
【平成28年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 市政きらめき出前講座
市職員が講師となり、「いつでも」市内の
「どこでも」出向く。（通年）

9,139 G,I

2 家庭教育学習会
テーマ別に年１回、話し合いの場を設け、
家庭教育について学習する。（6月11日）

60 C

3 家庭教育講演会
家庭教育に関する著名人講師による講演
を行う（6月11日）

60 C

4 就学前子育て講座
市内全小学校（57校）で就学時検診時等
に保護者を対象に子育て講座を開催す
る。（10月、2月）

2,518 C

5
企業を支える親学び講
座

働く保護者等のための家庭教育講座を企
業の協力により実施する。（通年、4回）

222 C B

6 郡山市成人のつどい 新成人者を祝い励ます（1月8日） 2,778 A

7 明るいまちづくり運動
行政、市民、地域の参加と連携による豊
かで活力ある地域社会づくりを推進する。
（通年）

A,G

8
生涯学習きらめきバン
ク

さまざまな分野で活躍する指導者ボラン
ティアサークルの情報提供を行う。（通年）

F,I

9
社会教育指導員派遣
事業

社会教育に関する学級講座、各種団体の
研修会で指導・助言を行う。（通年）

5,611 I

10
のびのび！親子体験事
業

恵まれた自然環境の中で、子どもたちが
のびのびと活動できるよう、湖南地区にお
いて、親子の宿泊体験を行う。

743 C B

11
福島県民の日記念茶
会

福島県民の日を祝し、市指定重要文化財
「安積開拓官舎」で茶会を開催し、文化財
保護と茶道振興を図る。

89 Ｉ

12 安積開拓再発見事業

郡山市の近代発展の礎となった安積開拓
及び安積疎水開さく事業について、後世に
伝えていくとともに、安積疎水の偉業を国
内外に向けて情報発信していく。

20 G・Ｉ D

13
平成28年度2分の1成
人コンサート

市内の小学４年生を対象に、音楽鑑賞の
機会を提供するとともに、鑑賞マナーを身
に学ぶ機会を提供する。

2968 G・Ｉ

14
第6回音楽都市こおりやま
ハーモニーコンサート

市内で活動する音楽団体によるコンサート 2000 Ｆ・Ｉ

15
湯浅譲二ふるさと郡山
への想いによせて

市制施行90周年合併50年を記念し本市フ
ロンティア大使である湯浅譲二氏に作曲を
委嘱、完成した楽曲の初演を行った。

2000 Ｉ

16
第22回音楽都市こおり
やま全国合唱祭

全日本合唱コンクール等で優秀な成績を
収めた団体等によるコンサート

2000 Ｆ・Ｉ

17 ホールコンサート
市民に気軽に音楽に親しんでもらうために
市役所玄関ホール等で開催している演奏
会（随時）

― Ｆ・Ｉ

18 プラネタリウム番組

「一般番組」(全年齢向)、「学習番組」（小・
中学校団体向）、「幼児番組」（幼児向）、
「キッズアワー」（親子向）、「イブニングア
ワー」（季節開催特番）、「ドーム映像番組」
（夏・冬休み用特番）

65,272 Ｇ

（ 郡 山 市 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等



19 音楽コンサート
「星と音楽のひととき」（音楽＆星座鑑賞番
組）、音楽コンサート（生演奏＆星座鑑賞）

11,526 Ｇ

20
科学の実験ショー・実
験工作教室等

サイエンスショー（大規模科学実験実演）、
サイエンススタジオ（科学実験＆工作）、ロ
ボットショー（ロボット操作実演）

19,400 Ｇ

21
パソコン工房（デジタル
スタジオ）

デジタルスタジオ（パソコン・デジタルカメラ
使用のパソコン教室）

381 Ｇ

22
実験工房（サイエンス
広場）

サイエンス広場（身近な材料を使用した科
学工作教室）

663 Ｇ

23 団体利用向け科学教室
ワークショップ（科学工作）、サイエンス
ショー（科学実験実演）、パソコン工房利用
（パソコン使用科学工作）等

2,536 Ｇ

24
Nゲージ鉄道ジオラマ
ショー

Nゲージ鉄道ジオラマを使ったジオラマ
ショー

7,621 Ｇ

25
学校長期休業期間中
の特別事業

サイエンスフェスティバル（祭り形式の科学
の祭典）、夏休み工作コーナー、理科大好
き銃研究講座

8,734 Ｇ D

26 講演会 宇宙や科学に関する専門家による講演 258 Ｇ

27
講座・体験学習・ワーク
ショップ

科学ゼミナール（他団体連携講座）、コズ
ミックカレッジ（JAXA共催子供向講座）、
天文カレッジ（成人向）、星空案内人資格
認定制度(星のソムリエ)等

1,264 Ｇ D

28 天体観望会
天体観望会（特殊天文事象観測）、駅前観
望会（定期的天文観測）

1,120 Ｇ

29 企画展

スペースぺーク企画展（科学関連企画展
示）、学校向け巡回展（パネル展）、鉄道の
日鉄道フェスティバル（鉄道関連展示）、ロ
ボット展（工業系高校連携企画展示）

37,450 Ｇ D

30 学習支援

高校天文部支援事業（市内高校天文部へ
の知識技術支援）、科学館支援グループ
（小中高大学の先生による科学館運営・行
事支援）

31 Ｇ D

31 アウトリーチ事業

星の宅配便（出前天体観測会・講座）、科
学の宅配便（出前科学工作教室・講座）、
講師派遣（出前講師）、ふくしまサイエンス
ぷらっとフォームアウトリーチ活動（関連事
業科学教室）

968 Ｇ B/ D

32 クラブ活動 天文クラブ、科学クラブ、科学情報クラブ 676 Ｇ

33 作品募集

コンピュータグラフックス展、ふくしま星・月
の風景フォトコンテスト「郡山から見上げた
星空」写真展示、ふくしま星・月の風景フォ
トコンテスト巡回展、「宇宙の日記念」全国
小・中学生作文絵画コンテスト

