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「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２６年度の事業実績　２８講座 回数 参加者数 平成２７年度の事業実績　２５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 12 「子育て支援フォーラム」 2 202

「遊ぼう育メン講座～パパを楽しもう」 2 30 「おやこ自然体験　パパがヒーローになれる」 1 24

「孫育て講座」 5 79 「イキイキ孫育て講座」 4 35

・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」 1 10
「子どもの時間だ!『夏休み!元気キッ
ズ!』」 1 26

「チャ！レンジャー(自然体験活動)」 1 17
「夏のわくわく探検隊！チャレンジャー」

1 19

「わくわくどきどき秋見つけ隊！チャレン
ジャー」 1 20

「子どもは小さな芸術家」 1 24 「子どもは小さな芸術家」 2 68

・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」 7 107 「高校生のための社会教育講座」 1 9

「市民公開講座」前期・後期 6 298 「市民公開講座」 3 193

「地域で守る防災講座」 4 80
「地域ぐるみの防災講座
　～安心・安全な地域づくりのために」

4 89

「がんばり過ぎない家庭介護講座」 4 52 「がんばり過ぎない家庭介護講座」 5 61

「がんを学ぼう」 4 140 「たかさきパパ塾～パパ出番ですよ」 4 22

「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 97 「心豊かな地域づくりのための懇談会」 1 86

計 39 995 計 30 854

・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」 8 632 「たかさき再発見講座」 6 634

「歩いて発見！中世 の高崎｣ 2 70 「歩いて再発見！近世 の高崎｣ 2 33

･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」 4 105 「新伝統食伝承講座」 4 96

・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」 3 70 「初めての男性料理教室」 3 72

「秋の男性料理教室」 3 73 「秋の男性料理教室」 3 44

「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

「やさしく学ぶ地震と火山講座｣ 5 191 「やさしく学ぶ地震と火山講座｣ 4 116

「今日から始める終活講座」 5 362

計 29 1210 計 27 1357

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　７講座

ライフアップ推進事業　１３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

「子どもが楽しく学べる場づくり講
座」

1 14 「ファシリテーション入門講座」 1 18

「あなたを生かすシニア講座」 4 61 「あなたを生かすシニア講座」 4 107

「リーダー研修会」 1 97 「リーダー研修会」 1 86

計 6 172 計 6 211

・図書ボランティア講習 ・図書ボランティア講習

「読み聞かせスキルアップ講習」 5 412
「読み聞かせボランティア養成講
座」

6 238

「わらべうたと昔あそび講習」 3 96 「読み聞かせSKILL UP講座」 4 54

「高崎の民話かたりべ講習」 5 79

「英語絵本の読み聞かせ講習」 3 103

「人形劇とちょこっと手品講習」 4 212

計 20 902 計 10 292

・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 94 3279 総　　計 73 2714

図書ボランティア活動支援事業　２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　５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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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２６年度の事業実績　９講座 平成２７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）

「夏休み・元気キッズ」
　（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）

「高校生のための社会教育講座」
　（NPO法人キャリア倶楽部）

「あなたを生かすシニア講座」
　（NPOじゃんけんぽん）

「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）

「地域ぐるみの災害講座」
　（NPOわんだふる･日本防災士会群馬県支部）
　（防災安全課）

「今日から始める終活講座」
　（終活あんしんネットワーク）
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３　職員研修

平成２７年度の事業実績平成２６年度の事業実績

・館長研修会(長野県長野市長沼公民館）
・主事研修会(ブロック別課題研修)
・公民館職員研修

・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「地域づくりに貢献する公民館力の向上
   　　　を目指して」
・事例発表（中之条町立中央公民館）

・群馬県公民館研究集会兼公運審部会研修会
　全体研修会

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）

・群馬県公民館連合会総会･研修会
　「地域づくりは社会教育から」
 （熊倉浩靖氏）

・西部ブロック公民館研究集会兼高崎市公民
  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）

・西部ブロック公民館研究集会
　テーマ「地域を元気にする公民館活動」
　　　・事例発表（藤岡市鬼石公民館長）
・記念講演
　「地域の元気は健康で長生きすること」
　（平柳　要　氏）

・高崎市公民館研究集会
　テーマ「地域づくりと公民館の役割」
・事例発表（中居町第２町内会住民センター・
　　　　　　高崎市六郷公民館）
・記念講演「地域づくりと公民館の役割」
　　　　　　～心をつなぐ話し方～
　（村松　真貴子氏）

・西部地区社会教育行政職員等研修会
　｢知っておきたいファシリテーション入門講
　座」ＮＰＯ法人はぐくみ工房
　（竹迫和代氏）

・高崎市社会教育等関係職員研修会
①講演｢前向きに明るく仕事をするための
　　　コーチング活用術」
　（株式会社　家族会議　取締役副社長
　　　加須　明　氏）

②講演｢かみつけの里博物館の運営」
　かみつけの里博物館　次長　清水　豊

・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
　｢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」

・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)
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◇　地区公民館事業実績

平成27年12月末現在　　

平成２６年度の事業実績（819） 平成２７年度の事業実績（837）

ライフアップ推進事業（382講座） ライフアップ推進事業（437講座）

・子育て支援家庭教育充実（40館68講座） ・子育て支援家庭教育充実（40館73講座）

｢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。

｢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113講座）

「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。

「子ども英語教室」｢工作教室」｢子ども書道
教室」等の夏休み、冬休みに小学生を対象と
した体験的な講座が開催された。

・社会課題を考える講座（43館207講座） ・社会課題を考える講座（43館251講座）

｢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。

｢健康づくり講座」｢防災は地域づくりから｣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（348講座） キャリアデザイン支援事業（324講座）

・子どもや親子の課題体験教室（42館95講座） ・子どもや親子の課題体験教室（39館91講座）

「夏休み子ども映画会」「竹細工教室」「子
ども書道教室」等

「子ども映画会」「親子クリスマスケーキ作
り教室」「親子おもしろ科学教室」等

・日本や外国文化の理解講座（36館66講座） ・日本や外国文化の理解講座（36館69講座）

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

日本文化理解講座として「古典文学講座」
「歴史講座」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

外国文化理解講座として「初心者英会話教
室」「中国語教室」「韓国料理教室教室」等

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

「タブレット入門講座」「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」
「インターネット入門教室」等

・地域伝統文化継承教室（21館30講座） ・地域伝統文化継承教室（20館35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」
「太鼓講習会」「盆踊り講習会」等

「しめ縄作り教室」「そば打ち教室」「手作
り味噌体験教室」「太鼓講習会」等

・能力開発や職業意識の高揚講座（39館107講座） ・能力開発や職業意識の高揚講座（36館99講座）

「ボールペン字教室」「陶芸講座」「男性料
理教室」「工芸教室」等

「ボールペン字教室」「陶芸教室」「男性料
理教室」「工芸教室」等

１　学習機会の提供（４３館　８３７講座）
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地域づくり支援ボランティア養成事業（89講座） 地域づくり支援ボランティア養成事業（75講座）

・地域づくり支援（34館64講座） ・地域づくり支援（32館57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」「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(17館25講座） ・ボランティア養成(14館19講座）

「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。

「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」では、南小学校茶道部児童が、教師の指導の元で抹茶のおもてなしをしてい
る。

城南

「城南地区芸能祭」（地域づくり活動協議会との共催）
「城南地区鎌倉街道武者行列」（地域づくり活動協議会との共催）
　城南小学校長には、芸能祭実行委員として参画いただき、企画開催にまつわる意見をいただ
き、両事業への小学校児童及び保護者団体の参加促進にご協力いただいている。

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
 ・城東小学校金管バンド演奏
※「夏休み子どもパソコン教室」
 ・夏休み中の小学校のパソコン教室を利用

東
　連携した事業は無いが、夏休みの小学生向け事業をおこなう際に、体育館を貸してもらうよ
うに調整を行ったり、学校ではどのような夏休みの小学生向け事業をおこなってもらいたいか
等の意見を聞いたり等の情報交換をおこなった。

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（H28.1予定）。

塚沢
「塚沢地区作品展示会」
　展示会の開催に向けて、塚沢小学校担当教員と、出品作品の内容や展示方法等について協議
をし、出品依頼をした。その結果多くの作品を出品してもらった。

矢中

　共催事業「矢中音楽祭」の実施にあたり、小学校、特に音楽担当教諭と事前に協議し、児童に
よる器楽演奏の出演をしていただいている。また会場も、小学校の体育館を借用している。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、子どもから高齢者まで世代を超えた地域住民の幅広い交流や連携を深めることができた。

中川

「町内獅子舞鑑賞・交流会」（28年1月開催予定）
　後継者不足が年々深刻になりつつある町内の獅子舞保存会。同保存会と小学校と連携し、小
学校の朝礼時に全校児童に獅子舞演舞を鑑賞してもらうことで、町内が誇る伝統文化に興味関
心を持ってもらい、担い手確保を目的に毎年開催している。交流会後は、同保存会と連携した
「獅子舞体験教室」を実施。
「もっとなかよしまちたんけん」
「生活科」授業の一環で、2年生の全児童がクラスごと3日間に分けて来館。ダンスや料理、絵

手紙など6つの定理利用団体に協力を依頼し、児童が実際に活動を体験したり交流を楽しんだ
りと、公民館の役割などを学習してもらった。
「井野川をてがかりにして川と環境を考えよう」
「総合的な学習の時間」授業の一環で、4年生を対象に標記講義を公民館主事が行った。

浜尻
※「ちいきの人とふれあおう」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。長寿会を講師として、お手玉、あやとり、けん玉等の昔の遊びで
交流し、公民館定期利用サークルと一緒にコーラスを行った。

２　小・中・高・大学との連携事業　（３１館６９講座）

（１）　小学校との交流　（２４館３４講座）
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新高尾

　日高米作りは新高尾小5年生の行事として定着している。種まき、田植え、稲刈りを公民館
と地域づくり活動協議会の指導で行っている。公民館西側の田を使用して、苗代は公民館駐車
場につくる。餅つきを行う小学校の感謝祭では地域づくり活動協議会メンバーや公民館職員も
招待される。なお上記行事は主に月曜日に行われるがその前日日曜日には就学前児童親子の米
作りが行われた。

北部
※経大生と本気で勝負！「史上最大の鬼ごっこ」
　高崎経済大学生ボランティア主導による鬼ごっこを実施。北部小学校の校庭を会場として借
用し、ゼッケン・鉢巻・白線引きを学校から借用した。

長野

「学童米作り体験教室（レッツ米作り）」
　長野小学校5年生の総合学習授業の一環として、毎年実施。
　長野小学校、水土里ネット南新波推進協議会との共催事業で、5月のもみまきから田植え、
稲刈り、脱穀、11月までの収穫祭まで、米作りの体験を実施。

箕郷
「市場へ行こう！」　「キッズダンス」　「スライム作り」
　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。

倉渕

「道祖神の里めぐり」　　学校名「高崎市立倉渕小学校」
　倉渕地域の道祖神を歩いてめぐる事業の案内役を、小･中学生が担っている。
　1グループ約10人の参加者を2～3人ずつの小･中学生が案内し、道祖神や史跡、施設などを紹
介する。コースの下見やリハーサル、当日など小･中学校教職員を含めて、大部分を連携し実
施している。参加者からも、小･中学生との交流を楽しみにしているとの意見をいただいてい
る。

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

　11月21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、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、竹馬。

城山 「金井沢碑現地見学会」　地元の歴史を学ぶ授業の一環として参加。

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。89人の
応募があり、小学校長ほか5人に作文の審査を依頼し、優秀賞8人を選定。後日、公民館だより
に掲載。優秀賞作文集を作成し関係者に配布。また、小学校の朝礼で優秀賞の表彰式を行っ
た。

岩鼻
「夏休み親子クッキング」
　夏休みの親子を対象とする課題体験として、岩鼻小学校家庭科室を会場として実施した。料
理づくりを通じて、親子のきずなを深めながら｢食｣について考えるきっかけをつくった。

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、公民館も共催として参加。もちつき大会は公民
館、しめ縄づくりは小学校体育館が会場。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。公民館では公民館だよりによる広報、参加申込み受付、写真撮
影そのほかの手伝いを行っている。

滝川
「滝川の未来」
　全児童に滝川の未来に関する作文と絵画を募集し、選考委員会を経て大賞、優秀賞を決め
る。大賞・優秀賞については滝川ふれあいフェスティバルで表彰式を挙行した。
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金古
「手作り紙芝居づくり(金古小学校交通安全紙芝居)」で金古小教育振興会・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昨年度より継続中。
「金古の自然を守ろう　ぼくら地球守り隊からの発信」を昨年度より今年度も継続中。

国府

「あいさつ運動」の実施
　あいさつのできない子が時々いるということで、校長自ら帰宅時に通学路に立つなど、挨拶
促進を促した。公民館も連携して公民館であいさつ運動を実施。
　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。

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」
　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23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
「夏休み映画（アニメ）上映会」
参加依頼だけでなく、実施日、上映内容の選定等の企画に係る事項について、城南学童クラ

ブと連携し調整のうえ開催。

城東 「夏休み子ども映画会」　開催日、上映内容、機材等の準備などの調整を行い開催。

東 　学童クラブとの連携事業はないが、夏休みの小学生向け事業の情報共有はおこなった。

塚沢 「夏休み子ども映画会」　上映日や上映作品の選定について、情報交換をして実施した。

中川

「蚕のふしぎ体験・飼育教室」
毎年7月～8月にかけて学童クラブを会場に、元県蚕業試験場職員の指導のもと、飼育から座

繰り（糸取り）までを実施。蚕の飼育（保管）は学童クラブ職員の協力が不可欠。今年度で6
回目を数え、座繰り体験の様子が毎年上毛新聞に掲載されている。

北部

※「夏休みこども映画会」
※「音楽のある街・高崎　北部編　第4弾　紙芝居屋のおっちゃんがギターを持ってやってきた！」（人
権教育推進講座）
上記2つの講座の会場を学童クラブ校舎で開催した。講座の主な対象を学童クラブ生徒とし

た。

六郷

※「キッズラフター＆　Engulish Reading Out Loud」
・六郷児童育成クラブと共催

　・夏休み期間中の児童育成クラブの小学生を対象
　・企画を相談し、公民館で講師を紹介・社会教育講師派遣事業を活用
「水鉄砲づくり」（２回目）
　・六郷児童育成クラブ、あすなろ学童と共催

寺尾 「陶器づくり講座」「ポスター教室」「バンダナで巾着をつくろう」「クッキー作り」を夏休みに実施した。

（２）　学童クラブとの連携　（１１館１１講座）
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城山
「子どもレジンアクセサリー教室」　「子ども料理教室(夏)」
学童スタッフに子どもに評判を聞いたうえで実施した。

上郊

「バルーンアートごっこ」
　上郊学童保育クラブの職員と打ち合わせを重ねて開催した。
　学童保育クラブの施設が手狭なため、上郊公民館の広いホールを使用し、公民館の子ども支
援指導員が講師となり、50人近い子ども達がバルーンアートを楽しんだ。

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。

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「スライムを作ろう」を開催。

西

　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。

東

「たかさKids♪夏休み スペシャルレッスンs♪『カキカキ(描々)！ポスター』」（全1回）
　高崎女子高等学校の美術部、漫画同好会の1年生女子に、夏休みの小学生の宿題であるポス
ターの講師をしてもらった。

「たかさKids♪夏休み スペシャルレッスンs♪『ワイワイ(揚々) 夏まつり』」（全１回）
　高崎経済大学のボランティアサークルと、夏休みに小学生向けに夏祭りを実施した。

塚沢
「塚沢地区作品展示会」
　展示会の開催に向けて、塚沢中学校担当教員と、出品作品の内容や展示方法等について協議
をし、出品依頼をした。その結果多くの作品を出品してもらった。

中川

「井野川・染谷川地域清掃ボランティア」（28年1月24日開催予定）
　中尾中健育推が中心となり、中川・浜尻・新高尾各公民館が運営の協力を行いながら、同校
生徒を主体とする標記清掃を毎年実施（今年度で5回目）。各公民館は、町内区長や役員など
地域住民の参加者の取りまとめなどの事前調整や当日運営全般を行っている。

