
担当課・係 基本目標・施策 事業(項目)名 新規/継続

1
生涯学習課
生涯学習係

基本目標5
施策1

子ども大学くき 8回目

2
生涯学習課
生涯学習係

基本目標5
施策1

生涯学習推進大会
「まなびすと久喜」

10回目

生涯学習課（実施報告）

　【平成３１・令和元年度特記事業（事項）】

内容 報告

【事業趣旨】
市民に広く生涯学習の楽しさや素晴らしさを体験していただくとともに、日頃の学習活動の
成果を発表する場として、また共に学ぶ喜びを通して、市民全体の生涯学習意欲を喚起し、
新たな「まちづくり創造」へ寄与する。

【事業内容】
テーマ：「学びでつながる　愛するわが街　仲間たち」
1日目
基調講演会・パネルディスカッション
講師：小松智子氏（元女子栄養大学非常勤講師）
パネリスト：不破康史氏、寺方克彦氏、若林福成氏、中村涼輔氏
期日：令和2年2月1日（土）

2日目
各フロアーイベント（まなびすと発表会、憩いサロン、折り紙コーナー、室内スポーツ体験、
屋台グルメ等）
期日：令和2年2月2日（日）

1日目・2日目共通
会場：鷲宮西コミュニティセンター（おおとり）、鷲宮体育センター
参加人数：延べ2600人
主催：久喜市生涯学習推進会議・第10回「まなびすと久喜」実行委員会
共済：久喜市教育委員会

・天候に恵まれ、ほぼ予定された来場者となり無事に終了すること
が出来た。

・実行委員、ボランティアの協力を得て当日の運営に当たり、特に中
高生ボランティアの活躍が目立った。

・基調講演は、久喜市在住の小松智子氏の「明るい笑顔で今日もい
い日」はご自身の教師時代の経験を話され、とても盛り上がった。

・まなびすと久喜にご協力いただいた実行委員会のメンバーから生
涯学習推進部への加入を前向きに考えてくれる人がでてきた。

・今回は天候に恵まれたが、時期的に雪がふることも想定されたた
め、今後は開催時期や場所について再検討が必要。

・1日目の講演会・フォーラムの空席が目立った。

・子ども大学の講義が終わった後も、家に持ち帰って家族に報告し
たり、学びを深めたいといった意見があり、子ども達の積極性や学
ぶ楽しさ、大切さを伝えることができた。

・1日目は、友達ができて楽しかったという意見から、協力することの
楽しさを感じた子どももおり、良いスタートをきることができた。

・2日目は、大学生が助教（助手）として接してくれて、子ども達をケ
アしながら学ぶ環境を作ってもらえたのがよかった。大学は子ども
達にとって、非日常的な場所であり、本がたくさんある図書館、おい
しい学食、大学生の部活動の風景など多くの刺激を受けたようだっ
た。

・3日目は、プログラミングと科学教室ということで、「家でもプログラ
ミングを楽しみたい。」「テレビでしか見たことがない実験に驚いた。」
といった意見があり好評だった。子ども達が新しい分野を学びたい
と思えるきっかけ作りができた。

・けが人や具合の悪くなった子どもがいなく、無事実施できた。

・抽選が発生するほど、申し込みがあり見通しが甘い部分があっ
た。

・2日目に飽きてしまった子どもが走り回ったり、2日目の学習内容で
は、暇をもて余してしまう様子が伺えた。また、大学見学ではウェイ
トリフティングの部室を汚してしまっている様子があり、関係者に迷
惑をかけてしまった。

・天候の都合で、天体観測を実施できず、残念という声が多数あっ
た。

【事業趣旨】
教育委員会及び久喜青年会議所、平成国際大学が連携して、子どもの知的好奇心を刺激
する学びの機会を提供する。

【事業内容】
対象者：市内の小学校4年生～6年生
定員：60人

1日目
・入学式
・講義・実習「新しい友だち　みーつけた！」
　講師：高野千春 氏 （平成国際大学准教授）
　期日：9月1日（日）
　会場：平成国際大学キャンパス
　参加者：60名