801 Ｇ

34 運営協力
郡山少年少女発明クラブ、日本宇宙少年
団こおりやま分団、ふくしまサイエンスぷ
らっとフォーム、こどもまつり

836 Ｇ B/ D

35
夏の催し　語り部による
民話を聞く会

市内で活動されている語り部と、開成小学
校の児童による昔語りを聞く会を安積開拓
官舎で実施。（７月２日）

58 Ｉ Ｂ、Ｅ ○

36
平成２８年度郡山市開
成館企画展示事業

開成館が行在所となった明治天皇巡幸に
スポットをあて、安積開拓・安積疏水開さく
の歴史と共に振り返る。（１０月１日～１１
月３日）

1,214 Ｉ Ｅ ○

37
秋の催し　語り部による
民話を聞く会

企画展開催に合わせ、市内で活動されて
いる語り部による昔語りを聞く会を安積開
拓官舎で実施。（10/1）

26 Ｉ Ｂ ○



38 秋の催し　お琴演奏会
企画展開催に合わせ、琴奏者によるお琴
の演奏会を、安積開拓官舎で実施。（10/
９）

18 Ｉ Ｂ ○

39
平成２８年度第１回郡
山市開成館案内ボラン
ティア研修会

開成館案内ボランティアを対象に、ボラン
ティア活動に役立つ知識の向上を図る為
の館内研修会を実施。（3/3０）

14 Ｈ Ｅ

40 企画展（第１回） 「宇津峰合戦」（７月９日～８月28日） 9,020 Ｇ

41 企画展（第２回）
「古墳時代“黄泉の国”の考古学」（10月29
日～12月11日）

3,562 Ｇ

42 田村町の歴史展
田村町に関する展示（４月16日～５月29
日）

9,717 Ｇ

43
十二支の考古学展
－酉－

新年の干支である酉にちなむ展示（１月５
日～２月５日）

2,044 Ｇ

44 企画展記念講演会 「東北の南北朝動乱」（７月18日） 70 Ｉ

45 歴史講演会
「考古学からみたヒメ・ヒコ制をめぐって」
（３月20日）

122 Ｉ

46 歴史講座
「土偶から探る縄文人の心」（５月29日）
「田村神社と仙道三十三観音」（２月26日）

153 Ｇ

47 こどもオリンピック
公園を利用したイベントを実施（５月４日～
６日）

3,771 G

48 古墳まつり
公園を利用したイベントを実施（８月６日・
７日、９月18日・19日）

3,566 G

49 君も発掘探検隊
公演内での発掘体験（４月29日、７月２
日、11月６日）

45 G

50 石碑の拓本実習 石碑の拓本についての実習（３月18日） 12 G

51 自由研究をはじめよう
講師を招いて小中学生の夏休み自由研究
制作（７月23日・30日）

1 G

52
作品展「自由研究をは
じめよう」

夏休み自由研究の作品展（９月１日～30
日）

5,942 F

53 歴史散歩１（県外）
バスで日帰りできる範囲に所在する遺跡
や史跡の見学会(５月22日）

40 G

54 歴史散歩２（県内）
バスで日帰りできる範囲に所在する遺跡
や史跡の見学会(10月23日）

40 G

55 歴史ウォーク
徒歩で見学できる範囲にある遺跡などの
見学（３月25日）

30 Ｇ

56
あなただけの土器づくり
（上級）

２日をかけた大型土器製作（４月23日・24
日）

4 Ｇ

57 制作土器展 制作した土器の展示（６月４日～７月３日） 4,213 G

58 陶器づくり 陶器の制作（９月４日） 20 G

59
古墳の華　埴輪を作ろ
う

古墳に添えられた埴輪の制作（10月30日） 14 G

60 制作埴輪展 制作した埴輪の展示 1,814 G

61
江戸の遊具　泥メンコ
づくり

江戸時代に遊ばれた泥メンコの制作（１月
７日）

13 G



62 古代グルメ体験
古代からある食材を使った食体験（６月19
日、１月14日）

48 G

63 草木染め
園内で栽培した藍などを使った染色体験
（７月31日、11月20日、１月29日）

57 G

64 古代の糸作り
植物繊維から糸を撚り、その糸でティー
マットを制作（６月26日）

16 Ｇ

65 古代米の田植え体験 古代米の田植えを体験（５月15日） 13 G

66 わら細工 わらを用いてしめ縄を製作（12月11日） 21 G

67 七夕ウマ作り マコモを用いて七夕ウマを制作（７月３日） 13 Ｇ

68 紙すき体験
郷土の伝統文化である紙すきを体験(12月
４日）

18 G

69 虫かご作り 虫かごを制作（８月20日） 20 G

70 野鳥観察会 野鳥の観察会（６月５日） 15 G

71 虫の音と古琴の夕べ
野外で虫の音を聞きながらの琴の演奏会
（10月10日）

20 G

72 古墳でお月見
郡山市ふれあい科学館との連携で実施
（11月12日）

24 G

73 冬を観察する 園内の冬の植物等の観察（２月11日） 19 G

74 人形劇 公園利用の一環で実施（２月19日） 110 G

75 昔ばなし 公園利用の一環で実施（３月26日） 55 G

76
楽器体験プログラム｢スタ
インウェイ｣｢ベーゼンドル
ファー｣を弾きに行こう

郡山市民文化センター所有のコンサートピ
アノを弾くことができる楽器体験プログラム
（４月）

70 Ｉ

77
オーケストラメンバーによ
る楽器奏法レッスン

東京都交響楽団による楽器奏法講習会及
びミニコンサート（５月・６月・９月・11月）

783 Ｉ

78
アウトリーチプログラム
～文化センター芸術宅配
便～

東京都交響楽団による出張アンサンブル
コンサート（５月・10月）

932 Ｉ

79
こおりやま寄席
　柳亭市馬独演会

落語家 柳亭市馬による独演会（７月） 604 Ｉ

80 演劇ワークショップ
演劇づくりの手法を学ぶワークショップ（７
月）

19 Ｉ

81 舞台技術講座
高校の演劇部員を対象とした舞台技術の
講習会（７月）

29 Ｉ

82 ホール探検ツアー
郡山市民文化センターのバックヤードの見
学会（７月）

40 Ｉ

83 ＮＨＫ交響楽団郡山公演
ＮＨＫ交響楽団によるクラシックの公演（８
月）

1,265 Ｉ

84 宝塚歌劇団郡山公演
宝塚歌劇団によるミュージカルの公演（９
月）

3,742 Ｉ

85 稲垣潤一コンサート2016
稲垣潤一と太田裕美によるコンサート（10
月）

772 Ｉ



86
こおりやま寄席
　林家正蔵・春風亭一之
　輔二人会

林家正蔵と春風亭一之輔による落語会
（10月）

680 Ｉ

87
新宿うたごえ喫茶ともしび
inこおりやま

新宿うたごえ喫茶ともしびによるコンサート 729 Ｉ

88 器楽の祭典 郡山市の音楽団体による演奏会（10月） 1,300 Ｆ

89 ふるさと寄席
桂幸丸・テツandトモ・母心による寄席（11
月）

551 Ｉ

90
チェコ少女合唱団「イトロ」
クリスマスコンサート

チェコ少女合唱団「イトロ」によるクリスマス
コンサート（12月）

2,000 Ｉ

91 ＴＳＵＫＥＭＥＮコンサート ＴＳＵＫＥＭＥＮによるコンサート（12月） 638 Ｉ

92
こおりやま寄席
　新春言祝ぎ席

落語家 三遊亭好楽らによる寄席（１月） 804 Ｉ

93 音楽の絵本コンサート
ズーラシア動物園のキャラクターたちによ
るファミリーコンサート（１月）

1,415 Ｉ

94
平成28年度管・弦・打楽器
奏法講習会

郡山市の演奏家による小中学生を対象と
した楽器奏法講習会（２月）

248 Ｉ

95 民俗芸能大会 郡山市の民俗芸能の公演（２月） 800 Ｉ

96 森公美子コンサート 森公美子によるコンサート（３月） 477 Ｉ

97
フォークフェスティバルinこ
おりやま2016

杉田二郎・スリーハンサムズらによるコン
サート（３月）

707 Ｉ

98
郡山吹奏楽団スプリング
コンサート2016

市民コンサートホール（共催）として開催
（４月）

1,088 Ｆ

99
合唱団はもる・かい第19
回演奏会

市民コンサートホール（共催）として開催
（４月）

1,123 Ｆ

100
郡山ウインドアンサンブル
第28回定期演奏会

市民コンサートホール（共催）として開催
（５月）

650 Ｆ

101
アマデウス室内管弦楽団
第29回定期演奏会

市民コンサートホール（共催）として開催
（５月）

437 Ｆ

102
劇団ユニット・ラビッツ第13
回公演

市民演劇ホール（共催）として開催（５月） 317 Ｆ

103
郡山市民オーケストラ ファ
ミリーコンサート13

市民コンサートホール（共催）として開催
（６月）

552 Ｆ

104
郡山演劇研究会「ほのお」
自主公演

市民演劇ホール（共催）として開催（7月） 160 Ｆ

105
第38回おかあさんコーラ
スまつり

市民コンサートホール（共催）として開催
（９月）

700 Ｆ

106
郡山ジュニアフィルハーモ
ニーオーケストラ第39回定
期演奏会

市民コンサートホール（共催）として開催
（９月）

671 Ｆ

107
第19回ピアノ指導者協会
演奏会

市民コンサートホール（共催）として開催
（10月）

242 Ｆ

108
スウィング・マーマレーズ・
ジャズ・オーケストラコン
サート2016

市民コンサートホール（共催）として開催
（11月）

519 Ｆ

109
FCT少年少女合唱団第41
回定期演奏会

市民コンサートホール（共催）として開催
（12月）

402 Ｆ



110 郡山市美術連盟展
郡山市美術連盟加盟団体による展覧会
（３月）

876 Ｆ

111 市民ギャラリー展
郡山市美術連盟加盟団体によるグループ
展（通年）

- Ｆ

112 市民フォトギャラリー展
郡山市内写真団体によるグループ展（通
年）

- Ｆ

113 企画展「収蔵資料展」 新たに購入または寄贈された資料を紹介 1,935 Ｇ・Ｉ

114
特別企画展「かこさと
し」

絵本作家・児童文学者として知られるかこ
さとしの絵本原画と作品を紹介

9,672 Ｇ・Ｉ

115
特別企画展「深見けん
二」

郡山市に生まれ、高浜虚子に師事した俳
人・深見けん二氏の半生と業績を紹介

1,922 Ｇ・Ｉ

116 文学講演会 俳人である西村和子氏による文学講演会 155 Ｇ・Ｉ

117 文学散歩
いわき・川内方面にある文学ゆかりの地を
訪問

40 Ｇ・Ｉ

118 文学講座
古典から近代文学まで幅広い講座を開催
（年16回）

585 Ｇ・Ｉ

119 文学の集い
文学と気軽に接するために俳句や朗読等
のイベントを開催（年５回）

1,902 Ｃ・Ｇ・Ｉ

120 三汀賞俳句募集
俳人でもあった久米三汀（正雄）にちな
み、市内外から俳句を募集

9,944 Ｃ・Ｇ・Ｉ

121 三汀賞入賞作品展 三汀賞の入賞作品を展示 534 Ｃ・Ｇ・Ｉ

122 おでかけ文学館 市内公共施設及び学校への出張展示 2,059 Ｃ・Ｇ・Ｉ

123 こども文学研究所
子どもたちの文学に対する興味を喚起す
る小中学生を対象とした講座

247 Ｃ・Ｇ・Ｉ

124
郡山市内文芸愛好会
合同作品展

市内で自主的に活動する文芸愛好団体の
作品展

344 Ｆ・Ｇ・Ｉ

125
郡山市児童作文コン
クール優秀作品展

作文コンクールの入賞作品展 623 Ｃ・Ｆ

126 市民古文書教室Ⅰ期
当館所蔵の古文書を解読し、近世郡山地
方の歴史を学習する。（6月、50名×4回）

200 Ｇ・Ｉ

127 市民古文書教室Ⅱ期
当館所蔵の古文書を解読し、近世郡山地
方の歴史を学習する。（10月、50名×4回）

200 Ｇ・Ｉ

128 市民古文書教室Ⅲ期
当館所蔵の古文書を解読し、近世郡山地
方の歴史を学習する。（1月、50名×4回）

200 Ｇ・Ｉ

129
市民史跡・文化財めぐ
り前期

市内の史跡・文化財を講師の説明を交え
ながら見学する。（6月　40名）

40 Ｇ・Ｉ

130
市民史跡・文化財めぐ
り後期

市内の史跡・文化財を講師の説明を交え
ながら見学する。（9月　40名）

40 Ｇ・Ｉ

131
企画展「民衆の叫び～
江戸時代の史料を読む
～」

農民が名主や武士に対して、声をあげ主
張した事件を取り上げ、その原因と結果を
史料から探る。（10月～3月）

Ｉ 〇

132
ボランティア養成講座
（初心者向）

おはなしボランティアを始めたい方の講座 850 A

133
ボランティア養成ステッ
プアップ講座

おはなしボランティアのレベルアップ講座 294 A

134
読書活動推進講座
（学校司書向）

小中学校図書室の利用促進 242 A B



135
読書活動推進講座
（保護者向）

保護者向けの絵本の選び方講座 661 C B

136 DVD映画会
一般利用者貸出用DVD（上映権付）映画
の上映

1244 I

137 市民映画会 大人向け映画の上映 2425 I

138 こども映画会 幼児・小学生向けの映画の上映 995 C

139 特別映画会 大人向け映画、ドキュメンタリーの上映 612 I

140 地域映画会 地域館・分館での映画会 574 I

141 おはなし会 年齢別おはなし会の開催 1748 AC

142 リサイクルブックフェア 図書館除籍資料の市民への無償提供 2708 I

143 ホールコンサート 図書館エントランスでのコンサート 150 I

144
船山名誉館長就任記
念講演

名誉館長就任記念講演およびコンサート 200 I B

145 工作・科学・歴史教室
児童向けの工作、科学、歴史に関する教
室

20 C

146
第23回郡山市民スポー
ツ・レクリエーション祭

17種目のニュースポーツ等を開催し、市民
に体験する場を提供する。

2,759 F,I

147
第23回郡山市シティー
マラソン大会

マラソンを通し市民の健康推進・体力の維
持向上、生涯スポーツの推進を図る。

7,016 F,I B ○

148
郡山市民体育祭総合
開会式（郡山市民体育
祭各種大会）

41の種目大会と14の地区体育祭で市民の
健康増進、体力の維持向上、参加者同士
の交流を図る。

28,673 F,I

149
第11回郡山カップ福島
県フットサル選手権大
会

フットサル競技を通じ、競技の普及、健康
増進、参加者同士の交流、地域振興を図
る。

1,400 F,I B

150
総合型地域スポーツク
ラブ

生涯スポーツ社会実現のため、地域住民
主体のクラブにおいて各種スポーツ教室
等を実施する。

744 A,I

151 中高齢者スポーツ教室
市内在住・在勤の５０歳以上対象に健康
体操や気功体操等５種目を行った。
（４～１１月全１５回、定員２００名）

1,764 I

152 市民卓球教室

市内在住・在勤の卓球初心者・初級者を
対象に卓球の初歩的な技術とルールを学
び、ゲームに取り組んだ。（４・５・６月全４
回、定員６０名）

178 I

153 トランポリン教室
市内在住・在勤の初心者・初級者を対象
に、空中でのバランス感覚を養った。（４・５
月全３回、定員５０名）

111 I

154
ミニバスケットボール教
室

市内在住の小学生でミニバス初心者・初
級者を対象に、初歩的な技術とルールを
学び、ゲームに取り組んだ。（４・５月全３
回、定員５０名）

74 I

155
ターゲットバードゴルフ
教室

市内在住・在勤を対象に、初歩的な技術と
ルールを学び、ゲームに取り組んだ。（６
月全１回、定員３０名）

24 I



156 親子体操教室Ⅰ・Ⅱ

小学２年生以下の親子を対象に、運動を
通してのコミュニケーションを目的として、
細やかな指導の下で元気に楽しく身体を
動かした。（９月全２回、定員２０組４０名）

7 I

157 小･中学生飛込み教室
市内小・中学生の方対象（親子での参加も
可）飛込み専用プールで専門家の指導下
での実技。（７・８月全１０回、定員５０名）

119 I

158 小･中学生泳力判定会
市内小５から中学生の方対象に１００ｍを
泳ぎ泳力の判定を行った。（７月全５回）

51 I

159
中高齢者グラウンドゴ
ルフ教室

市内在住・在勤の５０歳以上対象に基本
的な技術･ルールを学び、ゲームに取り組
んだ。（９月全３回）

52 I

160 市民弓道教室
市内在住・在勤の方対象に弓道の作法を
学び、初歩的な技術である射法の指導を
受けた。（６・７月全１２回）

249 I

161 市民テニス教室Ⅰ・Ⅱ

市内在住・在勤の方対象に硬式テニスの
初歩的な技術とルールを学び、ゲームに
取り組んだ。（Ⅰ５・６月／Ⅱ９・１０月　各
全６回）

357 I

162 市民バドミントン教室
市内在住・在勤の方対象に初歩的な技術
とルールを学び、ゲームに取り組んだ。（１
０・１１月全６回）

111 I

163 市民スケート教室
市内在住・在勤の方対象にアイススケート
の初歩的な技能とマナーを学び、氷上を
滑る楽しさを体感した。（１１・１２月全５回）

334 I

164
「コメ紀行親子体験教
室」

市内小学生と親子を対象に米作り体験講
座

197 C

165
親子郷土食作り体験学
習のつどい

市内小学生と親子を対象に湖南郷土食料
理作り体験講座

28 C

166
親子そば打ち体験学習
のつどい

市内小学生と親子を対象にそば打ち体験
講座

24 C

167
第1回小学校1・2年生向け
集団体験教室

身の回りのものをスイーツデコで飾る体験
教室

6 G B

168
第2回小学校1・2年生向け
集団体験教室

冬休みにレクリエーションを通じて異学年
との交流を深める日帰りの教室を小学生
全学年を対象として実施

16 C・G B

169
第1回小学校3・4年生向け
宿泊教室

夏休みに小・中学生全学年を対象として
集団生活の中で異学年との交流を深める
宿泊体験を実施

53 C・G B

170
第1回小学校5・6年生向け
宿泊教室

英会話宿泊教室（ネイティブの講師による
レッスンおよび宿泊体験）小・中学生全学
年を対象として実施

7 C・G B

171
中学校1・2年生向け宿泊
教室

英会話宿泊教室（ネイティブの講師による
レッスンおよび宿泊体験）小・中学生全学
年対象として実施

19 C・G B

172
第2回小学校3・4年生向け
宿泊教室

ハロウィンの時期に小学生対象として他国
の行事を通じて異文化理解を深め多文化
共生について学ぶ宿泊体験を実施

40 C・G B

173
第2回小学校5・6年生向け
宿泊教室

クリスマスの時期に小学生対象として他国
の行事を通じて異文化理解を深め多文化
共生について学ぶ宿泊体験を実施

32 C・G B

174 ①陶芸・土器作り教室 陶芸体験教室（お皿・湯飲み作り）(年３回） 76 G B

175 ②木工工作教室 木材を使った木工教室(年３回） 45 G B

176 ③絵画教室
巨大絵作成・似顔絵体験などの教室(年３
回）

125 G B



177 ①パン作り パン・ピザ作り教室（年３回） 101 G B

178 ②お菓子作り教室
炭火を使ったバウムクーヘン作り教室（年
4回）

122 G B

179 ③そば作り教室 そば作り体験教室(年３回） 69 G B

180 ①工芸教室
張り子人形（赤べこ・起き上がりこぼし）作
り教室(年３回）

89 G B

181 ②伝統芸能教室 よさこい体験教室 10 C・F・G B

182
③音楽教室（プロアマ演奏
会）

外部音楽団体による演奏会、よさこいダン
ス発表会

142 C・Ｆ・G B

183
④時代別生活体験教室
（昭和、明治、江戸、縄文）

時代別の文化や生活を遊びを通じて学ぶ
体験教室(年３回）

101 G B

184 生涯学習フェスタ
秋まつりの開催
主催事業の活動発表と地域活動発表の
場の提供及び地域交流会

203 F・G B

185
男女共同参画学習サ
ポート事業

市内で男女共同参画・人権に関する学習
を行う団体に対し、講師を派遣。

1,103 Ｇ

186
男女共同参画関係各
種講座

男女共同参画の推進に関する講座を男女
共同参画センター（指定管理者）主催で実
施　講座数：  18件

987
A・B・Ｅ・

Ｇ

187
男女共同参画国内研
修事業

市民を対象とし、国・県で開催される研修
への無料往復バスを運行。

35 Ａ

188
男女共同参画サポー
ター事業

男女共同参画の活動を展開する上で必要
な知識やスキルを習得するための学習会
を開催。

19 Ａ・Ｇ

189
男女共同参画フェス
ティバル

市民との協働による男女共同参画イベント
の実施

1,622 Ｆ・Ｇ・Ｉ ○

190 郡山市こどもまつり

5月5日（こどもの日）に開催
市内青少年団体及び子育て支援団体の
協力のもと、親子で楽しめるコーナーを実
施

34,000 C・F B・Ｃ・Ｅ

191 ジュニアリーダー育成事業 中級指導者研修会（年３回） 25 A・F Ｃ

192 青少年の国内交流事業
久留米市子ども会との交流会（久留米市
から郡山市へ訪問）

21 A・C・F Ａ・Ｅ

193
郡山市青少年健全育
成推進大会

健全育成功労者表彰、青少年の発表 500 A・C・F E

194
郡山市「少年の主張」
コンクール

募集期間：6月～12月
発表大会の開催：2月

9,499 A・F E

195
市民学校「郡山の魅力
再発見！～私のタウン
ウォッチング～」

麓山地区を専門家と「歩いて見る」ことで、
様々な視点からまちの新たな魅力を発見
してもらう。さらに、自分自身でまちを歩い
てもらい、見つけた魅力を、まわりの人に
も伝えてもらう。

56 Ｆ・Ｇ・Ｉ

196
市民学校「郡山を味わ
う～郡山の「おいしい」
をひろめよう～」

郡山市のご当地メニューや名産品など、郡
山の食を通じて「郡山の魅力」に気付き、
市内や市外にＰＲできる意識を持ってもら
う。

62 Ｇ・Ｉ

197
市民学校「孫と楽しい
時間を過ごそう」

孫をもつ世代の方に「孫とのつき合い方」
を知ってもらい、孫世代とのつき合いを通
して、子の世代とも円滑な交流ができるよ
うにする。

46 Ｇ・Ｉ



198
市民学校「伝統工芸を
学ぼう～木目込人形を
作る～」

日本の伝統工芸に対する興味や知識を深
め、その作り手や伝統工芸への意識を伝
えられる人材を増やすとともに、同じ作業
を共に行うことで仲間作りを促す。

30 Ｇ・Ｉ

199
市民学校「これからはじ
めるサークルづくり・中
国語入門」

受講生同士の交流を深めて仲間作りを
し、サークル活動のきっかけ作りをする。

8 Ｇ・Ｉ

200
市民学校「～趣味から
はじめる仲間づくり～食
から見る日本史」

人間にとって欠かすことのできない「食」を
通して日本史を考える。また、考えるだけ
でなく実際に歴史上の料理を作ることで、
歴史について今までと異なった視点で触
れることができるようにする。

62 Ｇ・Ｉ

201
市民学校「これからはじ
めるサークルづくり・大
人のリトミック」

講師や受講生同士の交流を深めて仲間
作りをし、サークル活動のきっかけ作りを
する。

17 Ｇ・Ｉ

202
市民学校「夏の料理講
座～公民館で味わう世
界の料理～」

界各国の「食」を通じて異文化体験・理解
を図るとともに、グループで調理を行うこと
により共通目的・意識の仲間作りを行う。

71 Ｇ・Ｉ

203
市民学校「3.11に学ぶ
地震への備え」

地震への対策を見直すと共に、地震その
ものの仕組みや地震後の避難所生活等
について学び、自身だけではなく、被災し
て困っている人を助けられる知識を身につ
ける。

36 Ｇ・Ｉ

204
市民学校「音「学」講座
～楽しいクラシック」

音楽を改めて意識して学ぶことで、新しい
発見と学ぶことの楽しさを知り、自主学習
への意識を身につける。

97 Ｇ・Ｉ

205
市民学校「めざせ長寿
健康生活」

人生をより長く楽しく生きるために、軽い運
動を中心に健康になる方法を知り、実践し
て身につける。

124 Ｇ・Ｉ

206
市民学校「大人の学び
クラブ」

公民館の役割や社会教育について学び、
公民館の講座について知ることで、自主
的な講座作りや活動の方法を知る

48 Ｇ・Ｉ

207
市民学校「現代文学を
読む」

最近話題の作家について、作品の特長や
背景を学ぶ。また、受講生同士の交流や
意見交換を行い、読書の幅を広げる。

60 Ｇ・Ｉ

208
市民学校「ストレッチで
冬のコリを解消！」

リンパコンディショニングによるストレッチを
行い、柔らかな筋肉を手に入れる

95 Ｇ・Ｉ

209
団塊の世代の地域でデ
ビュー講座「ボランティ
ア入門講座」

団塊の世代の方々にボランティアの心構
えや基本を知ってもらい、ボランティア活
動を通しての地域活動を促す。

117 Ａ・Ｉ

210
転入女性のはやまーゼ
教室（春）

新しく郡山市へ転入してきた女性を対象
に、市の概要説明・調理実習等を通して当
市への理解を深めてもらい、また受講者
同士のふれあいにより、新たな仲間作りを
図る。

130 Ｂ

211
転入女性のはやまーゼ
教室（冬）

新しく郡山市へ転入してきた女性を対象
に、市の概要説明・調理実習等を通して当
市への理解を深めてもらい、また受講者
同士のふれあいにより、新たな仲間作りを
図る。

47 Ｂ

212
市民大学「市民大学講
座」

大学教授を講師とし、生命倫理や時代劇
の歴史考証など専門的な講座を受講する
ことにより幅広い教養を身につけ、自発的
な学習のきっかけとする。

165 Ｆ Ｄ

213
市民大学「郡山の水害
を考える」

大学教授等を講師とし、郡山市における
水害の実態、歴史などを学習するすること
で高度な学術の習得と活力に満ち豊かさ
を実感できる生涯学習社会の創造を図る
とともに地域的課題の解決に繋げる。

160 Ｆ Ｄ

214

市民大学「人と知が集
まる郡山の歴史－中世
から現代－～声を上げ
る人々～」

郡山の歴史について「一揆」をキーワード
とし、時代毎の民衆の生活を学習し、先人
達の思いや行動を知るとともに、今後の郡
山のまちづくりについて考える。

426 Ｆ Ｄ



215
キッズスクール「読書感
想文を楽しく書こう１」

市内の小学生を対象に、夏休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

60 Ｃ

216
キッズスクール「読書感
想文を楽しく書こう２」

市内の小学生を対象に、夏休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

59 Ｃ

217
キッズスクール「読書感
想文を楽しく書こう３」

市内の小学生を対象に、夏休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

54 Ｃ

218
キッズスクール「キッズ
テニス」

市内の小学生を対象に、夏休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

56 Ｃ

219
キッズスクール「簡単
クッキング１」

市内の小学生を対象に、夏休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

28 Ｃ

220
キッズスクール「交通安
全ポスターを描こう１」

市内の小学生を対象に、夏休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

56 Ｃ

221
キッズスクール「交通安
全ポスターを描こう２」

市内の小学生を対象に、夏休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

57 Ｃ

222
キッズスクール「はじめ
てのかるた」

市内の小学生を対象に、夏休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

62 Ｃ

223
キッズスクール初めて
でもできる木工教室」

市内の小学生を対象に、夏休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

37 Ｃ

224
キッズスクール「簡単
クッキング２」

市内の小学生を対象に、夏休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

30 Ｃ

225
キッズスクール「はじめ
てのかるた１」

市内の小学生を対象に、冬休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

46 Ｃ

226
キッズスクール「はじめ
てのかるた２」

市内の小学生を対象に、冬休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

30 Ｃ

227

キッズスクール「お正月
を満喫するための講座
A着付けとお茶とお作
法と」

市内の小学生を対象に、冬休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

20 Ｃ

228
キッズスクール「お正月
を満喫するための講座
B和凧づくり」

市内の小学生を対象に、冬休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

11 Ｃ

229
キッズスクール「お正月
を満喫するための講座
C簡単クッキング」

市内の小学生を対象に、冬休みを利用し
て日ごろ体験出来ない体験学習・創作活
動を通して創造性や協調性を養い、市内
の他学校児童との交流を図る。

16 Ｃ

230
ICT活用啓発事業（中
央公民館）

高齢者がタブレットを使用し、インターネッ
トの便利さ、楽しさを学び、ネット環境に親
しむきっかけを作る。

15 Ｉ



231
ICT活用啓発事業（清
水台地域公民館）

高齢者がタブレットを使用し、インターネッ
トの便利さ、楽しさを学び、ネット環境に親
しむきっかけを作る。

15 Ｉ

232
ICT活用啓発事業（赤
木地域公民館）

高齢者がタブレットを使用し、インターネッ
トの便利さ、楽しさを学び、ネット環境に親
しむきっかけを作る。

13 Ｉ

233
ICT活用啓発事業（安
積公民館）

高齢者がタブレットを使用し、インターネッ
トの便利さ、楽しさを学び、ネット環境に親
しむきっかけを作る。

13 Ｉ

234
ICT活用啓発事業（薫
地域公民館）

高齢者がタブレットを使用し、インターネッ
トの便利さ、楽しさを学び、ネット環境に親
しむきっかけを作る。

12 Ｉ

235
ICT活用啓発事業（富
久山公民館富久山分
室）

高齢者がタブレットを使用し、インターネッ
トの便利さ、楽しさを学び、ネット環境に親
しむきっかけを作る。

15 Ｉ

236 四季の風コンサート１

若手演奏家によるコンサートを開催するこ
とで、人材の発掘と活動機会の提供を行う
とともに、市民の音楽に対する関心を促し
郡山公会堂の有効活用を図る。

120 Ｆ・Ｇ

237 四季の風コンサート２

若手演奏家によるコンサートを開催するこ
とで、人材の発掘と活動機会の提供を行う
とともに、市民の音楽に対する関心を促し
郡山公会堂の有効活用を図る。

330 Ｆ・Ｇ

238 四季の風コンサート３

震災から5年の節目に特別版ということで
被災地の復興に寄与しているプロの演奏
者に依頼し、特に郡山に避難している
方々に良質な音楽を提供する。

250 Ｆ・Ｇ

239 四季の風コンサート４

若手演奏家によるコンサートを開催するこ
とで、人材の発掘と活動機会の提供を行う
とともに、市民の音楽に対する関心を促し
郡山公会堂の有効活用を図る。

230 Ｆ・Ｇ

240
地域のびのび子育て支
援事業「のびのび子育
て広場（0歳児）」

子の仲間づくりと居場所づくりを行うととも
に子育てに対する情報提供をし、子育て
環境の醸成・家庭教育力の向上に資す
る。また、子育てに関する指導者の養成及
び子育てサークルの自立化を図る。

406 Ｃ

241
地域のびのび子育て支
援事業「のびのび子育
て広場（1歳児）」

子の仲間づくりと居場所づくりを行うととも
に子育てに対する情報提供をし、子育て
環境の醸成・家庭教育力の向上に資す
る。また、子育てに関する指導者の養成及
び子育てサークルの自立化を図る。

508 Ｃ

242
地域のびのび子育て支
援事業「のびのび子育
て広場（入園前）」

子の仲間づくりと居場所づくりを行うととも
に子育てに対する情報提供をし、子育て
環境の醸成・家庭教育力の向上に資す
る。また、子育てに関する指導者の養成及
び子育てサークルの自立化を図る。

532 Ｃ

243

地域のびのび子育て支援
事業「のびのび子育て広
場オープン講座（親子で楽
しむクラシックコンサート）」

多くの方がのびのび子育て広場の活動を
体験していただき、親子の仲間づくりと子
ども達の健やかな成長に資する。

170 Ｃ

244

地域のびのび子育て支援
事業「のびのび子育て広
場オープン講座（親子で体
験のびのび子育て広場・
あそびっこ広場）」

多くの方がのびのび子育て広場の活動を
体験していただき、親子の仲間づくりと子
ども達の健やかな成長に資する。

38 Ｃ

245

地域のびのび子育て支援
事業「のびのび子育て広
場オープン講座（親子で体
験のびのび子育て広場・
でこぼこ広場）」

多くの方がのびのび子育て広場の活動を
体験していただき、親子の仲間づくりと子
ども達の健やかな成長に資する。

33 Ｃ

246

地域のびのび子育て支援
事業「のびのび子育て広
場オープン講座（親子で体
験のびのび子育て広場・
たいそう広場）」

多くの方がのびのび子育て広場の活動を
体験していただき、親子の仲間づくりと子
ども達の健やかな成長に資する。

47 Ｃ



247
地域のびのび子育て支
援事業「中央公民館ス
ペース開放事業

子育て世代を支援するため、中央公民館
託児室や歩いて遊びに行けるお住まいの
地域の公民館スペースを定期的に開放
し、地域の子育て中の親子が自由に出入
りでき、子育てに関する情報交換や親子
同士の仲間づくりと居場所づくりの場を提
供する。

817 Ｃ

248

地域のびのび子育て支
援事業「中央公民館ス
ペース開放事業（はや
ママサロン）」

子育て世代を支援するため、中央公民館
託児室や歩いて遊びに行けるお住まいの
地域の公民館スペースを定期的に開放
し、地域の子育て中の親子が自由に出入
りでき、子育てに関する情報交換や親子
同士の仲間づくりと居場所づくりの場を提
供する。

3,018 Ｃ

249
地域のびのび子育て支
援事業「地区地域公民
館スペース開放事業」

子育て世代を支援するため、中央公民館
託児室や歩いて遊びに行けるお住まいの
地域の公民館スペースを定期的に開放
し、地域の子育て中の親子が自由に出入
りでき、子育てに関する情報交換や親子
同士の仲間づくりと居場所づくりの場を提
供する。

288 Ｃ

250
第35回こおりやま邦楽
の祭典

能楽、三曲、舞踊、民謡の4部構成で22の
番組。総勢300名が出演した。

558 Ｆ

251
第60回郡山市総合美
術展

日本画、洋画、書、彫刻工芸、写真の5部
門からなる市民を対象とした美術展を開
催。306名から361点の作品が出展され
た。

1,996 Ｆ

252
こおりやま市民演劇祭
2016

6年ぶりに開催、キャスト・スタッフを市民
から募集、また、演出に野崎美子氏を招
き、シェークスピア作「夏の夜の夢」を脚色
して上演。

480 Ｆ

253 町内対抗輪投げ大会
5町内会対抗と個人戦による大会
町内相互の理解を高め、地域住民の親睦
を図った。

41 Ｂ

254
第40回針生地区町民
大運動会

針生地区町民が一同に会し、全16競技を
実施。親睦を深め、地域住民の体力増進
と青少年の健全育成を図った。

529 Ｂ

255 おもしろ生活学び塾

健康で明るく充実した毎日を過ごすため知
識と教養を身につけるとともに、学習意欲
の向上を目指す。人と人とのつながりを大
切にしながら社会参加の意識を高める。
内容:エネルギー、草木染め、茶道、ノル
ディックウォーク、正月飾り等

178 Ｇ

256 清水台おとこ塾

団塊の世代や退職を間近に控えた男性が
地域活動へ参加する場を提供し、地域の
活性化を目指す。知識と教養を高め、地
域活動に貢献する人材を育成することを
目的とする。また、これまで培ってきた豊
富な経験を活かすことで、充実した生き甲
斐のある人生を送ることができる。内容:写
真、陶芸、歴史、館外学習、文化祭ボラン
ティア、料理、スポーツ吹き矢等

107 Ａ・Ｇ

257
青少年対象事業「しみ
ずだいジュニア教室」
（前期）

集団の中で様々な活動を体験し、自主性
や協調性を培い友情を深め、心身共に健
やかな青少年の育成を図る。内容:運動、
ポスター

25 Ａ・Ｇ

258
青少年対象事業「しみ
ずだいジュニア教室」

様々な活動を通して、自主性や協調性を
培い心身共に健やかな青少年の育成を図
る。他学校や異学年の中で友情を育む。
地域との連携の中で人と人のかかわりを
学習する。内容:小物、料理

23 Ａ・Ｇ

259
青少年対象事業「しみ
ずだいジュニア教室」

様々な活動を通して、自主性や協調性を
培い心身共に健やかな青少年の育成を図
る。他学校や異学年の中で友情を育む。
地域との連携の中で人と人のかかわりを
学習する。内容:お菓子、門松、書初め等

36 Ｇ



260
市民学校「つるし飾りづ
くり教室」

趣味の幅を広げ、日々の暮らしの生きが
いづくりに寄与する。受講生同士の親睦を
深める。内容:つるし飾り

115 Ｇ

261
市民学校「ハンドベル
教室」

趣味や生きがいをみつけるために新しい
ことにチャレンジし、豊かでゆとりある心を
養い受講生同士の親睦を深める。内容:ハ
ンドベル発表

38 Ｇ

262 しみずだいままサロン

子育ての悩みや日々のストレスを解消し、
親子ともに楽しくゆとりある時間を持ち、参
加者同士の交流を深め仲間つくりにつな
げることを目的とする。内容:写真、ワーク
ショップ、体操、読み聞かせ等

68 Ｇ

263 わくわく女性講座

ストレスの多い現代社会において、心に潤
いを与え、心身ともにバランスのとれた健
康的で明るい生活を送ることができる。内
容：歴史、フラワーアレンジメント、認知
症、料理、エクササイズ等

92 Ｇ

264
金透小学校家庭教育
学級

音楽鑑賞、給食試食会、ヨガ教室、教育講
演会、薬物防止教室

126 Ｃ

265
芳山小学校家庭教育
学級

給食試食会、石鹸つくり、エクササイズ、
視察研修等

63 Ｃ

266
郡山第二中学校家庭
教育学級

英会話教室、視察研修、陶芸教室、そば
打ち、書道、教育講話等

63 Ｃ

267
第49回清水台地域公
民館区親善バレーボー
ル大会

清水台地域公民館区家庭バレーボール
チーム相互の親睦を図り、健康で明るい
家庭と地域づくりを目的とする。内容:バ
レーボール大会

131 Ｉ Ｅ

268
第11回みんなにとどけ
かけはし発表会

小・中学生から標語や作文を募集し、標語
の入選作品を街頭設置など地域ぐるみで
活動の啓発推進を図る。また日常感じて
いる学校や地域及び大人社会などに対す
る自分の考えを広く意見としてまとめ、発
表することにより、自己表現と青少年健全
育成の認識を新たにする。内容：少年の主
張

164 Ｆ Ｅ

269
清水台地域公民館区
文化祭

清水台地域公民館区住民の作品及び公
民館クラブ活動の日頃の成果を地域の皆
さんに鑑賞していただき、相互の理解と親
睦を深め、明るい家庭と明るい町づくりを
目的とする。内容:文化祭

721 Ｆ Ｅ

270
青少年健全育成推進
協議会金透・芳山地区
協議会

郡山市青少年健全育成基本計画に基づ
き、委員が協力し青少年健全育成を図る
ため、研究討議を行い地域ぐるみ活動の
伸長を図ることを目的とする

158 Ｇ Ｅ

271 こども太鼓・笛教室

小原田地区に古くから伝わる「小原田甚
句」を次世代に継承していくことを目的と
し、併せて子どもたちの健全育成に寄与す
る。内容:太鼓

382 Ａ・Ｆ・Ｇ

272 こはらだ学級

心豊かに穏やかで充実した日々を過ごせ
るよう、新しいことに挑戦し幅広い知識と
教養を身につけることを目的とする。内容:
防災、編み物、音楽鑑賞、料理、ちぎり
絵、川柳、歴史、館外学習等

191 Ｇ

273 こはらだ学級男塾

余暇を有意義に過ごし、豊かな人生を送
るために、新たな仲間づくりを通して積極
的な地域への参画を図る。内容：防災、音
楽鑑賞、料理、健康講座、館外学習、歴
史、文化祭参加等

167 Ａ・Ｇ

274
こはらだこどもチャレン
ジ

体験や経験の少ない子ども達に学校や家
庭で出来ないことを企画し、いろいろな体
験学習にチャレンジしてもらうことを目的と
する。内容:作文、ポスター、科学工作、歴
史、工作、和紙つくり等

175 Ｇ



275
のびのび公民館サマー
スクール

小・中学生を対象に、夏休み期間中の活
動範囲を広げるため、公民館の会議室を
開放し、勉強や読書等に活用してもらう。
内容:学習の場の提供

58 Ｇ

276
小原田小学校家庭教
育学級

料理教室、陶芸教室、エアロビクス、お菓
子、教育講話等

83 Ｃ

277
小原田中学校家庭教
育学級

料理教室、陶芸教室、エアロビクス、お菓
子、教育講話等

83 Ｃ

278 小原田地区文化祭

小原田地区住民が一堂に会し、日頃の文
化活動の成果を発表・展示し知識と教養
を深めるとともに、地域住民相互の親睦と
連帯感を深め、健康で文化的な明るいま
ちづくりを推進する。内容:文化祭

