
事業計画 資料２
久喜市教育振興基本計画

　【現状・課題】

　【事業の方向性】

　【事業の取組】 中央公民館 　※は新規事業です。
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平成２８年度　 中央公民館

基本目標5　豊かな生き方を築く生涯学習の推進 施　　　策 主な取組

　自己啓発や生活の充実のための学びの環境を整
え、市民のニーズに応える質の高い学習機会を提供
するとともに、その成果を生かすことができる、生涯
学習社会づくりに努めます。

３　公民館活動の充実 1 公民館事業の充実　　　２ 公民館運営の充実　　　３ 公民館の適正配置の検討

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果

※　道路交通法改正！
～ みんなで守る自転車マナー ～

地域の課題に取組む公民館事業として、久喜中央地区周辺の交
通に係る危険防止を目的に、地域住民を対象とした交通安全（自
転車の乗り方）に関する講座を開催する。

コミュニティ連絡協議会の協力を得て、久喜警察署または、埼玉県
警察本部により、自転車に乗るときのマナーや道路交通法の改正
点について学ぶ。
開催期日等未定

　公民館では、無人施設の２館を含め８館体制になり、それぞれ公民館運営委員との連携により、地域ニーズに応じた公民館活動を展開しています。しかし、多種多様化する市民ニーズ、地域ニーズ（地域課題）に適切に対応するため、
公民館の適正配置、各公民館の環境整備、公民館管理運営の充実を図る必要がある。
　また、建築から２０年以上経過した公民館が５館あり、利用者が安全かつ快適な公民館活動が行えるよう、老朽化した公民館の計画的な改修等が必要である。

・公民館事業について、今日的課題や地域課題に対する取組みを推進する。
・特色のある公民館事業を展開するため、公民館運営委員と連携を図り、地域ニーズに応じた公民館活動が行えるよう努める。
・安全で快適な公民館活動が行えるよう老朽化した公民館の計画的な改修等を実施する。
・栗橋公民館と栗橋いきいき活動センターしずか館の統合について、関係課と連携を図りながら進める。

親子チャレンジ教室②
～ クリスマスキャンドルづくり ～

親子のふれあい及び他校児童との交流を目的にリサイクル活動を
体験する機会を提供する。

提灯まつりで提灯山車に使用したロウソクをリサイクルして、親子
でクリスマスキャンドル作りを楽しむ。
講師　原　みよ子さん（中央公民館運営委員）
開催期日等未定

日時：１２月６日（日）１３：００～１６：００
場所：中央公民館　創作室
参加者数：２０人（親子７組）　応募者数：２８人

成果：親子で協力してバラエティーに富んだキャンドルをつくること
ができた。参加者は、リサイクルの大切さを学ぶことができた。事業
実施に当たり、親子でふれあう時間を楽しく過ごすことに注力した。

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。
講師　野原初美さん
８月２８日、９月４日、１１日、１８日、１０月２日　各日曜日　渡良瀬
遊水地　他

日時：８月３０日、９月６日、１３日、２７日、１０月４日
　　　　各日曜日　９：００～１４：００
場所：古河総合公園、羽生水郷公園、渡良瀬遊水地
参加者数：２５人　応募者数：３１人

成果：地域住民の健康の増進に寄与することができた。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、参加者
は体力に合った運動をすることができた。

※　偉人見聞録
～ 渋沢栄一　論語と算盤 ～

地域住民の教養の向上を図ることを目的に、埼玉県の偉人につい
て学ぶ機会を提供し、現地研修でその足跡をたどる。

開催期日等未定

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。
開催期日等未定

日時：８月３日（日）９：００～１３：００
場所：中央公民館　大集会室
参加者数：２２人（親子９組）　応募者数：２２人

成果：参加者は、本箱や椅子、テレビ台など、様々な作品を親子で
工夫しながら作った。職人の指導により実用的で優れた作品を作
ることができた。事業実施に当たり、親子でふれあう時間を楽しく過
ごすことに注力した。
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　【事業の取組】 青葉公民館

1

2

大人の社会科見学
～ 日本銀行へ行こう！ ～

主権者である市民が日本の政治・経済等に係る知識を得られるよ
う、様々な学習の機会を提供する。

日本の経済について、日本銀行の仕事や貨幣の歴史を学ぶ。ま
た、他県の経済活動としてのアンテナショップを見学する。
開催期日等未定

期日：２月３日（水）７：５０～１５：３０
場所：日本銀行　貨幣博物館　東京交通会館
参加者数：２４人　応募者数：１５５人

成果：日本経済、物価の安定と金融システムの安定、日本の貨幣
の歴史を学ぶことができた。また、北海道や富山県など、他県のア
ンテナショップ見学も好評であった。事業実施に当たり、見学会とし
て終わるのではなく、日本経済に関する基礎的な学習という点に注
力した。

陶芸教室
～ 磁器に挑戦！ ～

地域住民の教養の向上を図ることを目的に、陶芸（磁器）に関する
学習、体験の機会を提供する。

陶芸（磁器）の基礎を学び、欧風のパスタ用角皿とスープボウルを
つくる。
講師　福田英美さん
開催期日等未定

期日：２月３日、１０日、１７日、３月２日、１６日　各水曜日
　　　　１９：００～２１：００
場所：中央公民館　創作室
参加者数：１５人　応募者数：２０人
成果：地域住民の教養の向上に寄与することができた。趣味・娯楽
を始めるきっかけづくりとして開催した。欧風の食器作りを内容とし
たので、女性の参加者が多く、とても好評であった。事業実施に当
たり、各参加者の個性が生かせるよう作品づくりの際に自由度を高
めることに注力した。

