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1 中央公民館
ひとりで着るきものと
カンタン帯結び講座

市民に日本の伝統文化で
ある和装を学習する機会を
提供する。

自分ひとりで着物を着る技法、着物
を着た際の基本マナー等を学び、着
物をひとりで着ることができるようにす
る。また、提燈祭りを見物し、その際
に着崩れの直し方、着物での歩き方
を学ぶ。

５月２３日（土）
６月１３日（土）
６月２０日（土）
７月１１日（土）
７月１８日（土）

中央公民館
和室

市内在住・在
勤
・在学の女性
（１６歳以上）

申込者１４人
定員１５人
参加者１４人
延べ５８人

地域住民の教養の向上、生活
文化の振興に寄与することが
できました。提燈祭り時の現地
実習は参加者に好評でした。

2 中央公民館

親子チャレンジ教室
①
～木工工作に挑戦
～

木工工作を通して、親子の
ふれあいの時間の創出と
他校児童との交流を図る。

建設埼玉久喜支部の指導により、本
格的な木工工作に親子で挑戦する。

８月３日（日）
中央公民館
大集会室

市内在住小学
生とその保護
者

申込者２２人
定員２１人
参加者22人

参加者は、本箱やテレビ台な
ど、様々な作品を親子で工夫
しながら作りました。親子の絆
を深めることができました。

3 中央公民館
はじめての
ノルディックウォーキ
ング教室

健康の維持・増進を目的に
市民に手軽なスポーツを始
める機会を提供する。

年齢性別を問わず気軽に楽しめ、エ
クササイズの効率が良く、メタボリック
シンドローム対策として有効であるノ
ルディックウォーキングの基礎を学
ぶ。

８月３０日（日）
９月６日（日）
９月１３日（日）
９月２７日（日）

古河総合公
園
羽生水郷公
園

市内在住・在
勤
・在学者

申込者３１人
定員２５人
参加者２５人
延べ８６人

地域住民の健康の増進に寄
与することができました。参加
者の体力に合わせウォーキン
グコースを長短２本用意した
ので、体力に合った運動をす
ることができました。

4 青葉公民館 歩け歩け青葉地区
身近な地区を散策して、植
物の種類を知り、季節の変
化を体感する。

歩いて青葉地区内を一周する。 6月 6日（土）
青葉地区 市内在住・在

勤在学者
２９人

青葉公民館を基点に地元の
名所旧跡をめぐり、歩く楽しさ
の一端を体験していただきま
した。

5 青葉公民館 染物教室
身近な材料で染物ができる
ことを体験するとともに、エ
コに対し関心を深める。

玉ねぎの皮で染物をつくる。 7月 2日（木） 青葉公民館
市内在住・在
勤在学者

１４人
染物の楽しさを知っていただく
とともに、作品を公民館まつり
に展示することになりました。

6 青葉公民館
楽しく学ぶ
「自然体験教室」

自然環境の中で昼食を作り
ながら、団体行動を学び、
人と自然とのかかわりや共
生の大切さを考える機会と
する。

自然にふれあいながら、川遊びやカ
レー作りを体験する。

7月25日（土）
栃木県ふれ
あいの森

青葉小・青毛
小　　4年生～
6年生

２３人

カレー作りの共同作業や集団
行動・遊びを自然の中で体験
し、子供たちが楽しい1日を過
ごすことができました。

7 青葉公民館 文学散歩

多くの文士芸術家が愛した
馬込文士村を訪ね、芸術・
文学に対する理解を深め
る。

大田区立郷土博物館・馬込文士村
周辺を散策する。

9月11日（金）
東京都大田
区馬込文士
村

市内在住・在
勤在学者

２６人
大田区ゆかりの文士の業績に
触れ、その作品に対する造詣
を深めることができました。

8 南公民館
ふれあいスポーツ～
グラウンドゴルフ～

グラウンドゴルフのルールと
試合運営を、世代を越えて
学ぶとともに、公民館事業
を通じて市民に交流とふれ
あいの場を提供します。

子どもから高齢者までを対象として、
地域や世代間の交流を越えて一緒
にグラウンドゴルフを体験する。

4月25日（土）
総合運動公園
多目的広場

市内小学生以
上

34人
グラウンドゴルフを通じて、世
代間・地域間を超えた交流を
図ることができた。

○中間事業実施報告は、平成27年4月1日から9月30日までに実施した事業とします。