820 Ｉ Ｅ

279 夏季球技大会
保護者・児童の体力向上とスポーツを通し
て楽しく交流親睦を図る。内容:ドッチボー
ル、ソフトボール

499 Ｉ Ｅ

280
小原田地区市民大運
動会

小原田地区の親睦と地域住民の協力を目
的とし、明るいまちづくりに推進する。もっ
て、明るい住みよい地域づくりに資する。
内容：運動会

883 Ｅ

281 爽やかウォーキング
余暇を有意義に過ごし、豊かな人生を送
るために、新たな仲間作りを通して積極的
な地域への参画を図る。内容:ハイキング

33 Ｇ Ｅ

282
小原田地区夏まつり大
会

小原田地区の親睦と地区住民の協力を目
的とする。また、「小原田甚句」を次世代に
継承し、併せて明るい住みよい地域づくり
と子ども達の健全育成に寄与する。内容:
祭り

762 Ｇ Ｅ

283 新春のつどい
日頃地区発展のために協力しあっている
地域の人たちが一堂に会し、連帯感を強
化し、親睦を図る。内容:新年会

187 Ｅ

284 冬季スポーツフェスタ
小原田地区の親睦と地区市民の協力を目
的とし、明るいまちづくりに推進する。内容:
卓球、ペタンク等

148 Ｅ

285 少年の主張大会
小原田地区児童・生徒の意見に耳を傾
け、青少年の健全に資する。内容：少年の
主張

105 Ｆ Ｅ

286 新春かきぞめ会
小学生・中学生・一般の方と一緒に、日本
の伝統の書道をし、その素晴らしさを知
る。内容:書初め

69 Ｅ

287 かるた・将棋・オセロ会

小原田地区小・中学校の児童生徒を対象
に、日本伝統のあそびであるかるたや百
人一首、将棋をすることで親睦を深め、ま
た、指導してくれる地域住民との関わりを
持ち、人とのつながりを学ぶ。内容:かる
た、将棋、オセロ

41 Ｅ

288
青少年健全育成推進
協議会小原地区協議
会　ロコモ・食育事業

運動器症候群対策として、楽しく体を動か
し予防する。また、そば打ちを親子で体験
したり、自分でおにぎりを握って食べたり
と、直接経験することで食の大切さを学
ぶ。内容:ロコモ対策、そば打ち、おにぎり
等

72 Ｇ Ｅ

289 芳賀いきいき元気塾

地域社会の中で学級生がコミュニケーショ
ンを図りながら、体力の増進と親睦、心と
心身の健康を維持する。内容:つぼ健康、
講話、終活、館外学習等

173 Ｇ

290 芳賀おとこ塾Ⅶ

「こだわり、腕まくり、仲間づくりで地域デ
ビュー！」をキーワードに団塊世代男性の
地域理解と仕事で培った経験や実績の地
域活用と健康保持を目的とし、地域行事
に関心を持ち関わりを持つきっかけをつく
る。内容：スポーツ吹矢、民話、館外学習、
陶芸、料理、文化祭協力等

137 Ａ・Ｇ



291
青少年対象事業「芳
賀っこクラブ」

地域の方の協力を得ながら学校や家庭で
はできない多様な体験を楽しむことで気付
きを与え、考えるきっかけをつくり、想像
力・知的好奇心を育む。また、異年齢の子
どもや異世代との関りで自主性と社会性を
身につける。内容:歴史、食育、ダンス、料
理、ミニ門松、書初め等

643 Ｇ

292 古典文学アラカルト２

古典文学の世界に触れることにより、生き
がいや教養を身につけ学級生同士が交流
を図り親睦を深めることを目的とする。内
容:竹取物語、伊勢物語

53 Ｇ

293
のびのびサマースクー
ル

小中学生を対象に、夏休み期間中の活動
範囲を広げるために、公民館の会議室、
和室等を開放し勉強、読書等に活用しても
らう。また、地域の人材を積極的に活用す
ることにより、子供たちの学びの環境の充
実を図るとともに学校と地域の互恵関係を
生み出し、地域の協力や地域の生きがい
づくり、地域コミュニティの充実を図る。内
容:学習の場の提供

91 Ｇ

294
芳賀小学校家庭教育
学級

教育講演会、PTA勉強会、芳賀っこ祭協
力、子育て講座等

495 Ｃ

295
郡山第四中学校家庭
教育学級

教育講演会、環境整備、進路学習会等 305 Ｃ

296
第39回芳賀地区市民
文化祭

日頃の芸術・芸能学習活動の成果を一般
市民に発表する機会をつくり、社会教育の
役割について理解を深め、芳賀地区の文
化の振興と向上をはかり、もって明るく住
みよい文化的なまちづくりに寄与すること
を目的とする。内容：文化祭

1,384 Ｆ Ｅ

297
第42回芳賀地区市民
大運動会

芳賀地区の体育の振興、地域住民の健康
増進と相互親睦を深め連帯意識の高揚を
図る。内容:運動会

287 Ｉ Ｅ

298 芳賀地区観桜会
芳賀地区住民相互の親睦と地域の発展と
明るいまちづくりに寄与する。内容:その他
集会

131 Ｅ

299
第46回芳賀地区親善
球技大会

球技大会を通じて地域住民の体育の振興
と健康の増進・相互親睦を深め連帯意識
を高める。内容:ソフトボール、バレーボー
ル、グラウンドゴルフ

553 Ｇ Ｅ

300
第28回芳賀地区敬老
会

ふれあいと連帯感に支えられた地域の中
で、老人福祉の高揚をはかり高齢者が親
近感と充実感をもって気軽に参加できる機
会をつくる。内容:敬老会

1,242 Ｅ

301
第29回郡山東地区親
善スポーツ大会

郡山市東地区の体育の振興、地域住民の
健康増進と相互親睦を図り、明るく住みよ
いまちづくりに寄与すること。内容：バレー
ボール大会

169 Ｅ

302
芳賀の里クリスマスコン
サート

地域住民が音楽に接する機会を設け文化
と教養を高め、青少年の健全なる育成に
寄与し地域の一体感を醸成する。地域で
活動する各音楽クラブ団体の発表の場と
して、生きがいや達成感を実感し、地域の
活性化を図る。内容:コンサート

196 Ｅ

303
開成学びの杜（高齢者・
成人合同学級）

健康で明るい、いきいきとした生活を送る
ために、仲間づくりをしながら心豊かな人
間性を育むことを目的とする。内容:文化
財、郷土史、体操、料理、健康等

279 Ｇ

304
開成メンズ倶楽部（団
塊の世代）

地域コミュニティー活動の活性化や、地域
活動に参加する足掛りとして、これからの
第二の人生を有意義なものにしてもらう
きっかけづくりとなることを目的とする。内
容:そば打ち、デジカメ、水彩画、ノルデック
ウォーク、漢字、しめ縄、オセロ大会協力
等

49 Ａ・Ｇ



305
青少年対象事業「和菓
子つくり」「書初め教室」
「オセロ大会」

子どもたちに様々な経験をさせる機会を与
え、自主性や協調性を養うことを目的とす
る。内容:菓子つくり、書初め、オセロ大会

50 Ｇ

306
市民学校「クレイクラフ
ト教室」

地域社会の中で、趣味教養の分野をとお
し親睦を深めながら共に学び、創造性豊
かな潤いのある生活向上を目指すことを
目的とする。内容:樹脂粘土

49 Ｇ・Ｉ

307 市民学校「健康教室」

日常生活を健康で明るく楽しく過ごせるた
めの健康づくりと参加者同士の交流を深
めることを目的とする。内容:足もみ、頭皮
ケア、ぞうり作成、三味線

75 Ｇ

308
開成小学校家庭教育
学級

学習会、クラフト、視察研修、陶芸、教育講
話、そば打ち、菓子つくり等

139 Ｃ

309 開成地区市民文化祭
地区市民の親睦、交友の輪を広げ、文化
の向上に寄与する。内容:文化祭

654 Ｆ Ｅ

310
開成地区親善球技大
会

開成地区に住む市民が一堂に会し、健康
づくりと親睦を図りながら地域民としての
連帯感を深め、明るいまちづくり推進に寄
与することを目的とする。内容:バレーボー
ル、ソフトボール

202 Ｉ Ｅ

311
開成地区市民大運動
会

地域の人々が一堂に集い、親睦を図り健
康を増進し、市民としての連帯感を深め、
明るいまちづくりを推進する。内容:運動会

1,023 Ｅ

312
開成地区少年少女球
技大会

夏季休業中の生徒指導の一環として、本
大会の練習・試合等を通じて地域の子ども
たちの非行防止・健康の増進・連帯感の
育成を図るとともに、関係団体が協力し
て、開成地域の子どもたちの健全育成を
図ることを目的とする。内容:球技大会

672 Ｅ

313 開成地区敬老会
多年にわたり社会に貢献してきた高齢者
を地域全体で敬愛し、長寿を祝い感謝す
ることを目的とする。内容:敬老会

1,207 Ｅ

314
開成地区新春の集い及
び創立40周年記念事業

開成地域公民館が地域住民の生涯学習
の拠点として、また、地域の拠り所の施設
として、創立されて以来40周年の節目を迎
える。そこでここに地域住民と祝い、今後
の公民館の果たす役割を更に充実発展さ
せる契機とする。内容:記念事業

218 Ｅ

315 人形劇教室
人形劇を鑑賞することにより、青少年に夢
と希望をもたせ、青少年の健全育成を図
る。内容:人形劇

53 Ｅ

316
星の宅配便「星空かん
さつ会」

星空の世界に親しみを持ち、その日の夜
に見られる星座や宇宙の幅広い現象など
を紹介しながら、夜空の月と星が時間とと
もに位置が変化していくことを実際に観察
し、子ども達の知的好奇心を育て自主的
な学習意欲を向上させる。内容:天体観測

148 Ｇ

317
第39回桜地区市民文
化祭

地域住民の文化の向上と生涯学習に対す
る意識の高揚をはかり、地域の親睦を深
めると共に、活気に満ち溢れる明るいまち
づくり推進する。内容:文化祭

918 Ｉ Ｅ

318
第51回名倉地域市民
大運動会

名倉地域市民が一堂に会し健康増進と親
睦を深め、地域の発展を目的として明るく
住みよい地域づくりに資する。内容:運動
会

537 Ｉ Ｅ

319
青少年健全育成桜地
区協議会事業「ものづく
り教室」

身近なもので作品をつくり、手づくりの良さ
や完成の喜びを味わったり、地域の方々と
繋がりを持つ。内容:クラフトバンド

22 Ｇ Ｅ

320
名倉地区納涼盆踊り大
会

名倉地区市民が一堂に会し、名倉伝承教
室の子どもたちの成果発表と地域住民の
盆踊りへの参加を通じて、親睦と三世代交
流を図ることを目的として、明るく住みよい
地域づくりに資する。内容:盆踊り

593 Ｉ Ｅ



321 名倉地区敬老会

多年にわたり貢献された方々の労をねぎ
らい、感謝の意を表すと共に、長寿と健康
を祝福することを目的とし、明るく住み良い
地域づくりに資する。内容:敬老会

340 Ｅ

322 名倉地区防災訓練

災害が発生した際に、関係機関及び関係
団体と連携して、住民一人ひとりが効果
的、円滑及び組織的に活動できるよう、災
害対応能力の向上と防災意識の高揚を図
る。内容:防災訓練

110 Ｉ Ｅ

323
桜地区少年の主張発
表大会

日常生活の中で、気づいたこと、考えてい
ることなどを大勢の方々に理解していただ
く機会を提供することにより、社会の一員
として自覚を持たせる契機にするととも
に、青少年の健全育成に対する一般の理
解を深める。内容：少年の主張

80 Ｇ Ｅ

324
青少年健全育成桜地
区協議会事業「３Ｂ体操
教室」

ロコモ運動のひとつで、３Ｂ体操を体験しリ
ズム感、柔軟性を養う。芸能祭の練習に
向けて参加した友達と気持ちを一つにし目
標を達成しようとする。内容:3B体操

39 Ｉ Ｅ

325 百人一首教室
高校生に百人一首について指導を受け、
ふれあいながら百人一首について興味を
持つ。内容:百人一首

17 Ｉ Ｅ

326 ミニ門松つくり

日本のならわしである門松を自分の手で
作ることで伝統文化にふれるとともにみん
なで作業する楽しさを味わう。内容:門松つ
くり

17 Ｉ Ｅ

327
青少年健全育成桜地
区協議会事業「だんご
さし」

日本の伝統行事の一つである「だんごさ
し」の由来を友達や家族とともに学び、楽
しく体験することで伝統行事を見直し、継
承することの大切さを感じる。内容:だんご
さし

32 Ｅ

328 名倉学園

健康で楽しく生きるために知識や技術を習
得し、心豊かで潤いある生活をおくる。学
園生の交流を図り地域活性化の一助とす
る。内容:歴史、くすり、ヨガ、草木染、食生
活、コンサート等

116 Ｇ

329 桜友学園

今後の豊かな人生を過ごすために知識を
習得し、受講生同士の交流を図り、心豊か
な潤いのある生活を送る。地域活性化の
一助とする。内容:館外学習、運動、歴史、
新聞読み方、文化祭作品、文化祭参加、
コンサート等

225 Ｇ

330 男のキャンパス

地域の人材を生かし、受講生同士の親睦
を図ると共に公民館活動に関心を持ち、
男性の地域社会への参加により地域発展
に寄与する。内容:出前講座、館外学習、
歴史、文化祭参加、料理等

78 Ａ・Ｇ

331 名倉太鼓伝承教室
異年齢の仲間と協力し、盆踊り大会で地
域の方々とひとつとなり参加する喜びを分
かち合う。内容:太鼓

135 Ｇ

332
青少年対象事業「桜
塾」

体験活動を通して人間関係の構築を図り
ながら、地域を元気にする人づくりを目指
す。内容:読書感想文、科学実験、座禅、
料理等

84 Ｇ

333
市民学校「安積疏水の
水しるべ」

先人たちが残した歴史を知ることによっ
て、我がまち「ふるさと」の発展を静かに見
ることができ、地域の活力の源とする。内
容:疏水の歴史等。

88 Ｇ

334
秋の夕べ。癒しのコン
サート

オカリナやピアノの美しい音色を聞くことで
日頃の疲れを癒し心に潤いを与えるような
コンサートを目指す。内容:コンサート

38 Ｇ

335 桜スマイル

多様な講座を体験しながら、自分を見つめ
直し自分らしくより魅力的な生き方を考え
る。内容:認知症、生け花、折り紙、健康、
漢字、料理等

108 Ｇ



336
のびのびサマースクー
ル

小学生児童等を対象に、夏休み期間中の
活動を広げるため公民館の会議室を開放
し、勉強、室内活動などに自由に活用して
もらう。内容:教室開放、なかしばなし等。

33 Ｇ

337
桜小学校家庭教育学
級

救命救急法、給食試食会、菓子つくり、パ
ステル画、料理、教育講演会等

198 Ｃ

338
名倉地区新春顔合せ
会

新年を祝い、地域発展への士気を高め親
睦を図ることを目的とする。内容:新年会

191 Ｅ

339
青少年健全育成桜地
区協議会事業「七夕ま
つり・流しそうめん」

地域行事に参加し、七夕の由来を知り、子
ども達と地域の交流を深め、地域全体で
青少年健全育成の推進を目指す。内容:七
夕、流しそうめん等

100 Ｇ Ｅ

340 くわの友・遊学園

５０歳以上の男女が楽しみながら学習する
ことにより、健康で生きがいのある生活を
見出し、心豊かな生活を送ってもらい世代
間交流も深めていく。内容:館外学習、陶
芸、茶道、介護、川柳、美文字等

189 G

341
生涯現役！～めざせ！
ぴんぴんころり～

地域住民との繋がりをもちながら健康寿
命を継続し、生涯現役をめざす。内容:料
理、体操、認知症、けが防止等

96 G

342
つなぐ・つながる・地域
づくり

地域の実情、現代的課題や社会的問題な
どに応じ、地域との連携や協働を図りなが
ら学習の機会を提供する。内容:歴史、館
外学習、救急法、工作、ケーキつくり等

118 G

343
メンズ倶楽部・ダン
ディー講座

いろいろな年代の男性が集まり、多彩なプ
ログラムに挑戦し良き仲間を作る。地域づ
くりの一員として活躍する端緒とする。内
容:料理、太鼓、そば打ち、鬼瓦、ストレス、
文化祭協力、寄植え、もちつき等

92 Ａ・Ｇ

344 くわの子育てサロン

核家族化が進み、桑野地区も夫婦と子供
だけの世帯が多い。子育て中のお母さん
が孤立して悩みをひとりで抱え込まないよ
うに親同士の交流の場をつくり、親として
の自信を深める一助とする。地区社会福
祉協議会と協力して開催。内容:リトミック、
工作、講話、デザート、体操等

196 Ｃ

345 くわのっ子スクール

夏・冬の長期休みや季節行事で、日頃体
験できない体験学習・創作活動を通じて、
創造性や協調性を養い地域との交流を促
進することを目的とする。内容:ポスター、
卓球、太鼓教室、流しそば、書初め、料理
等

104 Ｇ

346
桑野小学校家庭教育
学級

ケータイ・スマホ安全教室 306 Ｃ

347
第44回桑野地区市民
文化祭

地域住民の教養と生活文化を高めるた
め、日頃の創作活動及び研究の成果を一
堂に展示発表し一般公開と鑑賞の機会を
通じ、地域住民の親睦と教養を深め、連帯
意識の高揚を図る。内容:文化祭

1,200 Ｆ Ｅ

348
第42回桑野地区親善
球技大会

スポーツを通して住民の親睦と体力の向
上を図る。内容:グラウンドゴルフ、ソフト
ボール、バレーボール

473 Ｅ

349
第42回桑野地区市民
体育祭

地域住民の老若男女が一堂に会し、体力
の向上と親睦を深めると共に明るく住みよ
い町づくりと健康で楽しい家庭づくりを推
進する。内容:運動会

1,061 Ｅ

350 オセロ大会

地域の小学生を対象に、オセロ大会をと
おして子ども同士がふれあい、交流を深め
心身共に健全で明るい青少年の育成を図
る。内容:オセロ大会

32 Ｇ Ｅ

351
夏季休業時青少年育
成懇談会

夏季休業の時期になり、桑野地区におけ
る青少年の健全育成のために参加者が資
料を持ち寄り、青少年を取り巻く環境など
の情報を共有し意見交換の場とする。内
容:懇談会

23 Ｃ



352
野外体験活動（青少
協・夏の体験学習）

子どもたちが様々な事柄を体験して、学校
での学習とは違う社会性や信頼関係を作
り上げ生きる力を育む。内容:魚つかみ、
野菜収穫等の自然体験

35 Ｇ Ｅ

353
青少年健全育成協議
会「親子納涼祭り」

第４１回桑野地区盆踊り大会にあわせて
開催。青少協として一角を運営し、親子で
地区の行事に参加して交流を深める。内
容:盆踊り

200 Ｉ Ｅ

354
桑野地区少年・少女の
主張発表会

桑野地区の児童・生徒が日頃考え、感じ
ていることを大勢の前で発表する。また社
会の一員としての自覚を持たせる契機に
するとともに、青少年の健全育成に対する
一般の理解を深めることを目的とする。内
容：少年の主張

150 Ｅ

355 春のお楽しみ会

青少年健全育成桑野地区協議会の主催。
学年、男女の別なくみんなでレクリエーショ
ンやビンゴ大会を楽しみ、交流を深める。
内容:レク、ビンゴ

39 Ｇ

356 お菓子のいえづくり

青少年健全育成桑野地区協議会の主催
講師や育成指導員の指導のもと子どもた
ちが助け合いながら、お菓子のいえを完
成させる。内容：お菓子づくり

24 Ｉ Ｅ

357
のびのび公民館サマー
スクール

福島第一原発事故の影響により、夏休み
期間中、自由に外で遊べない小学生児童
等を対象に、公民館の会議室、和室等を
開放し、勉強、読書などに自由に活用して
もらう。内容:自主学習

165 Ｈ

358
青少年健全育成春季
懇談会

各種団体の活動状況報告があり春季休業
時の事故、非行防止のための協力体制に
ついて確認した

22 Ｃ

359 さわやか学級

高齢者を対象に、心身ともに健康で豊か
な生活をするために、多分野に渡り学習
すると共に、受講生同士の親睦を図り交
友の輪を広がることを目的とする。内容:運
動、絵付け、植物講座、館外学習、脳ト
レ、人形劇等

246 Ｇ

360 きらめき学級

心豊かで生きがいのある人生を送るた
め、自ら社会生活上の様々な課題につい
て学習し、必要な教養や知識を身につけ
るとともに、地域活動等の中で反映させて
いくことを目指す。内容:ヨガ、料理、小物つ
くり、マッサージ、館外学習等

201 Ｇ

361 男の休日クラブ

退職後に、それぞれの個性や能力を十分
に活かしながら、健康で生きがいとやりが
いをもって暮らしながら地域づくりに貢献
できる人材の育成を目的とする。内容:七
宝焼き、写真、健康、料理、劇観賞、ボウ
リング等

75 Ａ・Ｇ

362 夏休み学習サポート

 小学生児童等を対象に、夏休み期間中、
公民館を利用し夏休みの宿題のサポート
をし児童の夏休み活動を支援することを目
的とする。内容:宿題、工作

84 Ｇ

363 久留米押し絵伝承教室
久留米地域に伝承される久留米押し絵を
地域住民に広く伝えることによって、後世
に残し発展させる。内容:押し絵

98 Ｇ

364 子育て支援「くるめっこ」

学校週五日制に対応し「地域の子どもは
地域で育てる」という理念にたち、久留米
地域の子どもを対象とした事業を開設し、
スポーツや体験活動を通して、子ども達の
健全育成を図ることを目指す。内容:竹細
工、ボウリング、小物、お菓子、スケート等

285 Ａ・Ｇ

365
第39回久留米地区市
民文化祭芸能祭

市民文化作品展及び、芸能祭を通して地
域の皆さんに、日頃の活動の成果を広く
発表、鑑賞していただくことにより、創る人
と鑑賞する人の出会いの場を作り、日頃
の文化活動への参加と意識高揚を図って
いく。内容：文化祭、芸能祭

1,612 Ｆ Ｅ



366
第45回久留米地区親
善球技大会

地域住民が一堂に会し、親睦を図るととも
に、スポーツを通して健康を増進し、市民
としての連帯感を深め、明るいまちづくり
に寄与する。内容:ソフトボール、バレー
ボール、グラウンドゴルフ