第６２回中央地区市民体育祭
地域住民の健康の増進と地域の連帯感の醸成、地域間・世代間交
流を目的に市民体育祭を実施する。

５０ｍ競走、チーム対抗リレー、大玉おくりなどの各種競技と久喜市
レクリエーション協会加盟団体によるアトラクション。
１１月３日（木・祝）　本町小学校校庭

日時：１１月３日（火・祝）８：４０～１５：３０
場所：久喜小学校　校庭
参加者数：３,５００人

成果：地域住民の健康増進と地域コミュニティ形成に寄与すること
ができた。事業実施に当たり、体育祭を楽みながら地域の組織力
や結束力を高めることに注力した。

中央公民館利用団体作品展
地域住民の教養の向上を図り、生活文化の振興に寄与することを
目的に、公民館利用団体の活動成果の発表と活動情報の発信の
機会を提供する。

中央公民館利用団体の活動の成果を展示する。同時に来館者を
対象に手工芸などの創作体験教室を開催する。
１１月１８日（金）～２０日（日）　中央公民館全館

期日：１１月２０日（金）～２２日（日）
場所：中央公民館　全館
来館者数：１６００人　参加団体：３８　出品数：７２７点

成果：各団体の日頃の活動成果の発表をしたことで、創作意欲の
向上を図ることができた。また、手工芸体験を実施し、来館者への
生涯学習に対する関心を高めることができた。手工芸体験は、フラ
ワーアレンジメント、籐工芸、まくらめを実施し、総勢９９人が参加し
た。

初級ハイキング 野山を歩き自然に親しみながら、健康づくりへの意識を高める。

期日：５月１２日（木）
会場：高尾山（東京都八王子市）
講師：青葉公民館運営委員
定員：３０人（市内在住在勤者）

期日：１１月２１日（土）
場所：栃木県唐沢山ハイキングコース（佐野市）
内容：野山を歩き、自然に親しむ
参加者：２６名

成果：車中等で参加者同士のコニュニケーションが図られ、仲間作
りのきっかけができた。

期日：７月２日(木）
会場：青葉公民館
内容：玉ねぎの皮を使って、ハンカチを染める
参加者：１４名

成果：玉ねぎの皮で染まるということから、エコへの関心が深まっ
た。染色は皮の分量で決まることから、今後、事業の中では、皮の
確保が必要になる。

期日：６月２日（木）
会場：青葉公民館
講師：藤井ふく　さん
定員：１５人（市内在住在勤者）

身近な自然素材でできる染物を体験し、趣味の輪を広げるとともに
「エコ」への関心を高める。

染物教室

「中央公民館だより」の発行
久喜中央地区住民の情操の純化、教養の向上を図ることを目的と
し、久喜中央地区全世帯を対象に、紙面を利用した社会教育と公
民館関連情報の提供。

館長、運営委員からなる編集委員が、現在の久喜中央地区に必要
と考える事柄について記事を載せ、中央地区の全世帯へ配布す
る。本年度は「道徳」と「自然環境保全」を主な内容とし、その他、公
民館に関する情報を掲載する。

年２回発行　配布対象：中央地区約１０,０００世帯
成果：地域住民の教養の向上に寄与することができた。「論語」に
関連した内容を掲載することで、地域住民の道徳心を高めることが
できた。また、「環境保全」では、緑の大切さを伝えることができた。

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果
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期日：６月６日（土）
場所：青葉地内
内容：身近な地区を歩くことにより、地域を知り、健康と体力の向上
に寄与する
参加者：２９名

成果：参加者からは、近くにいても知らないところがあり、地域を知
るきっかけになったと好評であった。
　今年度は、初めての場所のため、コースを下見し、休憩所、交通
事情等を充分検討する必要がある。

期日：１０月４日（火）
会場：久喜市内
定員：３０人（市内在住在勤者）

身近な地域を散策しながら、途中、鷲宮神社までの「コスモスロー
ド」を歩き、自然に触れ合うことで、体力向上と健康の増進に寄与
する。

コスモスロードを歩く

期日：10月25日（日）
会場：青毛小学校
内容：各種競技とアトラクション
参加者：約８００名

成果：当日の強風の影響で午前中のみの競技だったが、各地域間
のコミュニケーションを図ることができた。
また、強風の影響でテントが飛ばされ、けが人が出たが、看護師を
配置していたため、速やかに対応することができた。

期日：１０月２３日（日）
会場：青葉小学校

住民相互の親睦を深めるともにスポーツ、レクりエーション活動へ
の意識の高揚を図り、健康・体力の増進を目指す。

青葉地区市民体育祭

楽しく学ぶ「自然体験教室」
自然環境の中での活動を通じて、団体行動の大切さを学ぶととも
に、人と自然のかかわりや共生について考える機会とする。

期日：７月２４日（日）
会場：栃木県ふれあいの森（栃木市）
定員：２５人（青葉小・青毛小４年生～６年生）

期日：７月２５日（土）
場所：栃木県ふれあいの森（栃木市）
内容：自然に触れ合いながら、川遊びやカレー作りを体験する
参加者：２３名

成果：体験することを主としており、いろいろな体験をすることがで
き目的は達成できた。

期日：９月１１日（金）
場所：馬込文士村（東京都大田区）
内容：多くの文士芸術家がこよなく愛した馬込文士村を訪ね、文学
に対する理解を深める
参加者：２６名

成果：ガイドの会による丁寧な説明で、参加者からは好評であり、
文学に対する理解が深まった。

文学講座
作家の作品に触れることで、その時代の背景や、作家の生き方を
学び、文学への関心を深める。

期日：９月９日（金）・１６（金）
会場：青葉公民館
講師：加藤建亞　さん
定員：２５人（市内在住在勤者）

グラウンド・ゴルフ教室（入門）
市民の健康増進・体力向上を図るため、グラウンドゴルフを体験す
る場を提供する。

期日：１１月１０日（木）・１１日（金）
会場：青葉公園グランド・青葉公民館
講師：久喜市グラウンドゴルフ協会会長　梅村治良さん
定員：２０人（市内在住在勤者）

期日：11月5日（木）・6日（金）
場所：青葉公民館・青葉公園グラウンド
内容：グラウンドゴルフの基礎とルール及び実技
参加者：３９名
成果：初めて経験する方もおり、仲間作りのきっかけができた。グラ
ンドゴルフは誰でも気軽にできるスポーツで、今後は、親子で参加
できる教室を検討したい。