○※網掛けは新規事業です。

平成２７年度生涯学習関係（中間）事業実施報告

－3－



№ 担当課 事　業　名 事業趣旨 内　　　　容 期　　日 会　　　　場 対象者 参加者数 成　　果

9 南公民館 スマイルボウリング

ニュースポーツ「スマイルボ
ウリング」のルールと試合運
営を学ぶとともに、公民館
事業を通じて市民に交流と
ふれあいの場を提供しま
す。

子どもから高齢者までを対象として、
地域や世代間の交流を越えて一緒
に、「スマイルボウリング」を体験す
る。

5月31日（日）
江面第一小学
校体育館

市内在住・在
勤・在学者

27人

ニュースポーツ「スマイルボウ
リング」を体験していただくとと
もに、世代間・地域間を超えた
交流を図ることができた。

10 南公民館
第20回サマーフェス
ティバル

地域の団体と協力しなが
ら、江面地区の地域間、世
代間で一体となって、フェ
スティバルを行うとともに公
民館事業を通じて市民に
交流とふれあいの場を提供
します。

カラオケ、地域の団体による模範演
技・演奏、模擬店など各種催しを実
施する。

8月8日（土）
江面第一小学
校校庭

江面地区住民 約350人
地域間・世代間が一体となっ
た場を提供することができた。

11 南公民館 竹とんぼ教室

身近にある竹を使用した竹
とんぼを制作することで、自
然への関心とモノ作りの意
欲を高めます。

江面第一小学校なでしこゆうゆうぷら
ざと共催し、昔なつかし玩具の竹とん
ぼを制作する。

9月3日（土）
江面第一小学
校体育館

江面第一小学
校生徒

16人

身近にある竹を使用した制作
体験を通じて、子どもたちの自
然への関心とモノ作りへの意
欲を高めることができた。

12 南公民館 江面地区市民体育祭

スポーツ・レクリエーション
活動に親しむ機会と地域
住民の交流を図るとともに、
公民館事業を通じて市民
に交流とふれあいの場を提
供します。

競技やアトラクションを通して、地域
や世代の交流を図る。

9月27日（日）
江面第一小学
校校庭

江面地区住民 約600人
競技やアトラクションを通じて
地域間・世代間を超えたコミュ
ニティの交流が図られた

13 西公民館 きよく大運動会

合同運動会を通して地域
住民と児童の交流を図りな
がら健康･体力づくりを推進
するとともに新しいコミュニ
ティづくりを目指す。

清久小学校運動会と地区市民体育
祭を合同で開催する。

５月１７日（日） 清久小学校 清久地区住民 ７１０人

多くの地域住民がきよく大運
動会に参加し、児童と地域住
民が交流を図り、「地域のなか
で子どもを育てる」のスローガ
ンのもと、清久地区のコミュニ
ティが図ることができた。

14 西公民館
「歩いてリフレッシュ」
～新緑を楽しむ散策
～

新緑を訪ね散策を楽しむこ
とにより、心身ともにリフレッ
シュし健康増進を図るととも
に、公民館事業を通じて市
民に交流とふれあいの場を
提供する。

栃木市蔵の街を訪ね、散策を楽しむ
ことにより、心身ともにリフレッシュし
健康増進を図る。

６月２７日（土） 栃木県栃木市
市内在住･在
勤者

２３人

新緑の時期に散策を楽しむこ
とにより、心身ともにリフレッ
シュし健康増進が図ることがで
きた。

15 西公民館 サマー学習会
体験学習を通して子どもた
ちの自然科学等への関心
を高める。

体験学習を通して、子どもたちの自
然科学の関心を高める。

８月２６日（水） 北本市
清久小学校
４～６年生

２３人
体験学習を通して、子どもた
ちの自然学習への関心が高
められた。

16 西公民館 山野草教室

身近な山野草で寄せ植え
の基礎を学び、公民館事
業を通じて市民に交流とふ
れあいの場を提供する。

初心者を対象に、身近な山野草を観
察し、鉢植えにして小さな自然を育
てて楽しむ。

９月６日（日）
９月１３日（日）

栃木県鹿沼
市
清久コミセン
･西公民館

市内在住･在
勤者

延べ２４人
身近な山野草を使って講師の
指導のもと山野草の鉢植えの
基礎が学べることができた。
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17 東公民館 川柳教室
生涯学習の一助として、川
柳作りの楽しさを学ぶ。