2日目
・講義・実習：「自分が生まれた日って　どんな日？」・「われら　HIU（エイチ　アイ　ユ―）探
検隊！」
　講師：浅野和生 氏 （平成国際大学教授）
　期日：9月8日（日）
　会場：平成国際大学キャンパス
　参加者：58名

3日目
・①講義・実習：「今日から私は、プログラマー」
・②講義：「おもしろ科学教室」
　　講師：①プログラミングボランティアの方々、②科学教室ボランティアの方々
　　期日：9月16日（月・祝）
　　会場：鷲宮総合支所会議室
　　参加者：58名
・修了式
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担当課・係 基本目標・施策 事業(項目)名 新規/継続

4
生涯学習課
人権教育係

基本目標４
施策２

人権教育推進事業 10年目

内容 報告

10年目3
生涯学習課
人権教育係

基本目標４
施策１
施策３

人権教育推進事業

【事業趣旨】
ＰＴＡ関係者のほか、広く市民に人権教育や啓発活動を推進し、人権意識の高揚を図るとと
もに、人権について正しい理解を深める。
また、人権を尊重することの重要性や課題について自ら学び、行動できる人を育む。

【事業内容】
〈PTA人権教育研修会〉
幼稚園及び小・中学校ＰＴＡ、市民を対象とした人権教育研修会を4回実施した。

①第1回：講演形式
　日時：令和元年6月27日　13：30～15：30
　会場：栗橋文化会館ホール
　講師：石川結貴氏（作家／ジャーナリスト）
　演題：おとなの知らない子どもの世界
②第2回：講演形式
　日時：令和元年8月19日　13：30～15：30
　会場：久喜総合文化会館小ホール
　講師：伊藤真波氏（義手の看護師／北京・ロンドンパラリンピック競泳日本代表）
　演題：あきらめない心
③第3回：講演形式
　日時：令和元年11月21日　13：30～15：30
　会場：菖蒲文化会館ホール
　講師：南　信孝氏（萩金谷天満宮宮司／山口県歌人協会理事）
　演題：～老老介護4,000日の軌跡～ 八重子のハミング
④第4回：参加型学習形式
　日時：令和2年１月15日　9：50～12：00
　会場：鷲宮総合支所407・408会議室
　講師：阿部真紀氏、羽根坂恵美子氏、原澤千明氏（認定NPO法人エンパワメントかなが
わ）
　テーマ：地域で子どもを守る
　
〈社会人権教育指導者養成講座〉
　日時：令和2年2月7日　14：00～15：30
　会場：久喜総合文化会館小ホール
　講師：水島輝彦氏（部落解放同盟埼玉県連合会副執行委員長）
　演題：人権が尊重される社会を

・下記のとおり、研修会、養成講座への多くの参加者があり、人権
問題に対する正しい理解と人権意識の高揚が図られた。

〈PTA人権教育研修会〉
①第1回:151人
②第2回:218人
③第3回:183人
④第4回:54人
計606人

〈社会人権教育指導者養成講座〉273人

【事業趣旨】
教育集会所等で行う事業を通じて、地域の交流を促進し、差別のない明るい地域社会を目
指す。

【事業内容】
〈集会所事業〉
教育集会所等事業を通じて、地域住民の交流図り、人権感覚や人権意識の向上を図る。各
種教室や講座、交流事業を実施する。
・主な事業
①野久喜集会所
集会所まつり（そば会)、健康体操、ペン字教室　など
②内下集会所
ふれあいまつり（クリスマス会）、夏休み仲良しクラブ、成人講座　など

〈人権教育推進事業（しょうぶ会館）〉
ふれあい教室、夏休みこども学習会、工作教室　など

小学生や成人を対象とした教室・講座、野久喜集会所と内下集会
所との交流事業などを通じて、人権意識の高揚と地域住民相互の
交流が図られた。なお、事業参加者数は以下のとおり。

・野久喜集会所：1366人
・内下集会所：362人
・人権教育推進事業（しょうぶ会館）：722人
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担当課・係 基本目標・施策 事業(項目)名 新規/継続