期日：1月23日（土）
場所：青葉公民館
内容：早春の草花で寄せ植えを楽しむ
参加者：２３名

成果：完成した作品に参加者からも喜ばれ、寄せ植えの楽しさを実
感できた。今後は、１回だけの事業でなく、四季を通した寄せ植え
教室を検討していく必要がある。（年４回）

自然の草花に触れ、植物を育てる大切さを学び、合わせて寄せ植
えの楽しさを体験する。

期日：１月２１日（土）
会場：青葉公民館
講師：久喜野生蘭会
定員：１５人（市内在住在勤者）

育てて楽しむ「園芸教室」
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　【事業の取組】 南公民館

1

2

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果

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する。

期日：4月23日（土）
会場：総合運動公園多目的広場
定員：40人

期日：4月25（土）
会場：総合運動公園多目的広場
内容：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。
定員：40人
参加者数：34人

成果：グラウンドゴルフを通じて、世代間・地域間を超えた交
流を図った。

留意点：高齢者も参加者していたことから、怪我や脱水症状を
起こした場合に備え、参加者の行動に注意を払った。

スマイルボウリング
「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する。

期日：5月29日（日）
会場：江面第一小学校体育館
定員：40人

期日：5月31日（日）
会場：江面第一小学校体育館
内容：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。
定員：40人
参加者数：27人

成果：「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った。

留意点：参加者の中には、小学生低学年の生徒もいたことか
ら、ボールやピンが接触することのないよう注意を払った。

期日：2月1２日（金）・13日（土）・14日（日）
場所：青葉公民館
内容：公民館利用者による作品展示と演技発表
参加者：４２３名（3日間）

成果：参加者は昨年より少なかったが、新たに２団体の参加があ
り、大きな成果があった。今後は、作品や演技については、マンネ
リ化が懸念されるため、新たな団体の発掘が必要である。

期日：２月１０日（金）・１１日（土）・１２日（日）
会場：青葉公民館

青葉公民館事業の紹介や公民館利用者・地域住民の文化活動等
の成果発表の場を設け、生涯学習に対する意識の高揚を図る。

青葉公民館まつり

※パソコン教室
生活環境の電子化が進むなか、身近となったパソコンを生活のな
かで活用する技法を学ぶ。

（平成27年度の事業実施はない）

（平成27年度の事業実施はない）
期日：１２月上旬
会場：日本銀行・貨幣博物館
定員：２５人（市内在住在勤者）

期日：２月２８日（火）・３月１日（水）・２日（木）
会場：青葉公民館
講師：久喜市パソコンくらぶ３６
定員：１５人（市内在住在勤者）

市民の教養向上を目的として、国の経済政策や金融情報に触れる
機会を提供する。

※施設見学会
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4

5

6 南公民館まつり
公民館利用サークルの日ごろの成果を発表する場を提供するとと
もに、公民館事業の講師、参加者、地域の方々の作品を展示し、
地域住民の生涯学習への意識の高揚を図る。

期日：11月5日（土）、11月6日（日）
会場：南公民館（農村センター）

期日：11月7日（土）、11月8日（日）
会場：南公民館（農村センター）
内容：公民館の利用団体、江面地区で活動している皆さんの
作品を展示する。
参加者数：約250人

成果：南公民館利用団体や地域住民の方々の日頃の生涯学
習の成果として作品の展示を行った。絵手紙、写真、書など
身近な作品を展示したことで、来館者に親しみやすく好評で
あった。

留意点：雨天開催となってしまったため、出展者の作品搬出
入時及び来館者の雨による転倒に注意を払った。

第21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する。

期日：7月30日（土）、予備日　7月31日（日）
会場：江面第二小学校校庭

期日：8月8日（土）
会場：江面第一小学校校庭
内容：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。
参加者数：約350人
成果：地域間・世代間が一体となった場を提供した。
留意点：子ども達が地域住民とふれあいながら、夏休みの思
い出となるような地域団体による演技発表と模擬店を出店を
した。

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る。

期日：9月予定
会場：江面第一小学校体育館
定員：20人
講師：福田　克己氏

期日：9月5日（土）
会場：江面第一小学校体育館
内容：江面第一小学校なでしこゆうゆうぷらざと共催し、昔な
つかしい玩具の竹とんぼを制作する。
定員20人
参加者数：16人
成果：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。
留意点：子ども達自らが制作した竹とんぼを上手に飛ばせる
ようなアドバイスをした。

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
供する。

期日：9月25日（日）
会場：江面第一小学校校庭

期日：9月27日（日）
会場：江面第一小学校校庭
内容：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。
参加者数：約600人

成果：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。

留意点：来場者や参加者が「楽しかった」と感じていただける
ような種目を取り入れた。
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　【事業の取組】 西公民館

1

2 歩いてリフレッシュ
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。

平成２８年６月１日（水）　八王子市（高尾山）
講師　スポーツ推進委員
定員　２５人
対象　市内在住･在勤者

平成２７年６月２７日（土）
栃木県栃木市内
参加者　２３人

留意点　交通事故等を注意喚起した。

社会施設探訪
企業の技術力の高さやコンプライアンスを肌で感じてもらうととも
に、製品などの安全性確保への取り組みを学ぶ機会を提供する。

期日：2月（予定）
会場：未定
定員：25人

期日：2月12日（金）
会場：東京都大田区　日本航空株式会社
内容：日本経済を牽引する企業の工場を見学し、製造現場な
どの先端技術について学ぶ。
定員：25人
参加者数：24人

成果：飛行機の運航の安全性と信頼性を確保するためのメン
テナンス技術などの取り組みを学習した。

留意点：訪問先の予約は開始されると、すぐに募集定員に達
してしまうため、募集定員に達しない日を選びして予約をし
た。

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果

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。

平成２８年５月１５日（日）　清久小学校
予備日２２日（日）
対象　清久地区住民

平成２７年５月１７日（日）
清久小学校
参加者　約７１０人

留意点　怪我のないように準備運動等周知した。

シニアボウリング
ボウリングを通じて、健康づくりに取り組んでいただくとともに、市民
のスポーツ・レクレーション活動に親しむ機会と地域住民の交流と
ふれあいの場を提供する。