川柳の基礎を学ぶ。
①5月17日（日）
②5月31日（日）

東公民館 市内在住・在
勤在学者

①13人
②13人
延べ26人

同好の趣味を持つ人たちが集
い川柳作りの楽しさを学び、
教室終了後もサークル活動と
して続いています。

18 東公民館 水彩画教室
絵画の入門コースとして水
彩画の描き方を学ぶ。

静物などを心のままに描き、水彩画
の基礎を学ぶ。

①6月 3日（水）
②6月10日（水）
③6月17日（水）
④6月24日（水）

東公民館 市内在住・在
勤在学者

①１９人
②２１人
③２０人
④２１人
延べ８１人

絵画に対する興味が趣味に
変わり、参加者による絵画
サークルが立ち上がりました。

19 東公民館 救急救命教室
緊急時の救急措置法を体
験し、習得する。

心肺蘇生法とAEDの操作方法を学
ぶ。
指導者は埼玉東部消防組合職員

7月26日（日）
東公民館 市内在住・在

勤在学者
１５人

小学校PTAの方から高齢者ま
で幅広い年齢層の方に参加
いただき、全員に普通救命講
習終了証が交付されました。

20 東公民館 ３B体操教室
誰にでも気軽にできる体操
を紹介して、市民の健康増
進を図る。

３B体操の基礎を学ぶ。

①9月 2日（水）
②9月 9日（水）
③9月16日（水）

東公民館 市内在住・在
勤在学者

①１６人
②１５人
③１３人
延べ４４人

参加者は全員女性でしたが、
４０代から高齢の方まで楽しみ
ながらできる健康づくりを体験
していただきました。

21 森下公民館 ワクワクスクール
子ども達に様々な学習の
機会を与え、学ぶとともに
交流を深めます。

①イチゴスイーツづくり
②工作（スネークキューブづくり）

①５月　９日
②７月２６日

森下公民館他
市内在住小学
生

①１５人
②１２人

①苺を摘む楽しさや摘んだ苺
でクレープ作りを学ぶことがで
きた。
②スネークキューブを作る楽し
さを学ぶことができた。

22 森下公民館 おはなし会
絵本の読み聞かせを通し
て、本に親しむ一助にしま
す。

絵本の読み聞かせや手遊びなど
４月～９月
（毎月第４土曜
日）

森下公民館
市内在住幼
児・小学生

延２６人
絵本に関心を持つことができ
た。

23 森下公民館 子ども映画会
短編の映画鑑賞を通して、
映画の楽しさに親しみ、交
流の場を提供します。

子ども向け映画の上映
４月～９月
（毎月第４土曜
日）

森下公民館
市内在住幼
児・小学生

延２６人
映画の楽しさに親しむことがで
きた。

24 森下公民館 押し花教室
押し花を作ることにより、楽
しさを知り日常生活に潤い
を与えます。

お花の押し方から学ぶ。
①５月１３日
②５月２０日

森下公民館
市内在住・在
勤在学者

延１４人
持ち寄った花を使い、思い思
いの押し花を作り、充実感を
味わうことができた。

25 森下公民館
心と体のリフレッシュ・
ヨガ講座

ヨガを知ることにより、健康
的な体づくりとリフレッシュ
の方法を学びます。

ヨガによる健康管理
①５月２５日
②６月　１日
③６月　８日

森下公民館
市内在住・在
勤在学者

延３３人

座り方、立ち方、深呼吸など
色々学び、体調を整えること
ができ、リフレッシュすることも
できた。

26 森下公民館 春の料理教室
料理を作る楽しみを学ぶと
ともに、参加者がお互いに
交流を深めます。

春を感じる食材で楽しくクッキング 5月23日 森下公民館
市内在住・在
勤在学者

８人

東南アジアの料理を作り、料
理の幅を広げるとともに、和食
と違う食感を味わうことができ
た。
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27 森下公民館 ３Ｄデコパージュ教室
立体的な作品を作ることに
より、楽しく手工芸を学びま
す。