459 Ｇ Ｅ

367
第45回久留米地区市
民大運動会

地域市民が一堂に会し、親睦を図り健康
を推進するととに、市民としての連帯感を
深め、明るいまちづくりの推進に寄与す
る。内容：運動会

856 Ｅ

368 久留米地区敬老会

多年にわたり社会に貢献されてきた高齢
者の方の労をねぎらい感謝の意を表すと
ともに、長寿と健康を祝福することを目的
とする。内容:敬老会

780 Ｉ Ｅ

369 久留米地区新春の集い

久留米地区内の各種機関団体長が一堂
に会し、団体相互の親睦を深めることによ
り、久留米地域の発展、明るいまちづくり
の推進を図ることを目的とする。内容:新年
会

150 Ｅ

370
久留米いきいき百歳体
操

地域住民がいきいきと生活するために必
要な体作りをする。また受講生同士が交
流し地域における連帯感の高揚を図る。
内容:運動

70 Ｇ

371 クッキングアラカルト

料理を通していきいきとした日常を送るた
めの知識を習得すると共に、外国人講師
により異文化に触れる。内容:インド、フィリ
ピン、エジプト料理

33 Ｇ

372 桃見学級

講座を通し喜びや癒しを得て、生きる希望
を見出していく。さらに「笑顔あふれる桃見
台！笑う門には福来る！！」をテーマに地
域活動に参加するためのきっかけづくりの
一助とすることを目的とする。内容：館外
学習、認知症サポーター、吹き矢、交通安
全、草木染、コンサート等

219 Ｇ

373 男のこだわり塾

団塊の世代の地域参画や男性の家庭や
地域での生活の充実を目的とする。内容:
認知症、館外学習、料理、歴史、交通安
全、ロコモ、文化祭参加等

204 Ａ・Ｇ

374
青少年対象事業「トライ
キッズスクール」

高校生ボランティアや大学生ボランティ
ア、桃見学級や地域ボランティアなど、
様々な年代の人々と季節毎の行事や様々
な体験を通して、お互いを思いやる気持ち
や達成感を味わい、健全な育成を図る。
内容:宿題、交通安全、おやつつくり、自然
の家、卓球、ロコモ等

217 Ａ・Ｇ

375
青少年対象事業「ボラ
ンティア体験」

小学生児童や地域住民、大学生ボラン
ティアなど様々な人達と触合う中で、自分
自身の可能性と必要性に気づく。内容：宿
題指導、文化祭補助等

88 Ａ Ｄ

376
市民学校「一閑張りに
チャレンジ」

一閑張りづくりをとおして、公民館を利用し
たことのない住民の公民館利用を促し、自
分たちの住む地域の行事へと積極的に参
画できるよう育成を目指す。内容:一閑張り

82 Ｉ

377
桃見台小学校家庭教
育学級

科学、ダンス、救急救命法、親子活動、カ
フェトーク等

483 Ｃ

378 ももみフィメールクラブ

高校生ボランティアや大学生ボランティ
ア、桃見学級や地域ボランティアなど、
様々な年代の人々と季節毎の行事や様々
な体験を通して、お互いを思いやる気持ち
や達成感を味わい、健全な育成を図る。
内容:フラワーアレンジメント、文化祭作
品、菓子、ダイエット等

45 Ｇ

379
桃見台地区市民文化
祭

桃見台地区住民が日頃培った創作活動の
成果を発表、鑑賞する機会を通し、文化生
活の向上と地域住民間の親睦を深め、明
るいまちづくりに寄与する。内容:文化祭

966 Ｆ Ｅ



380
桃見台地区スポーツレ
クリエーション大会

桃見台地区住民の連帯意識の高揚と親
睦、健康増進と体力づくりをねらいとし、明
るく住みよい地域づくりを推進する。内容:
スーパーカロム、ソフトバレーボール

261 Ｉ Ｅ

381
桃見台地区市民大運
動会

市民大運動会を通して地域の人々が一堂
に集い、連帯意識の高揚と親睦を深め、
健康で明るく住みよい地域づくりを推進す
る。内容：運動会

1,293 Ｅ

382 桃見台地区敬老会

多年にわたり社会に貢献されてきた高齢
者の方の労苦をねぎらい、感謝の意を表
するとともに、長寿と健康を祝福することを
目的とする。内容：敬老会

963 Ｅ

383
桃見台新年顔合わせ
会

新年を祝い、地域発展への士気を高め親
睦を図る

102 Ｅ

384 大島虹の架け橋隊

高齢者の経験・知恵・技術を活かし世代交
流の輪を広げ次世代に伝授していく。地域
の歴史、自然、文化について学習し楽しく
心豊かに有意義な高齢期を過ごす。内容:
館外学習、健康、介護、料理、漢字、三世
代交流等

136 Ｇ

385
アンチエイジングスクー
ル

女性の生きがいや社会参加について、自
分の足元から見つめ、学習を通して、女性
としての感性を磨くとともに、明るい家庭づ
くりや地域づくり等に積極的に活動できる
ようにすることを目的とする。内容:ツボ健
康、館外学習、ボランティア、スムージー、
マーブルアート、法律、パン等

201 Ｇ

386 MEN`S　CLUB

働き盛りや団塊の世代の男性が講座に参
加し、今までとは違う仲間づくりの中で親
睦を深め、地域の行事参加を支援するとと
もに、公民館事業への協力者になってい
ただくことを目的とする。内容：バルーン
アート、工作、卓球、館外学習、文化祭協
力、各種行事ボランティア、料理等

158 Ａ・Ｇ

387
市民学校「小説で全国
漫遊」

書物の題材となった場所や人物を学習し、
旅行気分を味わったりしながら読書の楽し
み方を多方面から学ぶ。内容:万葉集、平
家物語、八重の桜等

92 Ｇ

388
青少年対象事業（けや
きっ子除く）

地域との交流や体験活動をとおして、社会
性を身につけ、個性や能力を発揮し、主体
的に判断し行動できる青少年の健全育成
を推進する。内容:夏休学習、そば打ち、ネ
オホッケー、人形劇、書初め、パンつくり等

489 Ｇ

389 けやきっ子事業

地域の自然や文化、特に日本古来の伝統
や風習に興味や関心を持ち、世代間交流
により親睦と社会性を身につけ、心豊かな
情操を育む。内容:おはなし会、バルーン
アート、門松、切り絵、もちつき等

402 Ｇ

390 中学生の居場所作り

夏休み中に学校とは違う環境や人とのふ
れあいの中で過ごす時間を通し、これから
の学校生活や進路などに役立つ物を見つ
ける場を提供する。内容:学習の場の提供

19 Ａ・Ｇ Ｄ

391
大島小学校家庭教育
学級

日本茶、アクセサリー、視察研修、子育て
コーチング、懇談会等

73 Ｃ

392
郡山第五中学校家庭
教育学級

教育講演会、研修旅行、折り紙教室等 51 Ｃ

393
第35回大島地区市民
文化祭

地区市民の日頃の研究・創作・練習の学
習成果発表の場として文化祭を開催し、作
品展示や演技発表をとおして地区市民の
連帯感と親睦を深め教養の向上と生活文
化の発展を期し、明るいまちづくりに寄与
する。内容：文化祭

1,678 Ｆ Ｅ

394
第34回大島地区市民
球技大会

大島地区の親睦を深めながら健康増進を
図り、明るい住みよい地域づくりに資す
る。内容:ソフトボール、バレーボール、クロ
リティー

858 Ｆ Ｅ



395
第34回大島地区市民
大運動会

明るいまちづくり推進運動の一環として、
地区内各層の一般市民が多数参加し、相
互の体力づくりに務める。内容：運動会

750 Ｆ Ｅ

396
クリスマスふれあいコン
サート

大島地区のすばらしい音楽文化を伝承し
ていく一環として、また、地域住民が気軽
に鑑賞できる場を提供し、音楽を通して皆
さんがふれあえる地域ぐるみのコンサート
を開催する。内容:コンサート

494 Ｇ

397
大島地区合同新年祝
賀会

大島地区市民が一堂に会し、新年の抱負
を語るとともに親睦を深め、住みよいまち
づくりを推進する。内容：新年会

125 Ｅ

398 学びの杜　ハナミズキ

心豊かな人生を過ごすために多分野につ
いて学び、世代を超えて交流を図りなが
ら、学ぶ喜びと生活の向上を目指す。内
容:館外学習、電気情報、パステル画、歴
史、古典、音楽、体操等

183 Ｇ

399
団塊世代の地域デ
ビュー入門講座「男塾
KAORU」

地域の教育力向上を目指すとともに、地
域における様々な課題について多種多様
な経験を活かし地域活動に参加するため
の足がかりとする。また、地域活性化の概
念のもと第二の人生を有意義なものとす
る。内容:館外学習、自然科学、自主企画、
文化祭参加、古典等

73 Ａ・Ｇ

400 ふるさと歴史講座

新規受講者が２割を超え、歴史への関心
の高さがうかがえた。館外学習では三春
の歴史や伝説について現地で詳しい説明
を受けたことから中身の濃い学習となり、
とても意義のあるものとなった。２回目以
降も各地に残る石碑やなどが伝説の発端
になったことの裏づけとなっていることなど
興味深い話が多く、受講生から「来年も」
の声が多くあがった。

73 Ｇ

401
青少年対象事業　げん
きっ子くらぶ（前期・後
期）

学級制で全・後期でそれぞれ受講生募集
20名を募集し満了。参加率もおおむね良
好。異学年の子ども間の交流もみられた。
当公民館においては、受講者層が小学校
１～３年生に集中する傾向があり、また、
この年齢は学年ごとの成長度合いの差が
大きいため、参加者全員が負担無く楽しめ
るような活動の立案、運営が今後の課題
である。

369 Ｇ

402
青少年対象事業　かお
る民話茶屋

２５年度から実施している「子ども語り部教
室」や「かおる民話茶屋」の経験を生かし、
薫地区及び市内の経験者等に参加を募
り、民話や他のお話にも一層興味・関心を
持たせるとともに、聞いたり語ったりするこ
とによって、表現力向上の一助になること
をめざす。また、３つの公民館（高瀬、永
盛、薫）の合同事業を実施し、子ども語り
部の交流と３つの公民館の連携を図るよう
にする。内容:民話

102 Ａ・Ｇ

403
レクリエーション事業
「オセロ大会」

オセロゲームをとおして相互の理解と連帯
意識を高めると共に、健康で明るい家庭
やまちづくりを目的とする。内容:オセロ大
会

35 Ｇ

404
薫小学校家庭教育学
級

演劇鑑賞、視察研修、ストレッチ、ヨガ、料
理、陶芸、懇談会等

79 Ｃ

405
郡山第一中学校家庭
教育学級

着付け、ハーブ、視察研修、工作、ケー
キ、クラフト、教育講話等

89 Ｃ

406
第35回薫地区ふれあい
市民文化祭

地域および公民館利用者の学習成果を発
表し、相互に鑑賞することにより、豊かな
情操を養い、親睦を図るとともに、文化の
向上を目指す。内容:文化祭

986 Ｆ Ｅ

407
第36回薫地区ふれあい
市民大運動会

薫地区市民相互の親睦を深め、体育の振
興・健康の維持増進を図ることを目的とす
る。内容:運動会

284 Ｅ



408
平成28年度薫地区親
善スポーツ大会

スポーツ大会を通して、薫地区市民相互
の親睦を深めるとともに、体育の振興と健
康の維持増進を図る。

57 Ｇ Ｅ

409
青少年事業「げんきッ
子くらぶ」（前期）

様々な体験を通し気づき考え行動できる
子ども、さらに、自分で考え体を動かし体
感する中から、いろいろな分野を学ぶこと
の楽しさ創意工夫することの楽しさを味わ
う。内容:料理、陶芸、館外学習、草木染、
工作、文化祭参加等

196 Ｃ・Ｇ

410
青少年事業「げんきッ
子くらぶ」（後期）

様々な体験を通し気づき考え行動できる
子ども、さらに、自分で考え体を動かし体
感する中から、いろいろな分野を学ぶこと
の楽しさ創意工夫することの楽しさを味わ
う。内容:料理、陶芸、館外学習、草木染、
工作、文化祭参加等

173 Ｃ・Ｇ

411
青少年事業「少年の主
張」発表大会

小中学生が日ごろの自分の思いや社会に
対して伝えたいことを、主張し発表する機
会を持たせることで、自己の考えをより深く
追求し内面の充実を図るとともに、自主性
や社会性、表現力を養う。内容：少年の主
張

155 Ｆ・Ｇ Ｅ

412
青少年事業「標語コン
クール」

子どもたちの心身の健やかな成長を願
い、薫小児童から青少年健全育成に関す
る標語を募集する。家族で標語を考えるよ
う働きかけることにより、家族団欒の機会
とするとともに、一人ひとりが地域の一員
であるという意識を持つ。内容：標語募集

28 Ｇ Ｅ

413
暮れの集い「餅つき大
会」

昔ながらの伝統行事を体験し、世代間の
交流を図ることを目的とする。内容：餅つき
大会

95 Ｇ Ｅ

414
青少年事業「食育講
座」

日常、食している食事に目を向け、食の大
切さを考える機会とする。また、実際に食
事を作る体験をすることにより、作る喜び
と家族への感謝の気持ちを持つ。内容：お
菓子・中華まん・すし・大福つくり等

74 Ｇ

415
青少年事業「ロコモ対
策講座」

体を動かすことの楽しさを味わいながら、
健康を保持することの大切さとその意味を
考えるきっかけとする。内容：スポーツチャ
ンバラ、インラインスケート、ダンス、スト
レッチ等

80 Ｇ

416
薫地区新年顔合わせ
会

地域住民や公民館利用団体の交流・地域
参加の場とする。

99 Ｇ

417 補導活動

薫小学校児童、郡山一中生徒の安全な登
下校のために危険箇所・交通安全等に配
慮しながら見守り、必要に応じて改善に努
め青少年の健全な育成に寄与する。内
容：補導

30 Ｇ

418
成人対象事業「あかぎ
の広場」

健康づくり、仲間づくり、生きがいを目的に
地域住民が楽しく学び語りあう憩いの場と
して交流や親睦を図る。内容:体操、遺言、
紙芝居、工作、絵付け、食育、館外学習等

177 Ｇ

419
男性対象事業「チャレン
ジ講座」

地域コミュニティ活動の活性化や、地域の
教育力向上、福祉、子育て、環境問題など
地域における様々な知識や技術、経験を
いかして地域活動に参加するための足懸
りとして、またこれからの第二の人生を有
意義なものにしてもらうきっかけづくりとし
て、本講座を開設する。内容:金融、安佐
か疏水、エネルギー、文化祭作品、世代交
流、運動、能楽等

92 Ｇ

420
青少年対象事業「あか
ぎジュニア夏休み教室」

管区内の小学生を対象に夏休み中に活
動範囲を広げ様々な体験を通し、また、異
学年との交流、親睦を図ることにより自主
性・協調性・思いやりの心を育てる。内容:
宿題、卓球、ポスター、工作等

201 Ａ・Ｇ



421
青少年対象事業「あか
ぎジュニアスクール」

管区内の小学生を対象に様々な体験を通
し、また、異学年や世代間の交流、親睦を
図ることにより自主性・協調性・思いやりの
心を育てる。内容:地域散策、菓子、書道、
だんごさし、パン等

117 Ｇ

422
女性対象事業「女性の
ひろば　ステップアップ
講座」

学びを通して親睦を深め、女性らしい感性
を養うことで、心身ともにゆとりをもち、ス
テップアップする。内容:タブレット、フラ
ワーアレンジメント、百人一首、館外学習
等

118 Ｇ

423
青少年対象事業「プレ
ゼント大作戦」

家族への思いやりや感謝の心を学び、手
作りの楽しさを学ぶ。内容:父の日、母の日
プレゼント

52 Ｇ

424
青少年対象事業「オセ
ロゲーム大会」

オセロゲームをとおして実技を学び、仲間
づくりと家庭での親子の対話により明るい
家庭づくりを目的とする。内容:オセロ大会

37 Ｇ

425
赤木小学校家庭教育
学級

心肺蘇生法、工作、研究大会、視察研修、
料理等

133 Ｃ

426
第36回赤木地区市民
文化祭

地区住民が日頃の文化活動の成果を一
般に公開し、相互に鑑賞し合い、館区住民
の教養の向上と生活文化の発展を期し、
各種団体の協力のもとに行うことを目的と
する。内容:文化祭

574 Ｆ Ｅ

427
第36回赤木地区市民
大運動会

地区住民が一堂に集い、体力の向上を図
るとともに親睦を深め、健康な体と明るく
住みよいまちづくり、家庭づくりを推進する
ことを目的とする。内容:運動会

545 Ｅ

428
第36回赤木地区球技
大会

地域住民の親睦と体力づくりをめざし、球
技をとおして健康で明るい家庭づくりと地
域づくりを目的とする。内容:バレーボー
ル、ソフトボール

250 Ｅ

429
郡山自然の家「自然・
出会い・感動の体験」

赤木小学校１年生～３年生を対象に、郡
山自然の家にて仲間づくり、体力づくりを
目的にレクリエーションを通して交流する
ことを目的に協調性、思いやりの心を育み
楽しい体験をさせる。内容:レクリエーション

45 Ｇ Ｅ

430
少年・少女の主張作文
発表会

赤木地区の小・中学生を対象に自分の住
んでいる地域社会や学校、各家庭の中で
日頃考えていること、実践していることなど
体験を通して建設的な意見を述べることに
より社会の一員としての自覚を持たせ、一
般の方々に理解を得る機会とする。

50 Ｇ Ｅ

431
お楽しみ会（明るいま
ち）

ロコモティブシンドロームの予防と伝統食
の理解と継承。あわせて地域の各世代が
一緒に活動することで、地域の一員として
の自覚を育み地域コミュニティの充実を図
ることを目的とする。内容:レクリエーショ
ン、餅つき等

135 Ｅ

432 赤木地区新年会

新年を迎え、各種団体の関係者が一堂に
集い、新春を祝い、語り合い融和を図りな
がら地域の発展向上に資するための場と
する。内容:新年会

152 Ｅ

433

青少年健全育成赤木
地区協議会「ロコモティ
ブシンドローム対策事
業」

体力づくりと心身共に健康で明るい子ども
の育成を目指し、からだを動かす楽しさを
学ぶ。内容:よさこい踊り

47 Ｇ Ｅ

434
青少年健全育成赤木
地区協議会「食育講
座」

食の大切さを学び、健康で丈夫な体づくり
をする。内容:食育講座

54 Ｇ Ｅ

435 若草学級

心身ともに健康で豊かな生活を送るため、
現代社会で必要な知識を習得し知性と教
養を高め地域貢献や地域の教育力の向
上を図る。参加者同士の交流を深める。
内容:館外学習、コンサート、防災訓練、文
化祭参加、美文字、料理等

209 Ｇ



436

市民学校「歴史講座」
①奥の細道福島紀行
②万葉集安積山につい
て

歴史を通して教養を高め、ゆとりある心を
養うとともに、楽しく学び親睦を図る。内容:
歴史、万葉集

110 Ｇ

437 市民学校「一閑張り」

物作りを通して手作りの楽しさを知り、日
常生活に必要な知識や技術を学ぶ。学級
生同士の交流を深め、楽しく豊かな生活を
送ることを目的とする。内容:一閑張り

65 Ｉ

438
団塊世代「ちょいボラ講
座」

地域コミュニティ活動の活性化や、地域の
教育力の向上、福祉、子育て、環境問題
など地域における様々な課題について、
団塊の世代や高齢者のもつ多種多様な知
識や技術、経験を生かして地域活動に参
加するための足懸りとして、またこれから
の第二の人生を有意義なものにしてもらう
きっかけ作りとすることを目的とする。内
容:防災、文化祭参加、そば打ち、美文字
等

45 Ｇ

439 東部どんぐりクラブ

様々な活動を通して東部地区にある白岩
小学校と東芳小学校の児童間の交流を目
的とする。内容:料理、スポーツ、工作、お
菓子等

119 Ｇ

440 たけのこクラブ

白岩地区に伝わる盆踊り大会に参加する
ことで、自分たちも地域を支える一員であ
ることに気付き、それを伝承していく責任
感とそれに対する誇りを持たせる。また地
域の団体が地元の子どもたちを指導・支
援していくことで地域力の向上を目指す。
内容:三春甚句、太鼓、笛

101 Ｇ

441
のびのびサマースクー
ル

小中学生を対象に夏休み期間中の活動
範囲を広げるべく公民館の会議室を開放
し、勉強・読書などに自由に活用してもら
う。内容:学習、読書、工作、お菓子つくり、
ポスター等

157 Ｇ

442
東芳小学校家庭教育
学級

教育講話、視察研修、給食試食会、体操、
クラフト、ヨガ等

80 Ｃ

443
白岩小学校家庭教育
学級

視察研修、親子体操、クラフト、給食試食
会、パンつくり等

103 Ｃ

444 東部地区市民文化祭

地区住民が、日頃の創作活動及び練習の
成果を発表し、市民への公開と鑑賞の機
会を通して、住民相互の交流と親睦を一
層深め、明るい町づくりの推進に寄与する
ことを目的とする。内容：文化祭

570 Ｆ Ｅ

445
東部地区町内対抗ス
ポーツ大会

地域住民の体力づくりとレクリェーションを
かね、住民相互の親睦を図ると共に、明る
く住みよいまちづくりの推進に寄与する。
内容:グラウンドゴルフ、スポーツ吹き矢

207 Ｅ

446
東部地区市民大運動
会

東部地区体育振興、地区民の健康管理、
住民相互の親睦を一層深め連帯意識の
高揚を図り、人間が人間として生きがいの
ある活力にみちた明るいまちづくりの推進
に寄与することを目的とする。内容:運動会

747 Ｅ

447 東部地区敬老会

東部地域総ぐるみで意義ある敬老会を企
画することにより、敬老招待者が喜んで参
加でき、地域のふれあいの中で地域の特
性を生かした、実りある敬老会とすること
を目的とする。内容:敬老会

293 Ｅ

448 歩け歩け運動・大会
地域住民の親睦を深め、健康づくりのため
に月一回の運動を実施し、最後に大会と
し、裏磐梯五色沼遊歩道を歩いてきた

100 Ｇ Ｅ

449 東部地区新春のつどい
各種団体が一同に会し、新年にあたり抱
負を語り合い親睦を深め、東部地区の発
展と明るいまちづくりの推進を語り合った

173 Ｇ Ｅ

450
東地区親善スポーツ大
会

バレーボール大会 169 Ｆ・Ｇ Ｅ



451 橘ときめき大学

豊かな生涯学習社会と地域づくりを目指し
て、多様な内容を持つ幅広い学習機会の
提供に努めているが、講座や学習内容、
クラブ活動は趣味的な内容に偏りがちで
参加者も固定化・高齢化の傾向がみられ
る。そこで地域住民の学習ニーズに応える
とともに学習にニーズを掘り起こし、楽しく
学ぶ学習機会の拡充を目指すことを目的
とする。内容:安積疏水、災害、消費者トラ
ブル、衣生活、古典等

214 Ｇ

452 アイラブたちばな

地域商店街のシャッター街や住民の高齢
化により、年々地域の活性化が失われて
いく状況をうけ、橘地区のすばらしい人材
をクローズアップし、地域の良さを再認識
するとともに、地域の中核となる橘地区の
活性化を担う人材の育成を図る。内容:民
話、館外学習、行事協力、健康、菓子、虫
歯予防等

181 Ａ・Ｇ

453 橘ゆうゆう講座
民話、文化祭作品、館外学習、体操、法律
等

197 Ｇ

454 橘おとこ塾

退職後の人生を楽しく充実して生きるため
の支援として、家庭や地域での居場所づく
り、仲間づくりの機会を提供するとともに、
積極的な地域参画の機会を図る。内容:料
理、祭り協力、文化祭協力等

76 Ａ・Ｇ

455 橘ミニミニスクール

様々な活動を通していろいろな体験をし、
自主性や協調性を培い、心身ともに健康
な青少年を育てる。また、地域の大人や多
くの人との関わりを通して、豊かな人間性
や社会性を培う。内容:張子、宿題、野菜、
オセロ大会、書初め等