5
生涯学習課
文化振興係

基本目標6
施策2

埼玉県芸術文化祭
2019地域文化事業
『｢音楽の街･久喜市｣
吹奏楽フェスティバ
ル』

10年目

6
生涯学習課
文化振興係

基本目標6
施策2

久喜市民芸術祭 10年目

7
生涯学習課
図書館係

基本目標5
施策5

電子図書館サービス
の導入

新規

8
生涯学習課
図書館係

基本目標5
施策5

託児サービスの開始 新規

・出演者には、発表の機会及び日頃の活動に対する目標を提供す
ることができ、モチベーション及び演奏技術の向上、吹奏楽文化の
醸成に貢献することができた。特に、中学生・高等学校生にとって
は、校外の生徒との合同演奏により、普段の部活動では得られない
刺激と研鑽を積む機会となった。

・来場者には、中学生・高等学校生を中心とした、質の高い、音楽性
の優れた吹奏楽鑑賞の機会を提供することにより、感動と潤いを与
えることができた。

・アンケートでは「毎年楽しみにしている。」、「元気をもらえる。」、
「ずっと続けてほしい。」との声が聞かれるなど、本事業が、出演関
係者だけでなく、多くの一般市民の間に定着していることが改めて
確認できた。

内容 報告

【事業趣旨】
保護者が図書館でゆっくりと読書に向き合える時間を提供することで、親子連れ利用者の
来館動機向上につなげることを目指し、保育事業者による1時間の無料託児サービスを開
始した。

【事業内容】
・中央図書館　6/24から開始　月曜日・水曜日　10時から13時
・鷲宮図書館　6/25から開始　火曜日・木曜日　10時から13時
・対象は6か月児から未就学児（本人または家族が久喜市立図書館の利用券を持ってる
方）

実績
・中央図書館　59回（151人）
・鷲宮図書館　60回（116人）

・今まで乳幼児を連れての来館に抵抗があった利用者に対し、安心
して利用できる環境を提供することができた。

【事業趣旨】
市内で活動する文化芸術団体(表現芸術団体)の発表の場と、市民の皆様に優れた文化芸
術を鑑賞する機会を提供する。日頃接する機会が少ない音楽、民謡、舞踊、吟詠、ダンス、
演劇等表現芸術の発表。

【事業内容】
事業期日：令和2年１月26日（日）
会場：久喜総合文化会館小ホール
入場者数：622人
出演団体：17団体（339名)

・例年応募する団体が固定化し（全体の3分の1）、種目ごとに毎年
輪番で出演している状況となっているほか、来場者も出演者の紹介
で来ている方が多く、集客も少ないため、事業効果に乏しいと考え
られる。また、市民芸術祭に出演している団体の多くが、各地区の
文化祭やお祭り、公民館事業や人権のつどい等の様々なイベント
で活動発表をしている。
このような現状から、市民芸術祭事業は文化の育成という面では成
熟しきっていると考えられる。

・事業のコンセプトに問題があり、芸術祭という名称となっているも
のの実態は発表会の集合体であり、前述したとおりイベント自体に
魅力を感じて客は来場しているのではなく、各出演団体の知人が来
ているのが実際である。

・事業自体に根本的な見直しが必要。

【事業趣旨】
電子書籍の閲覧システムを導入し、久喜市立図書館の利用券を持っている方を対象に、電
子図書館サービスを提供した。インターネットにつながったパソコン、スマートフォン、タブ
レットがあれば外出先や電車の中など、どこでも気軽に読書ができる。図書館に来館するの
が困難な方でも、自宅にいながら利用することができる。電子書籍は、画面上で文字の拡
大や縮小、読み上げや表示の白黒反転が可能（対応コンテンツのみ）であるため、読書困
難者や高齢者の方々にも配慮されたサービスである。

【事業内容】
・令和2年3月1日から供用開始
・保有点数　1,532点（R2.3月末）

実績
・利用者数　21,092人
・貸出点数　1,287点

・予定貸出点数を750点と見込んでいたが、大きく上回る実績となっ
た。新型コロナウイルス感染拡大防止による外出自粛や臨時休館
など、オンライン利用が注目されたことも要因の1つと思われるが、
ホームページや図書館だより、広報くき等による広報活動や、電子
図書館のトップページでの特集紹介など、興味を持ちやすくなるよう
工夫した成果とであると考える。

