って受講された。
夏休み子どもポスター教室
今年度初めて行った事業で、受付当日から列ができ、初日で定員に達した。子どもたち
は誰も休まず熱心にポスターを描いていた。

矢中

「簡単なトラベル英会話教室」　英会話を通して、外国人や外国文化を理解することを目
的とした。実施にあたっては、昼間勤めている人も受講できるように夜間にした。定員
（１６名）を上回る１９名の参加があり、中学生の参加もあった。講師の人柄も良く、
和気あいあいとした雰囲気で進められた。

中川
井野川・染谷川地域清掃ボランティアは今年で4回目を迎え、約450人で中尾中学校区の清掃
活動を行う地域ぐるみの事業となった。

浜尻
「ちいきの人となかよくなろう」浜尻小２年生、グラウンド・ゴルフ愛好会、公民館定期利用
サークル、浜尻小教諭と関わった全ての人たちが、世代間の交流を楽しんでいる様子が
伺えた。

新高尾 米作り

北部
「夏休みこども卓球教室」
定期利用サークルである卓球サークル会員を講師にして、地域づくり活動協議会主催の
親睦卓球大会の出場に結びつけるかたちで実施した。

六郷

『みんなでコーラス♪素敵なハーモニー♪』
・地域づくり活動協議会が主催する六郷地区芸能発表会の参加を目標に講座を実施。発
表会へは２７名が参加、講座の成果で見事なコーラスを披露してもらえたこと。また、
参加者の満足度も高く、今後の継続的な取り組みにも期待が持てたこと
・講座、受講の成果を発表する場を設定できたことがうまくいった要因であると考え
る。

長野 「さわやか元気学校　ロコモ体操」

箕郷

「市場へ行こう」
　子ども達に普段目にすることのない市場内の「せり」や流通機構を見学してもらうこ
とにより、社会で働くことの大切さを学べたのではと感じた。
「キッズダンス体験」
　子ども達のリズム感を養成することを目的に実施したところ、予想以上にリズム感や
対応力が速く、感心した。
「山野草ウォッチング」
　自然と親しむことを目的に、榛名山の山野草や爆裂口を見学しながら散策した。「心
の和やか」さを全員で感じる良い機会となった。

豊岡
「エコバッグ作り教室」
地域性で物づくりに関心が高いため企画した。
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八幡

「履いて快適♪作って楽しい！布ぞうり」
　今まで公民館の事業に参加したことのない年齢層の方や、初めて公民館の講座を受け
にきた方などいて、多数の申込み希望者が多かった。
制作しながら、世代の違う方々で交流をもつことができた。

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
「パン作り教室」は、材料費が安くおいしいパンが焼けるため、地域の方に大変好評であ
る。

倉渕

『ミヤマシジミ生態報告会と雑草取り』
県内での生息が倉渕地域だけになった「ミヤマシジミ」という蝶の生態報告会を開催。
蝶の住みやすい環境を守るため生息地の草取りも行っていて、中学生の環境学習の一環
ともなっている。
特に今年度は、倉渕中学校が将来の倉渕地域を担っていく者として活動に参加してきた
ことが評価され、東京で行われた全国野生生物保護実績発表大会で林野庁長官賞を受賞
した。

下里見
「陶芸教室」「七宝焼き」
地域性で物づくりに関心が高いため企画した。

片岡
「エコバック作り教室」
　地域住民からの要望で開催したところ、定員一杯となり参加者から大変好評であっ
た。

寺尾

「第３０回寺尾公民館芸能発表会」について、５年ぶりの実施だったため、発表の機会を
失われていた公民館サークルにとってとても喜ばれた。町内公民館から参加申込みした
参加者のレベルが高く観客にもとても好評であり毎年の開催が要望されている。
「てらお音楽の夕べ」の「トランペットとピアノ演奏」および「うたとピアノ演奏」は
寺尾公民館においては久しぶりの音楽会であったようであり、また演奏者のレベルが高
かったことがとても好評であった。
「第３０回寺尾公民館芸能発表会」について、５年ぶりの実施だったため、発表の機会
を失われていた公民館サークルにとってとても喜ばれた。町内公民館から参加申込みし
た参加者のレベルが高く観客にもとても好評であり毎年の開催が要望されている。
「てらお音楽の夕べ」の「トランペットとピアノ演奏」および「うたとピアノ演奏」は
寺尾公民館においては久しぶりの音楽会であったようであり、また演奏者のレベルが高
かったことがとても好評であった。

城山
「エコクラフトテープでバッグを作ろう講座」
　エコクラフトテープで手軽にきれいなバッグが作れるということで、大勢の参加をい
ただいた。来年度も開催してもらいより高度な作品を作りたいとの要望があった。