絵を数枚を貼り重ね立体画に仕上
げ、奥行きのある部屋飾りを作る。

①６月１７日
②６月２４日

森下公民館
市内在住・在
勤在学者

延２８人
作り手の個性が出て、様々な
表情の作品ができ、また、交
流を深めることができた。

28 森下公民館 三味線教室
三味線を弾くことにより、楽
器の楽しさを知り、音楽に
親しみます。

三味線の初歩から学ぶ。
①７月　２日
②７月　９日
③７月１６日

森下公民館
市内在住・在
勤在学者

延２７人

参加者が初心者のため、三味
線の持ち方から学び、最後は
楽しんで弾くことができた。
サークルが立ち上がり、月２回
公民館で練習している。

29 森下公民館 アクセサリー教室
アクセサリーを作るとともに
参加者の交流を図ります。

オリジナルアクセサリーを作る。
９月１２日

森下公民館
市内在住・在
勤在学者

２０人
布やハンカチからアクセサリー
を作ることを学ぶとともに、参
加者の交流も図られた。

30 栗橋公民館
スマートフォンらくらく
操作教室

スマートフォンの操作と機
能を学ぶとともに、公民館
事業を通じて市民に交流と
ふれあいの場を提供する。

スマートフォンの基本操作や機能に
ついて学ぶ。

５月22日（金） 栗橋公民館
市内在住・在
勤者

午前：１８人
午後：１７人

スマートフォンの基本操作を
習得することにより、生活文化
の向上に寄与することができ
た。

31 栗橋公民館
※グラウンドゴルフの
ルールとマナー教室

グラウンドゴルフのルールと
マナーを学ぶとともに、公
民館事業を通じて市民に
交流とふれあいの場を提供
する。

グラウンドゴルフのルールとマナーを
学ぶ。

６月12日（金） 栗橋公民館
市内在住・在
勤者

２８人

スポーツレクリエーション活動
に親しむ機会を提供するととも
に、健康増進に寄与すること
ができた。

32 栗橋公民館 パソコン教室

パソコンの操作と機能を学
ぶとともに、公民館事業を
通じて市民に交流とふれあ
いの場を提供する。

初心者を対象としたパソコン教室。

①７月　６日（月）
②７月１３日（月）
③７月２０日（月）
④７月２７日（月）

栗橋公民館
市内在住・在
勤者

①１５人
②１５人
③１３人
④１５人
延べ５７人

音楽や写真をパソコンに取り
込んで、音楽入りのフォトムー
ビーＤＶＤを作成することによ
り、生活文化の向上に寄与す
ることができた。

33 栗橋公民館 ※親子チャレンジ

親子で協力して、様々な課
題に取り組むことにより、親
子でのふれあいの場を提
供する。

・おもしろ化学で遊ぼう。
・作って遊ぼう。不思議なうつわ
・木工

①７月２５日（土）
②８月　１日（土）
③８月　８日（土）

栗橋公民館
市内小学生と
保護者

①２８人
②２５人
③３０人
延べ８３人

親子で協力して、様々な課題
に取り組むことで、親子のふ
れあいを深めることができた。

34 栗橋公民館
※親子で楽しく料理
教室

親子で協力して、料理作り
を学び親子のふれあいの
場を提供する。

親子で一緒に手作り料理を体験して
楽しむ。

８月２２日（土） 栗橋公民館
市内小学生と
保護者

２７人

親子で協力して、ピザやデ
ザートを作り、一緒に料理を楽
しむことで親子のふれあいを
深めることができた。

35 栗橋公民館 ※切り絵教室

スイス切り絵の技法を学ぶ
とともに、公民館事業を通
じて市民に交流とふれあい
の場を提供する。

初心者を対象としたスイス切り絵教室。
９月１４日（月）
９月２８日（月）

栗橋公民館
市内在住・在
勤者

１６人

スイス切り絵の基本的な技法
を習得することにより、日常生
活に潤いを与えることができ
た。
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36 栗橋公民館 日本語支援教室