期日：11月（予定）
会場：未定
定員：20人

期日：11月9日、11月16日、11月30日、12月7日、12月14日、
12月21日、各月曜日
会場：ラウンドワンさいたま・栗橋店
内容：ボウリングを通じて、健康な体づくりの推進と地域住民
の交流の場を提供する。
定員：20人
参加者数：15人

成果：ボウリングを行うことで筋力や集中力の向上、転倒防止
や認知症予防に繋がることを学習した。また、参加者による競
技も行われ、参加者相互の交流も図られた。

留意点：健康づくりの増進と参加者の相互交流を図るため、
今年度から実施回数を増加（3回）した。

お正月のフラワーアレンジメント講座
お正月を新たな気持ちで迎え、新たな一年が良い年で過ごせるよ
う、日本に古くから伝わる伝統花材を使い、慶賀の迎え花の花飾り
を作る場を提供する。

期日：12月27日（火）
会場：中央公民館創作室
定員：16名
講師：石原　智香子氏

期日：12月27日（日）
会場：中央公民館創作室
内容：お正月に向けて、簡単に生けられるフラワーアレンジメ
ントを作る。
定員16人
参加者数：17人

成果：自ら手作りでお正月を迎えるための準備をすることで、
古くから伝わる日本の伝統行事文化と季節を感じることがで
きた。

留意点：講座参加者が満足していただけるお正月らしい花を
準備した。
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　【事業の取組】 東公民館

1

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果

健康トレッキング
軽登山を通じて自然に親しみながら健康づくりを行う機会を提供
し、健康と自然への関心を深める。

期日：６月４日（土）
会場：筑波山（茨城県つくば市）
講師：久喜市スポーツ推進委員
定員：２５人（市内在住在勤者）

平成２７年１１月８日（日）  久喜市スポーツ推進委員
場所：筑波山（茨城県つくば市）
参加者：　２２人　（応募５２人から抽選）

成果：当日は雨の悪天候であったが、参加者の意欲が高く登山を
実施し、全員無事に下山した。なお、参加者には女性や高齢者が
含まれることから、装備の徹底や途中下山の対応を考えておく必
要がある。

うどん打ち体験 地域の食文化である「うどん」打ちを通して地域との交流を深る。
平成２８年１２月２０日（火）久喜南中学校
講師　地域のボランティア
対象　南中学校３年生

平成２７年１１月２１日（土）
久喜南中学校
参加者　９３人

留意点　食中毒など起こさないよう注意した。

※手作り味噌教室
手作り味噌の基礎を学び、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。

平成２９年１月２８日（土）、２９日（日）２回
定員　１２人
対象　市内在住･在勤者

陶芸教室
陶芸の基礎を学び、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。

平成２９年２月４日（土）、１１日（土）、２５日（土）
３月４日（土）　計４回
講師　福田英美さん
定員　１５人
対象　市内在住･在勤者

本格キムチづくり
キムチづくりの基礎を学び、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。

平成２８年１月２４日（日）
講師　国本勝美さん
場所　清久コミセン・西公民館
参加者　１１人
留意点　食中毒など起こさないよう注意した。

西公民館まつり
利用団体の活動発表の場を提供し、団体ＰＲ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。

平成２８年１０月１日（土）、２日（日）２日間
清久コミセン･西公民館
対象　市民

平成２７年１０月３日（土）、４日（日）
清久コミセン･西公民館
来館者　約６７０人

歴史探訪
文化財をたずねて、歴史と文化に親しむとともに、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。

平成２８年１０月２３日（日）　新座市
定員　２５人
対象　市内在住･在勤者

平成２７年１０月２５日（日）
本庄市（塙保己一記念館）及び熊谷市（歓喜院）
参加者　１６人留意点　交通事故等を注意喚起した。

ふれいあ鑑賞会
地域や学校で活動するサークル等の演技、演奏などの芸術を子ど
もたちに鑑賞すことで子どもたちの情操を高め、地域との交流を図
る。

平成２８年１１月５日（土）清久小学校
対象　清久小児童と保護者、地域住民

平成２７年１１月７日（土）
清久小学校
参加者　約３００人

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。
平成２８年８月２４日（水）　つくば宇宙センター
定員　２５人
対象　清久小学校４年～６年生

平成２７年８月２６日（水）
埼玉県自然学習センター
参加者２３人留意点　交通事故等を注意喚起した。

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。

平成２８年９月４日（日）、１１日（日）２回
栃木県鹿沼市花木センター、清久コミセン・西公民館
講師　久喜山草会
定員　１５人
対象　市内在住･在勤者

平成２７年９月６日（日）、１３日（日）２回実施
１回目　栃木県鹿沼市花木センター
２回目　清久コミセン・西公民館
参加者　１回目１２人、２回目１２人留意点　交通事故等を注意喚起
した。
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9 東公民館まつり
地域住民に趣味・教養の発表の場を提供し、生活文化の振興に寄
与するとともに、住民相互の交流を図る。

期日：２月１７日（金）・１８日（土）・１９日（日）
会場：東公民館

平成２８年２月１９日（金）２０日（土）２１日（日）
参加：作品展示２９団体　演技発表３１団体
来場者：　１，９３５人

成果：今年度の初参加は作品展示５団体・演技発表２団体であった
が、４団体が高齢などを理由に不参加となった。来場者は２日目の
悪天候もあり、前年度比２５６人の減となった。