南八幡

２年前から夏休み子ども映画会が実施されなくなったが、ＰＴＡ・育成会等から上映の
要望が強く寄せられたため、一度に２００人以上の小学生等を収容できる南八幡ふれあ
い館を夏休み期間中１日貸し切り、ＤＶＤ映画２本上映を行った。来年度も是非上映を
望む声を多く聞くことができた。

吉井

「夏休み子どもポスター教室」
　夏休みの小学生向け恒例事業として、たいへん人気のある教室。今年で9年目となり、
これまで蓄積されたノウハウを駆使して指導にあたっている。受講者からは、毎年数多
くのコンクール受賞者が輩出されており、それが励みとなり好循環を生んでいるよう
だ。

倉賀野

「倉賀野まちづくり作文」
子どもの作文の中に、町探検の授業を通して、倉賀野の歴史や文化、行事などを勉強
し、倉賀野町のことをもっと知りたい、住み続けたいとありました。大人と子どもが一
体となって、今後のまちづくりを考えていくうえで参考にしたいと思います。

37



岩鼻

（事業名）「なわとびを楽しもう！」
岩鼻公民館のホールは、運動関係の事業をするには狭く、募集定員が限られてしまう。
そこで、高崎青年センターにある体育館を借用して、なわとびの事業を開催。より多く
の参加申込者を受け入れすることができた。

大類

「布ぞうりづくり教室」
　運営推進委員会の中での要望を受けて実施。あまり公民館を利用しない人の参加もあ
り、定員以上の申込みがあった。また、参加者の中の有志が自主的に講師を呼び教室を
開催しており、新たな学習機会の提供につながった。

滝川
「ノルディックウォーキング講習会」
地域で関心のある方が増えたと感じました。用具を持参して参加している方も増え継続
しているスポーツとなると思いました。

京ヶ島
「子どもの心をつくる親子遊び」
　地域での仲間作りにかなり貢献できている。

新町

「大学生といっしょに♪みんなで楽しく学ぼう」
　以前は専門の講師に依頼していたが、今回から地域の大学生を講師に迎え、夏休みの
課題等に取り組む講座を実施した。大学生の募集に苦労したが、大学生と子どもたちが
うまくコミュニケーションを図っていた。

金古
「金古ふれあいフェスティバル」　地元の教育施設（高校・中学校・小学校・保育園）。区
長を始め地域住民や公民館利用団体等…公民館を拠点とし集った市民が市民活動セン
ターで２日間にわたり文化祭を開催。２日間で千人を超す人を集めた。

国府

「国府公民館夏まつり」
入場人員400人オーバーです。２年前とは大違いで倍増以上です。だんだんと公民館の存
在がわかられてきたと感じています。それに比例して毎日の子どもの数も飛躍的に伸び
ています。

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」に対して出来るだけ
「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。
「そば打ち教室」
当公民館には調理場として使用できる実習室が無く、年末を迎える時期となって「そば
打ち」の技術を習得する機会が出来たらと思い講師の方と相談したところ、大丈夫です
との了解を頂き開催することが出来ました。
　手狭で出来る範囲の講習として開催したところ、こねる、打つ、の行程に比重を置い
た講習でしたが、参加者皆さんに技術を学んでいただくことが出来ました。ゆでる行程
を全員で見学し、その後の試食でも大変おいしく頂くことができました。

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」
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。毎回応募作
品は増加しており、今年は208作品の応募がありました。（1回目103作品・2回目156作
品・3回目186作品）　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。
今年も優秀作品については、公民館だよりに掲載し地域に発信していきます。
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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

読み易いレイアウト・表現等を心がけ、主催・共催ばかりでなく地域事業の開催等も掲
載している。
また、構成員の高齢化等により縮小の一途をたどる「定期利用団体の活動」を支援する
ため、定期的に各団体の「会としてのボランティアを含めた活動状況や会員募集」の記
事を掲載し、活動の活性化を図っている。
いくつかの活動では、見学希望申し込みや新会員が増加するなどの事実あり、若干では
あるが成果を残しているため、更に工夫していきたい。

城東 ・高齢者向けに見やすさや分かりやすさを心がけ、字を大きくし文字数は少なめに。

東 ・作り手の思うがままに

城址 ・字をなるべく大きくするよう留意している。

佐野 文字を大きく、イラストを多く使う。

塚沢
①毎月１日号と１５日号を必ず作成し配布している。
②事業報告では、講座内容を具体的に記載するなど工夫している。
③講座のタイトルの文字は、大きく目立つようにしている。

東部
イラストなどを取り入れて、少しでも若い世代の方が目に留めていただくように心がけ
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。
　必要に応じて毎戸配布を回覧にして、経費の節減に努めている。