日本語を勉強する機会と日
常生活に必要な情報を提
供するとともに、公民館事
業を通じて市民に交流とふ
れあいの場を提供する。

外国人の方を対象に日本語勉強
会。

毎週火・土曜日 栗橋公民館
市内在住・在
勤者

延べ220人 継続実施中

37 栗橋公民館 歌声教室

合唱を学び、ストレス発散、
健康増進などの機会を提
供するとともに、公民館事
業を通じて市民に交流とふ
れあいの場を提供する。

童謡、季節の歌、懐かしい歌、世界
の歌を楽しむ。

6月から毎月第1
水曜

栗橋文化会館 市内在住者 延べ514人 継続実施中

38 鷲宮公民館 親子チャレンジ教室
親子のふれあいと参加者
の交流を図ります。

①親子で料理づくり
②親子でドッジボール・ファミリーバト
ミントン

５月１０日（日）
鷲宮公民館

市内在住の小
学生とその保
護者

１２人

料理づくりと軽スポーツを通し
て親子のふれあいを深めると
ともに参加者同士の交流が図
れました。

39 鷲宮公民館 かがやき学級
いきがいのある生活基礎を
学ぶとともに参加者の交流
を図ります。

①コーラス体験
②館外研修（森永製菓、Ｆピコ）
③防犯講座

①5月22日（金）
②5月29日（金）
③6月５日（金）

鷲宮公民館
栃木県小山市
他

市内在住の６０
歳以上の方

２０人
日常生活するうえでの知識を
学ぶとともに参加者同士の交
流が図れました。

40 鷲宮公民館 パソコン入門講座
パソコンの基礎を学びま
す。

パソコンの基本操作

①6月13日（土）
②6月14日（日）
③6月20日（土）
④6月21日（日）

鷲宮公民館

市内在住の１８
歳以上の方で
ウインドウズビ
スタ以降のパ
ソコンを持参で
きる方

１０人
パソコンの基本操作、セキュリ
ティ等を学びました。

41 鷲宮公民館 ゆかたの着付け講座
ゆかたの着方や帯の結び
方を学ぶとともに参加者の
交流を図ります。

ゆかたの着方・帯の結び方
①7月11日（土）
②7月18日（土）

鷲宮公民館 市内在住の１８
歳以上の女性

４人
ゆかたの着方や帯の結び方を
学ぶとともに参加者同士の交
流が図れました。

42 鷲宮公民館
子どもわくわく体験教
室

異学年や他校児童との交
流を深めるとともに協調性
や社会性を育みます。

①スポーツ吹き矢体験
②飯ごうすいさん体験
③アスレチック体験

①6月７日（日）
②7月5日（日）
③8月2日（日）

鷲宮公民館
千葉県野田市

市内在住の小
学４年～６年生

４２人
友達同士の参加もあったが、
初対面で仲良くなり友達の輪
が広がりました。

43 鷲宮公民館 子どもまつり
公民館を身近なものとして
もらうとともに参加団体のＰ
Ｒを図ります。

公民館児童対象利用団体等による
催し物。
（折り紙体験、浮沈子体験、ガールス
カウトコーナー、昔の遊び、鉄道模型
の運転、小学生によるトランペット演
奏等）

８月２３日（日）
鷲宮公民館

どなたでも 約５００人

大勢の親子の参加があり、公
民館を身近なものとして感じて
もらうことができました。また、
参加団体のＰＲが図れました。

44 鷲宮公民館 ワード入門講座
パソコンソフトワードの基礎
を学びます。

パソコンの基本操作、ワードの基本
操作、案内文の作成。

①9月12日（土）
②9月13日（日）
③9月19日（土）
④9月20日（日）

鷲宮公民館

市内在住の１８
歳以上の方で
ウインドウズビ
スタ以降のパ
ソコンを持参で
きる方

１０人
パソコンの基本操作、ワードの
基本操作、案内文の作成等を
学びました。
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