「サイエンスマジック～スライムを作ろう」
　群馬工業高等専門学校の無料の出前セミナーを当館で開催。

浜尻
「井野川・染谷川地域清掃ボランティア」中尾中、浜尻、中川、新高尾各公民館との共催事業。公
民館が中学校と区長との調整役。

新高尾

「関越自動車道カルバート壁画」の制作は、公民館と地域づくり活動協議会との共催で行われ、
中尾中学美術部員と新高尾小学校児童の親子が行う。今年は7月25日(土)に行われたが、年度
当初から中学校等との打合せが行われた。今年で4年目であり中尾中学校美術部のメインの事
業の一つとなっている。

（３）　中学校・高校・大学との連携　（１９館２４講座）
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倉渕

「道祖神の里めぐり」（前述と重複）　学校名「高崎市立倉渕中学校」
　倉渕地域の道祖神を歩いてめぐる事業の案内役を、小・中学生が担っている。
　1グループ約10人の参加者を2～3人ずつの小・中学生が案内し、道祖神や史跡、施設などを
紹介する。コースの下見やリハーサル、当日など小・中学校教職員を含めて、大部分を連携し
実施している。
　参加者からも、小・中学生との交流を楽しみにしているとの意見をいただいている。

「ミヤマシジミの生態報告会と環境整備」　　学校名「高崎市立倉渕中学校」
　絶滅危惧種の蝶・ミヤマシジミについて、生態報告会を開催し、倉渕地域での発見や目撃例
を収集している。また生息地の環境整備として、草刈やゴミ拾いなどを行い、中学生の環境学
習にもなっている。(昨年度の全国野生生物保護実績発表会において倉渕中学校が林野庁長官
賞を受賞)

榛名

「榛名文化祭｣　学校名『高崎市立榛名中学校』『群馬県立榛名高校』
　榛名中学校については、吹奏楽部に「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、榛名高校については、「音楽発表会」に参加をお願いしました。生徒の部活動の成
果を地域の方々に発表する場を提供することができ、地域住民の交流につながりました。

片岡

　第5ブロックの各公民館が、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
崎商科大学が互いに連携してできる事業を検討してきたが、今年度は学生（活動サークル
「絆」プロジェクト）に公民館主催事業への参加・応援や自主的に考えた演目を披露しても
らった。

乗附
「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

寺尾

　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。

城山

　第5ブロックの各公民館が高崎商科大学の学生（活動サークル｢絆｣プロジェクト）に公民館
主催事業の参加・企画を披露してもらった。
　城山公民館では「子育て支援講座」に2回協力をいただき、講師を交えて事前に打合せをした
り、運営補助や自主企画を講座の中で実施していただいた。

南八幡

　第5ブロックの各公民館が平成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
商科大学が互いに連携してできる事業を検討してきたが、今年度は学生（活動サークル｢絆｣プ
ロジェクト）に公民館主催事業への参加・応援や自主的に考えた演目を披露してもらった。当
公民館では、「クリスマス会」において紙芝居や子ども達への受付対応を依頼した。

吉井

　第5ブロックの各公民館が平成24年度よりブロック別課題研修のテーマとして高崎商科大学
と連携出来る事業を検討してきたが、今年度は絆プロジェクト（学生サークル）に公民館事業
に参加・協力をしてもらう。
吉井公民館では、「吉公サマーフェスタ」「公民館で遊ぼう」「X’masケーキ作り」等に支援・協力を
依頼した。

岩鼻
「夏休み水彩画教室」　（学校名）矢中中学校
　中学校美術部生徒を指導補助ボランティアとして招き、児童対象の水彩画教室に携わっても
らうことで、参加児童との交流を図ることができた。
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大類

「大類ふくしのつどい」
　主催は大類地域福祉教育の会（会長:大類小学校長）。公民館では館長が副会長を務めてい
る。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、大類公
民館図書ボランティアによる寸劇など。今年度は「深めよう大類の見守り力」をテーマに11月28日
に開催。

金古 　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。

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」
　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、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。

中居

「名曲を楽しもう♪～ファゴットの調べ～」
　群馬交響楽団所属のファゴット奏者及びピアニストによる演奏会。91人が鑑賞に来館した。
「山野草教室」
　晩秋の山野草として12人が受講した。完成作品は11月に行った作品展示会に出品することに
なっていたため、受講者は意欲的に作製していた。
「レクリエーションダンス教室」
　体を動かし健康増進を目的に3日間開催した。

箕郷 「サイエンスマジック」　科学実験の内容を検討し、併せて駐車場の安全管理も依頼した。

吉井

※「吉公サマーフェスタ」事業の進行について協議する。
※「地方創生まつり・秋の高崎Kikko-収穫祭」事業の進行について協議する。
※「Kikko-X’masﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞｰﾂ作り」に運営推進委員会の委員長・副委員長との打ち合わせをを行
い、作成準備と作成に協力してもらう。X’masコンサート後、点灯式を行う。点灯されると大
勢の住民が、見物に来ている。

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。

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、役員としてご協力をいただいてい
る。

３　公民館運営推進委員との連携事業　（６館１０講座）
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南
｢子どもスイーツ教室｣や｢しめ縄作り教室｣では、子どもたちに決め細やかな指導が出来るように
生涯学習推進員に協力してもらっている。

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

西

「男性厨房に入ろう料理教室」の開催により、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の教養では染料植物園の出前講座でバ
ンダナ作りを行い、歴史探訪では西公民館脇を流れる長野堰について語りつぐ会の出前講座を
行った。）

城址

※｢夏休み子ども”ガムテープで工作“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ガムテープ工作のスキルを、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。

佐野

｢生涯学習研修会｣（12/7実施）
　本事業は生涯学習推進員が主催するが、第2ブロックでは1年度内に持ち回りで開催すること
が定例となっている。佐野校区では地域住民の健康寿命の増進を図ることを目的とした笑いヨ
ガを体験する講座を行った。
｢新年の始めに！心をこめた絵手紙作り教室｣（1/27実施予定）
　本事業は社会教育講師派遣を活用する講座である。

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
　生涯学習研修会の協力･連携　　演題：富岡製糸場世界遺産登録一周年に寄せて
日程調整や地域団体への参加者の募集について協力。必要な機材の調達や操作など連携して実
施。

中居

「夏休み子ども手芸教室」
夏休み期間中に小中学生対象に3日間開催し、卓上小物入れを意欲的に作製した。
「名曲を楽しもう♪～ファゴットの調べ～」
群馬交響楽団所属のファゴット奏者及びピアニストによる演奏会。91人が鑑賞に来館した。
「山野草教室」
晩秋の山野草として12人が受講した。完成作品は11月に行った作品展示会に出品することに

なっていたため、受講者は意欲的に作製していた。
「レクリエーションダンス教室」
体を動かし健康増進を目的に3日間開催した。

矢中

生涯学習推進員研修会「マイナンバー制度」（平成28年2月5日開催予定）
　生涯学習推進員と協議しながら、講座内容、講師の選定等を進めていった。来年１月から実
施される「マイナンバー制度」について、生涯学習推進員として、この制度の理解を深め、地
域に貢献することを目的に企画した。

中川

「ミニミニ手作りコンサート」
　校区内から参加者を募り、アコーディオンやギター、オカリナなどの楽器演奏を始め、中学
生や地元のコーラス団体による合唱などのコンサートを開催。今年度で9回目を迎え毎年100人
近くが来場している

４　生涯学習推進員との連携事業　（３３館４９講座）
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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)
「春待ちコンサート」　定期利用サークル、浜尻地区在住者が出演するコンサートの実施。（実施
予定：H28.2.14）

新高尾

　4月にオープンした日高遺跡公園の「見学説明会」を連携して行った。説明は文化財保護課職
員が行い、開会式には飯野教育長の挨拶があった。100名程の参加。
「ＡＥＤ講習会」の開催。昨年は地区内のＡＥＤマップ作りとＡＥＤ講習会を行ったため今年も対
象者を広げて実施した。

六郷

※「～音楽に触れ合う街　六郷～　『ヴァイオリンコンサート』」
　・平成26年度より生涯学習の六郷小校区のテーマを～音楽に触れ合う街～として取り組んで
いる。
　・講師の選定やプログラムの作成を協働。
※｢母なら水路　長野堰　～生活水と六郷村～｣
　・地域の歴史を学ぶ事業として企画から実施まで協働

長野
　さわやか元気教室のなかで、「アコーディオンと歌おう」、「心と体を癒すコンサート」を共催事業と
して実施し、さわやか元気教室の受講者以外も大勢参加しました。

箕郷

「ふれあいウォーク ～はにわの里へウォーキング～」
　かみつけの里を中心に、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
「幻の笛　オークラウロの演奏」（平成28年2月開催予定）
　生涯学習員と打ち合わせを重ね、講座開催をする。

八幡
｢なっとく唱歌、童謡の集い｣　｢心に響く音楽会｣　｢倉渕の道祖神をめぐるたび（仮称）｣
　生涯学習推進委員と連携し、月１回程度館長、主事と打ち合わせを行い、公民館、地域づく
り活動協議会と共催で行っている。

鼻高

　上野三碑の歴史的価値を学ぶ目的で、「上野三碑を訪ねる・高崎自然歩道　石碑の路を歩く」を開
催した。また、「八幡地区の史跡を訪ねる教室」の開催や鼻高歴史講演会「箕輪城攻防戦と上州武
士団」と題した講演会開催に際し、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。

倉渕

「踊る会」および「ラフターヨガ」
　倉渕地域の盆踊りである「倉渕音頭」や「倉渕小唄」などを習う「踊る会」やリラックス効
果のある「ラフターヨガ」などについて、企画・日程の調整・実施などを生涯学習推進員に協
力してもらっている。

下里見

「紙紐で小物作り教室」（1月開催予定）
　生涯学習推進委員と打ち合わせを重ね、人気の高いクラフトテープを使った
　ミニチュアバッグ作りの開催を検討。講師も地域住民に依頼。
「春の和菓子作り教室」（3月開催予定）
　企画から意見を出し合い開催を決定した。

片岡
「片岡ふれあいコンサート」
　事前の打ち合わせから、公民館だよりによる広報及び個別のチラシの作成、会場準備、写真
撮影、片付け等で連携。
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乗附 「昆虫立体切り折り紙教室」

倉賀野
※「くらぶち道祖神の里めぐり」
　生涯学習推進員と公民館の共催事業。事前の下見をし、現地の見所や危険箇所がないか。倉
渕公民館の協力をいただき、安全なコースを現地確認できた。

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
員が行う。

大類

生涯学習推進員主催講座「認知症よもやま話」
　「たかさきし生涯学習まちづくり出前講座」を活用して開催。講座内容・実施時期の選定等
を共同で、消耗品等の準備を生涯学習推進員が担当、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・写真撮影を公民館が行った。当初30名程度の参加を想定していた
が、50名を超える参加者が集まり、認知症への関心の高さを改めて知ることになった。

滝川
「人形劇鑑賞会」
　日程調整、公民館だよりによる広報、児童への参加者募集のチラシ作成、配布依頼等におい
て協力（18の人形劇鑑賞会とは別事業）

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。
「講演会　越後高田ごぜ唄」と「健康劇　認知症予防」
　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」 流しそうめん・おもちゃ作り
「日帰りバスツアー」 県立館林美術館・向井千秋記念館・茂林寺
　両事業とも毎年開催されているものであり大変好評である。事業内容について生涯学習推進
員と数回打ち合わせを行い、少ない経費で大きな成果をあげている。

金古
「金古ふれあいフェスティバル」にて推進員の活動を紹介。
「日光けっこう皆で行こう～400年祭にわく日光市を訪ねて～」の事業企画と運営。
「第4回歩いて再発見!」の事業企画と運営

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。

堤ヶ岡

「第8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。
　特に体験コ－ナ－として、「押し花」と「水墨画」は人気があり好評だった。

上郊

「第5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、生涯学習推進員による実行委員会を立ち上
げた後、企画会議を重ねて開催した。
　公民館定期利用団体発表、伝統芸能（井出祭太鼓）披露、群馬南中学校吹奏学部演奏、群響
ミニコンサート、大昼食会（とん汁・焼きそば）
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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｣は、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｣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われている。

城南

「第32回城南地区芸能祭」（地域づくり活動協議会との共催）
城南地区の芸能振興と、異世代交流・親睦の場として開催。
　主に、地域づくり活動協議会が開催に係る地域団体への協力要請等を担い、公民館は利用団
体や地域住民の参加促進、プログラム等の調整、高齢者の招待など開催に係る事務処理を分
担。
「第28回城南地区鎌倉街道武者行列」（地域づくり活動協議会との共催）
地域の歴史的背景を題材として、異世代交流・地域づくり推進のための事業。
　事業の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実施。
　主に、地域づくり協議会が行政機関や参加者との調整などを担い、公民館は、歴史的背景に
対する学習や事業の広報、武具・装飾に係る着付け教室の開催などを担当。

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

西

　主な連携は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の出前講座で行い、歴史探訪では西公民館脇を流れる長野堰
について語りつぐ会の出前講座を行った。

東

「東地区納涼祭」（東地区地域づくり活動協議会）
　東地区地域づくり活動協議会に主に企画等をしてもらったが、それに付随する庶務的な業務
を公民館が引き受けた。主にチラシ、納涼祭に使う各種金券、抽選券の発行、当日の関係者控
え室としての貸し館等をおこなった。

北
※「北地区まちづくり　敬老＆芸能祭」（北地区地域づくり活動協議会主催）
　公民館利用団体２団体が参加

城址
　例えば地元の地域づくり活動協議会で自主事業として行う予定の事柄は公民館の事業として
は予定しない方針としたり、あるいは随時の情報交換や相互の間接的な支援活動などを通じ
て、地域づくり活動協議会と公民館は企画前の計画段階から緩やかな連携が行われている。

佐野

『佐野地区大運動会』（5/10実施）
『三世代交流餅つき大会』（11/29実施）

両事業ともに公民館が共催している。特に三世代交流餅つき大会は地域づくり活動協議会を
構成する地域の多様な団体が集い、明確な役割分担のもとに多くのイベントを大会内で実施し
た。両事業は俯瞰して見れば、佐野地区における地域力を醸成する機会になっていると思われ
る。

塚沢
「塚沢地区作品展示会」

作品展示会実行委員会の会議に出席し、地域づくり活動協議会歴史文化部会と連携を図っ
た。

５　地域づくり活動協議会との連携事業　（３１館５１講座）
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東部
「東部地区文化祭」

実行委員会の会議にオブザーバーとして参加したほか、会議録の作成、出演者・参加者の取
りまとめ等の事務補助。

中居
「作品展示会」
　公民館の定期利用団体や地域住民の日頃の成果である絵画や手芸などの作品を展示した。

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」「町民大運動会」「作品展示
会」「音楽祭」「お楽しみ会」「こどもフェス」「子ども知りたい・守り隊」など多岐にわたっている。企画
段階から役員の会議に加わり、意見を出し合いながら、各事業を進めている。

中川

「三世代交流芸能祭」
　中川長寿センターを会場に、午前・午後の部をとおして約100人の個人・グループが出演
（来場者約350人）。参加募集の記事や芸能祭の様子を公民館だよりに掲載するなどの協力を
行っている。
「中川小校区大運動会」
　中川小学校を会場に、約1,200人以上が参加する校区内最大のイベント。公民館だよりで大
会役員のインタビュー付きで告知を行い、開催後は臨時号を発行し、優勝町内の区長インタ
ビューや種目ごとの写真、得点結果一覧などを掲載するなどの協力を行っている。なお、今年
度は、群馬テレビのニュース番組で運動会の様子が放映された。

浜尻 「浜尻地区世代間交流大運動会」 ・健康を増進するとともに、地域住民の交流と親睦を図る。

新高尾

「日高米づくり」では事業計画と米作り指導と田や稲の育成の管理。
「文化祭」(芸能祭・作品展)の共催。（11月1日～3日）
「カルバート壁画制作」では費用を道路公団に申請したり、制作期間中の道路通行止めの申請な
ど。

六郷

※｢東日本大震災被災地見学・アクアマリン福島バスツアー｣
　・六郷小校区で取り組む～防災は地域づくりから～関連事業
　・行き先の選定、語り部の手配‥を協働
｢六郷小校区作品展｣（2年に1回）
　・企画から実施まで協働
｢みんなでコーラス♪素敵なハーモニー♪｣（2年目）
　・地区の芸能発表会に有志で参加