中川 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周知する。

浜尻
地域づくり活動協議会等の行事について毎回掲載している。写真を多く掲載し、スポー
ツ大会では詳細な結果を報告している。

北部 文字サイズを大きくし、読みやすくしている。

六郷

・地域のかわら版として講座案内以外の地域情報を積極的に掲載
　　⇒原稿を各団体と協力して作成することで、記事の内容を向上させるとともに、地
域の人に公民館だよりを意識してもらうことができた。
・事業に関連する情報を継続的に掲載
　　⇒「ちょっと見てみるか」と感じてもらえるようになった。

長野 文字を読まなくてもわかるように写真や絵を取り入れるようにしている。

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。
・公運推、生涯学習推進員に配布し、意見や提案をいただいている。

豊岡 できるだけ文字を大きく、見易さを心がけている

八幡
縦書きから横書きに変更して、できるだけ文字を大きくし、月２回作成して、少しでも
地域の方々に目をふれる機会を設けた。

鼻高
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
回覧のため、班によっては、２週間くらいかかるところもあるため、
主催事業のお知らせを、募集前に２回ぐらいは、告知するようにしている。

18　公民館だよりの活用についての工夫　（３８館）
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倉渕
・Ｂ４サイズで発行することにより、たくさんの情報が掲載できている。
・裏面に公民館利用予定を掲載し、利用者の利便性向上に繋げている。

榛名
公民館だよりの表面右下に「榛名公民館だより○月○日号」と表示することで、回覧板
に挟まってくるたくさんの印刷物の中から、見つけてもらえるように工夫している。

下里見 できるだけ文字を大きく、見易さを心がけている。

片岡
片岡では芸能祭や作品展示会の開催がないので、公民館玄関ロビーに展示パネルを設置
しサークルの作品展示を月交代で実施している。この展示会を毎回掲載し観覧を呼びか
けている。

寺尾

公民館だよりは各戸配布ではなく、回覧のため目立たなくて、講座開催がわからなかっ
たとの住民の話があり、用紙を緑の色紙に変えて目立つようにした。隣接の片岡長寿セ
ンターや武道館や片岡市民サービスセンターにも配置してもらうようにしたほか、９つ
ある町内公民館にも掲示してもらうように、館長宅にたよりを持参している。
サークルの人や来館者に窓口に置いた公民館だよりのことを話して講座や行事への参加
を勧めている。

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
今まで公民館だよりの発行回数を毎月１５日号のみとしていたが、今年度より多い時で
１日・１５日号の月２回発行するようにした。また、大きな文字で分かり易い文章表現
で発行するようにしている。

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確認できる
よう、当公民館だより独自のＱＲコードを作成し、掲載している。

倉賀野 読みやすく、文字サイズを大きく、分かりやすい言葉に心掛けている。

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。

滝川 地域団体の活動（体育振興会、長寿会など）の活動も掲載しています。

京ヶ島
地域団体の活動、情報も掲載して公民館だよりに目を通してもらえるよう
考えている。

新町
関係団体の協力を得て、地域の歴史等を紹介する記事の掲載を開始した（H27年1月号か
ら）

金古
・活動の報告の写真は出来るだけ早く掲載をするよう努めている。
・誰でも読みやすいよう役所的な文章は排除し、カタカナ語も少なくなるよう気をつけ
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。
・主催講座の写真や利用団体の作品などの写真をたまに載せるようにしている。

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。
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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。

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意見をいただき、地域にねざした公民館だよりになるよう
に工夫を重ねている。

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。

北 常時開館している。

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。

佐野 貸出日や新刊紹介を「公民館だより」に掲載している。

塚沢
休館日を除く毎日午前９時から午後９時までセルフサービスにより図書貸出をしてい
る。読みたい本をリクエストする「リクエスト箱」を設置し、利用者の要望に応じてい
る。

東部
・貸出しについては、平日（９～１６：３０）を可能にいる。
・夏休みには、子ども～大人までを対象に学習の場として開放している。

中居
図書ボランティアの活動日以外でも、職員がいるときに限り図書の貸出しを行ってい
る。

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。

浜尻 別棟にあるため活用は難しい

北部 公民館主事がいるときであれば、いつでも図書貸出しを行っている。

六郷

・図書台帳（エクセルで作成）の内容を、図書ボランティアと共有し利用者への図書案
内に活用
　　⇒PCの図書台帳を貸し出し日に図書室へ設置
　　⇒本の配置、特集企画、購入図書の検討に活用
・新刊本コーナーを公民館玄関に新設し、サークルなど公民館利用者の図書室利用を促
進（設置後、新規利用者が増加）
　　⇒継続的な利用に結びつけることが必要