デジタルカメラ教室
身近にあるデジタルカメラを使い、写真撮影の楽しさを学び趣味の
輪を広げる。

期日：１１月２４日（木）・１２月１日（木）・８日（木）
会場：東公民館・千葉県柏市手賀沼（撮影地）
講師：東フォトクラブ
定員：２０人（市内在住在勤者）

平成２７年１１月５日・１２日・２６日（各木曜日）
会場：東公民館と栃木県鹿沼市古峯神社周辺（撮影地）
講師：東フォトクラブ
参加者数　のべ５３人

成果：市外地の撮影を含め参加者には好評な教室であったが、参
加者に技術的な差が見られ、事業終了後の活動は個々に委ねら
れた。

※　年越しそば打ち教室
年末を迎え、伝統行事である年越しそばの手作りの味を各家庭で
楽しめるよう体験の場を提供する。

期日：１２月１０日（土）
会場：東公民館
講師：森谷　清　さん
定員：１６人（市内在住在勤者）

※　絵手紙教室
地域住民の教養の向上を図ることを目的に、日常生活にも役立つ
絵手紙を学ぶ機会を提供する。

期日：１月２７日（金）・２月３日（金）
会場：東公民館
講師：宮川俊治　さん
定員：２０人（市内在住在勤者）

※　ポルトガル語講座
来日外国人が増加する中、異国文化に触れる機会として外国語講
座を開催し、市民の交流促進の一助とする。

期日：７月４日（月）・１１日（月）・１８日（月）・２５日（月）
会場：東公民館
講師：倉田誠司　さん
定員：２０人（市内在住在勤者）

「救急救命教室」
（応急処置とＡＥＤの使い方）

夏休みを迎え、学校外での事故に適切に対応できるよう中学生を
対象として救命法を指導する。

期日：７月２０日（水）
会場：太東中学校
指導：久喜消防署職員
定員：１５人（太東中学校生徒）

平成２７年７月２６日（日）
会場：東公民館集会室
指導：久喜消防署職員（５人）
参加者数：１５人
　
成果：事業終了後、参加者全員に「普通救命講習修了証」が交付さ
れる。今後も事業の継続的な実施が望まれる。

東地区市民体育祭
住民相互の親睦を深めるともにスポーツ、レクりエーション活動へ
の意識の高揚を図り、健康・体力の増進を目指す。

期日：１０月２日（日）
会場：久喜東小学校

平成２７年１０月４日（日）
会場：太田小学校校庭
内容：地域を１２チームに分け、午前９種目・午後５種目の計１４種
目（うちチーム対抗３種目）と３アトラクション（昼食時）を実施した。
後日の反省会では、チーム対抗リレーに対する改善意見が多く出
された。

※　山野草入門
季節の花々を日常生活に取り入れ、それらを育てる手法を紹介し、
豊かで潤いのある生活環境づくりに寄与する。

期日：６月２９日（水）
会場：東公民館
講師：久喜野生蘭会
定員：２０人（市内在住在勤者）
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　【事業の取組】 森下公民館

1

2

3

4

5

6

7

8 ※園芸教室 季節の草花などを使い、オリジナルな寄せ植えをする。
7月 2日（土）
講師：唐沢泉さん
市内在住・在勤・在学者　１５人

心と体のリフレッシュ・ヨガ講座 ヨガを通して心身の健康とリフレッシュを図る。
6月 6日（月）、13日（月）、２７日（月）
講師：斉藤まりさん
市内在住・在勤・在学者　１５人

5月25日（月）、6月 1日（月）、 8日（月）
講師：斉藤まりさん
参加者数　延べ33人

成果：座り方、立ち方、深呼吸などを学んだことにより、心身の
リフレッシュが図られた。

３Ｄデコパージュ教室
紙にプリントされた同じ絵柄のシートを切り抜き、4枚～5枚を貼り重
ね立体画に仕上げる。

6月 8日（水）、15日（水）
講師：萩原裕子さん
市内在住・在勤・在学者　１５人

6月17日（水）、24日（水）
講師：萩原裕子さん
参加者数　延べ28人

成果：参加者の個性が出て様々な作品ができ、また、交流を図るこ
とができた。

料理教室 季節の材料を使い、季節感を感じる料理を作り交流を図る。
開催期日は未定
講師：吉木千穂さん
市内在住・在勤・在学者　１２人

5月23日(土）
講師：吉木千穂さん
参加者数　8人

成果：東南アジアの料理を作ったことにより、料理の幅が広がっ
た。また、和食と違う食感を味わうことができた。

おはなし会 子どもたちが絵本の読み聞かせを通して本に親しむ。 4月～3月、第4土曜日

毎月第4土曜日
絵本の読み聞かせ　参加者数延べ46人

成果：絵本に関心を持つことができた。

子ども映画会 子どもたちが昔ばなしや童話などの短編映画を楽しむ。 4月～3月、第4土曜日

毎月第4土曜日、児童コーナー
映画鑑賞　参加者数延べ51人

成果：映画を楽しむことができた。

押し花教室 押し花を作る楽しさを実感し、日常生活に潤いを与える。

5月18日（水）
講師：小峯ヒロ子さん
市内在住・在勤・在学者　１５人

5月13日（水）、20日（水）
講師：小峯ヒロ子さん
参加者数 延べ14人

成果：参加者が持ち寄った花を使い、思い思いの押し花を作
り、充実感を得ることができた。

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果

ワクワクスクール
学校週５日制により、子どもたちが家庭や地域で過ごす時間が増
えたことに伴い、公民館事業として様々な学習を行い、参加者の交
流とふれあいの場を提供する。

① 5月 8日（日）　イチゴスイーツづくり
② 7月24日（日）　工作
③10月15日（土）　ハロウィンリースづくり
④11月20日（日）　卓球教室（初心者）
⑤ 1月14日（土）　館外学習
⑥ 2月11日（土）　バレンタインデーお菓子づくり

① 5月  9日（土）、苺クレープを作る、参加者数15人
② 7月26日（日）、スネークキューブを作る、参加者数12人
③10月17日（土）、ハロウィンリースを作る、参加者数11人
④11月15日（日）、卓球教室、参加者数　9人
⑤ 1月16日（土）、館外学習、参加者数27人
⑥2月13日（土）、お菓子づくり、参加者数4名

成果：各教室とも子どもたちが関心を示し、色々と学ぶことが
でき、子どもたちの交流が図られた。
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公民館まつり
公民館利用のサークルの作品展示や発表を行い、住民の生涯学
習の向上を図る。