120 Ｇ

456
市民学校「パソコン教
室」

情報化社会を生き抜くために、パソコンの
利便性を享受する機会を提供し、教養の
向上と生活の更なる充実を図る。内容:パ
ソコン

64 Ｇ

457 橘お祭り広場

住民の高齢化により山車や神輿を出すこ
とができない町内会が多くなって来てい
る。そのような町内会と連携して公民館に
子どもから高齢者まで誰でも楽しめるお祭
り広場を設け、地域住民が一体になり、お
祭りを楽しむ事により伝統行事の継承を
はかる。内容:祭り

553 Ａ・Ｇ

458
橘小学校家庭教育学
級

救急救命、給食試食会、教育講演等 138 Ｃ

459
郡山第三中学校家庭
教育学級

フラワーアレンジメント、コーヒーセミナー 38 C

460
橘地区市民文化祭・芸
能祭

文化祭は、橘地区市民の文化作品の展示
会を通して、日頃の研鑽の成果を発表し
交流を図るとともに、文化意識と創作意欲
の高揚を図る。芸能祭は、橘地域公民館
クラブ及び地区住民の日頃の活動の成果
を発表し交流を図るとともに、地域住民と
の融和親睦を図る。内容:文化祭、芸能祭

939 F E

461
第29回橘地区市民大
運動会

地域の老若男女が一堂に集い、体力の向
上を図るとともに親睦を深め、健康で明る
い家庭づくりと明るいまちづくりに寄与する
ことを目的とする。内容:運動会

994 Ｅ

462 橘地区家庭バレー大会 バレーボール大会を実施する。 1,102 Ｉ

463
緑ヶ丘いきいき塾（団塊
世代）

定年を迎えた団塊世代に、地域でのこれ
からの生きがいを見つけ、仲間づくりと心
のゆとりを持って、地域活動に貢献できる
人材の育成を目的とする。内容:野菜知
識、日本行事、ボランティア、庭木管理、
コーヒー等

93 Ａ・Ｇ



464
ウェルカムみどりっ子ク
ラブ（青少年対象）

時代を担う青少年の健全な育成を図るこ
とを目的とし、地域ぐるみの活動を展開す
る。内容:サマースクール、工作、餅つき、
ダンス、卓球等

350 Ｇ

465
緑ヶ丘学級（高齢者対
象）

学級に参加することで生涯学習に取り組
み、高齢者が心身ともに明るく健康で活力
ある生活を送ることを目的とする。内容:食
生活、体操、折り紙、法律、ポーセラーツ、
カードゲーム、館外学習等

269 Ｇ

466
なでしこサークル（女性
対象）

女性を対象に地域や実生活に即した問題
を主体的に学び、一人ひとり自分磨きを図
る。内容:館外学習、節約術、タペストリー、
料理等

149 Ｇ

467
市民学校「日本古典文
学講座Ⅱ」

趣味の提案をすると共に、仲間づくりと余
暇の活用の場を提供する。また、文学を通
して教養を深め、ゆとりある明るい日常生
活を送ることに寄与する。内容:古典文学

138 Ｇ

468
市民学校「パソコン講
座」

ワードの基本操作ができる方へのレベル
アップを図り、地域へ貢献できる人材育
成。また、受講生同士の交流を深める。内
容:パソコン

58 Ｇ

469
緑ヶ丘第一小学校家庭
教育学級

給食試食会、バルーンアート、親子ヨガ等 574 Ｃ

470
緑ヶ丘中学校家庭教育
学級

SNS、学習会、朗読会、リンパコンディショ
ン等

174 Ｃ

471
第19回緑ヶ丘地区市民
文化祭

日頃の学習の成果を一般市民に発表する
機会をつくり、社会教育の役割について理
解を深め、緑ケ丘地区の文化の振興と向
上をはかり、もって明るく住みよい文化的
な街づくりに寄与する。内容:文化祭

1,685 Ｆ Ｅ

472
第16回緑ヶ丘地区市民
体育祭

緑ケ丘地区市民が一同に会し、体力の向
上を図るとともに、親睦を深め、健康な身
体と住みよいまちづくり・家庭づくりを推進
する。内容:体育祭

1,193 Ｉ Ｅ

473
青少年健全育成推進
大会

時代を担う青少年の心身の向上を図ると
ともに、世代間のふれあいを通して、社会
参加・地域活性化に貢献できる人材づくり
を目的とする。

689 Ｇ

474
とみたコロンブス学園
少年湖畔の村体験学
習

家庭や学校とは違う環境において、様々
な体験活動をすることで友情を深め合い、
広い視野で考える力や積極的にチャレン
ジする精神を養うことを目標とする。内容:
野外炊飯、ウォークラリー等

24 Ｇ

475
とみたコロンブス学園
消防署・科学館体験学
習

青少年の健全育成を図るため、体験活動
や学習の機会を提供し、その中で違う学
校や学年の子ども達がふれあい協調性や
創造性を養う。内容:消防署見学、科学体
験等

25 Ｇ

476 フラダンス講座

生き甲斐のある充実した生活を送るため、
自らの健康を考え、趣味や教養を身につ
ける。　また、異なる年代の方達と交流す
ることで、地域活動に参加するきっかけづ
くりの一助とする。内容:フラダンス

65 Ｇ・Ｉ

477
のびのびサマースクー
ル

小学生児童を対象に、夏休み期間中の活
動範囲を広げるため、公民館の会議室を
開放し、勉強・読書等自由に活用してもら
う。内容:学習の場の提供

78 Ｇ

478
星の宅配便　「星空☆
ファンタジー」

多くの市民の方に星を見る楽しさを伝えて
いく。内容:天体観測

105 Ｇ

479
青少年対象事業「 ス
ケート教室」

体験活動に参加することにより、異なる学
校や学年を超えた交流や地域の親交を促
し、スポーツをとおして健康で丈夫な体と
健全な精神づくりに寄与する。

38 Ｇ



480
とみたコロンブス学園
ハロウィーン フラワー
アレンジメント教室

青少年の健全育成を図るため、体験活動
や学習の場を提供し、子供たちが学校や
学年の枠を超えて共に活動することで交
流を深め、自主性や協調性、創造性を養う
ことを目的とする。内容：フラワーアレンジ
メント

24 Ｇ

481
青少年健全育成推進
富田地区協議会

郡山市青少年健全育成基本計画に基づ
き、委員が協力し青少年健全育成を図る
ため研究協議を行ない、地域ぐるみ活動
の伸長を図ることを目的とする。内容：ふ
れあいウォーク、スケート、少年の主張等

487 Ｅ

482 とみた中央地区文化祭

地区住民が日頃培った文化活動の成果を
広く発表し、地域文化の向上を図るととも
に、仲間づくりをとおして明るく住みよいま
ちづくりに寄与する。内容：文化祭

959 Ｆ Ｅ

483 「とみた塾

団塊の世代の方々に、地域ボランティア活
動や物作り、料理など、さまざまな講座を
体験してもらい今後の生活の糧にしてもら
う。内容:漢字、ヨガ、七宝焼き、文化祭協
力、川柳、料理等

76 Ａ・Ｇ

484 敬翁大学

高齢者の健康増進と生涯教育の推進をは
かり、地域の明るく元気な高齢者になるこ
とを目的とする。内容:健康、絵付け、館外
学習、出前講座、体操、文化祭参加等

198 Ｇ

485
とみたコロンブス学園 ミ
ニ門松づくり

青少年の健全育成を図るため、体験活動
や学習の機会を提供し、その中で違う学
校や学年の子ども達がふれあい協調性や
創造性を養う。内容:門松つくり

30 Ｇ

486
とみたコロンブス学園
だんごさし

青少年の健全育成を図るため、体験活動
や学習の機会を提供し、その中で違う学
校や学年の子ども達がふれあい協調性や
創造性を養う。内容:だんごさし

15 Ｇ

487
市民学校　冬のてしご
と講座

物づくりを通して教養の向上を図ると共
に、手先を動かすことによる脳の活性化と
参加者相互の親睦を図る。内容:革工芸、
紙バンド、かご等

39 Ｇ

488 富田小家庭教育学級 心肺蘇生法、教育講演会等 80 Ｃ

489 富田中家庭教育学級
奉仕作業、学習会、ストレッチ、研究大会
等

311 Ｃ

490 富田町春季球技大会

地域住民がスポーツに参加する機会をつ
くることで健康増進を図る。また住民同士
の交流をとおして親睦と地域づくりを推進
する。内容:グラウンドゴルフ、ソフトボー
ル、バレーボール

339 Ｉ Ｅ

491 富田町秋季球技大会

地域住民がスポーツに参加する機会をつ
くることで健康増進を図る。また住民同士
の交流をとおして親睦と地域づくりを推進
する。内容:グラウンド・ゴルフ、ソフトボー
ル、ソフトバレーボール

287 Ｉ Ｅ

492 第５０回富田町体育祭
大会をとおして交流を深め、連帯感と地域
愛を育み明るく住みよい「富田町づくり」に
資する。内容:体育祭

1,140 Ｉ Ｅ

493 のびのび子育て広場
学地域の子育てファミリーの情報交換や
仲間づくり、居場所づくりとして公民館の一
室を開放する。

6 Ｃ

494 ゆったり子育て講座

子育ての知識や親としての心構えを習得
し、不安や悩みを軽減する。また、参加者
同士の交流や情報交換を通して、子育て
の楽しさ大切さを見出しながら気分転換を
図る。内容：工作、ポーセラーツ、エアロビ
クス等

25 Ｃ



495 富田ひがし地区文化祭

地区住民が、日頃の文化・芸術活動の成
果として、作品展示、発表、鑑賞等を行
い、豊かな人間性の育成と地域文化の振
興及び明るく住みよいまちづくりに寄与す
る。内容：文化祭

1,705 Ｆ Ｅ

496
高齢者対象事業「さわ
やか大学」

高齢者が健康で楽しく生きがいのある生
活をおくるために必要な知識をつける。ま
た、仲間づくりを通して、閉じこもり防止や
地域活動への参加も支援する。内容:体
操、館外学習、音楽、陶芸、ツボ、俳句、
落語、お菓子等

280 Ｇ

497
のびのび公民館サマー
スクール

小学生児童を対象に、夏休み期間中の活
動範囲を広げるべく、公民館の会議室等
を開放し、勉強・読書等自由に活用しても
らう。また、気分転換に卓球などの運動す
る機会をもうける。内容:自主学習、卓球

61 Ｇ

498 ワクワクこどもクラブ

小学生を対象に自主性と協調性を培い、
いろいろな体験を通して、思いやりの心を
育てると共に健康で明るい青少年を育成
していくことを目的とする。内容:ポスター、
料理、ダンス、門松つくり、書初め等

148 Ｇ

499 富貴学級

余暇を有効に活用するため、心身の健康
についての知識や快適に過ごすための生
活の知恵などを学ぶ。また、地域住民との
連帯感を深め仲間とともに積極的な社会
参加への意識を高める。内容:生活習慣
病、木工、館外学習、世代間交流、料理、
フラワーアレンジメント等

117 Ｇ

500 チャレンジ学級

団塊世代の定年後の第二の人生を生き生
きと心豊かに過ごすために、いろいろな活
動を通して人と人とのつながりを大切に、
学ぶ喜びと社会貢献への意識を高める。
内容:読語り、館外学習、写真、世代間交
流、文化祭参加協力、ワイン等

59 Ａ・Ｇ

501 ロコモ教室

青少年の健全育成を図るため、青少年健
全育成推進富田地区協議会との共催で、
こどものロコモティブシンドローム（運動器
症候群）予防について運動、食事面で学
ぶ。内容:体操、食育

19 Ｃ・Ｇ

502 冬の貯筋講座

家にこもりがちになってしまう冬の間に体
力をつけるとともに、公民館へ出てくるきっ
かけをつくることで、地域住民同士の交流
を図り、孤独を解消するためのきっかけの
一助とすることを目的とする。内容:体力つ
くり

94 Ｇ

503
富田東小家庭教育学
級

視察研修、料理、健康講座、スクラップブッ
キング等

125 Ｃ

504 親子ミニ門松作り
富田地区明るいまちづくり推進委員会主
催の事業で伝統文化として親子で門松づ
くりを体験する。内容:門松つくり

32 Ｇ

505
一閑張で手提げかごを
作ろう！

余暇を有意義に過ごすために、仲間ととも
に物づくりの楽しみを共有し参加者同士の
交流を図る。

101 Ｇ・Ｉ

506
みんなのお楽しみ会
「映画鑑賞」

集団生活の中でマナーを守り、楽しく映画
鑑賞をする。内容:映画鑑賞

125 Ｉ Ｅ

507 富田西地区夏まつり

富田西地区住民が一同に会し、夏まつり
を通して親睦を深め、住みよいまちづくり・
家庭づくりを推進することを目的として実
施する。内容:祭り

580 Ｉ Ｅ

508 ふれあい笑学校

成人女性を対象に充実した健康で明るい
生活を送るため、趣味や教養を身に付け
参加者同士の交流を深め、楽しい時間作
りの場になるよう支援する。内容:法律相
談、ちぎり絵、3B体操、館外学習等

120 Ｇ



509 富田西地区敬老会

郡山市敬老会実施要項に定める趣旨を尊
重し、地域ぐるみの敬老会を企画し、敬老
者が喜んで参加し、充実感を味わうととも
に、生き甲斐と交流親睦が図れる敬老会
とする。内容:敬老会

742 Ｉ Ｅ

510 市民学校「つるし雛」
「つるし雛」の作成の基礎知識を学び、物
を作ることによって日々の生活にゆとりや
潤いが生じることを図る。内容:つるし雛

93 Ｇ

511 「おやじ倶楽部

男性の公民館事業の参加を促進し自己啓
発に努めるとともに、地域づくりに貢献で
きる人材の育成に寄与することを目的とす
る。内容:文化財、漢字、夏まつり参加、館
外学習、料理、文化祭参加等

97 Ａ・Ｇ

512 富田西地区文化祭

地域で活発に活動を行っている団体と公
民館、各種関係団体が一同に会し、日頃
の学習成果・体験活動を発表し、連携と融
和を図るとともに活力ある地域づくり・人づ
くりを目的として実施する。内容:文化祭

1,332 Ｆ Ｅ

513 富田西キッズスクール

地域の子供達同士の交流を深め、様々な
経験を通して、楽しさを知るとともに知識
の向上と青少年の育成に寄与する。内容:
卓球、3B体操、けん玉、民話、押し花カレ
ンダー等

88 Ｇ

514
「ぼくのいけん・わたし
のいけん」発表大会

児童、生徒が日頃考え、感じていることを
大勢の方々に理解していただく機会を提
供することにより、社会の一員としての自
覚をもたせる契機にするとともに、青少年
の健全育成に対する一般の理解をふかめ
るためにに実施する。内容:少年の主張

499 Ｅ

515 富田西地区体育祭

富田西地区住民が一同に会し、体力の向
上を図るとともに、親睦を深め、健康な体
と住みよいまちづくり・家庭づくりを推進す
ることを目的として実施する。内容:運動会

605 Ｅ

516 富田西地区芸能祭

地域住民と，公民館、各種関係団体が一
同に会し、日頃の学習成果・体験活動を発
表し、連携と融和を図るとともに活力ある
地域づくり、人づくりを目的とする。内容:芸
能祭

670 Ｆ Ｅ

517
市民学校　ロコモ体操
教室

近年話題になっているロコモティブシンド
ローム等健康に関する諸問題の基礎知識
を学び、運動の仕方を学習し、生活習慣を
改善する。内容:体操、ストレッチ、筋力等

99 Ｇ

518
富田西小家庭教育学
級

電力講座、ストレッチ、視察研修、フラワー
アレンジメント、アロマ等

65 Ｃ

519
郡山第六中家庭教育
学級

切り絵、フェルト、視察研修、ケーキ、トー
ルペイント、菓子つくり等

76 Ｃ

520
富田西地区新春祝賀
会

各界各層の方々との交流を図るため、恒
例による年頭の新春祝賀会を開催し、参
加者が一同に会し、地域の親睦と融和を
図り、住みよい町づくりに貢献することを目
的とする。内容:新年会

165 Ｅ

521 オセロ大会
生活に役立つ技術を習得し、日常生活を
豊かにすることを目的とする。内容:オセロ
大会

40 Ｅ

522
第５０回親善家庭バ
レーボール大槻地区大
会

地域住民の親睦と体力作りを兼ね、レクリ
エーション活動のひとつである家庭バレー
ボールをとおして、健康で明るい家庭づく
りに寄与することを目的としている。内容:
バレーボール

218 Ｉ Ｅ

523
第５１回大槻町市民運
動会

スポーツの振興と地域住民の健康づくり・
親睦を図る。内容:運動会

1,400 Ｉ Ｅ

524
第４９大槻町市民文化
祭

地域住民が公民館クラブ等で学んでいる
ことの成果を発表する。また、地域の人々
との親睦並びに地域文化の向上を図る。
内容:文化祭

4,838 Ｆ Ｅ



525 槻ノ木レディース学級

楽しみながら学習することにより、健康で
生きがいのある心豊かな生活を送る。内
容:民話、認知症、パンつくり、歴史、音楽、
館外学習、天気講座、食の安全等

123 Ｇ

526
アドベンチャー教室２０
１６

様々な体験活動をとおして子ども達の「生
きる力」を育み、自ら考え行動する力を身
につけ、地域活動を積極的に推進できる
人材の育成を図る。内容:野菜体験、交通
安全、館外学習、文化祭作品、三世代交
流、ケーキつくり等

146 Ｇ

527 おおつきスマイル学級

65歳以上の方が公民館で、楽しく学び教
養を高める。また地域の方々と交流するこ
とで親睦を深める。高齢者が健康でいきい
きと輝ける町にすることを目的とする。内
容:ヨガ、料理、交通安全、行事参加、張子
面、館外学習、天気、カラオケ等

283 Ｇ

528 槻ノ木ひろば教室

小学生（低学年）の居場所づくり。公民館
の楽しさをもっと多くの子どもたちに知って
もらい、これからの活動につなげることを
目的とする。内容:折り紙、座禅、館外学
習、三世代交流、キッズダンス、書初め等

93 Ｇ

529 よこ笛伝承教室
地区行事として開催される「おおつき夏ま
つり」などの行事に参加、発表できることを
目的とする。

54 Ｇ

530 男組パートⅢ
地域活動に取り組むきっかけ作りや、仲間
作りの交流の場を提供し、地域デビューを
支援する。

140 Ｇ

531 大槻小家庭教育学級
親子料理、親子工芸、骨盤矯正、フットケ
ア、視察研修等

72 Ｃ

532 大槻中家庭教育学級 リンパ、そば打ち、視察研修、料理等 39 Ｃ

533
だんごさし　おたのしみ
会

様々な体験活動を通し、昔から伝わる地
域行事に関心を持ち、後世に伝えていく。
内容:だんごさし

37 Ｇ

534 オセロ・将棋大会
ルールを守り競技をとおして勝負の面白さ
を味わいながら、オセロ・将棋大会に楽しく
参加する。

45 Ｇ

535
フラワーアレンジメント
教室

フラワーアレンジメントをとおして、地域の
みなさんと仲良くふれあいながら交流を図
る。

34 Ｇ・Ｉ

536
のびのび公民館サマー
スクール

夏休み期間中に大槻小学校、大槻中学校
の学力向上をめざして、夏休みの課題や
１学期の復習などをエアコンのきいた涼し
い環境で学習する。

251 Ｃ・Ｇ

537
青少年対象事業　「夏
休み子ども教室」

夏休みに、学年を越えた活動をとおして、
自主性や協調性を学ぶことを目的とする。
内容:お菓子つくり、書道

65 Ｇ

538
大成地区親善球技大
会

大成地区住民の健康増進を図るとともに、
互いの親睦を深めよりよい地域づくりに寄
与することを目的とする。内容：バレーボー
ル

181 Ｅ

539
大成地区市民大運動
会

大成地区住民が一堂に会して、地域間の
親睦を図ると共に、体力の増進と健康で
明るい家庭作りを目的とする。内容:運動
会

1,811 Ｅ

540 大成地区敬老会

多年にわたり社会に貢献されてきた方の
労苦をねぎらい感謝の意をあらわすととも
に長寿と健康を祝福することを目的とす
る。内容:敬老会

807 Ｅ



541 大成エコキッズ

２１世紀を担う子供たちに対する環境活
動・学習の場や機会を提供し、子供たちが
地域の中で楽しみながら自主的に自然環
境を大切にする心と行動力を育む。内容:
グリーンカーテン、料理、館外学習、エコ
バック、エコはがき、文化祭作品等

127 Ａ・Ｇ

542 大成遊学塾

健康で、文化的なゆとりを身につけ、豊な
ゆとりある社会生活を送ることを目的とす
る。内容:踊り、カメラ、文学、館外学習、歴
史、百人一首等

178 Ｇ

543 大成きらり塾

団塊世代が地域とのかかわりを持つため
のきっかけを作るとともに、地域社会の中
での自分の役割を再考させることを目的と
する。内容:パステルアート、バルーンアー
ト、文化祭協力、健康、館外学習、料理等

67 Ａ・Ｇ

544 ハワイアンキルト
物づくりをとおして、生きがい探しや仲間
作りをし、充実した生活を送ることをする。

68 Ｇ

545
ペタンク・ゲートボール・
グラウンドゴルフ大会

地域の高齢者を対象に日頃の運動不足と
健康増進を図り、さらに参加者の親睦交
流を図ることを目的とする。内容:ニュース
ポーツ

127 Ｇ

546 冬休み子ども教室
冬休みに、学年を越えたいろいろな活動を
とおして、自主性や協調性を学ぶことを目
的とする。内容:書道、百人一首

107 Ｇ

547 大成地区市民文化祭

大成地区市民の文化作品・芸能を一堂に
展示・発表することにより、創作意欲を高
め、技術の向上を図ると共に、広く市民の
鑑賞に供し、地区文化活動の発展と市民
としての連帯意識を図ることを目的とす
る。内容:文化祭

1,081 Ｆ Ｅ

548 大成地区新年祝賀会

地区内の各種団体の新年の顔合わせに
より親睦を深め、新しい年のスタートがス
ムーズにできるようにすることを目的とす
る。内容:新年会

215 Ｅ

549 オセロ・将棋大会

オセロ・将棋の基本的なルールやマナー
を学びながら、学年の垣根をこえて、仲間
同士のコミュニケーションのとり方を学習
する。内容:オセロ、将棋大会

48 Ｇ

550 大成小家庭教育学級
教育講話、ポーセラーツ、ヨガ、フラワーア
レンジメント等

38 Ｃ

551 夏休みの宿題助け舟！

小山田管区内には共働きの家庭などが多
いのが現状である。夏休みに一人で宿題
に悩まずにすむよう、場所を提供し、宿題
のアドバイスをいただき、学習の一助とす
る。内容:作文、ポスター、工作、絵画

63 Ｇ

552 秋桜ふれあい楽園

毎日を楽しく生きるをテーマに、生きがい
ある充実した生活を送るために、自らの健
康を考え趣味や教養を身につけながら、
自主的な運営を促し、性別、年齢の枠を超
えた交流から、地域活動に参加するきっか
けをつくる。内容:ウォーキング、食育、館
外学習、文化祭作品、体操等

173 Ｇ

553
なかよし教室（青少年
対象事業）

子どもの頃から自然や環境について関心
を持ち、異年齢の仲間と触れ合う事で、思
いやりの大切さや協調性を培い、心身とも
に健康な子どもを育てる。内容:グラウンド
ゴルフ、バス研修、リクリエーション等