・引き続きコンテンツの充実を図り、利用者の要望に応えていく。

【事業趣旨】
埼玉県芸術文化祭実行委員会との共催による吹奏楽の演奏埼玉県芸術文化祭地域文化
事業として県との共催により開催するもので、吹奏楽団体の発表の場と、市民に質の高い
音楽を鑑賞する機会を提供する。

【事業内容】
事業期日：令和元年11月10日（日）
会場：久喜総合文化会館大ホール
入場者数：2,721人
出演団体：17団体(12組）
①久喜南中学校　②久喜中学校　③栗橋東中学校　④久喜東中学校･太東中学校　⑤鷲
宮中学校・鷲宮西中学校・鷲宮高等学校･久喜北陽高等学校　⑥鷲宮東中学校　⑦菖蒲中
学校・菖蒲南中学校　⑧久喜高等学校　　⑨久喜シンフォニックウインズ　⑩不動岡高等学
校　⑪花咲徳栄高等学校　⑫文教大学　　（出演順）
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担当課・係 基本目標・施策 事業(項目)名 新規/継続

1
生涯学習課
スポーツ振興係

基本目標7
施策1

学校体育施設開放事
業

10年目

2
生涯学習課
スポーツ振興係

基本目標7
施策2

久喜市合併10周年記
念
第10回久喜市綱引大
会

10年目

3
生涯学習課
スポーツ振興係

基本目標7
施策2

新体力テスト 10回目

スポーツ振興課（実施報告）

　【平成３１・令和元年度特記事業（事項）】

内容 報告

【事業趣旨】
学校教育に支障の無い範囲で小中学校の体育施設を開放し、市民のスポーツ・レクリエー
ション活動の場の確保を図る。

【事業内容】
開放校：小学校23校、中学校11校
開放施設：体育館（34校）、校庭（32校）、武道場（1校）、ナイター（3校）
期日：通年
利用者数：運動場59,311人、屋内運動場112,645人

・学校教育に支障の無い範囲で小中学校の体育施設を開放し、市
民のスポーツ・レクリエーション活動の場の確保を図ることができ
た。

【事業趣旨】
綱引きは、1本の綱を8人全員の力を合わせて引く競技で、誰でも手軽に参加できるコミュニ
ティ・スポーツ。
大会を通じて健康づくり・体力向上及び交流を図る。

【事業内容】
1チーム8人によるチーム戦。予選はリーグ戦方式、決勝はトーナメント方式。
・期日：令和元年12月1日（日）
・会場：毎日興業アリーナ 久喜　メインアリーナ（第1体育館）
・部門：①一般男女混合の部、②小学生低学年の部、③小学生中学年の部、④小学生高学
年の部
・参加者数：1,161人（126チーム）

・大会を通じて、市民の健康増進と交流の促進を図ることができた。

【事業趣旨】
市民の健康・体力づくりへの意識の高揚を図るとともに、体力・運動能力に係る行政上の資
料を得る。
【事業内容】
○20歳～64歳
 握力、上体起こし、長座体前屈、 反復横跳び、20Ｍシャトルラン、 立ち幅跳び
○65歳以上
 握力、上体起こし、長座体前屈、 開眼片足立ち、10Ｍ障害物歩行、 6分間歩行

1日目
期日：令和元年6月15日（土）
会場：毎日興業アリーナ 久喜　サブアリーナ（第2体育館）
参加者数：37人

2日目
期日：令和元年9月28日（土）
会場：栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター
参加者数：28人

・市民の体力・運動能力の現状を明らかにするとともに、体育・ス
ポーツの指導と行政上の基礎資料を得ることができた。
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担当課・係 基本目標・施策 事業(項目)名 新規/継続

5
生涯学習課
スポーツ振興係

基本目標7
施策3

久喜市合併10周年記
念
第5回よろこびのまち
久喜マラソン大会

5回目

【事業趣旨】
市のスポーツ振興と市の認知度の向上を図るため、誰もが気軽に参加できる久喜マラソン
大会を開催する。

【事業内容】
・期日：令和2年3月22日（日）
・会場：久喜市総合運動公園
・種目及び申込者数：①ハーフマラソンの部3,283人、②クオーターマラソンの部799人、③
3kmの部391人、④1.5kmの部478人、⑤1.5km親子の部326人、合計5,577人