長野
　各種スポーツ大会等の実施
「長野地区町民大運動会」の実施（隔年開催）
「防災まつり」の実施

八幡
設問5の事業を共催している。
「秋のスカイツリー、バスハイク」　池袋防災館と浅草、スカイツリーの見学

鼻高

　近隣地区の文化を･史跡を訪ね学習する目的で「八幡地区の史跡を訪ねる教室」及び鼻高歴史講
演会「箕輪城攻防戦と上州武士団」と題した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。

片岡

「ふれあいまつり運動会」の実施。
　事前の資料の印刷、当日の写真撮影や公民館だよりによる開催報告を行った。
「四校区グラウンドゴルフ大会」の実施　・「初冬のハイキング」の実施
　事前の資料の印刷、参加者募集受付、公民館だよりによる開催報告を行った。

乗附
「三世代ふれあいソフトバレー大会」「三世代ふれあい大運動会」
「乗附校区芸能祭」「乗附公民館文化祭・作品展示会」
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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11月9日(月)に実
施。

城山 「城山まつり」　当日の写真撮影や公民館だよりによる開催報告を行った。

倉賀野
「第29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。

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。

大類

「芸能祭」　芸能部会と協力。
　出場申込受付、プログラム作成、広報を公民館で受け持ち。
「芸術作品展」　文化部会が担当。
　大類公民館を会場に、定期利用団体のうち芸術系の団体等と協力して実施。
　公民館では出品者募集、出品目録作成、会場準備等で協力。
「社会体育運動会」　運動部会が担当。
　大類小学校を会場に開催。
　公民館では、当日の写真撮影や公民館だよりによる開催報告を行った。
「歩け歩け大会」　環境部会が担当。
　公民館では参加者募集告知・参加申込み受付などで協力。
「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及び会場準備、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」
　会議資料作成、会場や物品利用の調整
　地域の団体同士の連絡調整

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。
「日光けっこう皆で行こう～400年祭にわく日光市を訪ねて～」の事業企画と運営。

国府

※「上野国分寺祭」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パンフレット作り、進行表作り、小物作り、看板作りなどの
事前準備を中心に行った。また、当日、屋台村で出店を行い、さらに公民館管理などを担当し
た。

上郊

「第5回かみさと地域づくりフェスティバル」
　区長会、PTA、子ども会育成会、民生･児童委員、生涯学習推進員による実行委員会を立ち上
げた後、企画会議を重ねて開催した。
　公民館定期利用団体発表、伝統芸能（井出祭太鼓）披露、群馬南中学校吹奏学部演奏、群響
ミニコンサート、大昼食会（とん汁・焼きそば）
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東
※「たかさKids♪夏休み スペシャルレッスンs♪『ワクワク(跳々)◎フットサル』」

Alla vita sportと連携し、小学生の体育館を借りて小学生向けフットサル事業を実施し
た。

北
※「インターネット入門教室」（新規講座）　あいてぃ塾ぐんま
※「親子ふれあい教室」　時をつむぐ会

塚沢
※「家庭教育学級」　NPO法人時をつむぐ会：リトミック等親子を対象に実施した。
※「パソコン教室」　NPO法人あいてぃ塾ぐんま：３月に実施予定

新高尾 　時をつむぐ会に家庭教育学級の講師を依頼した。

倉渕

「クローズアップ倉渕　ネイチャートレイル」　　団体名「NPO法人アグレコ」
　自然保護活動や自然体験活動を行っているNPO法人と連携し、自然豊かな倉渕地域の烏川源
流域の植物や野鳥、動物などを観察しながら散策する事業を開催。コース設定などの企画や案
内、資料作成、講師協力など全般にわたり連携している。また参加者へのアンケートを実施
し、事業の結果や参加者からの意見などをNPO法人へフィードバックしている。

南 ｢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

「グランドゴルフ教室」
　地域住民の健康づくりの促進と親睦のため、城南地区体育振興会との連携により、計6回の
教室を実施。具体的な役割分担としては、毎回の会場設営と資材の提供、実践指導などを体育
振興会が担当し、広報・周知や参加者の受け入れなどの事務を公民館が担う。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を図っている。
「城南地区賀詞交歓会（共催、予定）」
　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、新年を祝い団体等の相互
の交流を目的に開催する。
　主に、各種団体等の参加促進を区長会が担い、会場設営や事務手続きなどを公民館が担当。

城東

「城東地区交流芸能祭」
　各団体の長等（区長会、体育振興会、長寿会、城東小学校、地区育成会、PTA、社会福祉協
議会、民生児童委員、青少推、防犯協会、女性防火クラブ、城東地区ボランティア）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
「いきいきセミナー西」では上並榎町第４町内会のふれあいいきいきサロン「えんがわ」に１講座
を担当していただき、「男性が厨房に入る料理講座」では食生活改善推進員がメニュー選び及び
実技指導を行った。

６　ＮＰＯ法人との連携事業　（５館６講座）

７　関係団体との連携事業　（３６館６７講座）
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城址

「親子で楽しい！リトミック教室」
平成23年度末頃に当館で「親子でいっしょに！リトミック体験教室」（全2回）を実施し、

その後も回数を年4回×前期･後期 = 年8回として平成24年度以降も継続的にリトミック教室を
実施してきた。

その中で、平成23年度当初から地元の母子等保健推進員に講座のアシスタントとして参加し
てもらうことを継続している。講師も地元住民であり、母子等保健推進員と講師・公民館が連
携して、子どもたちの健やかな成長にママ友同士の交流もねらいに含めた穏やかな講座運営を
続けてきたことで、地元の未就学児を中心とした親子が安心して参加できる講座になった。
※「夏休み子ども”ガムテープで工作“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）
※｢夏休み子ども”土鍋でプリン“づくり教室｣

食生活改善推進員との連携により、大人の支援を受けながらできる限り子どもたちが主体的
にプリンづくりを体験できる教室を実施した。
｢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。
｢基本料理教室｣（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（H28.2 実施予
定）

佐野

｢佐野地区郷土芸能祭｣（11/8実施）
｢囲碁・将棋大会｣（3/13実施予定）
　両事業ともに佐野地区町内公民館長会が主催し、公民館が共催している。
　佐野地区郷土芸能祭は佐野長寿センターを会場としている。
｢みんなで作ろう！子どもチャレンジ料理教室｣（6/20～12/5実施）
　佐野地区食生活改善推進員を講師に迎え、公民館主催事業として全5回講座を行った。
　もともとはたかさき子ども活動デーの取り組みの一環だったようである。
｢子どものために！飾り方いろいろ、折り紙でクリスマス飾り｣（11/21実施）
　本事業は佐野地区子育てサロン「たんぽぽの会」スタッフ（民生児童委員で構成）と連携
し、定例サロンの場で子育てに関わる保護者等を対象に実施した事業である。特定の講師を設
けず、同スタッフと公民館主事が折り方の支援に入った。

塚沢

「家庭教育学級」（託児完備）
　塚沢地区の民生児童委員、母子保健推進員、図書ボランティアに託児を依頼し、家庭教育学
級（託児完備）を全6回講座として開催した。
　子どもたちは部屋の後方でボランティアと遊び、母親は講座に集中できる環境を整えた。
「歴史講座」
　塚沢地区長寿会と共催で、3月に高崎市多胡碑記念館の出前講座を実施する予定。

東部

※｢ハッピースマイル子育て講座～幼児安全法～｣
　子育て支援サークルと連携し、地域の未就学児とその保護者を対象に、日常に起こりやすい
事故の防止やその手当ての方法を学ぶとともに、子ども及び保護者同士の交流の場を提供する
（予定）

※｢クリスマス会｣
　図書ボランティアによる児童向けの｢読み聞かせ｣｢エプロンシアター｣などを連携して実施。
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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11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、出前講座
での学習、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。

矢中

「50代からのライフアップ講座」（ライフアップ推進事業）団体名：矢中地区長寿会連合会
　矢中地区長寿会連合会の役員と講座内容、日程等について協議を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。
　その結果、昨年の同講座と比較して、延出席者が22名増加した。

中川

「お正月料理作り教室」
　地元の食改推（市食生活改善推進協議会中川支部）に講師を依頼し、手軽にできるお正月料
理作り教室を12月に開催した。
「中川公民館クリスマス会」
　読み聞かせボランティア「絵本の小箱」と連携したクリスマス会には、毎年100人近い子ど
もたちが来場。館内・会場には色とりどりの飾り付けを行いクリスマスムードを演出。ボラン
ティアによる人形劇や民話の語り、ハンドベル演奏、公民館主事よるミニゲームなどを行い、
子どもたちに一足早いクリスマスを楽しんでもらっている。
「町内公民館長・町内区長との合同研修会」
　毎年9月、榛名湖畔において、町内公民館長と町内区長との合同宿泊研修を主催している。
各公民館の取り組み状況などを報告し合うことで、各町内公民館同士の情報交換や課題共有の
場として貴重な機会となっている。

浜尻

「七夕の飾りつけ」（子育てサークル浜尻）
　七夕の飾りつけをし、公民館の玄関に飾った。
「夏季グラウンドゴルフ大会」「秋季グラウンドゴルフ大会」「浜尻地区ソフトバレーボール大会」「浜尻
地区はねつき大会」
　健康を増進するとともに、地域住民の交流と親睦を図る。
「浜尻小校区健全育成・交通安全祈願パレード」
　「親子で考える標語」を募集し、パレードを行うことで、地域住民に健全育成・交通安全の
啓発を行う。

新高尾
　地区婦人会連合会には男の料理教室や手芸作りや踊りの教室の指導や地域ふれあい教室とし
ての成人男女の料理の指導。

北部
「夏休みこども卓球教室」
　様子：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 　「おいしく食べるお料理教室｣　　食生活改善推進員と共催（３年目）

箕郷
「そうだ! 箕輪城をもっと知ろう」(箕輪城語り部の会）
　箕輪城語り部の会に、箕輪城跡について現地で解説を依頼した。
　上記については、地域における「箕輪城」をＰＲする方法を研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ました。

21



鼻高

「わがまち鼻高　地域座談会」 連携先→区長会、地域住民有志(女性)、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。今回は特に女性の視線から見た鼻高町ということで、地域の女性に多く集まっていた
だき、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。

西部
　区長会と地元有志の協力により、当館非常階段の手摺りのペンキ塗り替えを行った。長年の
懸案で中央公民館に予算計上をしていたが、優先順位が低いとの判断から、地元の協力を得て
塗り替えすることができた。

倉渕

「クローズアップ倉渕　ほたるの鑑賞会」　団体名「倉渕ほたるの会」
　倉渕地域でほたるの保護や啓発活動を行っている団体と連携し、初夏にほたるの鑑賞会を実
施。会場準備、ほたるの解説や参加者のもてなしなどのボランティアを団体が担い、日程調整
や周知などを公民館が担っている。
「道祖神の里めぐり」（上記3欄と重複・関連）　団体名「四季の会」
　倉渕地域の道祖神を中学生の案内でめぐる事業について、会場と休憩場所でのもてなし(ナ
メコ汁、甘酒の提供)やコースの下見を地域のボランティア団体である四季の会が担ってお
り、参加者から好評を得ている。
「わくわく子育て広場」
　団体名「くらぶち子育てサロン　スマイル」及び「高崎市社会福祉協議会倉渕支所」
　高崎市社会福祉協議会倉渕支所(倉渕福祉センター)で活動している子育て応援団体と連携
し、子育て中の保護者を対象に料理教室などを開催。
　調理中の保護者に代わり、団体のメンバーが子どもたちの相手になることで、気兼ねなく参
加できる体制をとっている。また、日程や講師との打合せなど、社会福祉協議会職員と連携し
調整し実施している。

榛名

「榛名文化祭｣　　関係団体「高崎市文化協会榛名支部」
　平成18年の市町村合併前から続いている事業で、平成27年度で49回目の開催となります。
　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、榛名地域の小中学校や幼稚園・
保育園等が参加し、準備から開催当日の運営まで度重なる会議を実施しています。
文化祭は2日間行われ、音楽発表や作品の展示、茶会、菊花展等を開催しています。

片岡

　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
会を5月と9月に実施。準備および大会運営において連携を続けている。

「ふれあい子育てサロン」
　民生児童委員の協力により行われている事業で、公民館講義室で月1回開催している。
　公民館だよりに掲載や個別のチラシを作成で協力。

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

寺尾

　体育振興会とは片岡4校区ソフトボール・バレーボール大会の準備および大会運営において
連携を続けている。
　地域づくり協議会と寺尾地区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。
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城山
　片岡四校区（片岡、乗附、寺尾、城山）体育振興会と各公民館の合同によるソフトボール･
バレーボール大会を春と秋に実施。
　準備および大会運営において連携。

南八幡
　区長会、体育振会、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。

吉井
「公民館で遊ぼう」吉井ＶＹＳ（青少年ボランティア団体）
　うどんづくり、ミステリーツアーで楽しもう！吉公ドッジボール&吉公ドッジビー、クッ
キー作り、もちつき等年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。

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。
「第3回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。

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120人分作成し
準備をした。当日は、3者で役割分担を行った。
「岩鼻公民館クリスマス会」（団体名）岩鼻公民館おはなしの会
　幼児児童（保護者を含む）を対象として約１年を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。

大類

子育てサロン「にこにこ」
　社会福祉協議会を中心に、区長会、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、サロン開催時のお手伝いをしている。
　開始から10年以上が経過し、大類公民館の一つの特色と言える事業となっている。ボラン
ティアスタッフには保育士経験者もおり、毎回様々な工夫を凝らしたサロンを開催している。

滝川

「子どもフェスティバル」
　社会福祉協議会の主催による事業で、日程の調整後、回覧の案は社会福祉協議会で作成し、
公民館は地域のほか小学校へも配布して周知を図った。
「滝川巡回いきいきサロン」
　民生・児童委員等の協力により行われている事業で、町内公民館で開催している。公民館で
は、講座の企画、講師依頼、公民館だよりを通じた広報や、サロン実施時のお手伝いをしてい
る。
「タイムカプセルに夢を託して」
　青少年問題協議の共催による事業で、小学校と日程の調整後、事業内容の企画、回覧を作成
し、小学校や地域へも配布して周知を図った。

京ケ島
「Ｊリーガーによるサッカー教室」体育振興会と連携
　ザスパクサツ群馬との連絡調整、謝金支払、京ヶ島小学校との連絡調整は体育振興会。事業
内容の検討、参加者の募集、当日の運営は共同で実施。参加者の申込み受付は公民館。

金古

「金古ふれあいフェスティバル」
　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。
　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「和の響き」という和楽器のコ
ンサートを開催。
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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

「食用油を便利にリサイクル！せっけんづくり」
　毎月第一木曜日に、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。完成後は試作品
を持ち帰ってもらい有効活用していただきました。

上郊

「敬老事業」
　区長会、民生・児童委員と会議を重ねて開催した。
　公民館定期利用団体・地元芸能団体発表
「第５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、生涯学習推進員による実行委員会を立ち上
げた後、企画会議を重ねて開催した。
　公民館定期利用団体発表、伝統芸能(井出祭太鼓)披露、群馬南中学校吹奏学部演奏、群響ミ
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、子ども会育成会と会議を重ねて開催した。
　地域のご年配の方から若い世代の参加者に教え継ぐという形をとり、地域内の世代間交流の
場となった。

南
｢南熟年講座｣(高崎市美術館、タワー美術館)
　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。

城東
※「ふろしき包み講座と美術鑑賞」文化課タワー美術館
　ふろしき包み講座の講師依頼や美術鑑賞会での学芸員による「ふろしき原画」の説明。

西
「いきいきセミナー西」では健康課保健師と講座内容の検討、夏休み染色体験講座では染料植物園
の職員と講座内容の検討

東

※「たかさKids♪夏休み スペシャルレッスンs♪『ニコニコ(笑々)☆ネパール料理』」（全１回）
　JICA群馬ディスクと連携し、国際交流＝語学(英会話等)ではない何か新しい形を作れない
か、ということでネパール人と小学生が一緒に料理をする事業を実施した。お互いに普段接す
ることが無い者同士、非常に楽しそうに料理をしていた。また、ネパール料理を食べる前と食
べた後の、小学生の様子が全く変わったのが見ていて面白かった。