2月18日（土）、19日（日）
各利用サークルの作品展示・発表等

２月２０日（土）、２１日（日）
作品展示：１８団体、発表：３団体　参加者延べ約1,100人

成果：各サークルが日頃の成果を発表することができ、多くの来館
者が作品や演奏を楽しんだ。また、 試食コーナーや模擬店も賑
わった。

ヘルシー料理教室 野菜を使ったヘルシー料理を作り、交流を図る。

3月11日（土）
講師：食生活改善推進員
市内在住・在勤・在学者　１２人

3月12日（土）
講師：食生活改善推進員
申込者数　13名

年越しそば打ち教室 そば打ちを習得し自宅でも作り、生活に潤いを与える。

12月10日（土）
講師：藤浪守一さん
市内在住・在勤・在学者　１０人

１２月１２日（土）
講師：藤浪守一さん
参加者数　９人

成果：そばの打ち方を学び、自ら打てるようになった。

クリスマス会
ゲームやキャンドルサービスなどして、クリスマス会を楽しむととも
に、異学年の交流を図る。

12月17日（土）、小学生４０名

１２月１９日（土）
参加者数　３９人

成果：ゲームやキャンドルサービスを通して異学年の交流が図ら
れ、楽しく過ごした。

※親子うどん打ち体験教室 親子でうどん打ちを楽しく体験する。

1月29日（日）
講師：藤浪守一さん
小学生と保護者６組

お月見茶会
茶会で秋のひと時を過し、参加者の交流とふれあいの場を提供す
る。

10月1日（土）、市内在住・在勤・在学者
講師：茶道サークル

10月3日（土）
講師：茶道サークル
参加者数　80人

成果：講師の指導により、初心者が茶事を学ぶととに交流が図られ
た。

菖蒲地区体育祭 市民の心身の健全な育成とコミュニティの推進を図る。

10月23日（日）
地区対抗種目など各種競技とアトラクション
会場：菖蒲中学校

10月25日（日）
参加者数２，４７２人

成果：全行政区（34行政区）が参加し、区対抗種目や地域別対抗種
目などに多くの市民が参加し、体力の向上とコミニュティの推進が
図られた。

冬の料理教室 冬の食材を使い、料理の楽しさを学ぶ。
11月24日（木）
講師：松本マサ子さん
市内在住・在勤・在学者　１２人

11月26日（木）
講師：松本マサ子さん
参加者数　１２人

成果：うなぎの棒寿司などを作り、普段は作らない料理を知ること
ができ、参加者同士の交流が図られました。

三味線教室 初心者でも三味線を.弾けるようになり、参加者の交流を図る。

7月3日（日）、10日（日）
講師：藤村君代さん
市内在住・在勤・在学者　１２人

７月２日（木）、９日(木）、１６日（木）
講師：藤村君代さん
参加者数　延べ27人

成果：参加者が初心者のため、三味線の持ち方から学び、楽しん
で弾くことができ、交流が図られた。

アクセサリー教室
布やハンカチなどの身近な材料で、オリジナルアクセサリーを作
る。

9月10日（土）
講師：大橋チエ子さん
市内在住・在勤・在学者　１５人

９月１２日（土）
講師：大橋チエ子さん
参加者数　20人

成果：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
加者の交流が図らた。
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　【事業の取組】 栗橋公民館
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利用団体作品展
地域住民の教養の向上を図り、生活文化の振興に寄与することを
目的に、公民館団体活動成果の発表と活動情報の発信の機会を
提供する。

２月１８日（土）、２月１９日（日）

２月２０日、２１日（土、日）
来場者数　延べ５７７人
成果：公民館活動への関心を高めるため、教室参加者及び公民館
利用のサークル活動作品の展示等を行い、市民の生涯学習意欲
の向上を図ることができた。

再発見！
大人の街散歩

街歩きを通じて歴史や商店街などの生活文化を学ぶ機会を提供す
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。

３月２日（木）
市内在住在勤の方２０人

３月２日（水）
参加者数　１６人
成果：台東区浅草寺周辺を歩きながら、個人では見落としがちな箇
所を参加者全員で探索したので、浅草寺や仲見世の歴史が学べ、
参加者の交流と親睦が図られた。

栗橋地区体育祭
地区対抗種目など各種競技とアトラクションを行い、スポーツの振
興とコミュニティの醸成を図る。

１０月２日（日）
区対抗競技、自由参加競技、アトラクション
会場：南栗橋運動広場

１０月４日（日）
参加者数　延べ２，７００人
成果：２５自治会に参加いただき、地域住民がスポーツ・レクリエー
ション活動に親しむ場を提供することに寄与し、交流と親睦を深め
ることができた。

※楽しくみんなでふれあいスポーツ
グラウンドゴルフのルールを学びながらゲームを行い、市民に交流
とふれあいの場を提供する。

１１月１７日（木）予備日２１日（月）
講師：新井英昭さん
市内在住で６０歳以上の方７０人

陶芸教室
楽しくみなさんと土いじりをすることにより、陶芸に関する学習、体
験の機会を提供する。

１２月７日、２１日、１月１１日、２５日、２月８日（各水曜日）
講師：山本眞一さん
市内在住在勤の方２０人

１２月９日、１月６、２０日、２月３日、１７日（各水曜日）
講師：山本眞一さん
参加者数　延べ８２人
成果：マグカップを作ることにより、日常生活に潤いを与えることが
できた。

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。

７月３０日（土）　講師：大豆生田章さん
市内小学生親子２０組

７月２５日、８月１日、８月８日（各土曜日）
講師：大豆生田章さん、神田孝子さん、建設埼玉栗橋支部
参加者数　延べ３６組８３人
成果：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。

※親子で楽しくスイーツ作り
親子で協力して、スイーツ作りを学び親子のふれあいの場を提供
する。

８月２０日（土）　講師：荒井圭子さん
市内小学生親子１５組

※フラワーアレンジメント教室
初心者を対象としたフラワーアレンジメント教室を通じて市民に交
流とふれあいの場を提供する。

９月１２日（月）　講師：新谷トヨ子さん
市内在住在勤の方１５人

スマートフォンシニア向け安心・安全教室
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。

５月２７日（金）　講師：携帯電話事業者
市内在住・在勤の方　午前、午後各２０人

５月２２日（金）
講師：携帯電話事業者
参加者数　午前１８人　午後１７人
成果：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。