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止

・開催中止に伴い、申込者へ、①参加記念品（タオル）、②大会プロ
グラム、③ナンバーゼッケン、④クオカード（一般のみ）、を送付。

・多くの市民の方に参加いただき、市民の健康増進を図ることがで
きた。

10年目
基本目標7
施策2

【事業趣旨】
市民の健康増進の一環として、フロア・カーリングやハイキング等のスポーツ教室を実施す
る。

【事業内容】
①春のハイキング
・期日：令和元年6月1日（土）
・場所：みかも山（栃木県栃木市）
・参加者数：28人
②秋のハイキング
・期日：令和元年11月17日（日）
・場所：鐘撞堂山（埼玉県寄居町）
・参加者数：33人
③フロア・カーリング教室（全４回）
・期日：令和2年1月22日（水）
・会場：農業者トレーニングセンター
・参加者数：20人

1日目
・期日：令和2年1月25日（土）
・会場：栗橋公民館
・参加者数：16人

2日目
・期日：令和2年1月29日（水）
・会場：鷲宮公民館
・参加者数：19人

3日目
・期日：令和2年2月1日（土）
・会場：東公民館
・参加者数：17人

内容 報告

各種スポーツ教室
生涯学習課
スポーツ振興係

4
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担当課・係 基本目標・施策 事業(項目)名 新規/継続

1
文化財保護課
文化財・歴史資料係

基本目標6
施策5

市指定文化財「吉田
家水塚」運営事業

8年目

2
文化財保護課
文化財・歴史資料係

基本目標6
施策5

文化財講座 4年目

3
文化財保護課付
郷土資料館

基本目標6
施策4

鷲宮催馬楽神楽伝承
教室

10年目

【事業趣旨】
市指定文化財「吉田家水塚」を保存しながら、同時に市民に適切に公開して活用する。

【事業内容】
市指定文化財「吉田家水塚」公開

事業期日（期間）
平成31年4月～令和2年3月（木・土・日曜日に吉田家水塚を公開するとともに、団体見学（5
人以上の団体、事前に申し込みが必要）についてはこれ以外の曜日でも職員が対応し可能
な限り公開した）

会場：吉田家水塚

参加人数
一般見学者数:延べ1,604人
団体見学者数:236人(6件)
主催事業:128人(1件)※ガイドツアー「市指定文化財　吉田家水塚」（共同遺跡報告会「よみ
がえる栗橋宿　－発掘・発見！日光道中－」のなかで実施）

・台風19号及び新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3日公
開中止した。

・展示の一部を日光道中栗橋宿を紹介するものへと改修し、ホーム
ページやSNS等で周知を行った。

・公開日にとどまらず、公開日とは別に団体見学を受け入れたりす
る等、市指定文化財「吉田家水塚」を適切に公開することができた。

【事業主旨】
文化財への関心と郷土に対する愛着心を市民に醸成するため、専門家によるわかりやすい
説明を主とする文化財講座を開催する。

【事業内容】
文化財講座「久喜市の天王様（提灯祭）の見方」
事業期日（期間）：令和元年7月6日（土）
会場：中央公民館　会議室1・2
参加人数：44人

・講座終了後、参加者にアンケート調査を実施した。講座の内容に
ついて尋ねたところ、回答者の7割以上が「大変良かった」あるいは
「良かった」と答えた。また、同じような講座をまた受講したいか尋ね
たところ、回答者の9割以上が「はい」と答えた。

・市民に文化財や歴史について関心を深める機会を提供できた。

【事業主旨】
国指定重要無形民俗文化財の鷲宮催馬楽神楽の後継者育成の一助とするため、伝承教
室を継続的に開催する。

【事業内容】
第2座｢天心一貫本末神楽歌催馬楽之段｣を催馬楽神楽保存会員が指導。
練習の成果を鷲宮文化祭で発表した。
事業期日
9月4日（水）・11日（水）・18日（水）、
10月2日（水）・9日（水）・11日（金）・16日（水）・24日（木）・25日（金）・27日（日）【全10回】
会場：郷土資料館視聴覚ホール及び鷲宮コミュニティ広場
延べ参加者数：47人