城址
※｢簡単お出かけ！“ふろしき使い”講座｣

高崎市タワー美術館との連携･共催により、高崎市タワー美術館企画展｢ふろしき原画－包む
ための絵｣開催期間中にあわせた、風呂敷の使い方体験教室を公民館で実施した。

塚沢

①高崎市健康課出前講座「健康寿命を伸ばすコツ」
「いきいき講座」（全5回）の3回目として、高崎市健康課出前講座「健康寿命を伸ばすコツ」を

開催。参加者の血管年齢を測定するなどして、健康寿命を伸ばすコツを学んだ。
②群馬県消費生活課出前講座「防犯講座」
「いきいき講座」（全5回）の4回目として、群馬県消費生活課出前講座「防犯講座」を「大人の

防犯講座」として開催。振込め詐欺等の実態や、侵入盗の実態について実演を交えて学んだ。
③※高崎市長寿社会課出前講座「認知症～よもやま話～」を開催予定
④高崎市多胡碑記念館の出前講座を開催予定

８　関係課・機関との連携事業　（１８館３４講座）
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中居

※「普通救命講習」高崎東消防署
ＡＥＤの取り扱いについての実践練習

　中居女性セミナー（１講座）
※「中居女性セミナー・楫取素彦と上野三碑」多胡碑記念館
　楫取素彦の功績や上野三碑などの関係などの学習
　中居長寿セミナー（３講座）
※「中居長寿セミナー・認知症予防講座」公益社団法人群馬県老人保健施設協会
　認知症の症状や予防対策についての学習
※「中居長寿セミナー・防犯について」群馬県消費生活課県民防犯係
　振り込め詐欺の手口や、泥棒対策についての学習
※「中居長寿セミナー・健康寿命をのばすコツ～健康づくり編～」　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の学習

中川

「シニア世代いきいきセミナー（全4回）」（平成28年2月開催予定）
　高崎市中川長寿センターを会場として借用し、シニア世代をターゲットに、整理収納術や笑
いヨガ、日高病院の出前講座（病院選びのノウハウ・糖尿病予防）を実施。
「スマイル子育て講座（全4回）」
　高崎市井野児童館を会場として借用し、子育て世代をターゲットに、アンガーマネジメント
や笑いヨガ、幼児安全法、ラテンダンスなどを実施。
※「病院選びのノウハウと賢い使い方講座」（28年2月16日開催予定）
※「糖尿予防と運動療法」（28年2月26日開催予定）
　地元の中核病院である日高病院の無料の出前講座を利用し、中川長寿センターでの「シニア世
代いきいきセミナー(全4回)」の2コマとして、病診連携室・医事課職員による講義や、同院糖尿病
センター長を始めとする糖尿病サポートチームによる糖尿病やメタボを予防する生活習慣の見
直しや運動方法などを学習する。
「幼児安全法講座」
　日本赤十字社群馬県支部の無料の出前講座を利用し、井野児童館での「スマイル子育て講座(全
4回)」の１コマとして開催
「ＮＨＫ前橋放送局のスタジオ見学」
　ＮＨＫ前橋放送局のスタジオを見学し、同局職員によるニュース番組作りの裏側の解説やク
ロマキー(合成映像)体験、質問コーナー、どーもくんと記念撮影などをとおして、公共放送の
役割について学習した。
「ロッククライミング体験教室」
　クライミングウォール設備(高さ5ｍ)が完備された箕郷児童センターいずみを会場として借
用し、同センター職員の指導でロッククライミングを体験した。

新高尾 　文化財保護課とは日高遺跡公園見学説明会の企画や説明講師をしてもらったこと。

長野
　群馬県生涯学習センターと連携して、西毛地区の現役教師を講師として「おもしろ科学教室」を
実施

箕郷
箕輪城関連講座「そうだ、箕輪城を知ろう」を開催。
　箕輪城語り部の会、箕郷公民館、文化財保護課で実施。

倉渕

「わくわく子育て広場　おやつづくり」（上記8欄と重複･関連）
　関係課名「健康課　榛名・倉渕保健センター」
　就学前の子どもの保護者を対象に、安心･安全な材料で簡単に作れるおやつづくりを開催。
　講師に食育専門の栄養士である職員を依頼し、メニューや食材の選定、準備、実施など、全
般について連携。

榛名

｢熟年講座　健康づくり教室｣
　榛名･倉渕保健センターと連携し、栄養士と保健師を1名づつ派遣していただき、「健康寿命
をのばすコツ」をテーマに、減塩や健康体操について講義･実技指導を実施しました。講義中
に、保健センターで実施している事業をＰＲしたところ、利用者が増えたとの報告がありまし
た。
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乗附
「白バラ教室」　選挙管理委員会
「心豊かな地域づくりのための懇談会」　社会教育課
「人権講座」　社会教育課

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。
※「吉井どろんこ祭り」吉井支所全体で取り組んだ事業である。
　準備段階から何回となく打ち合わせを実施し、当日を迎える。
　今年度は、3,000人程の来場者があり、多いに賑わった。［上毛新聞掲載］

岩鼻
※出前なんでも講座「マイナンバーについて」　（名称）群馬県企画部情報政策課
　地域住民から要望を受けて開催。会場を岩鼻公民館とし、開催日時を打ち合わせた。募集の
広報及び受付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。

「手作り紙芝居づくり(産業編)」で繭についての紙芝居を作成中、その際県立絹の里に監修を依頼

金古南
足門

「第4回秋のフエスティバル」
　定期利用団体、区長会、民生・児童委員、生涯学習推進員による実行委員会を立ち上げて、
企画会議を重ねて開催した。
　公民館定期利用団体発表、ダンス及びフラダンスの披露、金古南小学校児童の合唱、アンデ
スの風演奏、大昼食会（おっきりこみ）など

南
｢南熟年講座｣では、熟年世代の関心の高い健康等の講座内容を取り入れ、医師等その分野の専
門家を講師にむかえ、参加者に好評を得ている。

城南

≪高齢化の著しい地域での健康づくり関連教室の開催≫
※「健康づくり太極拳体験教室」（全4回）
「いきいき体操（３B体操）教室」（全4回予定）
※「健康づくり卓球教室」（全4回予定、体操教室等で参加の少ない｢男性｣の参加を視野に入れ計
画)
「グラウンドゴルフ教室」（全6回）

城東
「タブレット端末入門講座」・「シニア向けタブレット教室」
　「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。

西 「いきいきセミナー西」で終活カウンセラー、整理収納アドバイザーを講師に招いた。

東

※スポーツの秋「す“カーン”と爽快！ボウリング教室」（全1回）
※スポーツの秋「動く芸術！？健康太極拳教室」（全3回）
　公民館運営推進委員会との共催ではないが、同委員会より高齢者の健康増進の講座を希望さ
れたため、上記二つの事業を実施した。両方の講座とも参加人数が多く、高齢者でも運動をし
たいと思っている人が多いという印象を受けた。

９　身近な生活課題や地域課題に重点をおいた事業　（２６館４５講座）
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北

※「楽楽！笑いヨガ＆美・姿勢エクササイズ」
※「ノルディックウォーキング体験教室」
※「ストレッチポール＆タオルダンベルエクササイズ」
　健康の維持と増進を図り、生きがいづくり（自己実現）や社会参加の促進を図る。

城址

※｢心も身体もスッキリ健康！"リラックス・ヨガ“体験教室｣
　ヨガを通じて自らの健康と向き合い、健康増進・介護予防などの課題に関心を高めてもらう
ことをねらいに含めた体験教室を実施した。
　講座終了後、この講座の受講者を中心としたヨガを学ぶサークルが立ち上がり学習を継続し
始めたことから、この講座をきっかけとして参加者の気持ちと行動に変化を生じさせる効果が
みられた。

｢古典を学ぶ"伊勢物語“入門講座｣
　いろいろな方に親しまれやすい古典の学習により、学習者が自らの教養の向上を感じていく
ことを通じて、公民館活動の課題であり目標のひとつでもある“心豊かな活力ある人づくり”
につなげようとしている。（H28.1～3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
の母親たちにも着目し、母親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
育て中の母親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。

公民館人権教育推進講座｢生き生き100歳人生－心やさしい社会を目指して－｣（仮称）
　今後迎える超高齢化社会を見据えた人権教育推進講座を実施予定。（H28.3実施予定）

佐野

『元気がイイね！こころが健康であるために』（6/5実施）
『絶対ダメ！あなたに忍び寄る悪質商法』（7/6実施）
『自らを守る！楽しく学べる交通安全教室』（9/14実施）
『疾病退散！プロから学ぶロコモコ運動教室（全4回）』（10/13～11/24実施）
『ムリなく運動できる！3B体操で楽しくストレッチ』（1/29～実施予定）
　わが国における平均寿命は延伸を続けるが、同時に健康寿命の増進が重要視されるように
なった。この点当地域においては特に中高年齢層の生活課題の一つになっている。当館ではこ
うした現状と地域課題の解決のための事業に重点を置いている。併せてココロの面の健康増進
にも注意を払っているところである。

塚沢

群馬県消費生活課出前講座「防犯講座」
「いきいき講座」（全5回）の4回目として、群馬県消費生活課出前講座「防犯講座」を「大人

の防犯講座」として開催した。振込め詐欺等の実態や、侵入盗の実態について学んだ。振込め
詐欺等の実態や、侵入盗の実態について学び、地域住民の防犯意識の高揚を図った。

中居

※「地域ぐるみの防災講座」
　災害の状況を学習した後ＤＩＧやＨＵＧによる体験型のイメージトレーニングで防災に対す
る認識が深まった。
「普通救命講習」ＡＥＤの取り扱いについての実践練習。

矢中

「終活セミナー」（キャリアデザイン支援事業）
　「物が増えすぎて困っている」「なかなか物が片付けられない」そんな悩みを解決するため
に開いた講座である。身の回りの整理、収納の基本を学び、今後の人生を心豊かに過ごすこと
がねらいであった。受講生から「片付けのコツがわかった」「片付ける決心がついた」「一日
1個捨てても、1年で365個は捨てられる」等の良い評価をいただいた。

27



浜尻
※「夜＆昼の香りアロマネックレス、認知症と香りのお稽古」
　なかなか学びづらい認知症について、アロマの話を加えて楽しみながら学習した。

六郷

※｢防災は地域づくりから～みんなで話し合おう～｣
　小学校で取り組む防災関連事業
　４カ年計画の３年目
※｢真田三代の興亡　～乱世を生き抜く～｣
　群馬を舞台とする戦国時代の武将に関する講話を地域づくり活動協議会のバス見学ツアーと
連携して開催

長野
「さわやか元気教室　健康講話（胃の健康とピロリ菌）」として乾内科クリニックの院長(NPO法人日
本胃がん予知・診断・治療研究機構　副理事長)より、胃がんについての知識・予防等につい
てお話いただき、受講者にとって大変役立つ講座となった。

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
「シニア向けスマートフォン教室」
　高齢者向けにスマートフォンを使用して、初歩的な操作方法などを学ぶことができた。

鼻高
　地域住民の健康保持と地域学習活動として、「地域健康教室　整形外科　編」と題して、医師に
よる健康講話や参加者の骨密度チェック：骨密度測定などを行い健康意識の高揚に努めた。

榛名

「熟年講座　交通安全講座」
　下里見公民館長が以前、教習所の教官をしていたことを知り、講師を依頼しました。
　国道406号線の危険箇所の話など、身近な場所のことを話していて、交通事故防止に向け
て、役立つ事業となりました。

下里見

「おやこヨガ」
0歳～未就園児の親子を対象に開催。

　育児世代の母親が運動不足解消と子どもとの触れ合いを一緒に楽しめるよう企画。同じ悩み
を持つ母親同士の交流も図れた。

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9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。
二つの講座とも、地域の活性化に寄与している。

金古
「金古の自然を守ろう　ぼくら地球守り隊からの発信」を昨年度より今年度も継続中。子どもの環境
プレゼンテーションを参考に地域住民が地域の環境について考え直す機会を提供。
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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。親子で協力し合って手作りの楽しさ、難しさを知り、完成品に
満足していただいた。

上郊

「アクティブシニアのための足・腰メンテナンス術」
「簡単エクササイズ　さわやか健康体操教室」
　地域住民の自立や生きがいづくり（自己実現）をサポートするとともに、社会参加の促進を
目的に開催。

城南

※「夏休み工作体験教室」（全2回）
　定期利用団体である「城南パソコンクラブ（地域住民）」の協力のもと、夏休み期における
児童及び保護者を対象とした工作体験教室を、公民館での紙飛行機・紙製トンボの作製体験、
城南小学校校庭での飛行実験を実施。
　指導･協力にあたったメンバーは、「通常の活動とは異なる分野で地域に貢献することがで
きた」と、今後の取り組みにも意欲を見せている。
※「健康づくり卓球教室」（全4回 予定）
　健康体操などでは参加の少ない男性の積極的な参加促進を目的として、地区在住の指導者･
協力者のもと開催する。
　指導者は、国や県の単位で「卓球の振興」に実績のある方であるが、改めて地域住民の健康
づくりの促進に参画していただく。協力者は、卓球の定期利用団体メンバーであるが、開催ス
タッフとして協力していただく。

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ます。

北 ※「そば打ち教室」　公民館利用者に講師を依頼

城址

｢親子で楽しい！リトミック教室｣
※｢"絹の染めもの"体験教室｣
※｢夏休み子ども"土鍋でプリン“づくり教室｣
※｢夏休み子ども”ガムテープで工作“教室｣
※｢心も身体もスッキリ健康！"リラックス・ヨガ“体験教室｣
｢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）
｢基本料理教室｣（仮称）
｢読み聞かせ講習会｣（仮称）（H28.2実施予定）
　これらの講座は地元住民（地元出身者を含む）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。

10　地域人材発掘や育成に重点をおいた事業　（２３館５８講座）
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佐野

①｢折ってみよう！不思議な折り鶴～連鶴に挑戦～｣（8/31実施）
②｢疾病退散！プロから学ぶロコモコ運動教室｣
③｢さの村七不思議｣（2/16～実施予定）
④｢味噌作り教室｣（3/4実施予定）
　①及び③は町内公民館長も努める地元の方が講師。特に折り鶴は、講師が巧みな折り技を持
ちつつもその成果を発揮する機会がなかったので、設問の趣旨に沿った観点から事業の講師と
して依頼した。
　②についてもこれまで構想段階にはあったが、事業実施には至っていなかったので、地元人
材の発掘の観点から地元で接骨院を営む方を講師に依頼した。初めて事業の講師を務めるとい
うことで戸惑いがあったようであるが、手腕を発揮して頂き、全4回の事業は参加者の好評を
得て閉じることができた。
　④佐野公民館定期利用サークルの一つの代表者に講師を依頼する予定である。

塚沢
「傾聴入門講座」
　コミュ二ケーション能力を向上させ、家庭や地域での円滑的な人的交流に役立てる「傾聴入
門講座」を開催した。

矢中

「子育てパワーアップ講座」 「いろいろ体験！少年少女のための講座」 「ベビーダンス教室」 「まごころ
料理教室」
　講師に、地域で活動をする団体や地域に住む人材を招き、事業を進めた。講師を身近に感じ
ることができ、良い雰囲気の中で講座が進められた。

中川

「（仮称）中川校区元気シニアサポーター事業」
　今年度、校区内の１町内会をモデル地区として、元気な高齢者（シニア層）を「元気シニア
サポーター」として位置づけ、ごみステーションの見回りやサロンのお手伝いなどの活動をと
おした「出番」と「活躍」の機会を創出する予定。公民館主事が町内に働きかけを行うコー
ディネーターとしての役割を担い、28年1月に、町内役員（約40人）による「（仮称）課題検
討会議」を開催し、ワークショップ形式で町内課題の洗い出しや課題の共有を図ることから始
める。検討会議では、同サポーターの活動内容の設定や募集、登録説明会など、事業の実施に
向けた準備を行っていく（活動開始は28年4月以降を予定）。