※男の料理教室
初心者の男性を対象とした料理教室を通じて市民に交流とふれあ
いの場を提供する。

６月１０日（金）　講師：栗橋ボランティアＫＣＣ
市内在住・在勤の男性２０人

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。

７月４日、１１日、１８日、２５日（各月曜日）
講師：松崎佳代子さん
１８歳以上の市内在住、在勤、簡単な文字入力ができ、ノートパソコ
ンを持参できる方１５人

７月６、１３、２０、２７日（各月曜日）
講師：松崎佳代子さん
参加者数　延べ５７人
成果：音楽や写真をパソコンに取り込み、音楽入りのフォトムービー
ＤＶＤを作成することを学んだ。

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果
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　【事業の取組】 鷲宮公民館
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事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果

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る。

５月８日（日）料理体験
　講師：食生活改善推進員鷲宮支部
５月２２日（日）ニュースポーツ体験（埼葛ボール等）
　講師：スポーツ推進委員
市内在住の小学４年生から６年生とその保護者１２組

５月１０日（日）「親子で料理づくり」　食生活改善推進員鷲宮支部
　　　　　　　　　　「親子でドッヂボール等」　スポーツ推進委員
　延べ参加者数12人
　成果：親子のふれあいを深めるとともに参加者同士の交流を図っ
た。
　留意点：ケガや火傷をしないように注意をはらうとともに参加者同
士の交流が図れるよう配慮した。

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る。

５月２０日（金）交通安全教室
　講師：県庁出前講座講師を予定
５月２７日（金）富岡製糸場見学
６月３日（金）健康教室
　講師：健康運動指導士天川和美さん
市内在住の６０歳以上の方２０人

５月２２日（金）「コーラス体験」　仁井田蒔子さん
５月２９日（金）　「工場見学」
６月５日（金）「防犯講座」久喜警察署員
　延べ参加者数51人
　成果：日常生活をする上での知識を学ぶとともに参加者同士の交
流を図った。
　留意点：参加者同士の交流が図れるよう配慮した。

※俳句初心者教室 俳句の作り方や句会を学ぶとともに参加者の交流を図る。

期日：６月２日、１６日、７月７日、２１日（木）
内容：俳句の予備知識、俳句の作り方、句会体験等
講師：鷲宮俳句連盟
市内在住、在勤、在学の１８歳以上の方２０人

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。

４月～３月　毎週火曜日、土曜日
講師：宇都木　務さん

４月～３月　毎週火曜日、土曜日
講師：宇都木　務さん
参加者数　２月末現在　延べ３０２人

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。

６月～３月　毎月第１水曜日
講師：田村邦光さん
市内在住在勤の方
会場：栗橋文化会館

６月～３月　毎月第１水曜日
講師：田村邦光さん
参加者数　延べ１，２１７人

ワード中級講座 パソコンソフトワードを使って画像が入ったチラシ等の作成を学ぶ。

期日：６月１１日、１２日、１８日、１９日（土、日）
内容：画像が入ったはがきやチラシの作成等
講師：ＩＴチャレンジの会
市内在住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２０人

９月１２日、１３日、１９日、２０日（土、日）「パソコンの基本操作、
ワードの基礎等」　佐久間美佐、風間恵子さん
　延べ参加者数３６人
　成果：パソコンの基本操作、ワードの基本操作、案内文の作成を
学んだ。
　留意点：参加者全員がワードの基本操作ができるよう配慮した。

ゆかたの着付け教室 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る。

期日：７月９日（土）
内容：ゆかたの着方や帯の結び方
講師：斉藤正子さん
市内在住、在勤、在学の１８歳以上の女性１０人

７月１１日、１８日（土）　斉藤正子さん
　延べ参加者数4人
　成果：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
交流を図った。
留意点：参加者全員がゆかたの着方ができるよう配慮した。

※草木染め講座 草木染めを学ぶとともにエコな心を育む。

期日：７月１６日（土）
内容：玉ねぎの皮を使った草木染め
講師：藤井ふくさん
市内在住、在勤、在学の１８歳以上の方１５人
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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
む。

６月５日（日）ニュースポーツ体験（グラウンドゴルフ）
　講師：スポーツ推進委員
７月３日（日）飯ごうすいさん体験
　講師：ボーイスカウト久喜２１団　内山豊和さん
８月７日（日）アスレチック体験
　指導：中・高校生等のボランティア
市内在住の小学４年生から６年生各２０人

６月７日（日）「スポーツ吹き矢体験等」　スポーツ推進委員
７月５日（日）　「飯ごうすいさん体験」ボーイスカウト久喜２１団内山
豊和さん
８月２日（日）「アスレチック体験」中・高校生ボランティア
　延べ参加者数４２人
　成果：異学年や他校児童との交流を深めることができた。
　留意点：ケガ、火傷、日射病等に注意をはらうとともに新しい友達
ができるよう配慮した。

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PRを図る。
８月２８日（日）公民館児童対象利用団体、運営委員等による体験
等の催し物

８月２３日（日）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、昔の遊び体
験、小学生によるトランペット演奏、鉄道模型運転会等）
　延べ参加者数約５００人
　成果：公民館を身近なものとしてもらうとともに参加団体のPRがで
きた。
　留意点：多くの方に参加していただけるよう、チラシを鷲宮地区内
に回覧した。

写真の撮り方入門教室
デジタル一眼レフカメラの撮影方法を学ぶとともに参加者の交流を
図る。

期日：９月１０日（土）デジタルカメラの写真の撮り方
　　　　９月１７日（土）館外撮影会
　　　　９月２４日（土）写真の講評
講師：久喜市写真連盟
市内在住の１８歳以上の方でデジタル一眼レフカメラを持参できる
方２０人