・受講者に鷲宮催馬楽神楽の文化財としての魅力と特色を伝えるこ
とができ、後継者育成の一助とすることができた。また、発表を通じ
て、鷲宮催馬楽神楽を広く市民に周知することもできた。

文化財保護課（実施報告）

　【平成３１・令和元年度特記事業（事項）】

内容 報告
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担当課・係 基本目標・施策 事業(項目)名 新規/継続

4
文化財保護課付
郷土資料館

基本目標6
施策6

特別展等実施事業 10年目

【事業主旨】
郷土資料館で特別展や収蔵品展・スポット展などを開催し、地域の特長ある歴史文化を市
民にわかりやすく紹介する。

【事業内容】
①合併10周年記念特別展（第10回特別展）「久喜市の大絵馬－描かれた庶民の「願い」と
「感謝」のかたち－」
②収蔵品展「ちょっとむかしの道具たち」
③スポット展「平成の郷土かるた」
④スポット展「古文書から読み解く久喜市の歴史」
⑤スポット展「昔のおもちゃを見てみよう」

事業期日（期間）
①10月10日（木）～12月8日（日）【48日】、②2月1日（土）～3月26日（木）【45日】、
③4月27日（土）～7月31日（木）【79日】、④8月10日（土）～9月29日（日）【40日】、
⑤11月8日（金）～12月22日（日）【38日】

会場：①・②郷土資料館展示室2、③・④・⑤郷土資料館展示ホール

来館者数：①2,849人、②858人

・市民に郷土の歴史や文化財について実物を通じてわかりやすく紹
介して、関心を深める機会を提供することができた。また、郷土に対
する愛着心の醸成に寄与することができた。

・郷土資料館の展示の開催に当たっては、企画立案や調査研究に
注力しながらも、引き続き市のSNSなどで情報発信を行うなど、観覧
者が増えるよう広報に積極的に取り組んでいく必要がある。

内容 報告
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担当課・係 基本目標・施策 事業(項目)名 新規/継続

1 中央公民館
基本目標5
施策4

中央公民館利用団体
作品展

10年目

2 南公民館
基本目標5
施策4

第23回サマーフェス
ティバル

10年目

3 南公民館
基本目標5
施策4

南公民館まつり 10年目

4 東公民館
基本目標5
施策4

子どもまつり 3年目

【事業趣旨】
久喜東コミュニティ協議会と公民館の共催事業として開催し、地域団体と公民館が連携して
子どもを対象にした事業に取組むことで事業内容の充実を図り、事業中に行われる体験教
室やゲーム等を通して、地域の子ども同士や地域住民とのふれあい交流を促進することで
地域の連帯感を醸成する。

【事業内容】
期日：令和元年9月15日（日）
会場：東公民館
講師：埼玉土建久喜支部
対象者：地域の子供と住民
来館者：480人（うち公民館事業「やさしい木工教室」参加者　80人）

・地域団体と公民館の連携が図られた。

・木工教室、輪投げ、ゴマ、折り紙、アートバルーン、ビンゴ大会など
を行い、参加した子供たちも地域の方、ボランティアの方も喜んでい
た。

【事業趣旨】
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。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。

【事業内容】
期間：令和元年11月16日（土）・17日（日）
会場：中央公民館
対象者：一般
来館者：約1,420人　参加団体：27団体　出品者：361人　出品数：591点

・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。

【事業趣旨】
地域団体と協力しながら、江面地区が一体となって事業を実施することにより、江面地区の
連帯感の醸成を図るとともに、公民館事業を通して、世代間、地域間交流の場を提供する。

【事業内容】
期間：令和元年8月3日（土）
会場：江面第一小学校校庭
対象者：一般
参加者：約200人

・地域間・世代間が一体となった地域住民の交流の場を提供するこ
とができた。

【事業趣旨】
公民館利用団体や地域で活動している方の日ごろの成果を発表する場を提供する。また、
作品を展示することで地域住民の生涯学習への意識の高揚を図る。

【事業内容】
期間：令和元年11月8日（土）・10日（日）
会場：農村センター(南公民館)・ＪＡ南彩久喜江面支店会議室
対象者：一般
来館者：約350人
参加団体：11団体