六郷 ※『防災は地域づくりから～みんなで話し合おう～』　地域の防災リーダー養成を目的

長野
　毎年、地元浜川町在住の管理栄養士の柴山益子先生には、子ども、大人問わず料理教室の講
師としてお願いしておりましたが、今年度は、子どもの料理教室に代わり、※「子ども手作りパ
ン教室」や※「親子クリスマスケーキ作り教室」を開催した。

箕郷
「しめ縄作り教室」 「そば打ち教室」 「箕郷の歴史を知ろう(下芝散策)」
　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
検討した。

豊岡 「編み物教室」「エコバッグ作り」など地元在住の講師をお願いしている。

倉渕

「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。
※「エコクラフトバッグ作り教室」
　クラフトテープを組み合わせることにより、オリジナルのバッグを作る教室。地域外からの
講師を招き、倉渕地域では行っていなかったバッグ作りを体験することで、手づくりの魅力を
体感し、世代間交流など地域づくりに役立っている。
※「和菓子づくり教室」
　本職の和菓子職人が指導する和菓子づくり教室。
　伝統の和菓子づくりを体験することで、日本文化の継承や伝統食の再認識につなげる。
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榛名

※「ソープカービング教室」の先生は当館の近くに住んでいて、以前はタイに住んでいたことがあ
り、「現地で学んだことを少しでも知ってもらいたい」という相談が当館にあったので、今年
度の新規事業として実施しました。
「花編みバッグ作り教室」「紙ひもで作るトートバッグ教室」「ちりめん（和布）細工教室」「七宝焼き教室」
「布ぞうり作り教室」「韓国料理・白菜キムチ作り教室」についても、榛名地域在住の方に講師をお願
いしています。

下里見
「おやこヨガ」「エコバッグ」「陶芸教室」「ソープカービング」など地域に関連の深い方に講師を依頼し
ている。

乗附
「人生を清新にする整理収納」「親子パン教室(春・夏)」「陶芸教室」「ポスター教室」「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。

南八幡
※「夏休み子ども手作りラジオ教室」と※「男の料理教室」は地元にいる工作を得意とする男性と食
生活改善推進員に在籍する男性を講師と協力者にお願いし、地域目線に合った指導をしてもら
い、今後の主催事業講師･協力者として依頼できる道筋を立てることができた。

吉井

※「地方創生まつり・秋の高崎Kikko-収穫祭」
日赤奉仕団吉井支部長の神部幸子さんを講師にかかし演舞の指導を受ける。会場は、吉井ど

ろんこ祭り会場の吉井町多比良の田んぼで実施する。参加者は、稲刈りも体験する。［上毛新
聞掲載］

岩鼻
※「素敵な人生の締めくくりのための終活講座」
　地域で活動する行政書士を講師に招き、相続やお墓など、人生の終盤に直面する諸問題を事
例形式で紹介した。

滝川
※「注連縄教室」
　注連縄作りの後継者育成の伝承会を開催し、健やかで良い年を迎える。

金古 「金古上宿屋台太鼓の伝承教室」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。

堤ヶ岡

「郷土の歴史ふれあい講座」
　身近な地域に在住している経験豊富な方を講師としてお迎えし、参加しやすく、勉強になる
講座として開催しました。当日の飛び込み参加者が11名と来場してくださりとても身近な戦争
体験話を拝聴することが出来ました。

城南

　当館のような古い館では、現状として「子どもからお年寄りまで気軽に利用できる地域の居
場所」としてPRできない。
　少なからず、バリアフリーなど施設面での配慮や人員体制の充実など、「保護者や家族が安
心して送り出せる施設」としての配慮が必要でしょう。
　居場所としての「スペースの確保」とともに、例えば、高齢者への配慮のため「看護師の巡
回制度を導入」くらいのこと考えてみませんか？

城東
「クリスマス会」
　読み聞かせボランティアにお願いして乳幼児対象のクリスマス会を開催。

11　居場所になるように行った事業　（２３館３０講座）　
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西
「おはよう空手教室」は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
　１つの事業というより、日常からの環境づくりを心がけている。そのため、特別な事業はお
こなっていない。

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。

塚沢

「塚沢地区作品展示会」
　塚沢公民館を会場として塚沢地区作品展示会が開催される。地域住民が、小学校児童・中学
校生徒の展示作品を見に来られたことで、三世代が集う場を提供することとなった。またサー
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」（ライフアップ推進事業）
　最近、自然を体験することが少ない子どもたちに、体験を中心とした学習の場を提供し、健
全な育成に資することを目的に開催した。講師を、矢中公民館定期利用サークル「第二土曜を
親子で楽しくすごそう会」にお願いした。「ネイチャーゲーム」「カレー作り」などを体験さ
せ、子どもたちに夏休み中の居場所を作った。結果、出席率が95％であり、非常に高かった。

浜尻

※「子どもペタンク教室」
地域の長寿会に講師をしてもらいペタンクや輪投げを学びながら交流をした。
「Ｂａｂｙ＆Ｋｉｄｓタッチングケアーと自然素材の使い方・作り方」
「親子ビクス」
「親と子のふれあい教室」
※「お子さま連れでも楽しめるaromaナチュラルlife術」
※「親子で楽しむクリスマス」

六郷
｢親と子のふれあい教室｣（例年）
｢ベビービクス｣（2年目）
｢人形劇教室｣（2年目）

長野
「親子のふれあい教室」について、未就学児を対象とした親子教室であったが、祖母が参加する
事例があった。

箕郷 「親子ふれあい遊び」　「箕輪城寿大学」　「おりひめ学級」

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。
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八幡

『楽しいパン作りの体験教室』
　小学生からお年寄りまでの異年齢層で集い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(ファミリーで童話文学の映
画を観よう)、夏休みポスター作り教室、子ども科学工作教室、クリスマスの子ども料理教室
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。

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５月から続けており、音楽を取り入れた情操
教育の創造に役立てられている。

吉井

※「翰墨の会作品展」を立川らく次落語独演会と一緒に開催する。（地域づくり支援事業）
　うなぎ米に世界最小、世界初の多胡碑文の臨書も展示する。
　会の講師は、岩崎俊明先生である。［上毛新聞掲載］
※「Kikko-八木節教室」地域の子どもを対象に八木節を吉井八木節愛好会に指導してもらう予定
である。

岩鼻
「図書室開放事業」
　子育て中の保護者と乳幼児、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。

大類

「こどもクッキングスクール」
大類地区芸術作品展開催日にあわせて実施。

　作品展来場者ためのおもてなしコーナーで「こどもクッキングスクール」参加者の子どもた
ちによるお茶・お菓子によるおもてなしを行うことで、子ども達と作品展を見学に来た地域住
民との交流を促している。

金古
　月1回定期利用団体の読み聞かせの会リトルフラワーに協力をあおぎ、読み聞かせイベント
を開催

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

「第8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。
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上郊

「第５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、生涯学習推進員による実行委員会を立ち
上げた後、企画会議を重ねて開催した。
　公民館定期利用団体発表、伝統芸能（井出祭太鼓）披露、群馬南中学校吹奏学部演奏、群響
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、子ども会育成会と会議を重ねて開催した。
　地域のご年配の方から若い世代の参加者に教え継ぐという形をとり、地域内の世代間交流の
場となった。
「お祭り広場」
　夏休みに公民館内と駐車場を会場に開催した。
　かき氷や水風船釣り、簡単工作、くじ引きのコーナーを設置、子どもから大人まで１８０人
以上の参加があった。

金古南
足門

「第4回秋のフエスティバル」
　定期利用団体、区長会、民生・児童委員、生涯学習推進員による実行委員会を立ち上げて、
企画会議を重ねて開催した。
　公民館定期利用団体発表、ダンス及びフラダンスの披露、金古南小学校児童の合唱、アンデ
スの風演奏、大昼食会（おっきりこみ）など

南 ｢地域のクリスマスバージョン｣開催時に、高崎駅西口交番の警察官に講話をしていただいている

城南
　地域の自主安全パトロール予定の調整以外には、特段、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づけされている（地域安全セン
ター）

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 　消防計画に基づき「避難訓練」「消火訓練」を行い、参加者の安全意識を高めた。

塚沢

群馬県消費生活課出前講座「防犯講座」
「いきいき講座」(全５回)の４回目として、群馬県消費生活課出前講座「防犯講座」を「大人

の防犯講座」として開催した。振込め詐欺等の実態や、侵入盗の実態について学んだ。振込め
詐欺等の実態や、侵入盗の実態について学び、地域住民の防犯意識の高揚を図った。

中居

※「地域ぐるみの防災講座」
災害の状況を学習した後ＤＩＧやＨＵＧによる体験型のイメージトレーニングで防災に対す

る認識が深まった。
※「中居長寿セミナー・防犯について」
振り込め詐欺の手口や、泥棒対策についての学習。

浜尻 ※「地域ぐるみの防災講座」　防災について学び、感心を持ってもらうことを目的とした。

新高尾 「防火総合訓練」を北消防署の指導の下に行った。

六郷
｢防災は地域づくりから～みんなで話し合おう～｣
｢東日本大震災被災地見学・アクアマリン福島バスツアー｣

12　防災や防犯に重点をおいた事業　（１６館１８講座）訓練を除く
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長野 　地域づくり活動協議会主催の「防災まつり」に参加協力した。

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。

鼻高
「鼻高地区防犯教室：振り込め詐欺　編」と題して、高齢者の振り込め詐欺防止啓発を、鼻高地区
の防犯協会や警察署生活安全課・駐在所と連携しながら地域住民を対象に開催した。草の根運
動として思ったより好評であった。

榛名
「熟年講座　防犯講座」
　消費生活センターの職員を講師として招き、オレオレ詐欺の寸劇などを通して最新の手口を
知ることにより、防犯意識の向上につながりました。

寺尾 　12月18日(金)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。

吉井
　12月22日に公民館の大掃除に定期利用サークルの方々に参集してもらい、大掃除後、「消防
訓練」を実施し、有事の際の対応を学ぶ。

岩鼻 「消火､通報、避難訓練」　実際の訓練を実施することで防災意識を高めた。

滝川
「消火､通報、避難訓練」
「救命講習」（予定）
　実際の訓練を実施することで防災意識を高めた。救命技能を習得。

金古 「手作り紙芝居づくり(金古小学校交通安全紙芝居)」を継続中

堤ヶ岡
　年末の公民館大掃除に合せて、群馬分署の方に「防火講話」として開催。
　今年は、身近に潜む『防災・火災』について各種の事例を取り上げていただき地域住民がそ
れぞれ協力し合って、気象変化に伴う防災に備えるよう自覚した。

上郊
「防犯講座～今日からできる、身近な防犯対策～」
　ひとり暮らしの高齢者が増加する中、地域の方々に、空き巣などの侵入盗難対策や振り込め
詐欺などの知能犯対策について、最新の情報を交えてわかりやすく学んでいただいた。

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を
行い、食に対する認識を持ってもらうことが出来た。

城東
「親子スイーツ教室」　「大人のスイーツ教室」　※「本格ちゃんこ鍋教室」
　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 「手づくりチョコレート教室」において現役栄養士から食の大切さを学んだ。

城址 『基本料理教室』仮称　（8に記載したものと同じ）

13　食育に重点をおいた事業　（２０館４０講座）
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矢中
「子育てパワーアップ講座」（ライフアップ推進事業）
　４回講座の中に「おやつ作り」の調理実習を取入れ、若いお母さん方に食育の大切さを身を
持って学んでいただいた。

六郷 「おいしく食べるお料理教室」　食生活改善推進員と共催（３年目）

箕郷
「親子パン作り」 「麹作り教室」 「国府白菜のキムチ作りと国分人参の松前漬け作り」 「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。

倉渕
「わくわく子育て広場」(上記9と重複)
　就学前の子どもの保護者を対象に、安心・安全な材料で簡単に作れるおやつづくりを開催。
　講師である食育専門の栄養士の指導で、家庭で作れる手作りおやつを調理。

榛名
「味噌作り教室」「こんにゃく作り教室」
　榛名地域に伝わる「種味噌」や榛名地域で採れた「こんにゃく芋」を原材料として使用する
ことにより、地産地消を身近に感じられるように取り組んでいます。

乗附 「親子パン作り教室（夏・春）」

南八幡

　南八幡地区には特産の野菜として山名の「だいこん」、木部の「ごぼう」、阿久津の「にん
じん」、根小屋の「いも」があり、これら野菜にある語呂をもじって「だいごに」と呼ばれる
野菜煮込み料理がある。「公民館文化祭」にこの料理を作り、地元の方々に郷土野菜の素晴らし
さ知ってもらう機会としている。

吉井 ※「吉公すいとん教室」吉井地域の食材を使用したすいとんの調理実習を開催予定である。

倉賀野 「親子ふれあい教室」　親子で食事や栄養について勉強、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」
　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、当日の講師補助をしていただいた。明治出前料理教室を利用し、講師派遣と材料費
の一部負担を受けている。

滝川
「韓国家庭料理教室」　「キムチ教室」
　手軽にできる韓国家庭料理を学び野菜不足を解消したい。

金古 　子ども支援事業で軽食や季節感のある大福作り等を開催

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。
「いちご大福を作ろう」　餅つきからあんこ作りまで子どもが学ぶ。
「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
「やってみよう！おにぎらず。」　今、流行しているおにぎらずを学ぶ
「三拍子そろった料理教室（安い、早い、おいしい）」
　家庭で簡単にできて、あまりものでもできるような料理を学ぶ。
「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。
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堤ヶ岡

※｢映画上映とところてん作り｣
　子ども支援事業として開催した。夏らしく清涼感のある粉寒天を使い、溶かして固まる様子
や実際に一人ひとりが突き棒を使って押し出す楽しみを体験しながら、食の大切さを学んだ。
とても、楽しんでもらえた。

上郊

「つくってたべよう！ジャガもち」
「初夏のスペシャルデザート ～プリンアラモードづくり～」
「かんたんおやつづくり～キャロット～ケーキ～」
「カレーパーティー ～カレーづくり＆スイカわり～」
「つくってたべよう！スイートポテト」
「クレープづくり」
「ミニミニクリスマス会～クリスマスケーキづくり～」
「お正月遊び＆お汁粉パーティー」（開催予定）
「バレンタインスイーツづくり」（開催予定）
　いずれも子ども支援事業として開催した。子ども達が楽しみながら食の大切さを学んだ。

南
歴史講座｢中世の高崎｣では、上毛カルタで親しみのある新田氏を中心に鎌倉～江戸時代に至る
高崎での出来事を、興味・関心を持って受講生も学べた。

城南

「歴史講座：幕末から明治初頭の高崎の歴史」（全3回）
　前年度の歴史講座のアンケート結果をもとに、希望の多かった近世の高崎の歴史、とりわけ
幕末から明治初頭における高崎市の歴史をテーマとした。
　第1回目にて、江戸時代初頭から明治にかけての高崎地域の歴史を概観し、第2・3回目で、
戊辰戦争や五万石騒動など、幕末から明治初頭のエピソードと城南地区のかかわりを学んだ。
　歴史学習に対する学習意欲の高い地区であるため、アンケートなどにより毎年異なるテーマ
を設定するなどにより、年間3～4程度の講座を継続したい。

城東 「古典文学講座」　地域の人の関心も高く、毎回多くの人が受講している。

西
「長野堰用水路歴史講演会」において西地区住民にとって身近な存在である「長野堰」につい
て、その成り立ちや歴史を学んだ。

塚沢
「塚沢の歴史を探る」
　塚沢公民館定期利用団体である「塚沢史遊会」に講師を依頼し、「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。

中居

※「中居女性セミナー・楫取素彦と上野三碑」
　楫取素彦の功績や上野三碑などの関係などの学習。
※「中居長寿セミナー・長野堰用水の歴史講座」
　長野堰の歴史や役割についての学習。

新高尾
　戦前から皇室献上米としておいしくて有名な日高米の歴史と実際の米作りを学ぶため、新高
尾小５年生全員の「日高米づくり教室」と就学前親子による「親と子の稲作り」を実施し、種まき、
田植え、稲刈り、餅つきを経験している。

14　地域の自然、歴史･文化、産業等に重点をおいた事業　（２７館４８講座）
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六郷