102 Ｉ Ｅ

554 小山田いなせ塾

公民館事業への参加を促し、自己啓発に
努めるとともに、地域に貢献できる人材の
育成に寄与すること。内容:鬼瓦、書道、料
理、歴史、館外学習等

97 Ａ・Ｇ

555 小山田地区敬老会

多年にわたり社会に貢献されてきた高齢
者の方の苦労をねぎらい、感謝の意を表
するとともに、長寿と健康を祝福すること。
内容:敬老会

131 Ｅ



556
小山田地域市民大運
動会

当該町内会及び公民館区内の地域住民
相互の親睦と協調を図るとともに、連帯感
と健康の保持増進への関心を深め、もっ
て小山田地域の明るいまちづくりに資する
ことを目的とする。内容:運動会

837 Ｅ

557
小山田地域市民文化
祭

地域内の市民や公民館クラブ員の作品を
展示し、地域市民の文化意識の向上と親
睦をはかることを目的とする。内容:文化祭

780 Ｆ Ｅ

558
オセロ大会（青少年対
象事業）

班に分かれて友人とゲームをすることで、
対人関係を学ぶ。またルールを守りながら
勝敗を争うことで社会性を育てる。内容:オ
セロ大会

38 Ｉ Ｅ

559
少年の主張発表大会・
講演会

社会の一員としての自覚を持たせる契機
にするとともに、青少年の健全育成に対す
る一般の理解を深めること。内容:少年の
主張

63 Ｆ Ｅ

560
食育事業「クリスマス料
理」（青少年対象事業）

食の大切さを学び、健康で丈夫な体づくり
をするため、自分たちで料理をすることに
よって、より料理に親しみ、関心を持っても
らう。内容:料理

21 Ｉ Ｅ

561
おいでよ！！こうみん
かん♪

小山田館区内は共働きや片親の家庭が
多いのが現状である。また、週休２日制で
土曜日に家に一人でいる子どもが沢山い
ると推測されるので、子供達に寂しい思い
をさせないよう仲間と学んだり遊んだりす
る場を提供することを目的とする。内容:3B
体操、七夕飾り、天体観測、樹脂粘土、
ポーセラーツ、親子菓子つくり等

162 Ａ・Ｆ

562 市民学校（オカリナ）

生きがいのある充実した生活を送るため、
趣味や教養を身につける。楽器の演奏を
とおして参加者の交流をはかり、仲間づく
りを進める一助とする。内容:オカリナ

38 Ｇ

563
小山田小家庭教育学
級

教育講座、親睦会、スイーツデコ、料理、
トールペイント等

72 Ｃ

564 歩け歩け運動
地域住民の健康増進と交流を図る。内容:
歩け歩け運動

68 Ｇ

565 書初め大会
日本の伝統文化体験として、年の初めに
心を落ち着けて書道をする。内容:書道

29 Ｇ

566 新春顔合わせ会

年頭にあたり、小山田地域のまちづくりに
携わっている方々が一堂に会して、相互
の親睦交流を深め、地域の更なる発展に
寄与することを誓い合う。内容:新年会

53 Ｅ

567
のびのびサマースクー
ル

夏休み中に公民館開放日を設け、勉強や
読書などに活用してもらう

27 Ｃ・Ｇ

568 大槻東の『TERAKOYA』

団塊の世代を中心とした仲間作りと地域
活動に取り組むきっかけを支援し、地域コ
ミュニティ活動の活性化や地域の教育力
の向上に寄与、第二の人生を有意義なも
のにするために、本講座を開設する。内
容：市税、館外学習、七宝焼き、ボランティ
ア、料理、工芸、文化祭運営補助、ロシア
語等

116 Ａ・Ｇ

569
大槻東地区市民文化
祭

作品展示会並びに芸能発表会を通して、
地区市民の親睦を深め、交流の輪を広げ
ながら、大槻東地区住民の教養の向上と
生活文化の発展を期し、明るい町づくりに
寄与する。内容：文化祭

910 Ｆ Ｅ

570
大槻東地区市民大運
動会

明るく住み良い町づくり及び、地域住民の
体力向上と健康増進を図り、健全なレク
リェーションに盛り上げ、地域住民の親睦
と、ふるさとづくりに寄与する。内容：運動
会

465 Ｅ



571 こすもす学級

成人女性を対象に、楽しく親睦を図りなが
ら、家庭生活にすぐ役立つ学習や交流の
場を提供する。内容:マフラーつくり、料理、
館外学習、コンサート、手話等

110 Ｇ Ｅ

572
いきいき学級（高齢者
対象）

ライフステージに応じた学習機会の提供と
人生の豊富な経験・能力を地域活動に発
揮するため学習生相互の親睦を図りなが
ら学び、語り、行動する市民を目指すこと
を目的とする。内容:市税、ボランティア、つ
ぼ、世代間交流、認知症、文化祭作品、館
外学習等

198 Ｇ

573 りとるぴれっじ

小学生を対象に、さまざまな体験学習の
場を提供することにより、友だちづくりや異
学年交流の機会を持ち、自主性や協調性
を養い、健康で明るい青少年を育成するこ
とを目的とする。内容:レク、自然観察、土
器つくり、交通安全、文化祭協力、音楽、
だんごさし等

170 Ａ・Ｇ

574
市民学校　つるし雛教
室

つるし雛の歴史や一つ一つのいわれなど
を学びながら作り方を習得し作品としてし
あげる

94 Ｇ

575
朝日が丘小家庭教育
学級

クラフト、3B体操、ネットトラブル、お菓子
つくり、視察研修等

78 Ｃ

576
郡山第七中家庭教育
学級

教育講演会、食育講話等 51 Ｃ

577 大槻東地区敬老会
地域の７５歳以上、金婚夫婦を招待し式典
を催す

300 Ｇ Ｅ

578
大槻東地区新春初顔
合わせ会

新年を祝し地域住民の親睦をはかる 125 Ｅ

579
第50回安積地区夏季
家庭バレーボール大会

各町内会対抗として地域住民の体力づく
りとレクリエーションを兼ね、バレーボール
を通じて地域相互の親睦をはかり、健康で
あかるいまちづくりに資することを目的とす
る。内容:バレーボール

250 Ｉ Ｅ

580
安積一小サマースクー
ル

公民館施設を利用して、地域の子供達に
学習する機会を提供し、心身の発育に寄
与する。内容:作文、3B体操、食育

72 Ｇ

581
牛庭水まつり奉納踊り
伝承教室

毎年地元の祭りに奉納されている踊りを
次世代に伝承し、伝承文化の振興を図る
とともに郷土愛に満ちあふれた心豊かな
人間に成長するよう育成に努める。また地
域おこしとして地域の祭りや各種行事に積
極的に参加し、地域の連帯感の高揚を図
る。内容:踊り

50 Ｆ・Ｇ

582
安積地区親善ソフト
ボール大会

各町内会対抗として地域住民の体力づく
りとレクリエーションを兼ね、ソフトボールを
通じて地域相互の親睦を図り、健康で明る
いまちづくりに寄与することを目的とする。

281 Ｅ

583
安積地区市民大運動
会

安積地区の住民が一同に集い、市民大運
動会を通して地域住民相互の親睦を深
め、健康えで明るいまちづくりに寄与す
る。内容：運動会

1,252 Ｅ

584 笹川区球技大会

笹川地区住民が一堂に会し、球技大会を
通して地域相互の親睦と連帯感を深め、
健康で明るいまちづくりに寄与する。内容：
ソフトボール

120 Ｅ

585 日出山町内会体育祭
お花で飾って・ミニゲートボール・輪投げ・
百足競争・宝拾い・紅白玉入れ等個人競
技と団体競技

300 Ｅ

586
あさかのみなさんごき
げんよう

毎日を健康でいきいきと生活できるように
するために、様々な分野への学習機会を
提供し、受講生相互の親睦を深めることを
目的とする。内容：脳トレ、ピザつくり、介
護予防、一閑張り、館外学習、民話等

127 Ｇ



587 「あさか塾」

地域コミュニティー活動の活性化や、地域
における多様な課題について、団塊の世
代の皆さんの知識や経験を活かし、率先
して地域活動に参加できる人材を育成す
ることを目的とする。内容:気功体操、文化
祭作品、文化祭参加、館外学習、歴史、花
植えボランティア等

149 Ａ・Ｇ

588 こども暮れのつどい

地域の子どもたちに、レクリエーションや世
代間交流をとおして体験することの楽し
さ、協力することの大切さをじかに経験さ
せることにより、地域に根ざした青少年の
育成活動発展に寄与する。内容:レクリ
エーション、そば等

776 Ｉ Ｅ

589 安積地区市民文化祭

安積地区の各種団体・クラブ・学校及び一
般住民の参加を得て、日頃から研究・創
作・練習してきたことを発表することによ
り、人間性・文化の向上を図ることに寄与
する。内容:文化祭

1,752 Ｆ Ｅ

590
市民学校　骨盤矯正体
操

男女を問わず幅広い年代を対象に、骨盤
が歪んでいたりするためにおきるさまざま
な症状を学習し、健康で生きがいある生活
を送ることを目的とする。内容:骨盤体操

45 Ｇ

591
分館出張事業　お正月
寄せ植え（安積分室）

公民館の地域密着を図るため、分室及び
各分館を会場として、地域住民の要望に
応じて講座を実施し、身近な施設において
開催することにより、住民参加の幅を拡げ
る。内容:寄せ植え

11 Ｇ

592
分館出張事業　気功体
操（笹川分館）

公民館の地域密着を図るため、分室及び
各分館を会場として、地域住民の要望に
応じて講座を実施し、身近な施設において
開催することにより、住民参加の幅を拡げ
る。内容:気功

21 Ｇ

593
安積第一小家庭教育
学級

視察研修、ダンス体験、ハーブ、クラフト、
料理、子育て講座、アクセサリー等

213 Ｃ

594 安積中家庭教育学級 教育講話、ダンス体験、料理等 55 Ｃ

595 牛庭地区三世代交流
牛庭地区の親睦と年代を超えた交流を通
じて、子供達の健全な育成を助け、牛庭地
区の活性化を図る。内容:ボウリング

70 Ｇ

596
成田地区リンパコンディ
ショニング

公民館の地域密着を図るため、分室及び
各分館を会場として、地域住民の要望に
応じて講座を実施し、身近な施設において
開催することにより、住民参加の幅を拡げ
る。内容:リンパコンディショニング

13 Ｇ

597
荒井地区親善ボウリン
グ大会

荒井地区（荒井第一町内会、荒井第二町
内会、荒井第三町内会）住民が一堂に会
し親睦をはかり、町内活動の活性化に寄
与する。内容:ボウリング

20 Ｇ

598
平成２８年度安積地区
冬季家庭バレーボール
大会

各町内会対抗として地域住民の体力づく
りとレクリエーションを兼ね、バレーボール
を通じて地域相互の親睦をはかり、健康で
あかるいまちづくりに資することを目的とす
る。内容:バレーボール

345 Ｉ Ｅ

599 かぎ針編み講座
家にこもりがちな方が公民館に来ること
で、地域住民との交流を広げ孤独を解消
し会員同士の親睦を図る。内容:かぎ編み

36 Ｇ

600
しばみやキッズサーク
ル「ハロウィンかざりを
作ろう」

学校外で活動することにより、学年を超え
た仲間作り、地域の人々とのつながりを広
げ、生活の知恵・視野をたかめることを目
的とする。内容:工作

26 Ｇ

601
交通安全パレード（青
少年健全育成柴宮地
区協議会）

秋の交通安全期間中に柴宮小学校鼓笛
隊による交通安全パレードを支援するとと
もに、交通安全について自ら地域住民へ
のアピールをする。内容:交通安全パレー
ド

180 Ｉ Ｅ



602

親子ハイキングアクア
マリンふくしま（青少年
健全育成柴宮地区協
議会）

美しい自然にふれ、豊かな心を育み、自
然保護の大切さを見につけるとともに、親
子の触れ合いを深める。内容:アクアマリン
ふくしま散策

131 Ｉ Ｅ

603 しばみやサマーキッズ

夏休みの子どもの居場所作りを目的とす
る。また、学校や学年の異なる人たちとさ
まざまな体験をとおして、協調性や学習意
欲を養う。内容:ダンス、料理、絵手紙、館
外学習、科学工作等

209 Ｇ

604
しばみやキッズサーク
ル（門松、菓子）

学校外で活動することにより、学年を超え
た仲間作り、地域の人々とのつながりを広
げ、生活の知恵・視野をたかめることを目
的とする。内容:門松、菓子等

32 Ｇ

605
しばみやキッズサーク
ル（チョコ）

学校外で活動することにより、学年を超え
た仲間作り、地域の人々とのつながりを広
げ、生活の知恵・視野をたかめることを目
的とする。内容:チョコ

20 Ｇ

606
親子映画と花火の夕べ
（青少年健全育成柴宮
地区協議会）

親子で一緒に映画を鑑賞したり、花火遊
びの楽しさを通して親子の対話やふれあ
いを一層深める。内容:映画鑑賞、花火

210 Ｉ Ｅ

607 しばみや夢農園
休耕田を利用して、地域住民の子供から
高齢者まで、田植えから収穫までの体験
を通して住民の交流を図る。内容：米つくり

201 Ｅ

608
「そば打ち体験」（青少
年健全育成柴宮地区
協議会）

そば打ち体験（見学）を通して、日本の伝
統食を理解してもらうと共に事業を通し、
友達とのより一層のコミニュケーションを図
る。内容：そば打ち体験

115 Ｅ

609 しばみや男塾

家にこもりがちな男性が公民館に出かけ、
仲間をつくることで地域との交流を広げ、
地域の活性に貢献する人材の育成を目的
とする。内容:果実酒、世代間交流、一閑
張り、合唱、館外学習、文化祭参加、漢
字、料理等

155 Ａ・Ｇ

610
柴宮地区三世代交流
会

三世代交流会を通して、親、子、お年寄り
の相互の理解を深め、互いに支えあって
生きていこうとする気持ちを高める。内容:
交流会

175 Ｂ Ｅ

611 柴宮地区市民文化祭

柴宮地区の活性化と地域住民の融和、生
活文化の向上を図るとともに各クラブの発
表、展示をとおして技術の向上と地域住民
との交流をはかり、地域社会に貢献する。
内容:文化祭

2,204 Ｆ Ｅ

612 しばみや学級

地域の人が集い、学び、触れ合うことで生
きがいを見出し、心身ともに健康で豊かな
生活を送ることを目的とする。内容:歯の健
康、館外学習、世代間交流、文化祭作品、
ガーデニング、コンサート等

165 Ｇ

613 ボランティアしてみ隊

定年退職後、自宅にこもりがちな団塊の世
代を対象に、地域デビューのきっかけをつ
くる。地域活動へのチャレンジ、児童との
交流、世代間の交流等のボランティア活動
を行なう。内容:農園作業・文化祭の支援、
キッズサークル支援、世代間交流等

90 Ａ・Ｇ

614
市民学校　ハワイアン
フラ

家にこもりがちになってしまう冬の間に体
力をつけるとともに、公民館へ出てくるきっ
かけをつくることで、地域住民同士の交流
を図り、孤独を解消するためのきっかけの
一助とすることを目的とする。内容:フラダ
ンス

140 Ｇ

615 柴宮小家庭教育学級
学習会、救急救命法、音楽鑑賞、健康教
室、給食試食会等

128 Ｃ



616
「少年・少女の主張」発
表会

青少年健全育成は青少年の心を理解する
ことが根底にある。少年少女が今の社会
をどうとらえ、どう生きようとしているかを理
解することが出発点となる。この発表会を
通じて青少年に対する理解を一層深め地
域社会としてどう援助していけばよいかを
互いに考える。

137 Ｆ

617
ドッチビーとなわとび大
会

スポーツをとおして体力の向上をはかり、
青少年の健全育成を目的とする。

93 Ｉ

618 だんごさしと餅つき大会
餅つき大会を通して、昔から伝わる行事を
理解させることにより、希望をもって正月を
迎えようとする気持ちを持たせる。

162 Ｅ

619 街頭補導
夏季・冬季休業中の児童・生徒の安全確
保及び非行・事故等の防止に努める。内
容:補導

14 Ｅ

620 のびのび子育て広場

地域の子育てファミリーの情報交換や仲
間づくり、居場所づくりとして公民館の一室
を開放する。内容:読み聞かせ、手遊び、
紙芝居等

24 Ｃ

621 安積南文化のつどい

日頃公民館活動におけるクラブの学習の
成果を発表し、クラブ相互の親睦、さらに
地域住民との交流を図る。また、児童の作
品展示をし、地域と学校と公民館の一体
化を強化する。内容:文化祭

804 Ｆ Ｅ

622 みなみ・まだまだ道場

一般教養や健康増進などを取り入れ、今
後の生活設計に役立て、学習をとおして
仲間づくりと生きがいのある生活を送るこ
と目的とする。

134 Ｇ

623 南四季スローライフ
四季を感じさまざまな体験をとおして参加
者同士和気藹々とスローライフを楽しむこ
とを目的とする。

113 Ｇ

624 安積南子ども広場

年間を通して子ども達に「学ぶ」「心身の健
全な発達」この大きな2つの目標に向けて
各事業を展開する。内容:クラフト、科学実
験、宿泊学習、水彩画、文化祭参加、持ち
つき等

336 Ｇ

625 みなみ健康教室
生活改善方法・心の元気作りといった時代
と共に変化する健康情報・知識・技術を学
び講座をとおして健康増進につとめる。

79 Ｇ

626 館外学習

夏休みの思いでづくりとして、小学生４０名
でバスであぶくま洞・星の村天文台・虫
テックワールドに行き、自然の美しさにふ
れて有意義な一日となった

40 Ｇ

627 子どもレクリエーション
宿泊レクを通してレクりエション活動を行っ
た

40 Ｇ

628
「少年少女の主張」コン
クール発表会

地区の小中学生が常に感じている事や考
えを、大勢の方々の前で発表し、理解と感
動を共有する

150 Ｇ

629 年末南餅つき大会

餅つき行事の体験や、レクリエーションをと
おして、地域の方々と力を合わせて活動
することにより、世代間の協力の大切さと
相互理解を深める。

105 Ｇ

630
安積第三小学校学習
サポートボランティア

安積第三小学校からの依頼で、地域の
方々の協力で子供達の学習のサポートを
する

50 Ｇ

631 IT（パソコン）教室

情報収集やその整理、さまざまな場での
打ち合わせを提案をするうえでパソコン
は、重要なっている、そのため用途多様な
エクセルを専門に学び活用することを目的
とる

59 Ｇ

632
植物を囲んでで地域デ
ビュー

四季の花木を小さな空間の中で、さまざま
な表現で身近なインテリアとして暮らしに
取り入れて興味を持つ仲間との交流で地
域デビューの一助とする

60 Ｇ



633
安積第二小家庭教育
学級

音楽鑑賞、視察研修、おやつつくり、子育
て講座、教育講話等

165 Ｃ

634
安積第三小家庭教育
学級

AED講習、給食試食会、お菓子つくり等 89 Ｃ

635
安積第二中家庭教育
学級

校長講話、教育講演会等 490 Ｃ

636
さわやかチャレンジ学
級（前期）

健康で明るく過ごせるように、潤いのある
内容で教養や知識を身につけ、友だちづく
りを通して生き生きとした生活を送ることを
目的とする。内容:館外学習、つぼ健康、
草木染、コンサート等

66 Ｇ

637
ながもり子ども語り部教
室

地元に伝わる伝説や民話に関心を持ち、
語り継いでいこうとする意識を育てる。芸
能祭で学習成果を発表することで目標をも
ち意欲的に学習する。内容:民話体験、発
表等

35 Ｇ

638
青少年対象事業「わく
わくサマースクール」

夏休みの活動の場を提供し、異年齢の交
流やいろいろな学習の機会を持つことによ
り、自主性、協調性を育て仲間作りをす
る。内容:けん玉、ポスター、読書感想文、
絵手紙等

94 Ｇ

639
市民学校「一閑張り教
室」

伝統工芸品一閑張りの美しさを感じ、作品
のバックを仕上げ、文化の集いに出品す
ることを目的とする。内容:一閑張

78 Ｉ

640
第１８回永盛地域文化
の集い

永盛地域住民の日頃の研究や創作及び
練習の成果を発表し、地域住民の親睦を
図ると共に、文化の向上を目指すことを目
的とする。また、この会をとおして地域住
民の公民館活動に対する理解を深める機
会とする。内容:文化祭

1,198 Ｉ Ｅ

641 親子ふれあい教室
親子ともにリフレッシュし、参加者同士の
交流を深め仲間づくりにつながることを目
的とする。内容:陶芸、料理、リトミック等

54 Ｇ

642
さわやかチャレンジ学
級（後期）

健康で明るく過ごせるように、潤いのある
内容で教養や知識を身につけ、友だちづく
りを通して生き生きとした生活を送ることを
目的とする。内容:文化祭作品、健康、館
外学習、フラワーアレンジメント、美術等

149 Ｇ

643
市民学校「冬のぽかぽ
か体操教室」

冬の運動不足を解消し、健康寿命を維持
していくための運動習慣をつくるきっかけ
づくりの一助とする。内容:太極拳

90 Ｇ

644 ながっち～あつまれ

学校ではできない色々な体験をすることに
より、子どもたちの好奇心を高め、健全な
育成を図ることを目的とし、主に永盛小学
校の児童を対象に実施する。内容:料理、
書初め、お菓子等

79 Ｇ

645 男性マスターズ

男性への様々な学習機会の提供により生
活の更なる充実と地域の連帯感の高揚を
図るとともに、積極的な地域参画の一助と
する。内容：講談、館外学習、陶芸、吹矢
他

60 Ｇ

646 アカシア学園

日常に役立つ学習として、幅広い内容に
ふれることにより、余暇を有効に活用する
ヒントを見つけ、暮らしに一層の充実を図
る。内容:歴史、そば打ち、健康体操、ちぎ
り絵、館外学習等

42 Ｇ

647
いろいろ体験講座「さあ
～やってみよう！」

気になっていることや興味のあること、改
めて知りたいこと、まずは体験学習をする
ことにより、以後の継続のきっかけづくりを
する。内容:寄せ植え、一閑張り、料理

30 Ｇ

648
レクリエーション事業「ク
ラフトバンド編み」

数種の編み方を学習し、オリジナル作品で
日常生活に彩りを添える。内容:クラフトバ
ンド

27 Ｇ



649
のびのび公民館サマー
スクール

校外での学習を通して児童同士がお互い
に助け合い親睦を深める。内容:勉強、読
書

20 Ｉ

650
青少年対象事業「わく
わく夏期講座」

校外での学習を通して児童同士がお互い
に助け合い親睦を深める。内容:アクセサ
リー、ダンス、館外学習

62 Ｇ

651
青少年対象事業「わく
わく冬期講座」

校外での学習を通して児童同士がお互い
に助け合い親睦を深める。内容:お菓子つ
くり、ダンス、コンサート等

50 Ｇ

652
銅板レリーフをつくって
みよう!!