・南公民館利用団体や地域住民の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、来館者には親しみやす
く好評であった。

中央公民館（実施報告）

　【平成３１・令和元年度特記事業（事項）】

内容 報告
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担当課・係 基本目標・施策 事業(項目)名 新規/継続

5 東公民館
基本目標5
施策4

東公民館まつり 10年目

6 青葉公民館
基本目標5
施策4

青葉公民館まつり 10年目

7 西公民館
基本項目5
施策4

西公民館まつり 10回目

8 西公民館
基本項目5
施策4

ふれあい鑑賞会 10回目

9 森下公民館
基本目標5
施策4

森下公民館まつり 10年目

内容 報告

【事業趣旨】
利用団体の活動の発表の場を提供し、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。

【事業内容】
公民館利用団体の活動の成果の発表として作品展示及び演技発表を行う。
期間：令和元年9月28日（土）・29日（日）
会場：清久コミュニティセンター・西公民館
来館者：約800人

・西公民館や地域で学習活動をしているサークル等の作品展示や
発表、西公民館事業の活動を紹介することにより、多くの地域住民
の方々に情報の提供と学習機会の拡充が図られた。

【事業趣旨】
地域や学校で活躍するサークル等の演技、演奏などの身近な芸術を、子供たちに披露する
ことで子供たちの情操を高め、地域との交流を図る。

【事業内容】
地域の方によるミニコンサート及び久喜南中学校吹奏楽部の演奏を鑑賞する。
期日：令和元年10月19日（土）
会場：清久小学校体育館
講師：矢作理恵さん（ソプラノ歌手）、久喜南中学校吹奏楽部
対象者：清久小学校1年生～6年生、保護者、地域の方
参加人数：約270人

・地域や学校で活躍する演奏者などの芸術文化を子供たちに鑑賞
させるとともに、演技・演奏の実技体験をすることで子供たちの情操
を高めるとともに地域との相互交流が図られた。

【事業趣旨】
公民館利用サークルの作品展示・音楽等の成果発表の場を提供する。地域住民の方々へ
の公民館活動の情報提供と生涯学習への意識を向上を図る。

【事業内容】
期間：令和2年2月15日（土）・16日（日）
会場：森下公民館
対象者：一般
来館者：865人

・各サークルの成果を発表するとともに、相互の交流が図られた。
地域住民が見学し、公民館活動について理解を深めることができ
た。

【事業趣旨】
東公民館利用団体に活動成果の発表の場を提供し、地域住民との交流を促進することによ
り、双方の生涯学習に対する意識の高揚を図る。

【事業内容】令和2年2月21日（金）・22日（土）・23日（日）
会場：東公民館
対象者：一般
参加者数：1,890人

・作品展示に25団体、演技発表に35団体が参加し、生涯学習に対
する意識の高揚が図られた。

【事業趣旨】
青葉公民館利用団体及び地域住民の方々の活動成果の発表の場を設けること、並びに青
葉公民館事業の活動を紹介することにより、多くの地域住民の方々に情報の提供と学習機
会の拡充を図るとともに、市民の生涯学習に対する意識の高揚を図る。

【事業内容】
期間：令和2年2月7日（金）・8日（土）・9日（日）
会場：青葉公民館
対象者：一般
来館者：659人

・青葉公民館利用団体などの活動成果発表を通して、地域住民の
交流を促進するとともに、生涯学習に対する意識の高揚が図れた。
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担当課・係 基本目標・施策 事業(項目)名 新規/継続

10 森下公民館
基本目標5
施策4

大人の社会科見学 新規

11 森下公民館
基本目標5
施策4

あみもの教室 新規

12 栗橋公民館
基本目標5
施策4

利用団体作品展 9年目

13 鷲宮公民館
基本目標5
施策4

川柳入門講座 新規

14 鷲宮公民館
基本目標5
施策4

軽ハイキング体験 新規

内容 報告

【事業趣旨】
川柳の基礎を楽しみながら学ぶとともに、参加者の交流を図る。

【事業内容】
内容：やさしい川柳の作り方、川柳上達のコツ、句会を楽しむ
期日：令和元年5月19日(日)・26日（日）、6月9日(日)【全3回】
会場：鷲宮公民館会議室1
講師：宮本佳則さん
対象者：市内在住の18歳以上の方
定員：20人
参加者：延べ26人