１２月６日（日）「デジタル一眼レフカメラの写真の撮り方」
１２月１３日（日）　「神奈川県横浜市館外撮影会」
１２月２０日（日）「写真の講評」
　講師：久喜市写真連盟青木朗さん
　延べ参加者数５５人
　成果：デジタル一眼レフカメラの撮影方法を学ぶとともに参加者同
士の交流を図った。また、写真連盟に所属する団体に入会する方
もおり、団体を支援することができた。
　留意点：参加者同士の交流が図れるよう配慮した。

第６２回鷲宮地区体育祭
(3スポーツ・レクリエーション活動を通じた

市民交流の促進 １地区体育祭の開催の再掲）

地域のスポーツ・レクリエーション振興とコミュニティ意識の高揚を
図る。

１０月９日（日）
区対抗競技、自由参加競技、アトラクション
　会場：鷲宮運動広場

１０月１１日（日）雨天のため中止
　留意点：高齢者にも気軽に参加できるような競技種目を検討し
た。

健康リフレッシュ講座 健康維持の方法を学ぶとともに参加者の交流を図る。

期日：１０月２７日、１１月１０日、１７日（木）
内容：健康体操、健康に関する講話
講師：日本３Ｂ体操協会　関原紀子さん
市内在住、在勤、在学の１８歳以上の方２０人

１０月２９日（木）「３Ｂ体操の解説」
１１月５日、１２日（木）　「ストレッチ、筋力体操、健康に関する講話」
　講師：日本３Ｂ体操協会関原紀子さん
　延べ参加者数５３人
　成果：３Ｂ体操を通して健康維持を学ぶとともに参加者同士の交
流を図った。
　留意点：参加者には高齢の方もおり、身体に無理な負担がかから
ないよう配慮した。

公民館利用団体リーダー研修 団体のリーダーとしての教養を深める。

期日：１１月２５日（金）
内容：人権問題講演会
講師：未定
公民館利用団体会員等　１００人

１１月２７日（金）　講演「身近な人権問題を考える」埼玉県人権推進
課講師
　参加者数８７人
　成果：人権意識の高揚を図ることができた。
　留意点：私たちの身近にある人権問題を取り上げて講演をいただ
いた。

公民館利用団体一日体験教室 公民館利用団体の支援・育成を図る。
期日：１１月２０日（日）
午前、午後各７団体計１４団体による体験教室

１１月２２日（日）　鷲宮公民館利用１３団体によるサークル・団体活
動
　一日体験
　参加者数５４人
　成果：体験者には入会をされた方もおり、団体・サークルを支援す
ることができた。
　留意点：各教室は、サークル団体での自主運営で行った。
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人権講座 人権問題に対する理解と認識を深めるための講演を実施する。 久喜市公民館連絡協議会にて決定

期日：１１月２７日（金）10：00～11：30
場所：鷲宮公民館
参加者： ９７人

留意点： 多くの方に参加していただけるよう紙面だけでなく、公民
館を利用される団体などに直接声かけを行い、参加を呼び掛けた。

市民企画事業（４事業）
市民によって自主的に組織され運営されている団体の自発的な学
習活動の振興を図るため、市民のみなさんが企画した講座「市民
企画事業」として実施する。

久喜市公民館連絡協議会にて決定

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果

韓国料理教室 韓国料理の作り方を学ぶとともに参加者の交流を図る。

期日：１２月１７日、１月１４日、２８日（土）
　詳細は未定
講師：金貞順、崔順鎬さん
市内在住、在勤、在学の１８歳以上の方２０人

１２月１６日（土）「韓国風わかめスープ」　講師：金貞順さん
１月９日（土）　「本格キムチ」　講師：金貞順さん
１月２３日（土）「あいさつ等の韓国語」講師：崔順鎬さん
　　延べ参加者数５２人
　成果：代表的な韓国料理の作り方や韓国語のあいさつ等を学ぶ
とともに参加者同士の交流を図った。
　留意点：韓国語がはじめての方にも楽しめる講座となるよう配慮
した。

鷲宮公民館まつり
公民館利用団体の日頃の活動の成果を発表する場を提供するとと
もに参加者の交流を図る。

展示発表
期日：２月２日（木）から３月１６日（木）を予定
演技発表、講座
期日：２月１２日（日）

展示発表
２月２日（火）から３月１５日（水）７日ごとに展示替えを行い、参加１
９団体の作品を展示
演技発表、講座
２月１４日（日）　演技発表２１団体、講座２団体
留意点：参加団体の希望にそうよう、展示、演技発表の調整会議を
実施した。また、講座は団体の自主運営で行った。

エクセル入門講座 パソコンソフトエクセルの基礎を学ぶ。

期日：１２月３日、４日、１０日、１１日（土、日）
内容：エクセルの基礎、表の作成等
講師：ＩＴチャレンジの会
市内在住１８歳以上でウインドウズビスタ以降のパソコンを持参で
きる方２０人

１２月５日、６日、１２日、１３日（土、日）「パソコンの基本操作、エク
セルの基礎等」　野口和子、吉川かをりさん
　延べ参加者数７０人
　成果：パソコンの基本操作、エクセルの基本操作等を学ぶことが
できた。
　留意点：参加者全員がエクセルの基本操作ができるよう配慮し
た。

デジタルカメラ画像編集入門講座 パソコンでデジタルカメラの画像編集の基礎を学ぶ。

期日：１月２１日、２２日、２８日、２９日（土、日）
内容：パソコンへの写真の取り込み方、画像編集、写真の整　理等
講師：ＩＴチャレンジの会
市内在住１８歳以上でウインドウズビスタ以降のパソコンを持参で
きる方２０人

１月１６日、１７日、２３日、２４日（土、日）「デジタルカメラの基礎知
識、パソコンへの写真の取り込み方や編集の仕方」　野口和子、風
間恵子さん
　延べ参加者数６８人
　成果：パソコンへの写真の取り込み方や編集の仕方を学ぶことが
できた
　留意点：参加者全員がパソコンへの写真の取り込みができるよう
配慮した。
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