手作りのものづくり体験をとおして、友達と
の交流や親睦を深めながら健全な育成を
図る。内容:レリーフ

7 Ｇ

653
夏休み子どもおもしろ
塾

小中学校の夏休みにおける非行及び事故
を防止するとともに、いろいろな体験をとお
して、友達との交流や親睦を深めながら健
全な育成を図る。内容:自然散策等

27 Ｇ

654
食育講座「ひまわり・梅
漬け」

改めて日本の味を学習し、手づくりをす
る。食生活に役立てる。内容:梅漬け

10 Ｇ

655
世代間交流事業　「張
子の絵付け体験をしよ
う！」

高齢者から若い世代が一堂に会する世代
間交流の場を設け、相互の理解や交流を
深めより良い人間関係を作る。内容:絵付
け体験

14 Ｇ

656
第４３回三穂田町市民
運動会

運動会をとおして、三穂田地区住民が一
堂に会し地域相互の親睦と連帯感を深め
市民意識の高揚をはかり、健康で活力の
あるまちづくりを推進する。内容:運動会

450 Ｉ Ｅ

657 三穂田町市民文化祭

日頃から推し進めている創作、芸能活動
の成果を発表する機会を提供し、広く市民
の鑑賞をとおして地域の文化創造力の育
成と地域生活文化の振興をはかる。内容：
文化祭

1,149 Ｆ Ｅ

658 みほた合唱隊

現代社会に貢献された世代の方々に、健
康的で明るく楽しみながら地域参画ができ
るように、そのきっかけづくりを支援する。
内容：合唱練習、訪問披露等

52 Ａ・Ｇ

659 少年の主張発表大会

小中学生が、日頃考えている前向きな意
見や提言を発表し、社会の一員としての自
覚を高め、さらに、一般の人々の理解を得
て、明日の郡山市を築く住民意識の高揚
をはかる。内容:少年の主張

18 Ｆ Ｅ

660 にこやか３Ｂ体操

運動不足になりがちな冬期間に気軽に身
体を動かし、ストレス解消や健康増進に役
立てると共に地域住民の交流を図る。内
容:3B体操

20 Ｇ

661 穂積小家庭教育学級 給食試食会、心肺蘇生、料理等 102 Ｃ

662 三和小家庭教育学級
心肺蘇生、薬物講習、教養講座、給食試
食会、講話等

190 Ｃ

663 穂積小家庭教育学級
進路説明、スマホ安全教室、薬物講習、放
射線セミナー等

240 Ｃ

664 新春書初め大会

青少年が一堂に会し、日本の伝統である
「書道」をとおして、普段何気なく使ってい
る「字」というものを再確認し、心を込めて
丁寧に書くことを育成する。内容:書初め

41 Ｇ

665 のびのび公民館

小・中学生を対象に、夏休み期間中の活
動範囲を広げるため、公民館の集会室等
を開放し、勉強、読書等自由に活用しても
らう。内容:自主学習

11 Ｇ

666
親子映画会＆花火大
会

親子で一緒に映画を鑑賞し、花火遊びを
楽しみ親子のふれあいを深め夏休みの思
い出をつくる。内容:映画、花火

168 Ｉ Ｅ



667
第３８回逢瀬町子ども
球技大会

地区の子供たちが一同に会し、仲間作りと
健康増進を図り、青少年の健全と交流の
普及と発展に資する。内容:ドッチボール

227 Ｉ Ｅ

668 逢瀬町民大運動会

町民運動会を通して、地域住民相互の連
帯感を強め、親睦と健康増進をはかり、明
るくすみよいまちづくりを目的とする。内容:
運動会

619 Ｉ Ｅ

669 逢瀬町春季球技大会

地域住民の体力づくりと、レクリエーション
を兼ね、社会体育振興と地域相互の親睦
と交流を図り、明るいまちづくりを目的とす
る。内容:ソフトボール、バレーボール

303 Ｉ Ｅ

670
市民学校「骨盤ヨガ・体
操教室」講座

「骨盤ヨガ・体操教室」をとおして、受講生
同士の親睦を図り、ゆとりの心を養い、心
と身体を健康に保つ。内容：ヨガ

40 Ｇ

671
市民学校「革でつくる小
物」講座

物づくりを通して技術を学びながら作り上
げる喜びを感じ取ること、受講者同士の親
睦を図ることを目的とする。内容：革工芸

42 Ｇ

672
逢瀬地区「少年の主
張」コンクール

逢瀬地区の児童・生徒が、日頃考え感じ
ていることを大勢の方々に理解していただ
く機会をつくるとともに、社会の一員として
の自覚を充実させる。内容：少年の主張

132 Ｆ Ｅ

673
逢瀬地区「標語」コン
クール

逢瀬地区の子どもたちが、市民の連帯意
識を高める活動として、素直で子どもらし
い発想と感性を標語を通し表現する。内
容：標語コンクール

108 Ｆ Ｅ

674
青少年対象事業 「親子
で体験しよう！」

青少年の健全な育成を図ることを目的と
し、豊かな心とたくましい大きな心を育て、
親子が一緒の活動をすることにより家庭で
も話題のきっかけを作る。内容：工作等

51 Ｇ

675
高齢者学級「逢瀬寿大
学」

現代社会に高齢者として、学習や仲間づく
りを通じて生きがいを持って、明るく住みよ
い地域を作るための強調性と実践力を養
う。内容：健康、映画鑑賞、川柳、防災、文
化祭作品等

290 Ｇ

676
逢瀬町冬季バレーボー
ル大会

地域住民の体力づくりと、レクリエーション
を兼ね、社会体育振興と地域相互の親睦
と交流を図り、明るいまちづくりを目的とす
る。

264 Ｉ

677
レク事業｢ボウリング｣教
室

ボウリングを通して仲間づくりや冬季の運
動不足を解消し、参加者相互の親睦を図
る。

38 Ｉ

678
多田野の鍬柄舞田植
踊り保存会

逢瀬地区に伝わる踊りの継承を通して、
親睦・交流を育み人材を育てる。

87 Ｉ

679 逢瀬地区市民文化祭
逢瀬地区住民の親睦と、地域社会教育及
び生涯学習推進。内容:文化祭

549 Ｆ Ｅ

680
お正月の「フラワーアレ
ンジ」講座

お正月を心豊かに迎えられるよう、短時間
で簡単にフラワーアレンジメントの基礎を
学ぶと同時に、受講者相互後の親睦を深
める。内容:フラワーアレンジメント

19 Ｇ

681 おうせっ子まなび隊

青少年の健全な育成を図ることを目的と
し、豊かな心とたくましい大きな心を育て、
公民館だけでなく活動範囲を広げ、異学
年との交流や体力増進を図る。内容:ゲー
トボール、館外学習、料理、ポーセラーツ、
文化祭参加、書道等

107 Ｇ

682 書き初め教室

小学生児童を対象に冬ならではの活動を
公民館で行い、また冬休みの宿題を早め
に終わらせ楽しいお正月を迎えられるよう
にする。内容:書道

13 Ｇ

683
団塊世代　ふるさと逢
瀬再発見

公民館事業参加を機に、地域を見つめ直
し、交流の場と輪を広げ、今後の地域活動
への積極的な参加の足がかりを作っても
らう。内容:漢字、歴史、世代間交流等

56 Ａ・Ｇ



684
世代間交流事業｢だん
ごならし｣

だんご飾りを通して高齢者と子ども達との
交流を図り、相互の理解を深め、地域の
伝統をを学ぶ。内容:だんごならし

90 Ｇ Ｅ

685
青少年対象事業 「親子
講座」

青少年の健全な育成を図ることを目的と
し、豊かな心とたくましい大きな心を育て、
親子が一緒の活動をすることにより家庭で
も話題のきっかけを作る。内容:恵方巻、
チョコ

22 Ｇ

686 河内小家庭教育学級 AED講習、三世代交流、音楽鑑賞等 219 Ｃ

687
多田野小家庭教育学
級

教育講話、親子食育講座等 59 Ｃ

688 逢瀬中家庭教育学級 情報モラル教室、親子ヨガ、教育講話等 310 Ｃ

689 シニアうねめ太鼓講座
体を動かす機会が少なくなってきている高
齢者の体力づくりと仲間づくりを目的とす
る。内容:太鼓

110 Ｇ

690
深谷ヨーサ踊り「三味線
体験講座」

地元に伝わる伝統芸能の後継者を得るた
めに、三味線の実技指導を受け、伝統を
継承していく場を提供する．内容:三味線

44 Ｇ

691
青少年対象事業「親子星
空かんさつ会」（ふれあい
科学館：星の宅配便）

星空観察をとおして、宇宙に興味を持つこ
とを目的とする。内容:天体観測

30 Ｇ

692
青少年対象事業「片平
げんきっず」

集団活動をとおして自主性や協調性を養
い、友情を赤め、幅広く体験することで、地
域社会に対する自治意識を見につける。

89 Ｇ

693 「地域のびのび子育て」

生涯学習の一つとして、教養・趣味・健康・
文化などに興味を持つ機会をつくり、集団
による学習の場から協調性を養い、生き
がいを見出すことを目的とする。内容：情
報交換等

13 Ｃ

694 片平地区市民文化祭
地域相互の親睦と連帯感を深め、健康で
文化的な明るいまちづくりの推進を図る。
内容：文化祭

1,842 Ｆ Ｅ

695
高齢者学級「たちばな
学園」

人との関わりを通して学び、習得し、心豊
かな生活を送ることを目的とする。内容:オ
カリナ、ヨガ、草木染、料理、館外学習、郷
土芸能等

107 Ｇ

696 うねめチャレンジ

団塊の世代を対象に、これから地域と関
わりを始める第一歩として、講座をとおし
て仲間同士の親睦を図り、公民館（地域）
活動に興味を持たせる。内容:歌、料理、
文化祭協力、そば打ち、フラワーアレンジ
メント等

65 Ａ・Ｇ

697 片平地区市民体育祭 地域住民の健康増進と親睦を図る 1,216 Ｅ

698 少年の主張コンクール
片平地区市民文化祭時表彰・発表　郡山
市「少年の主張」コンクールに参加する。
内容:少年の主張

17 Ｅ

699 子ども書初め大会
書を通して精神の鍛錬し、講師から上達
法を学ぶ。内容:書初め

52 Ｅ

700
少年少女球技大会「ドッ
ヂボール」

子どもたちの心身の健全と、スポーツをと
おして体力の増進と強調・融和の精神の
養成を目的とする。内容:ドッヂボール

88 Ｅ

701 スケート体験学習
子どもたちの心身の健全と、スポーツをと
おして体力の増進と強調・融和の精神の
養成を目的とする。内容:スケート

13 Ｅ

702 片平小家庭教育学級
給食試食会、視察研修、AED講習、トール
ペイント、教養講座等

220 Ｃ



703 片平中家庭教育学級
視察研修、給食試食会、トールペイント、
教育講演会等

88 Ｃ

704 フラワーアレンジメント
花を飾り、清々しい気持ちで正月を迎え
る。

26 Ｇ・Ｉ

705
喜久田地区町民体育
祭

町民体育祭を通して、地域住民相互の連
携を深め親睦と健康増進を図り、明るく住
みよいまちづくりに資する。内容:運動会

1,793 Ｉ Ｅ

706
喜久田地区親善球技
大会

地域住民の体力とレクリエーションを兼
ね、ソフトボ－ル及び家庭バレーボールを
通じて地域相互の親睦を図り、健康で明る
い家庭づくりに資する。内容:ソフトボール、
バレーボール

400 Ｉ Ｅ

707
喜久田地区市民文化
祭

地域住民の研究、創作活動の成果を展
示、発表、鑑賞し、地域の生活文化の向
上と明るい住みよいまちづくりに寄与す
る。内容：文化祭

1,290 Ｆ Ｅ

708
喜久田地区明るいまち
づくり推進大会

明るいまちづくり「第18回喜久田地区花
いっぱいコンクール入賞団体表彰」・防犯
協会「喜久田地区防犯標語コンクール入
賞者表彰」・青少協喜久田地区協議会「第
33回少年の主張発表大会及び入賞者表
彰」　内容:推進大会

188 Ｅ

709 堀内地区寄せ植え教室
地区住民が季節の花の寄せ植えを通して
地区相互の親睦を図り健康で明るい地域
作りを目的とする。内容:寄せ植え

16 Ｅ

710 きくた大人の広場

さまざまな体験を通し、生きる力や実生活
に即する文化的教養を高め心身ともに健
康で参加者同士の親睦を深める。内容:出
前講座、体操、世代交流、文化祭作品、健
康、館外学習、歳時記、コンサート等

184 Ｇ

711
喜久田町体育協会合
同納会

スポーツ振興の充実を図り、健康で明るい
まちづくりの実現を目的とする。内容:表彰
等

131 Ｅ

712 喜久田町民ゴルフ大会

疎遠になりがちな近隣社会をゴルフを通し
て回復し、連帯感の醸成を図ると共に、併
せて親睦と技術の向上を目的とする。内
容:ゴルフ大会

89 Ｉ Ｅ

713
きくた☆なんでもチャレ
ンジ塾３

地域コミニュティ活動の活性化や地域の教
育力の向上、福祉、子育て、環境問題等
の地域における様々な課題につて、団塊
の世代や高齢者の持つ多種多様な知識
や技術、経験を生かして地域活動に参加
するための足懸りとして、またこれからの
第二の人生を有意義なものにしてもらう
きっかけづくりを目的とする。内容:料理、
講話、文化祭参加、ウォークラリー、防犯、
コンサート等

253 Ａ・Ｈ

714 市民学校　木彫り
木彫りのすばらしい伝統的な文化の伝承
と温もりや手作りの楽しさを知る。

18 Ｈ・Ｉ

715 こども広場

学年の違う参加者同士、仲良く、年下の面
倒を見ながら、楽しい思い出をつくる。
内容：館外学習、絵手紙体験、簡単おやつ
作りなど

136 Ｇ

716
分館　第六区歳の神
（どんと焼き）

地域の伝統行事である「歳の神（どんと焼
き）」を通して、住民の親睦と融和を図ると
ともに、次世代に正月行事の伝承をする。
内容:どんと焼き

164 Ｅ

717
分館　早稲原歳の神
（どんと焼き）

歳の神を通し、区民各位の健康を願い安
心安全な明るい地域作りを目的とする。内
容:どんと焼き

118 Ｅ

718 分館　第三区球技大会
体力の向上、区民相互の親睦を深め明る
い地域づくりを目指す。内容:ボウリング

50 Ｅ



719
喜久田小家庭教育学
級

教育講話、救命講習、スマホ完全教室、給
食試食会、文化祭参加、情報モラル教室
等

520 Ｃ

720
喜久田中家庭教育学
級

教育講話、スマホ安全教室、交通安全、進
路説明、薬物講習等

231 Ｃ

721 日和田町民体育祭

各町内会住民が一堂に会することにより、
競技等を通じて互いに親睦や交流を深
め、健康で豊かな生活を送る一助となる体
育祭とする。内容:運動会

254 Ｉ Ｅ

722 親子星空かんさつ会
親子で星の観察を楽しみ互いの絆を深め
るとともに、参加者同士の親睦を図る。内
容:天体観測

17 Ｇ Ｅ

723
日和田町民家庭バレー
ボール大会

スポーツを通して明るいまちづくりと豊か
な生活を築くために、町民の健康づくりと
健全なるレクリェーションを兼ねた町民挙
げての大会とする。内容:パレーボール

150 Ｉ Ｅ

724
女性対象事業「リフレッ
シュ学級」

受講生相互の親睦を図りながら、知識や
教養を高め日常生活や地域づくりに活か
すことを目的とする。内容：マイナンバー、
館外学習、文化祭作品、ヨガ等

96 Ｇ

725 日和田町民文化祭

日頃行っている文化活動の発表により町
民相互の交流と親睦を図り、豊かな心を
育て地域の文化の向上と明るいまちづくり
に寄与する。内容：文化祭

1,360 Ｆ Ｅ

726 日和田町芸能祭

日和田町内で芸能活動している団体が一
堂に会し、日頃練習している芸能を発表す
ることにより、町民相互及び各団体の交流
と親睦を図り、明るいまちづくりに寄与す
る。内容：芸能祭

378 Ｆ Ｅ

727
久留米分館事業「久留
米町内会いも煮会」

子どもの健やかな成長を願うとともに、い
も煮会を通して、仲間や地域の住民と親
睦を深め、世代の交流を図る目的とする。
内容：いも煮会

65 Ｉ Ｅ

728 キッズスクール

学校や家庭ではできないさまざまな体験を
通し、異学年との仲間づくりや世代間交流
を行う。内容:母の日・父の日プレゼント、
七夕、芸能祭参加、クリスマス小物、カル
タ大会等

200 Ｆ・Ｇ

729 認知症学習講座

高齢化社会に伴い認知症への理解を深
め、誰もが漠然と不安を抱いている認知
症や介護の問題を自分の生活の一部とし
て覚悟して備える。内容:認知症予防、館
外学習等

65 Ｇ

730 地域デビューⅢ

ボランティア活動を実践することにより社
会貢献をしながら、仲間づくりをし、いきい
きとした人生を過ごすきっかけづくりをす
る。内容:

85 Ａ・Ｆ・Ｇ

731 高倉小家庭教育学級 救急救命、太鼓観賞、ヨガ教室等 123 Ｃ

732
日和田小家庭教育学
級

親子活動、給食試食、運動、レク、救急救
命、料理、科学実験等

710 Ｃ

733
日和田中家庭教育学
級

教育講話、教育講演会等 340 Ｃ

734 分館　才の神（梅沢）

地域の伝統行事である“才の神”を通し
て、住民の親睦と融和を図るとともに、子
ども育成会にあっては、火の偉大さと怖さ
を自覚させ、火の用心の気持ちを植え付
ける。行事の実行のためには、地元消防
団をはじめ地区住民の全面的な協力の下
に実施するものとする。地域の伝統行事
である。才の神目的とする。内容:伝統行
事

131 Ｅ



735 分館　才の神（宮下）

年々、地域に根ざした伝統行事がすたれ
つつある。それに伴って住民同士のつな
がりも希薄になり、地域としてのまとまりも
なくなりつつある。才の神の実施にあた
り、各種団体の協力を得ながら地域として
の団結を強めるとともに、伝統行事の復活
を目的とする。内容:伝統行事

75 Ｅ

736
八丁目分館市民学校
健康教室「３Ｂ体操」

３Ｂ体操を通して、八丁目地区住民の親睦
を深めるとともに、健康増進を図る。内
容:3B体操

49 Ｇ

737
のびのび公民館サマー
スクール「夏休み卓球
教室」

のびのび公民館サマースクールの一環と
して、卓球教室を開催することで、夏休み
の運動不足の解消と他校間親睦を深める
機会とする。内容:卓球

59 Ｇ

738
のびのび公民館サマー
スクール

夏休みの子ども達居場所として、公民館を
無料開放する。内容:自主学習

311 Ｇ

739
ママ友サークル「ハッ
ピー富久山」

親子のふれあいと参加者同士の交流を深
める場として、心身の活性化を図り、子ど
もの成長過程における子育ての重要性に
ついて学ぶことを目的とする。内容:ヨガ、
料理、昔話等

31 Ｃ

740
富久山町家庭バレー
ボール大会

大会を通して地区住民の体力づくりと交
流・親睦を深め、併せて家庭バレーボール
の普及と、健康で明るい町づくりを図る。
内容:バレーボール

200 Ｉ Ｅ

741 花研修旅行
花いっぱい運動の一環として研修をしなが
ら会員同士の交流をはかり、明るいまちづ
くりに寄与する。内容:花つくり研修

22 Ｉ Ｅ

742 歴史講演会
富久山の地形と地名の講話を聴きなが
ら、郷土史に理解を深めることを目的とす
る。内容:歴史

90 Ｉ Ｅ

743 福原地区球技大会

スポーツを通して体力づくり・地域住民の
交流と親睦を深め合い、さらに町民だ言う
運動会を目指して力を結集し、団結すると
共に健康で明るい町づくりを目的とする。

200 Ｉ

744 八山田地区球技大会

地域住民の体力づくりと、地域住民相互の
親睦を深め、健康で明るいまちづくりを目
的とする。内容:ソフトボール、バレーボー
ル等

410 Ｉ Ｅ

745
富久山地区明るいまち
づくり町内鼓笛パレード

富久山地区の交通安全・防犯活動の意識
高揚を目的とし富久山町内4校の小学生
が日頃の鼓笛練習の成果を披露する。内
容:鼓笛パレード

489 Ｉ Ｅ

746
夏休み親子ふれあいス
イミング

ウォークラリー代替事業で、小・中学生対
象事業。親子で、友人とスイミングを思い
きり楽しんで、夏休みの思い出をつくる。
内容:水泳教室

69 Ｇ Ｅ

747
市民学校「大和なでしこ
着付け教室講座」

現代の生活の中で忘れがちな日本の伝
統、着物の良さを再確認するとともに、世
代を超えた交流や学びを通して、生き生き
と輝いた生活をおくれるようにする。内容：
着付け

57 Ｉ

748
富久山地区市民文化
祭

富久山地区民の教養と生活文化の高揚を
目的に、日頃の創作活動及び練習の成果
を一堂に会し公開と鑑賞の機会とする。ま
た地域住民の親睦を図るとともに、明るい
まちづくりの推進に寄与する。内容:文化祭

3,228 Ｆ Ｅ

749
ふくやまっ子元気クラブ
（少年教室）

集団活動を通して、自主性・創造性・協調
性育て、地域のリーダーとして活躍できる
よう育成する。内容:料理、ダンス、クラフ
ト、郡山自然の家等

69 Ｇ



750 花づくり研修会

花いっぱい運動の一環として、楽しい花壇
づくりを学びながら地域民同士の交流をは
かり、明るい町づくりに寄与する。内容:花
づくり

40 Ｅ

751 キッズスクール

新しい時代を拓く子どもたちが、さまざまな
体験活動を通し、「自立」・「共生」・「創造」
の精神を学びあい、心身ともに健全な青
少年の育成を図る一助とする。内容:文化
祭作品、病院見学、チアリーディング体
験、茶道、お菓子、百人一首等

158 Ｇ

752 富久山学級

共同学習を通して、教養を高め健康で豊
かな生活をおくることができる。また、明る
い家庭や社会づくりに役立てる。内容:アロ
マテラピー、エネルギー、館外学習、文化
祭作品、健康体操、フラワーアレンジメン
ト、料理等

125 Ｇ

753 ふれあい学級

社会活動をとおして、教養を高め健康で豊
かな生活を送ることが出来る。また、生き
がい作りをすることで明るい生活環境を創
造できる。

121 Ｇ

754 おとなの時間

団塊世代の生きがいや仲間づくりを支援
し、地域活動・公民館授業などをサポート
する人材の育成を目的とする。文化祭運
営のボランティア、パステルアート、市内の
公共施設見学、富久山の歴史講義等

116 Ｇ

755 行健小家庭教育学級 心肺蘇生等 44 Ｃ

756
行健第二小家庭教育
学級

視察研修、給食試食会、粘土細工、トール
ペイント、ヨガ、性教育等

147 Ｃ

757 明健小家庭教育学級
校長講話、給食試食会、視察研修、親子
活動、ハープ、料理等

82 Ｃ

758 小泉小家庭教育学級 心肺蘇生法、メディアの影響等 322 Ｃ

759 富久山市民運動会
運動会をとおして、町内の老若男女が一
堂に会し、地域相互の連携を深め、健康
で明るい町作り運動を推進する。

298 Ｅ

760 親子ボウリング大会

家庭教育の低下や親子関係の希薄化が
懸念されている中、ボウリング大会を通じ
て親子の絆を深め、スポーツを楽しむ。内
容:ボウリング

60 Ｇ

761
富久山地区市民新年
交換会

輝かしい新春を迎え、富久山地区各種機
関、市民、団体が一堂に会し、喜び語り合
い親睦を深めながら、心豊かで住んでよ
かったと感じられる、明るい地域社会づくり
に資することを目的とする。内容:新年会