・川柳の基礎を楽しみながら学ぶとともに、参加者の交流を図ること
ができた。

【事業趣旨】
日ごろの体力維持や新たな生きがいを提供するとともに、参加者の交流を図る。

【事業内容】
内容：軽ハイキング体験
期日：：令和元年6月5日(水)
会場：太平山ハイキングコース
講師：藤井ふくさん
対象者：：市内在住・在勤・在学の40歳以上の方
定員：20人
参加者：19人

・屋外を歩くことにより心身の健康につなげることができた。

・参加者同士の交流を図ることができた。

【事業趣旨】
市民の教養の向上を目的として、航空自衛隊入間基地と独立行政法人造幣局を訪問し、日
本の航空機の歴史や貨幣の製造過程を学ぶ。

【事業内容】
期日：令和元年9月3日（火）
会場：航空自衛隊入間基地、独立行政法人造幣局
対象者：18歳以上の市内在住・在学・在勤者
定員：25人
参加者：24人

・航空自衛隊入間基地と独立行政法人造幣局を訪問し、日本の航
空機の歴史や貨幣の製造過程を学んだことで、見分を広めることが
できた。

【事業趣旨】
あみものの基礎を学び、日常生活に潤いを与えることを目的とする。

【事業内容】
期間：令和元年9月10日（火）・17日（火）【全2回】
会場：森下公民館
講師：サークルあみもの
対象者：市内在住・在勤・在学者
定員：15人
参加者：延べ14人

・かぎ針編みの楽しさを知り、創作意欲を持つことができた。

・初心者には編み針の持ち方・糸のかけ方等の基本指導があり、全
員がエコたわしを編むことができた。

・手作りの楽しさを実感するとともに、出来上がった作品をお互いに
評価することにより、参加者とサークルのメンバーとの和やかな交
流が図れた。

【事業趣旨】
公民館利用団体の活動発表の機会を提供するとともに、公民館事業を通じ、市民に交流と
ふれあいの場を提供する。

【事業内容】
期間：令和2年2月22日（土）・23日（日）
会場：栗橋公民館
対象者：一般
来館者：452人

・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
サークルの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。
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担当課・係 基本目標・施策 事業(項目)名 新規/継続

15 鷲宮公民館
基本目標5
施策4

子どもまつり 11年目

16 鷲宮公民館
基本目標5
施策4

鷲宮公民館まつり 11年目

【事業趣旨】
利用団体の活動発表の場を提供するとともに参加者の交流を図る。また一般の方にも公民
館利用団体の成果を知ってもらう。

【事業内容】
内容：鷲宮公民館利用団体の作品展示及び演技発表等
期日：展示　令和2年2月2日（日）～3月22日(日)
　　　　演技発表　令和2年2月16日(日)
会場：展示 鷲宮公民館ロビー
　　　　演技発表　鷲宮公民館大ホール
対象者：展示・演技発表団体は鷲宮公民館利用団体に限る。見学については市・内外問わ
ず可
参加者：延べ１,286人

・利用団体の活動発表の場を提供するとともに参加者団体同士の
交流を図ることができた。

・一般の方にも公民館利用団体の活動を知ってもらうきっかけと
なった。

内容 報告

【事業趣旨】
児童・生徒や保護者に公民館が身近な存在であることを知ってもらうとともに、参加団体の
PRを図る。

【事業内容】
公民館児童対象利用団体等による催し物
（折り紙と紙工作体験、浮沈子体験、ガールスカウトコーナー、わたがしづくり体験、鉄道模
型の運転、小学生によるトランペット演奏、スタンプラリー等）
期日：令和元年8月18日(日)
会場：鷲宮公民館全館（一部の部屋を除く）
対象者：指定なし
来館者：400人

・多くの家族連れに来館してもらい、児童・生徒だけでなく保護者に
も公民館を身近な存在として感じてもらうことができた。

・参加団体のPRをすることができた。
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