※｢六郷公民館自然学校｣
　六郷公園を会場に公園内の樹木について学ぶ
　夏休み期間中の小学生とその保護者
※｢真田三代の興亡　～乱世を生き抜く～｣
　上州（群馬）、信州（長野）が舞台
※｢母なら水路　長野堰　～生活水と六郷村～｣
　六郷村での様子と高崎地域で果たした役割について学ぶ

長野 　おもしろ歴史教室を開催して、長野地区の今も残る伝統行事等を紹介。

箕郷

「癒しの森 赤城自然園散策と工場見学」(自然・産業)
「郷土の画家・山口薫 その作品と生涯」(歴史・文化)
「映像でたどる群馬の歩み」(歴史・文化、産業)
「中世の山城址を見にいこう!」（歴史）
「新緑の赤城山を歩こう!」（自然、歴史）
「初秋の榛名山を歩こう!」（自然、歴史）
「群馬における真田の歴史」(歴史)
「箕郷の歴史を知ろう」(下芝散策)
「真田ゆかりの地と矢瀬遺跡を訪ねる」(歴史・文化)
「ふれあいウォーク ～はにわの里へウォーキング～ 」(生涯学習推進員と共催、自然、歴史･文化)

　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を実施した。

八幡
｢観音山トリビア散歩｣
　市内の石原片岡地域に点在する史跡を訪れ、昔の写真と現在の状況を対比しながら歴史と文
化を学ぶことができた。

倉渕

自然「クローズアップ倉渕　ネイチャートレイル」(上記7と重複)
自然「ミヤマシジミの生態報告会と環境整備」(上記3と重複)
自然「クローズアップ倉渕　ほたるの鑑賞会」(上記8と重複)
歴史･文化「道祖神の里めぐり」(上記3と重複)

榛名
「初夏の花をたずねて～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
マツツジ等の野草観察を実施しました。

乗附 高崎歴史講座「高崎城下の諸情勢」

城山

※「金井沢碑現地見学会」
　地元にある金井沢碑の見学会を地元の小学生、地域住民と文化財保護課協力のもと実施し
た。初めて実物を直近で見た人も多く大変好評であった。
　また、上毛新聞にも記事が掲載され事業に手ごたえを感じた。

南八幡
　南八幡郷土史会へ講師を依頼し「歴史探訪の旅」を実施し、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

※「多胡碑の草木染」草木染の講師と打ち合わせを実施し、多胡碑の世界記憶遺産推進に協力す
るため、講師に多胡碑の碑文を入れた草木染を指導してもらう。講師は、草木染３代目の山崎
樹彦先生。［上毛新聞掲載］
　吉井地域の活性化を推進するための※「吉公大学」の開設準備をする。
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倉賀野

「第6ブロック生涯学習推進員研修会」
　第6ブロックでは、恒例となっている研修会は各地区の史跡や歴史に関することを中心に実
施。今年は倉賀野地区が担当した。地域の知ってほしい史跡を中心に「倉賀野史跡めぐり」を実
施した。

岩鼻
「歴史マップ講演会、町内歴史散歩」
　岩鼻歴史マップ第５編を作成中であり、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

「大類歴史講演会」
　大類歴史研究会主催、公民館共催。毎年春に、地域の歴史を研究している専門家を招いて講
演会を行っている。公民館では、公民館だよりによる開催告知や機器準備等で協力。
「高崎のむかしを知る」
　全4回のうち3回は講義形式、最終回は「南大類町の史跡めぐり」を行った。大類歴史研究会
と共催。

滝川
「滝川ウォーク」
　毎年地区を決めて歩いています。27年度は西横手町、宿横手町を散策した。
　区長や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」　新町文化財研究会に講師を依頼し、神流川古戦場跡碑の他5ヶ所を巡っ
た。歴史・文化等について、興味を持ち知識を深めてもらうことを目的として行っている。

金古
「しめ縄作り」　地域講師を招いて地域伝統のしめ縄の作り方を学ぶ。
　地域講師を招いて地域の戦時中の様子について話を聞く機会を2月に開催予定

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。

堤ヶ岡

※「郷土の歴史ふれあい講座」
　第７ブロック管内(金古町在住)に在住の、元群馬町教育長・現金古町公民館運営推進委員長
による講座を開催しました。
※「陸軍前橋(堤ヶ岡)飛行場と戦時下に生きた青少年の体験記」より、当時のさまざまな生活環境
や体験話をしていただきました。

上郊
「井出祭太鼓の伝承教室」
　地域の伝統芸能の保存及び振興を図るとともに、伝承者（地域の小学生）を養成するための
一助となった。

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。（かみ
つけの里博物館）
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南
｢しめ縄作り教室｣では、地域の方を講師にお願いし、稲わらは南小学校の児童が栽培したもの
を使って実施している。

城東
「しめ縄教室」　※「布ぞうり教室」
　伝統文化の継承

北 ※「飯塚獅子舞伝承教室」　2月開催予定

城址
『城址公民館文化祭』（作品展・芸能祭）
　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

塚沢

「ファンタジーによる人形劇」
　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。
　3月に人形劇を開催予定。

東部
「獅子舞講習会」
　地域の伝統的な事業である獅子舞を継承するため、講習会を開催。（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」（地域づくり支援･ボランティア養成事業）
　毎年8月に開かれる町内のお祭りの前に練習をして、地域住民に披露するとともに伝統芸能
を守り、保存して地域の発展に寄与することを目的とした。

中川
「大八木町獅子舞体験教室」（28年2～3月開催予定）
　大八木町獅子舞保存会と連携し、同町町内公民館において小学生を対象とした獅子舞体験教
室を開催する

浜尻
　第3ブロックで取り組む伝統芸能支援としてブロック内の伝統芸能団体の行事の公民館だよ
りへの掲載

北部 「八木節体験教室」　様子：上並榎町の八木節保存会と連携し、実施した。

六郷
　ブロックで取り組む伝統芸能支援としてブロック内の伝統芸能団体の行事の公民館だよりへ
の掲載（4年目）

長野
　第3ブロックで取り組む伝統芸能支援としてブロック内の伝統芸能団体の行事予定を公民館
だよりへの掲載した。

片岡

「獅子舞や笛を習ってみよう・みんなで八木節を習ってみよう」
　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。子供会員の減少により伝承に影響がでているので、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。

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。男性の参加もあり例年以上に盛況だった。

15　伝統芸能を守る拠点として実施した事業　（２０館２５講座）
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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 「金古上宿屋台太鼓の伝承教室」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）」

上郊
「井出祭太鼓の伝承教室」
　地域の伝統芸能の保存及び振興を図るとともに、伝承者（地域の小学生）を養成するための
一助となった。

城南

「第28回城南地区鎌倉街道武者行列」（共催）
　地域由来の「古道鎌倉街道」を題材とした、鎌倉街道武者行列を実施することにより、「地
域づくり活動」を推進。
　準備期間中に、「歴史講演「中世武家のくらし～有職故実～」(主催)を開催し、歴史的な背景の
学習にも取り組む。

東

夏休みの小学生向け事業全般
　この地域は新興住宅(マンション)が多くでき、人口が急に多くなった。そのため小学生の数
も急増し、長期休暇時(夏休み等)や放課後に小学生の活動場所としての公民館の役割が大きく
なった。そのため、夏休みの小学生向け事業の数を多くし、なるべく多くの小学生に活動して
もらうように取組んだ。

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
※「立川らく次」落語独演会
　プロの落語家による生の落語に触れる機会を設けることで、地域の文化振興を図った。

東部
「わくわくスイミング教室」
　地元の小学生が気軽に参加できるように、地域内のスイミングスクールを利用してスイミン
グ教室を開催した。

16　地域の特色や課題を生かした事業　（１６館２３講座）
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新高尾
　地域内に関越自動車道があり、横切るトンネルであるカルバート壁面に壁画制作を行い、明
るいトンネル環境を作るとともに、子どもたちの美術製作の発表の場となっている。今年4年
目であり、まだ数年継続できる。

六郷
『ランニング教室』『ノルディックウォーキング体験』
　地域づくり活動協議会主催の地区運動会やバスハイキングの前に開催（継続）

長野 　浜川町で生産したソバ粉を使用した「そば打ち教室」を開催

箕郷

「箕郷の歴史を知ろう(下芝散策)」
「ふれあいウォーク ～はにわの里へウォーキング～」
　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。

寺尾
寺尾地区烏川河川敷に「ドッグラン」が開設されているので「ドッグランを楽しもう」講座を５月に
実施。

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。

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人定員で開催する（予
定）

滝川

※「地域花いっぱい運動」
　滝川小学校が構内で取り組んでいる花いっぱい運動を地域に広げ、公民館においてもフラ
ワーボランティアが育てたパンジー、ビオラの苗やチューリップの球根を植えた。児童が水や
り、追肥等管理を行い花を大切にしようとする意識を高め、公民館利用者や地域住民も講評を
得た。

金古
※「夏の夜ばなし～大人も楽しめる地域の民話～」を開催し夏の夜に地域の民話や怪談を講師が
語ってくれ、子どもから大人まで楽しみながら地域民話を学習した

国府
　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。

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
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城南

※「夏休み工作体験教室」
　参加者数は若干少なかったものの、参加した児童には、ものづくりの難しさと楽しさ、そし
て経験の少ないであろう「地域の人からに教えてもらう」ことを体感してもらうことができ、
祖父母も含めた保護者からは、「改めて異世代・地域住民同士の交流の大切さが感じられ、継
続した取り組みを願いたい」と講評（好評）をいただいている。
　また、指導にあたった定期利用団体メンバーも今後の取り組みに意欲を示しているなど、工
作という事業上の主目的だけでなく、「異世代交流」や「地域人材発掘」などの点で、手ごた
えを感じることができた。
　「趣味」の集まりと見られがちな定期利用団体の活動を高めること、公民館そのものの価値
を高めることにも繋がるため、今後も、他の定期利用団体とも連携した事業を模索していきた
い。

城東

※「ベビーダンス教室」
　定員を満たしてしまいキャンセル待ちまで出る状態。
　リトミック受講者より若い年齢層の女性に受講してもらえた。また、ベビーダンス受講者か
らクリスマス会にも多くの申込をいただいた。

西
「いきいきセミナー西」では、バラエティーにとんだ内容の講座だったため続けて出席する人が多
かった。

東
　うまくいったという基準が分らないのでなんともいえないが、人数が集まったという観点で
言うと、やはり夏休みの小学生向け事業全般が地域のニーズに応えられたのではないかと感じ
る。

北
※「楽楽！笑いヨガ＆美・姿勢エクササイズ」
　講師の人柄で今までにないほど参加者の笑顔が絶えない、満足してもらった講座でした。

城址

　当館の公民館運営が全体的に好循環の中にあると感じる。

　公民館全体が活発に活動しており、貸館事業により行われている社会教育活動や生涯学習活
動を行う定期利用団体の数は60団体近くある。時には、館利用者や住民側から公民館に“地域
の活性化をねらいとする”“地域住民を対象とする”企画を行いたいので支援してほしいとの
要望が持ち込まれることもある。

　自治の分野では地元の区長会や地域づくり活動協議会を中心に活動が活発な様子が伝わって
おり、防災・防犯、地域の歴史・文化、スポーツ関連など、公民館で主催事業として行ってい
ないことは、地元の区長会や地域づくり活動協議会が自主事業としてすでに実施（又は実施を
計画）している。

　その他、公民館と地域の各種団体・住民、館利用者とのコミュニケーションや、地域住民同
士・館利用者同士のコミュニケーションが良好と感じられており、公民館が地域情報をキャッ
チし易い環境が保たれている。

　それらが総合して、公民館の行う様々な事業や活動に対し地域や館利用者の理解・協力等を
得やすい環境の中にあると感じられ、結果として全体的にスムースな公民館運営につながって
いると思われる。

17　うまくいった･手ごたえがあった事業　（３６館５５講座）
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塚沢

※「手描き友禅～大判シルクストール染め～」
　東京手描友禅伝統工芸士を講師に迎え開催。大判シルクストールを電子レンジを使用して染
色し完成させた。受講後のアンケートでは参加者全員が満足との感想、また来年も開催してほ
しいとの要望だった。翌日には完成させたストールを身に付けて来館した利用者もいた。

東部
「親子陶芸体験教室」
　親子で共通するものを作り上げることで、より一層の親子の親睦(絆)を深めることができ
た。

中居

「夏休み子どもポスター教室」
受付当日から列ができ、初日で定員に達した。子どもたちは熱心にポスターを描いていた。
「ベビーダンス教室」
多くの申込み、受講者があり、要望が多かったため第２弾も実施中。

※「古典文学講座」
源氏物語を題材に学習し、次回も学習したいという声が多かった。

矢中

「パソコン・エクセル講座（入門編）」（キャリアデザイン支援事業）
　参加者は10名で、予定より少なかったが、出席率が100％であり、素晴らしかった。これ
は、講師の人選(人柄等)、講義内容(講義の進め方等)が良かったのと受講生の熱心さが重なっ
たものである。

中川

※「笑いヨガ体験教室」
笑いが健康にもたらす効果や講師のプロフィルなどを公民館だよりに写真を使って大きく掲

載したところ、定員30人のところ、60人近い申し込みがあり、5回をとおして延べ156人が参
加。講座終了後も活動を継続したいとの参加者からの要望が多く、定期利用団体として活動を
継続する予定。

浜尻

　「ちいきの人となかよくなろう」浜尻小２年生、※長寿会、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。
※「フィットネスフラ」
　フラを楽しみながら安全で効果的なエクササイズを行う。

北部

※「音楽のある街・高崎　北部編　第2弾　親子のためのヴァイオリン演奏会」
様子：群響のヴァイオリン奏者を講師として招き、乳幼児とその親を対象とした演奏会を開

催した。講師が乳幼児への理解のある人で、いすでなくゴザでの拝聴を了承してくれた。ま
た、乳幼児用のヴァイオリンを持参して、参加者たちに楽器に触れる機会を提供してくれた
（公民館で依頼したのは演奏会のみで、楽器の体験は主事は予定していなかった）

六郷
※『六郷公民館自然学校』
　地域内にある施設を活用して実施することができた
　20代半ばの男性を公民館の講師として迎えることができた。

長野

※「プリザーブドフラワー教室」は、初めて開催したが、1度目の講座について好評があったため2
回目を実施したが、2回目は定員を上回る申し込みがあり、講師から募集人数を追加する措置
を取った。
※「子どものためのスポーツ障害予防講座」は、事前に中学校のある部活の顧問の先生に呼びかけ
たところ、中学生が多数参加してくれた。

44



箕郷

『フィットネスヨガ』
　午後7時から開設したフィットネス・エクササイズは、一般的な講座の受講者の年齢層から
一世代若返った。実施時間の工夫で、「若い世代」の取り込みが可能であると考えている。

◎主題「自然に親しみ心豊かな感性養成事業」
　目まぐるしく変化する状況下、公民館の役割がクローズアップされています。人の温かさと
心配りが沁み、地域の絆をつくる公民館の一つの課題としています。そこで、自然に向かい心
のゆとりを醸し出す事業を展開していくことにしました。
『中世の山城址を見にいこう!』
　箕輪城と関係の深い西毛地域の3つの山城の散策を行った。
　軍事・政治など当時の歴史的背景と、山城の構造を併せて学習できた。
『初秋の榛名山を歩こう!』
　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。

八幡

｢ベビーマッサージとベビースキンケア講座｣　｢親子ふれあい講座｣　｢ベビービクス＆親子ビクス｣　｢親
子フェスティバル｣
　0歳～未就園児の親子を対象に開催。
　1年間で継続して参加できるように、こどもの成長に合わせた講座を行った。
　運動不足の解消と子どもとの触れ合い、人見知りの解消など、同じ悩みを持つ母親や同士の
交流を図ることができた。
　また、祭日にも開催し父親同士の交流を図った。

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。

倉渕

「エコクラフトバッグ作り教室」
　クラフトテープを使いオリジナルのバッグを作るエコクラフトバッグ作り教室を開催。従
来、倉渕公民館では、クラフト系の講座は年配の女性のみの参加が主であったが、子育て世代
の女性も参加し、参加者同士の世代間交流が行えた。また、講座終了後も参加者が自主的に継
続して教室を開催するようになった。