長野 広報にて、ときどき利用日時や市立図書館蔵書取扱いの告知をしている。

箕郷
・親子で来室されることが多いので、子ども向けの絵本を中心にそろえている。
・子ども達が来室しやすいように、季節ごとに室内のレイアウトを工夫している。

豊岡
図書室が公民館と別の建物なので、図書室が空いていない時間に本を返せる「図書返却
箱」を設置。

19　図書室の活用についての工夫　（２６館）
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乗附
今年は図書リスト作成と同時に、利用の少ない本を中央図書館へ返却するなど図書室全
体の整理を行なった。

寺尾
図書室にベストセラーの本がたくさんあるのに利用者が少ないことで「読書講座」を読
書週間に実施した。話の内容は充実していて楽しかった。読書に関心を持ってもらうよ
う来館者などにも話しているがなかなか利用者が増えない。

南八幡
図書の分類を子ども向けの絵本、紙芝居、図鑑に分かりやすく分類し、大人向けの図書
は、新刊本を入口の付近に置くなど、手軽に欲しい図書が探せるようにしている。

倉賀野
昨年度に除籍処理をし、本が探しやすくなっているので、整理整頓を維持しつつさらに
活用しやすいように心掛けている。

岩鼻

公民館定期利用団体の毎週利用から、月３回の利用に協力依頼を行った。これにより、
つき１度の利用者が入ることができるようになった。また、隔週に希望する新規利用申
込に対しては、月３回利用から月２回利用に協力依頼をし、新定期利用団体の定着を
図った。

大類
・公民館だよりに毎号開館日を掲載している。また、7月1日号は図書室特集号として、利用
案内を掲載。

滝川 学校への利用日等を案内している

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。

金古
・公民館職員がいる時間は常に開館。
・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い、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
・子ども支援事業の中で図書室でやることを決めている。図書室は走り回るところでは
ないのでボードゲームやカードゲーム、ビーズアクセサリー作りなどをさせている。

堤ヶ岡
職員の勤務時間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

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、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、貸切のような利用ではなく、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、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。

西
　「貸室等使用後の施設使用者点検チェック表」の記入・提出によりサークル団体等の
貸室使用者に施設使用後、自ら点検をして環境整備の保全を図っている。

東 誰でも気軽に寄れる街カフェ公民館

城址
新規公民館利用希望者には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。

20　公民館の部屋の貸出しについての工夫　（２４館）
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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１１台しかないので、徒歩、自転車、相乗りでの利用
をお願いしている。

浜尻
育成会、学童クラブなどにＰＲし公民館をもっと利用してもらうようお願いしたとこ
ろ、育成会のかるた大会の練習、学童クラブの調理実習など、４００人ほどの利用が
あった。

北部
公民館主催事業を開催する曜日や時間を分散させ、特定の定期利用サークルに負担が集
中しないよう注意している。

六郷

・高齢者の多い利用団体について２階の和室の畳から１階のイスに座れる図書室利用へ
のシフトをサークルに提案
　　⇒図書室の施設利用（貸し館）稼働率増加
・館内の美化の推進（不要なものを整理）し、利用者に整理・整頓の協力に繋げる

長野
大人数（20人以上）で運動・講義できる部屋が１室しかなくフル稼働状態で割り振るの
が大変

箕郷

工夫している点
・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。
・和室から洋室へリフォームし、使用しやすくなった部屋を積極的に勧めている。
困っている点
・利用団体同士で会議室の予約が重複する場合がある。
・団体によっては、利用後の清掃がいきわたっていないことがある。

豊岡 エクセルで年度別に「受付簿」を作りパソコンで管理・集計をしている。

榛名
研修室５（旧図書館）は防音設備が無いため、榛名文化会館小ホールの音が聞こえてし
まうことから、小ホールの利用者がいるときには、研修室５を貸し出ししないように制
限している。

寺尾

新規の利用希望サークルには積極的に貸すようにしている。利用者は事務室のすぐ前を
通るので、なるべく声を掛けるようにしている。利用者が積極的に職員に話しかけるよ
うになってきていると思う。利用者を大事にしてなるべく会話等で、楽しく利用できる
ようにしている。

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。

南八幡
今まで受付簿による貸出し処理を行っていたが、空いている部屋の検索、利用人数の把
握、集計等に時間がかかっていたため、パソコンによる貸出しシステムを作成し、全て
を一元管理し事務の効率化を図っている。

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
主催事業などにより曜日や取り消しの変更の場合、同じサークルにならないように調整
している。

岩鼻

（事業名）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、毎週月曜日９時～１３時の間図書室を開放している。利用人数は少な
いが毎週利用者が起こされている。

大類 ・月間の空室状況を受付に掲示している。
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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。今年【囲碁のつどい】が立ち上がりました。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。ただ、限られた場所ででき
るだけ良い主催講座を行うのも主事の能力だと思う。

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 調理実習室と図書室が空いている時は貸し出ししている（利用団体活動・会議など）

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、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。
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