下里見
　カラダを動かすこと、物を作ることに関心が高い地域のため「レジンアクセサリー」や「ストレッ
チポール＆タオルダンベル」は参加者の満足度が高かった。

片岡

※「小学生ランニング教室」
　小学生を対象に、専門家(元実業団ランナー)により走ることが運動の基本を学ぶ教室。
　始めての企画であり人が集まるのか不安であったが、人も集まり、講座を開設してくれてよ
かったという、親御さんからの意見が多かった。

※「親子で楽しむリラクゼーション講座」
　お母さんがリラックスできるように、未就学児の持つ親子を対象の講座を行ったが、楽し
かった・参考になった等の意見が多く、リラックスできた表情で帰宅するお母さんが多かっ
た。

乗附
熟年講座「ちりめんバッグ作り体験教室」対象年齢層の女性に大変人気であった。来年もぜひ開催
してほしいとの要望が出た。
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城山

「金井沢碑現地見学会」
　地元にある金井沢碑の見学会を地元の小学生、地域住民と文化財保護課協力のもと実施し
た。初めて実物を直近で見た人も多く大変好評であった。また、上毛新聞にも記事が掲載され
事業に手ごたえを感じた。

「上野三碑を詠む」
　野三碑が世界記憶遺産候補になったこともあり、今年度最大の受講者数の講座となった。講
師も群馬学の第一人者の県立女子大学熊倉教授に依頼し、大変好評であった。

南八幡

※「ボールペン教室」は昨年度依頼をしたが、講師の都合と合わず実施できなかったが、今年度
実施することができた事業である。講師の丁寧な指導で受講した方々から「よかった」との意
見を多数いただいた。また、テキスト等を無料で配布していただき講師の感触もよく、企画側
としてほぼ満足行く事業であった。

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10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。

※「X’masケーキ作り」
ケーキの土台のスポンジを高崎市の形の長靴のかたちに作り、吉井町産の果物等で飾りつけ

る。吉井公民館には調理室がないため、講師に前日にスポンジを作成してもらう。指導は、国
会議員秘書の生井清孝さんにお願いする。（レインボーブーツのX’masケーキ作り［上毛新聞
掲載］）

倉賀野

「高齢者教室」
　「高齢者教室」の名称のダメだしはあったが、普段聴けない「シャンソン」の音楽を聴けた
ことや相続・遺言、認知症などは知り合いや自分のことも近い将来を見据えて「ためになっ
た」、「参加してよかった」などの声が聞けた。敬遠されがちなテーマであったが、多数の出
席者で一安心した。

岩鼻

「浴衣着付け教室」
　地域の納涼祭を前に、夏休みの小学生を対象として企画したが、未就学児と保護者からも申
込依頼があった。講師に打診したところ、申込者は全て受け入れ可能とのことで、実際の参加
者は全て親子連れであった。二日目には着付け以外にも、浴衣を着用しての立ち振る舞いや所
作を指導する時間を設けることができ、受講者からは大変好評であった。

大類

※「プリザーブドフラワー教室」
例年「寄せ植え教室」を行っていたが、参加者数も減少傾向であり、また農協でも同じ教室

を開催していたため、こちらに切り替えて7月に開催。
参加者から好評で2回目開催の要望が多かったため、プリザーブドフラワーを使ったクリス

マスリースづくりを11月に実施した。

滝川

※「カブト虫を育ててみよう」
※「人形劇鑑賞会」

両事業とも子ども向けの事業で、参加者が予想以上に多く、また参加者の反応も上々であっ
た。

京ヶ島
「筆ペンからはじめる水墨画」
　講師が、どこよりも最初に筆ペンでの水墨画を指導してくれるとのことで実施。
　参加者も手軽に水墨画を描けることにとても興味をもち、水墨画の魅力を感じていた。
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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日間で約千人を集めた。

国府
「国府公民館夏祭り」
　入場人員470人オーバーです。毎年、入場人員が伸びています。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

※「郷土の歴史ふれあい講座」
　身近な地域に在住している経験豊富な方を講師としてお迎えし、参加しやすく、勉強になる
講座として開催しました。当日の飛び込み参加者が11名と来場してくださりとても身近な戦争
体験話を拝聴することが出来ました。合計30人

※「ふれあい学校」(笑いと音楽の世界)
 　6回シリ－ズで開催しましたが、そのうちの一つである「小さなオカリナが奏でる聡明な世
界へご招待」と題して開催したオカリナ演奏会(四色アイスの味わい)は、誰もが口々にとって
も良かったので、是非来年も企画してください。との声をより多く聞くことが出来ました。

※『しめ縄づくり教室･神棚飾りと玄関飾り』
　開催日を向かえるまでに、神棚作りに関してはかなりの日数を要し、その諸準備にご協力を
いただき大変な手間がかかりましたが、いざ、当日を向かえ現物が完成すれば、参加者の皆さ
んは十二分に満足され自分で持ち帰れる喜びに沸いていました。

上郊
「ボールペン字教室」「筆ペン字ワンポイントレッスン」
　幅広い世代からの参加があり内容も好評だったため追加講座も開催した。講座終了後もサー
クルが立ち上がるなど活発な活動が続いている。

金古南
足門

「金古南小学校児童作文コンテスト」
　昨年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227作品の応募がありました。(3回目186作品・4回目208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。

城東

※「夏休み子ども囲碁教室」
夏休みの小学生に囲碁の初歩を学び、ゲーム（対局）を通じてその面白さと自由な発想や創

造性及び論理的思考を養ってもらおうと全8回で開催したが、あまり人数も集まらず回数も多
かったため、全回出席した子どもはいなかった。

塚沢

「いきいき講座」（全5回）の3回目「健康体操教室」
　いきいき講座（全5回）の一コマとして3回目に実施。普段身体を動かしていない人でも無理
なくできるように企画し案内したが、当日の参加人数は少なく、参加者は日頃から身体を動か
している人がほとんどであった。当日の参加者は満足してもらえた。
　普段身体を動かしていない人たちに対して、いかに参加してもらえるように案内していくか
が課題である。

18　うまくいかなかった事業　（１７館１７事業）
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東部
「夏休みだ！ポスターを描こう」
　予想を超える申し込みがあり、多くの希望者が参加できなかった。また、参加者が多すぎた
ため、講師の指導が追いつかない場面があった。

北部

※「音楽のある街・高崎　北部編　第2弾　マタニティのためのフルート演奏会」
様子：マタニティ対象とした演奏会を企画したが、うまくいかなかった。

　うまくいかなかった内容
　①近隣産婦人科へチラシを置かせてもらったが、全く申し込みがなかったこと
　②偶然にも、公民館と全く同じ内容・講師で、福祉センターで演奏会が公民館の一週間後に
あったこと。こちらは、市内の協賛業者がスポンサーとなっておみやげもあった模様で、それ
なりのチケットが売れたとのこと（講師談）。
　公民館は無料だったが、まったく申込はなかった。

　その後の対応
　対象をマタニティから一般へ拡大・来館者等に直接参加を勧奨・他公民館へ来館者への周知
協力を依頼したところ、30人以上の申込があった。

長野

「おもしろ科学教室」は群馬県生涯学習センターと連携して工作教室を実施していますが、講師の
先生が、現役の教師の為、事務連絡をするうえで、なかなか連絡がつかないことがあった。
　また、募集人員(30人)にたいして、(7人)しか参加者がいなかった。
　子供むけの講座を企画する場合、保護者同伴にすると参加者が少ないように感じた

八幡

『高齢者交通安全教室』
　高崎市では、高齢者交通事故が多発しているため、講座の参加者には、反射板を無料でくば
るなどを配慮し講座の募集を行ったが、長寿会のイベントが重なり参加者が少なくなった。し
かし、高橋館長が地域の方にお声かけいただき、最終的には、31人の参加者が集まった。交通
事故防止のための方法や、高齢者の交通事故の事例などを学ぶことができた。

西部
　今年度はサマースクールの開催や、プール・マーチング等学校行事が夏休み前半に続けて開
催されていた。夏休みの小学生向け講座は、できるだけ重ならないようにしたが、人数が集ま
らず中止する講座もあった。

下里見

「子ども工作教室」
歯ブラシ・ＣＤ・モーターを使って「振動で動く歯ブラシカー」を作成。

しかし、「振動で動く歯ブラシカー」は、男子限定の工作というイメージが強く女子の参加が
少なかった。

倉賀野

古典文学講座「枕草子2」
当初8回を予定していたが、講師の体調不調のため6回になってしまった。先生は86歳の高齢

であり、来年以降も健康面を考えて講座を中止。リピーターも多く、当面は古典文学講座を休
止せざるを得ない。

岩鼻

「ノルディックウォーキング教室」
　群馬の森で3回指導し、4回目（最終回）にはまゆう山荘に行き、周辺を歩くという企画であったが、2回
目以降に受講者間で個人差が大きくなり、講師一人では十分に対応できなくなったため、受講者から
不満の声が寄せられた。
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大類

「高崎のむかしを知る」
　当初は前年同様に全6回として計画していたが、講師の都合により全4回（最終回は史跡めぐ
り）として開始。しかしながら、講座開始後に講師より体調不良のため史跡めぐりで歩くのは
困難との申し出があったため、急遽公民館主事が講師を代行することとなってしまい、当日の
案内・説明を行った。

滝川
　各事業とも
　各事業とも参加者を集めるのに苦慮している。公民館だよりや学校等へのチラシ配布ではう
まく集まらず、利用団体等にお願いし参加者を集めた。

京が島
「Ｘ’ｍａｓキャンドル作り」
企画から実施日までの期間が短かったため、周知が行き届かなかった。見本を公民館に展示

したり、学童クラブへチラシを配布したが、参加申込み０（ゼロ）のため中止した。

金古
「今年こそは着る！初心者の着付け教室(ゆかた編)」 で日頃のアンケート要望をもとに昼間だけ
ではなく、夜の部も開催する事とした。仕事や家事終りの若い女性の参加を期待したが参加者
数は期待したほどではなかった。

堤ヶ岡

「ふれあい学校(笑いと音楽の世界)」
　堤ヶ岡公民館には「歌声サ－クル」が無いので、今回のふれあい学校を開催することにより、その起爆
剤として6回のシリ－ズとして実施しました。
　新企画のためか、「公民館だより」及び「窓口のチラシ」等での参加募集や開催講座の後には、その都
度宣伝をしていましたが、予想以上に参加者がドット来るような事はありませんでした。単発事業又は2
回から3回シリ－ズ開催の方が定着するまでは良いと思いました。

城南

※「楽しく学ぶ初心者英会話教室」（全6回）
　他館の事業で「児童の指導に実績」のある指導者・協力者を迎え、成人向けの英会話教室を
開催。　ゲームなどを交えて楽しく学ぶ教室は、「初級（初心者）教室としてとても良い」と
好評をえている。
　当館事業の課題である「30～40代の中間層の参加」も見られ、複数の参加者の感想などか
ら、次のステップを計画したくなるような教室となっている。

城東 ※「ノルディックウオーキング教室」　健康づくりの取り組みとして

東

※「たかさKids♪夏休みスペシャルレッスンs♪『パオパオ（包々）？餃子包み』」
　（内容）小学生向け餃子包み教室
※「たかさKids♪夏休みスペシャルレッスンs♪『トクトク(読々）！読書感想文』」
　（内容）小学生向け読書感想文作成教室
※「たかさKids♪夏休みスペシャルレッスンs♪『コネコネ(捏々)？不思議な石けん』」
　（内容）小学生向けオリジナル石けん作製教室
※「たかさKids♪夏休み スペシャルレッスンs♪『キラキラ(星々) イラスト』」
　（内容）小学生向けイラスト描方教室
※「たかさKids♪冬休みわくわくレッスンs♪『粘り強い年になりますように、新年スライム教室』」
　（内容）小学生向けスライム作製教室

塚沢
※「立川らく次」落語独演会：落語家「立川らく次」による落語独演会
「オカリナづくり教室」：オカリナを作製し、作製したオカリナで演奏した。
「健康体操教室～気ってなぁに？～」：気功を取り入れた健康体操を実施。

19　前述以外の新規事業　（２４館７４事業）
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東部

※｢ボールペン字講座｣
ボールペン、万年筆などの硬質筆記用具の実技指導
※｢ノルディックウォーキング講座｣
ノルディックウォーキングの基本技術を専門家の指導の受け習得
※｢エコクラフトバッグ作り教室｣
紙紐を使ったエコバッグを作りの実技指導
※｢タブレット体験講座｣
タブレット端末の基本操作の習得
※｢ハッピースマイル子育て講座～幼児安全法～｣
幼児期に起こりやすい事故の防止やその手当ての方法の講習

中居

※「タブレット端末体験教室」
　タブレットを実際に使用してみる。
※「中居クッキング教室」
　パン作りなど2回開催し、子どもから大人が参加し世代間交流が図れた。
※「折り紙体験教室」
　牛乳パックなども使用し、エコを考慮し、エチケット袋入れ、つま楊枝入れを作製した。
※「夏休み子ども英会話教室」
　小学生を対象に、外国人講師を招きネイティブな英語に触れさせる。
※「中居女性セミナー・ポーセラーツ教室」
　無地の陶器に絵柄を貼り付けオリジナルなものを作る。
※「中居女性セミナー・和の響き　こだま音楽会」
　琴や尺八による音楽鑑賞。
※「中居長寿セミナー・アコーディオン鑑賞会」
　アコーディオンの演奏を鑑賞し一緒に歌うことによってリフレッシュを図る。

中川

※「キッズダンス体験教室」
　キッズダンス専門のプロ講師に依頼し、流行の曲に合わせてダンスの練習と発表会を行っ
た。中学校でもダンスの授業が必須となる中、小学生からダンスに触れる貴重な機会となっ
た。

※「夏休み書道教室」
　地域内の書道師範に講師を依頼し、小学3･4年生と5･6年生にクラスを分けて実施した。

浜尻
※「ナチュラル発砲入浴剤づくり教室」

物づくりの楽しさを味わう。また、親子や仲間とのふれあいの場とする。

新高尾

※寿大学「出会いがチャンスー腹話術で楽しむ人権講座」
　プロの腹話術師の妙技と参加者全員で腹話術をやってみた10月
※「歌声喫茶しんたかお・新規開店」
　ピアノの伴奏で懐かしい童謡や昔の大ヒット曲を一緒に歌う。
　歌がうまくないと普段は歌わない人でも大声を出して歌い楽しめる、1月･2月2日間
※「アクセサリー作り教室」
　樹脂粘土を使ったペンダント作り1月
※「トランペットとピアノの演奏」
　新人女性プロトランペッターのすばらしい演奏を聴く2月
※「折り紙教室」
　お雛様や鶴などさまざまな折り紙を作る、2月･3月2日間

北部

※「小学5･6年生のための課外授業～おこづかいゲームでお金を知ろう～」
　内容：県の金融広報委員会から金融アドバイザーを派遣してもらい、お金に関するゲームを
とおした講義を開催。

※「音楽のある街・高崎　北部編　第3弾　大人のためのピアノ講座」
　内容：大人を対象としたピアノ講座。個人レッスンでなく、グループレッスンであることが
特徴（現在進行中、最終回H28.3月）。
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長野

※「ソープカービング教室」
※「親子クリスマスケーキ作り教室」
※「子ども手作りパン教室」
※「布ぞうりつくり教室」

八幡
※『バスボム＆アロマ石鹸をつくろう』バスボムとアロマ石鹸作成
※『レジンアクセサリー＆ブレスレットをつくろう』レジンアクセサリーとブレスレットを作成。
　1年生から6年生まで楽しむことができて、個性ある作品をつくることができた。

下里見
※「素敵なレジンアクセサリー」
※「レザークラフト」
※「ソープカービング」

片岡

※「布ぞうり作り教室」
　編みこみの技法による布ぞうり作りを通して、伝統的な技術の修得を目指す。
※「スマートフォン無料体験講座」
　気軽で簡単に楽しめるスマートフォン端末の基礎知識と基本操作を学ぶ。
※「片岡いきいきセミナー①」
　高齢者あんしんセンターの業務について
※「片岡いきいきセミナー⑤」
　後期高齢者医療制度について

南八幡

※「色鉛筆画教室」
※「男の料理教室」
※「エコクラフトテープバッグ作り教室」
※「キムチ作り教室」
※「古布を使った手提げ袋作り教室」を今年度新規に実施した。

吉井

※「吉公サマーフェスタ」※「第１回地方創生サミット」※「おいしいお茶の淹れ方」※「プレミアムＸ’ｍａｓ
コンサート」※「Kikko-VIP高崎てっぺんX’mas晩餐会」を実施する。地方創生を主眼とした地域活
性化及び地域づくりのための事業である。講師の先生方と綿密な打ち合わせを行い、事業を実
施した。「吉公サマーフェスタ」は、上毛新聞に掲載される。

　多胡碑世界記憶遺産推進事業として※「相田みつお&多胡碑　書初め大会」と飯野教育長による
※「Kikko-新春特別記念講演」を１月に実施予定である。演題は、黎明の魁「時代の先端を行く
教育創生と人づくり」副題として、～人材、資材を育みfullに活かすために～である。
※「第２回地方創生サミット」を３月に開催予定である。

岩鼻
※「アロマテラピー講座」
アロマテラピーを学び、自然の香りを取り入れて心身ともにリラックスする機会をもっても

らう。

大類
※「太極拳教室」
　太極拳サークルより構成員の減少対策として講座開催の依頼があり実施。講座参加者数はそ
れ程多くはなかったが、サークルの参加者増にはつながった。

金古

※「身近な疾患を学ぶ～年齢に負けない為に～」
※「もりもりスィーツデコちゃおう！」
※「自分の名前を綺麗に書く講座」
※「バルーンアートでクリスマス」
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国府

※「クラフトテープでクリスマスリース」
※「押し花教室」
※「親子着付け教室」
※「ポスターの描き方教室」
※「読書感想文マスタースクール」
※「文学講座「徒然草の世界」」
※「おもしろ科学教室」
※「夏休み子ども将棋教室」
※「レジンアクセサリーを作ろう」
※「スポーツチャンバラ教室」

金古南
足門

※「そば打ち教室」
※「手作り味噌教室」
※「タブレット端末体験教室」

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

・両面印刷の場合、裏面はあまり目にしてもらえないため、掲載量の多いケースは複数枚で
回覧している。主催・共催事業については、「予定・計画」として事前ＰＲするとともに、
実施した主要な事業については、上半期・下半期の２期で「特集」を組み報告している。

・高齢化の著しい定期利用団体の減少に歯止めをかけるため、不定期ながら公民館だよりに
「定期利用団体の活動状況、新規会員の募集、施設訪問などのボランティア活動の有無」など
を紹介・支援し、会員の増加や「中心となる世代の交代」を促進している。団体の活動内容に
もよるが、記事掲載の後に「新規入会や見学申込み」などの事実もあるため、定期利用団体の
活性化のためのピーアール等を工夫・継続したい。

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。

西
・講座のタイトル、日付は目立つように拡大文字を使用している。また、親しみを持てるよう
イラストを多用している。

東

・当公民館では今年度より、公民館だよりで回覧する場合、回覧板の閉じ方が上止めと左止
めの両方が混在するので、両面印刷にすると裏面が見にくくなるため、枚数は多くなってし
まうが、両面印刷はせず複数枚で印刷し回覧している。

・また、複数の事業紹介のときは、上下に並べずに左右に並べるようにしている。これは上
からちょっと読んだだけで、どの事業が今度おこなわれるか分りやすくするためである。

北 ・高齢者でも読みやすいように大きい文字にしている。

城址 ・字をなるべく大きくするよう留意している。

塚沢
・毎月1日号と15日号を必ず作成し、情報提供している。
・文字を大きくし、わかりやすい表現を心がけている。
・地域の出来事（例：スポーツ大会・芸能祭等）も掲載している。

20　公民館だよりの活用についての工夫　（４０館）
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東部 ・写真を取り入れて、参加者が講座のイメージを掴みやすいように工夫している。

中居
・重要な事項（主催・共催事業、地域の行事）のお知らせについて、文字のフォントを大きく
し、分かりやすくイラストも多く添付する。

矢中
・今までは、地域住民にしか公民館だよりを配布していなかった。今年度から地域にある小学
校、中学校、幼稚園、保育園にも配布をしている。これは、矢中地区以外から通っている職員
の皆様にも、公民館事業の理解と協力をしていただくことが目的である。

中川

・イラストに頼らず、より訴求力の高い「実写（写真）」の掲載を心掛けている。
・町内行事などに積極的に出掛け、公民館だよりでその様子を紹介する「中川まちかど通
信」新コーナーを連載。
→（効果）①町内行事に出掛けることで、地域住民の方と顔馴染みになれる。②「お隣の町
内ではこんなイベントがあったんだ！」という新たな発見・波及効果が生まれる③「自分が
載ってた！近所の知り合いが載ってた！」などのお楽しみを創出することで、メインの講座
募集記事にも目を留めてもらう効果が生まれる
・上綴じの回覧板に合わせて、上下にめくって見られるよう、町内回覧用は「短辺印刷」に
している。

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。
・公民館主催事業の報告を毎回掲載し公民館でどのようなことが行われているのか知ってもら
えるように工夫した。

新高尾
・白紙で目立たなかったのを、色上質紙に印刷して、回覧することにしたので、公民館事業･
講座の周知を高めるようにした。

北部
・以前よりも講座報告を増やし、また写真を多数使うようにして、公民館だよりに興味を持っ
てもらうように内容を更新した。

六郷
・シンプルな配置やレイアウト
・題名（講座やイベントの名称‥）のフォントを昨年度より大きくした。

長野
・公民館だよりに興味を持ってもらえるようにレイアウトを以前のものから変更したり、写真
やイラストを使用している。また、地域づくり活動協議会主催の事業も記事や写真等で紹介す
るよう努力している

箕郷
・募集のためのレイアウトを見やすくなるよう工夫している。
・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 ・公民館だよりを月2回作成し、講座の情報を2ヶ月前には、告知できるようにしている。

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
・館長のコラムにつづき、区長のコラムを掲載し、地元区長と住民の距離を縮められるような
記事を掲載している。

53



倉渕

・B4サイズ両面での印刷により、情報を多く掲載している。
・裏面に公民館利用予定表を掲載し、講座やサークル利用者の利便性を向上させている。
・実施事業の様子や公民館での展示、出来事などを「公民館写真館」として写真と文章で掲載
することにより、地域住民に身近な公民館を紹介している。
・倉渕地域では、地域のみの公的な情報を配布する手段がないため、公民館の以外の情報も掲
載しており、地域だよりとしての役割も担っている。
・記事の掲載枠をユニット化したことにより、より見やすい紙面構成となった。また、記事の
差し替えや複製利用などを容易にした。

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ます。

下里見 ・主催講座は裏面に掲載しないようにしている。

片岡
・字を大きめにする。
・主催事業を表面にする。
・講座内容に合わせた色紙にする。

城山
・公民館だよりを全戸配布しているので、公民館事業および地域のお知らせ版として地域に根
付き役立っている。

南八幡
・大きな文字で分かり易い文章表現で発行するようにし、今年度より「南八幡の散歩道」と題
して、南八幡地区の歴史・風土等を簡単に紹介するコラムを連載している。

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、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。
・小学生向け講座は号外を作成して大類小児童全員に配布している。
・地域の行事や、地域団体の情報を掲載している。

滝川
・実施事業講座について報告を掲載した。
・地域団体（体育振興会、長寿会など）の活動も掲載した。

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 ・なるべく文字を大きくしている。

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。
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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、区長や学校、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ている。

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
・貸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生き
たい。

城南

・「室」の活用については、どの館でも同様と思われるが、定期利用への貸出しや主催事業の
会場としている。
・「図書利用の促進」については、前年度から「新規購入図書や図書ボラのお薦め本の紹介」
など、随時、公民館だより掲載などにより広報し、また、新規購入のリクエストを積極的に募
集するなどによって利用を促進している。
・これにより、長期低落傾向に歯止めをかけることができ、前年同月比で大幅に回復してきて
いるため、更に利用促進のため工夫していきたい。

西 ・新着図書はその都度公民館だよりで紹介し、貸出しを促進している。

東
・図書室としては、常時誰でも自由に出入りできるように開放している。
・また、図書の貸し出しは職員がいる際は常時おこなっており、なるべく多くの人に本を借り
てもらうように取り組んでいる。

北
・図書ボランティア活動日以外も職員の勤務時間は開放し、図書の貸し出しも行い、多くの人
に利用してもらうようにしている。

城址 ・『図書貸出事業』   （１２に記載したものと同じ）

塚沢
・休館日を除く毎日午前9時から午後9時まで(夜間の貸館が無い場合は午後5時15分まで)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
・図書の貸出しについては、平日の利用を可能にしている。
・夏休み期間は、『夏休み学習』として子どもから大人まで、学習の場として図書室を開放し
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
・公民館の全室（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。また、「ベビーダンス教室」等の子育て支援講座がある時には、控え室用とし
ている。

21　図書室の活用についての工夫　（３３館）
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中川

・本を探しやすいように、今年度、書棚に著名作者・ジャンル・五十音などの表示プレートを
設置したところ、利用者から好評を得られた。
・公民館だよりに新刊本を紹介する際、新刊本一覧の文字情報ではなく、表紙画像を（要出版
社許諾）を並べたところ、「公民館だよりに載ってたこの本を借りたい」という地域住民の方
が来館するなど、新規利用者の獲得につながった。
・当館では、週１回、市立図書館の本や雑誌などのリクエストや貸出を行っているため、貸出
方法などの流れについて公民館だよりで特集を行ったところ、新規利用者の獲得につながっ
た。

浜尻 ・別棟にあるため活用は難しいが、子育てサークル等に声を掛け利用を促すようにした。

新高尾
・読み聞かせについて、次回分のぬり絵を描いてもらい、それを玄関や図書室前に表示して宣
伝している。

北部 ・NDC（日本十進分類法、図書館と同じ図書の整理方法）で図書を整理（現在整理作業中）。

六郷
・主事在館時のいつでも貸し出しは、平均して35名／月程度と安定してきた
・講座時に図書利用案内を行う。
・館内の各部屋に図書室利用案内を掲示

長野
・公民館だよりで、図書室開館日、利用日、読み聞かせや市立図書館蔵書の取扱い、新刊本に
ついてなどを紹介している。

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揃えている。
・子ども達が来室しやすいよう、季節ごとに室内のレイアウトに工夫している。

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。

八幡 ・公民館だよりに、図書ボランティアからのお知らせとして毎回掲載し、啓発を行っている。

倉渕

・貸し出し及び返却について、自己申告の貸し出し方法を取り入れ、気兼ねなく図書の貸し出
しをしてもらえている。
・毎月の新着本の案内を公民館だよりに掲載していることに加え、夏休みの課題図書につい
て、夏休み子ども向け記事として掲載。

乗附 ・今年から公民館の図書ボランティアによるクリスマス会を開催予定。

城山 ・図書ボランティアの活動を積極的に支援し、会議や援助するなどしている。

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 ・本を探しやすく、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 ・図書室開放事業（前述12のとおり）

大類
・公民館だよりに毎号開館日を掲載している。
　また、5月1日号は図書室特集号として、利用案内等を掲載した。
・新刊図書入荷時にはリストを公民館だよりに掲載。
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滝川 ・学校への利用日等を案内した。

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。
・地域住民からの寄贈本をPRし活用している。

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 ・団体等への貸出や事業のない時は、職員が本の貸出及び返却を随時受け付けている。

上郊
・職員の勤務時間内で空いている時には、定期利用団体等への貸出や子ども支援事業などに開
放している。
・団体等への貸出や事業のない時は、職員が本の貸出及び返却を随時受け付けている。

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、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
屋での使用等の調整をして利用してもらっている。

城南

・部屋の貸出しの工夫以前に、当館では大きな問題がありますので記述します。
・古い館はどこも同様と思われますが、利用度の高い部屋が全て2階に設けられていて、利用
者の高齢化が著しい地域にあって、ウイークポイントとなっています。「職員や他の利用者が
付き添い・補助」することもありますが、そうした努力や工夫では、高齢化による減少に歯止
めをかけることは不可能です。
・1校区1館の実現や、中央館・耐震強度の脆弱な館の建替えなど、整備計画もままならないの
は承知のうえですが、利用者の高齢化が著しい当館では、例えば「管理人室の廃止や変更」な
どにより、できるだけ利用しやすいスペースを地上階に早急に確保するなど、柔軟な対応が必
要です。
・ここ1･2年に限ったことではないと思いますが、「学習意欲はあってもあきらめる利用
者」、「メンバー（指導者）が2階に上がれないとあきらめる団体」が続いています。様々な
定期利用団体への活動支援と「裏腹」に「施設面での改善」が喫緊の課題です。
・駐車場不足も相まって、この現状が続く限り「5年後には3割減、10年後には半減する」ので
はないかと、館の存在自体が危惧されます。

・仮に、来年度実現したとしても【既に10年遅い】対応ですが、敢えて記します。

22　公民館の部屋の貸出しについての工夫　（２８館）
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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
・今までどおり街カフェ風のおしゃれ公民館を目指しており、誰でも気軽に立ち寄れるよう
に、飾り付け等をして明るいイメージを損なわないように注意している。

北
・多くの団体が利用できるように、午後の利用を2時間にし、2つの団体に利用してもらう場合
もある。また月の利用回数を2回にしていただいている。

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。

塚沢
・「貸し館チェックシート」の記入により、部屋使用後の清掃などのマナー徹底を図ってい
る。

東部

・土日・夜間の管理は、警備会社による機械警備を導入しているため、利用者自身に鍵の開閉
をお願いしている。鍵の誤操作による、警備の出動事例が多発しているため、鍵とマニュアル
を一つの袋にパッケージして貸し出すようにした。また、出入口や鍵の返却ポストにも、操作
の再確認を促す張り紙を設置した。

中居
・講義室において、木曜日の午後、金曜日の午前は主催事業用として確保しており定期利用団
体の登録をせず、事業がないときに限り講義室の貸出しを行っている。

矢中
・多くの人に公平に利用していただくために、１回の利用時間を2～3時間、月の利用回数を４
回程度にしていただいている。また申込み状況に応じて、普段使っている部屋を別の部屋に変
えていただく場合もある。

中川 ・育成会やＰＴＡなどの地域団体には、年度計画を年度当初に提出してもらっている。

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など、多くの利用があった。
・利用者に積極的に声を掛け、公民館に対しての要望等を聞きだすように努力し、意見を取り
入れて公民館が利用しやすくなるようにした。（自習室の水道にバンドをして水道を使用して
いない時に水が勝手に出ないようにした）また、どのような講座に興味があるのかを聞き出
し、開催することで、講座に参加してもらえるようになった。

六郷

・館内を明るく清潔に保つことで、使用者が気持ちよく利用でき、かつ整理整頓への協力をし
てもらえるようになった。
・新規の使用申請があった場合には代表者に公民館利用について、来館してもらい説明（使用
ルールや定期使用の案内）し、その後の対応をスムーズにできるようにしている。
・使用団体に応じて、イスが使用でき、階段を使用しなくて済む１階にある実習室・図書室を
本来の目的（調理・図書貸出）以外でも案内・使用してもらっている。
・館内で不要なもの、使用していないものを除去して部屋のスペースを有効に使ってもらって
いる。

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、公民館利用の注意事項を説明している。
・困っている点
　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。
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榛名

・研修室５（旧図書館）には防音設備がないため、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居るときには、研修室５を貸出ししないように制限していま
す。
・月曜日以外の週6日、祝日を除く8時30分から17時15分までの間、職員が常駐し、部屋の貸出
しや予約を受け付けられる体制を取っています。

片岡
・普段は比較的狭い図書室を借りているサークルに対して、空き状況に応じて広めの講義室を
貸し出したりしている。

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
・パソコンによる貸出しシステムを作成し、空いている部屋の検索、利用人数の把握、集計等
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

・公民館定期利用団体について、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、月1度の新規利用者が入ることができるようになった。また、隔週利用を希望する新規利
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、新規の定期利用団体の定着を
図った。

大類 ・月間予定表を受付に掲示し、地域行事や市受入事業等で貸館できない日を表示している。

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【空
子太極拳】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は空いている時には、定期利用団体活動、育成会や区長会の会議などで
も貸出している。

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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