167 Ｅ

762
子育て応援講座「ハッ
ピー★ベビー講座」

育児に関する講座を受けることにより、子
育ての不安や悩みを解消し、親子の絆を
深めながら、健やかに子供の心身発達を
促せるようにする。また、母親同士のコミ
ニュケーションの場とし、育児中の精神的
ストレスを少しでもなくす。内容:ベビーマッ
サージ、離乳食、ベビーダンス等

47 Ｃ

763
行徳小学校連合大運
動会

地域住民が一堂に会し、体力の向上を図
るとともに、親睦を深め健康な身体と住み
よいまちづくりを推進することを目的に、行
徳小学校運動会プログラムに参加する。
内容:運動会

276 Ｉ Ｅ

764
行徳チャレンジ教室
春編

体験や経験の少ない子どもたちに様々な
ことにチャレンジする機会を提供し、学校
での学習とは違う社会性・協調性をつくり
上げ、子どもたちの生きる力を育むことを
目的とする。内容:工作、館外学習、お菓子
つくり。

47 Ｇ



765
行徳チャレンジ教室
冬編

体験や経験の少ない子どもたちに様々な
ことにチャレンジする機会を提供し、学校
での学習とは違う社会性・協調性をつくり
上げ、子どもたちの生きる力を育むことを
目的とする。内容:門松、書初め、お菓子

49 Ｇ

766
のびのび公民館サマー
スクール

行徳小学校児童を対象に、不規則な生活
になりがちな夏休みを、有意義な学習や
活動ができるように公民館の部屋を開放
し活用してもらう。内容:自主学習等

30 Ｇ

767 夏休みチャレンジ教室

夏休みを利用して子どもたちに様々なこと
にチャレンジする機会を提供し、学校とは
違う体験・経験をとおして社会性を培い、
子どもたちの自立や協調性を育てる。内
容:館外学習、科学、映画、英語等

89 Ｇ

768
行徳太鼓・よさこい踊り
教室

行徳地域恒例行事「行徳夏フェスタ」に次
世代を担う子どもたちが一人でも多く参加
し祭りを盛り上げ、継承していくことを目的
に開催する。

277 Ｆ・Ｇ

769
行徳・富田地区球技大
会

地域住民が休日を利用して一堂に会し、
球技大会を通して相互の親睦を図り、健
康増進と住み良い地域づくりを推進する。
内容:バレーボール、ソフトボール、ニュー
スポーツ等

420 Ｉ Ｅ

770
子育てママのリフレッ
シュ講座

核家族の社会の中で育児の大変さを一人
で抱え込まず、母親同士の交流を深め悩
みや不安を解消しながら、育児の楽しさや
大切さを学ぶ。内容：料理、骨盤体操、トー
ルペイント、読み聞かせ等

60 Ｃ

771
行徳チャレンジ教室
秋編

体験や経験の少ない子どもたちに様々な
ことにチャレンジする機会を提供し、学校
での学習とは違う社会性・協調性をつくり
上げ、子どもたちの生きる力を育むことを
目的とする。内容:文化祭作品、ダンス等

53 Ｇ

772 行徳夏フェスタ

21世紀を担う子ども達と地域住民及び関
係団体が共感できるイベントを通して、子
ども達の想い出づくりと人材発掘や地域の
活性化を図ると共に、コミュニケーションの
向上と世代間の親睦交流を深める。内容:
祭り

953 Ｅ

773 行徳地区芸能祭

地域住民と公民館の各クラブが一堂に会
して芸能を発表する機会を設け、住民相
互の親睦、融和を図ることにより地域文化
の振興に寄与する。内容:芸能祭

342 Ｆ Ｅ

774
「郡山北工コンピュータ
部」世界大会出場報告
会

行徳地域に隣接する郡山北工業高校コン
ピュータ部は、国際ナノ・マイクロアプリ
ケーションコンテスト（電子部品を使ったシ
ステムなどのアイデアを競う国際大会）に
５年連続出場、４年連続入賞（今年度世界
第３位）の快挙を達成していることから「世
界の北工」を地域住民に広く知ってもらう
機会として開催。内容:活動報告

74 Ｇ

775 ゆうゆう学園
健康で明るく楽しい生きがいのある人生を
送るために、知識と教養を高め、学級生相
互の親睦を図る。

232 Ｇ

776 行徳地区文化祭

地域住民が日頃の文化活動の成果を一
般に公開し相互に鑑賞しあうと共により親
睦を深め地域における生活文化の振興と
明るく住み良い地域づくりを推進する。内
容:文化祭

836 Ｆ Ｅ

777 マドンナ学級

受講を通して相互の親睦を深め健康で明
るい家庭と地域づくりを目指し、必要な知
識と教養を身に付ける事を目的とする。内
容:落語、館外学習、料理、電力、陶芸、ヨ
ガ、ハーブ、法律、人形劇等

178 Ｇ



778
団塊世代　男のふれあ
い講座

地域活動やボランティア活動への参加を
目的に仲間との出会いを楽しみながら知
識と教養を深め地域デビューを果たす

79 Ｇ

779 KOUTOKU音楽の森
年齢を問わず、みんなでいろいろな音楽を
身近に感じながら鑑賞し、心を豊かに癒せ
る時間となるようにする。

378 Ｇ

780
市民学校　漢字あれこ
れ塾

漢字の勉強を通して、受講生同士の親睦
を深め共に学ぶことにより、さらなる学習
意欲の向上を図る。内容:漢字

114 Ｇ

781 行徳新年の集い

２０１７年の新年を迎え、行徳・富田地区の
地域住民が一堂に会し、新年を祝うと共に
相互の融和と親睦をはかり、豊かで明るく
住みよい地域づくりを推進する。内容:新年
会

165 Ｅ

782
行徳学区キッズスクー
ル

冬休みを利用して子ども達と地域住民と
の融和親睦を図り、交流を深めていくこと
を目的とする。内容:餅つき、ビンゴ等

137 Ｇ Ｅ

783
青少年対象事業「オセ
ロ大会」

体験や経験の少ない子どもたちに、様々
なことにチャレンジする機会と他校児童と
交流する機会を提供し、学校での学習と
は違う社会性やコミュニケーション力を育
むことを目的とする。内容:オセロ大会

56 Ｇ

784
のびのび公民館サマー
スクール

小学生児童等を対象に、夏休み期間中の
活動範囲を広げるため、公民館の和室を
開放し、勉強、読書等自由に活用してもら
う。内容:自主学習

55 Ｇ

785 三代地区球技大会

三代地区民の健康と体力増進、さらには
地区住民相互の親睦を図り、これをもって
明るく住みよい地域づくりに貢献する。内
容:ソフトボール、バレーボール等

108 Ｉ Ｅ

786
湖南・湊公民館合同交
流事業第２弾「湖南ぶ
らっとめぐり！」

史跡・文化財の宝庫である湖南町は江戸
時代から会津藩に属していたことから深い
関係にある湊町と、お互いの地域の良さを
理解し情報交換や交流を深めることによっ
て共に地域の活性化に繋げる。内容:史跡
めぐり

14 Ｇ

787
「ぐるっと湖南めぐり」
(小学５年生対象)

子ども達が成長する過程において地元の
史跡・文化財・民俗・民話等に触れること
で、自分たちが住む町への興味、関心や
探究心を刺激し、郷土愛を育むことを目的
とする。内容:史跡めぐり

35 Ｇ

788 赤津地区球技大会

赤津地区民の健康と体力増進、さらには
地区住民相互の親睦を図り、これをもって
明るく住みよい地域づくりに貢献する。内
容:ソフトボール、バレーボール、グラウンド
ゴルフ

104 Ｉ Ｅ

789
中野地区区長杯球技
大会

中野地区民の健康と体力増進、さらには
地区住民相互の親睦を図り、これをもって
明るく住みよい地域づくりに貢献する。内
容:バレーボール、グラウンドゴルフ

111 Ｉ Ｅ

790
福良地区区長杯球技
大会

福良地区民の健康と体力増進、さらには
地区住民相互の親睦を図り、これをもって
明るく住みよい地域づくりに貢献する。内
容:バレーボール、ソフトボール

130 Ｉ Ｅ

791
「ぐるっと湖南めぐり」
（中学２年生対象）

湖南中学校２年生を対象にふるさと湖南
の史跡・文化・民話の地を実際に現地に
出かけて学ぶことで、ふるさとを見直し、郷
土愛を育むことを目的とする。

51 Ｉ Ｅ

792
高齢者対象事業「明和
学級」出張講座

共に学び、語り、行動することで仲間作り
や地域活動参画のきっかけを提供する。
また、高齢者のひきこもりを防止する。内
容:ツボ、体操等

64 Ｇ



793
湖南地区花いっぱいコ
ンクール

花いっぱい運動を推奨し、豊かな情操を
育み景観づくりを進んで行い、連帯意識を
高め住みよいまちづくりを目指す。内容：
花コンクール

105 Ｉ Ｅ

794
市民学校「湖南チャレン
ジ学級」

ともに学び、語り、行動することで仲間づく
りの機会を提供する。また、日本の伝統文
化の素晴しさも学び、後世へと伝統文化を
継承することを目的とする。内容：工芸等

73 Ｇ

795 湖南地区球技大会
球技大会を通じ、健康づくりと住民相互の
連帯意識の高揚を図る。内容：バレーボー
ル、ソフトボール

226 Ｉ Ｅ

796

湖南まちおこしプロジェ
クト～湖南の歴史・民
話・伝説の粘土像作成
～

湖南町には数多くの史跡、文化財、民話
があるが、その宝が地域住民にもあまり周
知されていない現状である。地域の様々
な名所に自分たちで製作した像を設置す
ることにより、地域の良さを再認識するとと
もに、本事業を通して地域の中核となる、
湖南町の活性化を担う人材の育成を図
る。内容：像作成、設置

38 Ａ・Ｇ

797 食育・ロコモ対策

食の大切さを学び健康で丈夫なからだづく
り及び、運動をとおして健康で丈夫なから
だづくりを目的とする。内容:料理、リズム
遊び、ダンス等

224 Ｇ Ｅ

798 湖南地区市民体育祭
市民体育祭を通じ、健康づくりと住民相互
の連帯意識の高揚を図る。内容:運動会

608 Ｅ

799 湖南きねづか学級

いろいろな体験を通して、公民館事業の楽
しさを知り、受講者の親睦を深める。また、
地域の行事やボランティア活動に積極的
に参加することで第２の人生を有意義にす
る。内容:ボランティア、野外活動、古典、
館外学習、認知症、抹茶等

32 Ｇ

800
女性学級「きらり☆ウー
マン」

いきいきとした人生をおくるために知識を
習得し、知性と教養を高め地域の発展に
寄与する。内容:お香、館外学習、ダンス、
文化祭作品、認知症、料理等

92 Ｇ

801 湖南町文化祭
作品展示を通して、作品鑑賞と創作意欲
を高め、地域住民の親睦を深めることを目
的とする。内容:文化祭

540 Ｆ Ｅ

802 親子体験教室

親子が安心して学び、触れ合う時間と場
所を提供し、地域活動に参加する機会の
少ない保護者世代に地域活動に参加する
きっかけを提供する。内容:ケーキ、書初め

21 Ｇ

803
いっしょに遊ぶ子この
指とまれ

昔遊びや地域の行事を地域のボランティ
アの方の協力を得て、学社連携を図りな
がら地域で子育て、見守りに輪を広げる。
内容:散策、七夕、踊り、コンサート、工作、
団子さし等

444 Ａ・Ｇ

804 湖南小家庭教育学級 視察研修、心肺蘇生法、音楽会、ヨガ等 282 Ｃ

805 湖南中家庭教育学級 視察研修、心肺蘇生法、音楽会、ヨガ等 282 Ｃ

806 家庭バレーボール大会
冬期間における運動不足の解消と市民相
互の親睦を図る。内容:バレー大会

224 Ｅ

807 少年の主張発表大会

文化祭参加事業である少年の主張をとお
し、日頃自分が（小中高生）が感じているこ
とを自由に表現し地域に向け伝える機会
とする。内容:少年の主張

156 Ｆ Ｅ

808 市民学校「健康教室」
運動不足になりがちな冬場の健康増進と
参加者相互の親睦を図る（スポーツ吹矢・
ヨガ・ダンス）

64 Ｇ



809
養成講座「いきいきボラ
ンティアⅢ」

子どもから高齢者まで楽しめるものを習得
することで、地域社会の一員として活躍で
きるようになる（バス研修・認知症サポー
ター・新聞講座・コミュニケーション力・レ
ク・ハンドベル）

71 Ｇ

810
三代分館事業「豊年盆
踊りの太鼓の練習」

地区民が一堂に会し、講座を通じて住民
相互の親睦と地区内の連携を深める（内
容：豊年盆踊りの太鼓の練習）

43 Ｇ

811
福良分館事業「盆踊り
の太鼓の叩き方、笛の
吹き方」

地区民が一堂に会し、講座を通じて住民
相互の親睦と地区内の連携を深める（内
容：盆踊りの太鼓の叩き方・笛の吹き方）

85 Ｇ

812
月形分館事業「そば打
ち体験」

地区民が一堂に会し、講座を通じて住民
相互の親睦と地区内の連携を深める（内
容：そば打ち体験）

8 Ｇ

813
赤津分館事業「レクリ
エーション事業」

地区民が一堂に会し、講座を通じて住民
相互の親睦と地区内の連携を深める（内
容：防災訓練・そば打ち体験）

86 Ｇ

814
中野分館事業「折り紙
教室」

地区民が一堂に会し、講座を通じて住民
相互の親睦と地区内の連携を深める（内
容：折り紙教室）

6 Ｇ

815 湖南地区市民体育祭
市民体育祭を通じ、健康づくりと住民相互
の連帯意識の高揚を図る

588 Ｇ Ｅ

816 標語・川柳コンクール
明るいまちづくりの啓発に寄与する標語・
川柳を募集し、入選作品は啓発ポスター
等に使用し市民への周知を図る。

9 Ｆ・Ｇ

817
のびのび公民館サマー
スクール

小学生児童等を対象に、夏休み期間中の
活動範囲を広げるため、公民館の教室、
和室を解放し、勉強や読書等自由に活用
してもらう。内容:自主学習

14 Ｇ

818
ロコモティブシンドロー
ム対策事業「ヒップホッ
プダンス体験教室」

熱海地区内小学校在学の児童を対象に、
現在問題となっているロコモティブシンド
ローム対策のために運動することを目的と
し、筋力アップの仕方を学び、ヒップホップ
ダンスを体験する。内容:体操

10 Ｇ

819

青少年健全育成熱海
地区協議会（環境浄化
部会）「夏休み清掃活
動」

熱海地区内在学の小学生を、各子ども会
単位で集めて、身近な公園や広場などを
協力して清掃することにより、健全な青少
年の育成を図る。内容:清掃活動

204 Ｅ

820 開湯子ども太鼓教室

熱海町に伝わる伝統芸能「開湯太鼓」の
技と精神を次世代に継承していくことを目
的とし、子どもたちの健全育成に寄与す
る。内容:太鼓

107 Ｇ

821
市民学校「健康水中
ウォーキング教室」

メタボ・ロコモティブシンドローム等、健康
に関する諸問題の基礎知識を学び、
運動を通して予防と改善につとめる。内容:
水中ウォーキング

142 Ｇ

822 女性学級「あすなろ」

豊かな家庭生活を送るための知識を学習
するとともに、地域での交流を広げ、新た
な仲間づくりをする。内容:音楽、整理収納
術、料理、館外学習、体操、救命法、ツボ
等

148 Ｇ

823
青少年健全育成熱海
地区協議会夏休み夜
間補導活動

夏休み中の夜間補導活動を通して、児
童、生徒の健全育成に寄与する。内容:補
導活動

82 Ｅ

824 熱海地区市民体育祭
熱海地区市民が一堂に会し、競技を通じ、
地域相互の親睦と連帯感を深め健康で明
るいまちづくりを推進する。内容:運動会

803 Ｉ Ｅ

825
老人クラブ連合会ゲー
トボール大会

競技を通じ、支部相互の親睦と連帯感を
深め、健康で明る地域社会の建設に寄与
する。内容：ゲートボール大会

88 Ｉ Ｅ



826 分館ミニコンサート

生き甲斐のある毎日を過ごすため、歌った
り身体を動かしたりする楽しさを味わう。ま
た、地域住民とのコミュニケーションの図る
きっかけづくりの一助とする。内容：コン
サート

120 Ｇ

827 熱海地区市民音楽祭

熱海地区の小中学生が一堂に会し、日頃
の練習の成果を発表することにより、学校
音楽教育の振興に資するとともに、市民に
公開することにより小中学生の音楽活動
に対する関心と理解を深めてもらうことを
目的とする。内容：音楽祭

342 Ｆ Ｅ

828
熱海地区少年の主張
大会

熱海地区の児童、生徒が日頃考え、感じ
ていることを大勢の方々に理解していただ
く機会を提供することにより、社会の一員
としての自覚を高め、青少年の健全育成
に対する一般の理解を深めることを目的と
する。内容：少年の主張

342 Ｆ Ｅ

829
熱海チャレンジキッズ
(安子島小編)

地域子ども教室に通う児童を対象に、通
常の子ども教室の活動では経験すること
の出来ない体験活動や交流活動を通し
て、地域活動の楽しさを知ってもらい、今
後の子ども教室の活動や公民館活動に積
極的に参加するきっかけづくりとする。ま
た、保護者と子ども教室の安全管理員と
の交流を通し、地域ぐるみの教育について
の理解を深めるとともに、地域の教育力の
向上を図る。内容:ニュースポーツ、館外学
習、電気実験等

50 Ｇ

830
熱海チャレンジキッズ
(熱海小編)

地域子ども教室に通う児童を対象に、通
常の子ども教室の活動では経験すること
の出来ない体験活動や交流活動を通し
て、地域活動の楽しさを知ってもらい、今
後の子ども教室の活動や公民館活動に積
極的に参加するきっかけづくりとする。ま
た、保護者と子ども教室の安全管理員と
の交流を通し、地域ぐるみの教育について
の理解を深めるとともに、地域の教育力の
向上を図る。内容:ニュースポーツ、館外学
習、料理等

66 Ｇ

831
市民学校「美文字講
座」

文字を書くことの基本を学び、書くことに自
信を持って取り組めるようになる。また、新
たな趣味、いきがいづくりのきっかけを作
る。内容:楷書、行書、はがき等

83 Ｇ

832
分館対抗混成ソフト
ボール大会

天候にも恵まれ、今年度は過去最高の14
チームの参加で大変盛り上がった大会と
なりました。年々、若い世代の参加も増え
年配の参加者との交流もあり大変良い状
況に次年度の更なる盛り上がりを期待しま
す。内容:ソフトボール

222 Ｅ

833 熱海地区市民文化祭

熱海地区住民が日頃行っている趣味や研
究の成果を一堂に会し、発表展示し相互
の理解及び知識、技術の交歓と向上に役
立てるとともに、生涯学習の高揚をはかり
明るく活力に満ちた町づくりを推進する。
内容:文化祭

1,400 Ｆ Ｅ

834
三世代交流会「だんご
さしと小正月あそび」

だんごさしやもちつきなどを通して高齢者
と子どもたちとの交流を図り、相互の理解
を深め住民参加による地域づくりの推進を
図る。内容:だんごさし

240 Ｉ Ｅ

835 団塊GOGOあたみ

受講生の持つ多種多様な知識や技術、経
験等を生かして地域活動に参加すること
により、地域住民との親睦をはかりなが
ら、自らの人生を有意義なものとし、地域
を支える人材づくりのきっかけの場とす
る。内容:音楽鑑賞、切り絵、そば打ち、世
代交流、健康等

57 Ａ・Ｇ

836 熱海小家庭教育学級 視察研修、心肺蘇生法等 208 Ｃ



837
安子島小家庭教育学
級

心肺蘇生法、スマホ、ケータイ安全教室等 164 Ｃ

838 熱海中家庭教育学級 教育講演会等 74 Ｃ

839
年末ソフトバレーボー
ル大会

郡山市内のソフトボール愛好者が一堂に
会し、競技を通じて地域相互の親睦と連帯
感を深め、健康で明るいまちづくりを推進
する。内容:ソフトムボール

195 Ｅ

840
熱海地区分館対抗新
春混成家庭バレーボー
ル大会

運動不足になりやすい冬期間の体力づく
りと地区住民相互の親睦をはかる

190 Ｉ

841
平成28年度熱海地区
分館事業

地域住民との交流、親睦、体力向上、健
康増進を図る。

178 Ｇ

842 宇津峰親善登山大会

登山とレクリエーションを通して市民の体
力づくりと親睦を図る。また、郷土の山に
登ることによって故郷の自然を愛する心を
養い、心身ともに健全な青少年の育成を
目指す。内容:登山

363 Ｉ Ｅ

843 一盃山登山大会

体力づくりと親睦を兼ね、郷土の自然を愛
する心を養い、健全な子供の育成と交流
を図り、また、地元のみならず郡山の観光
のひとつとして周知を図ることを目的とす
る。内容:登山

200 Ｉ Ｅ

844
田村町子どもスポーツ
フェスタ

田村地区の子どもたちの交流と親睦を深
め、夏休みにおける健全育成を図ることを
目的とする。

147 Ｉ Ｅ

845
団塊世代の地域デ
ビュー講座「田村は素
敵」

地域における高齢者の割合が年々増加し
ており、また、定年を迎えた団塊の世代
が、第二の人生の生きがいを求めている
現状がある。多種多様な経験を生かして
地域活動に参加することにより、これから
の第二の人生を有意義なものにしてもらう
ことを目的とする。内容：剪定、行事参加、
折り紙、体操等

21 Ａ・Ｇ

846
田村寿大学（高齢者対
象事業）

高齢者の社会教育を目的として様々な研
修の場を設け、積極的に社会と関わること
ができる人の育成を図る。また事業を通し
て生きがいをつくり、健康増進、地域の
人々との交流などに役立つことを目的とす
る。内容：歴史、館外学習、文化祭作品、
映画鑑賞、合唱、コンサート等

131 Ｇ

847 きらり！田村部

地域で活躍している人や、優れた活動をし
ている団体または施設などにスポットをあ
て、そこから生まれる交流や学びを通し
て、地域のことを再認識するきっかけを作
る。また、地域での新たな人間関係作りや
活性化につなげる。内容:ガーデニング、
職の安全、民話、ことばと健康等

86 Ｇ

848 さわやか女性学級

様々な学習を通して知識を広め、女性とし
ての意識と教養を高めながら明るく充実し
た生活を送ることを目的とする。内容:コ
ミュニケーション、ヨガ、認知症、館外学
習、映画鑑賞、文化祭作品等

143 Ｇ

849
御代田分館　出前講座
「健康教室　若返り簡単
ストレッチ運動！」

地域のより多くの参加者が、楽しみながら
健康増進、人々との交流を図り地域の活
性化に努めることを目的とする。内容:呼吸
法、健康体操等

135 Ｇ

850 「しめ縄作り教室
日本の文化、また守山じめの伝統を守り
伝承していきながら、交流の場を広げてい
く。内容:しめ縄

46 Ｇ



851 田村地区市民文化祭

｢わがまち田村の魅力をみんなで発見し、
はぐくもう」をテーマに、田村地区民が日頃
培った創作活動・芸能活動の発表を通し
て生活文化の振興を図るとともに、地区民
同士の親睦を深め、明るい家庭・住みよい
まちづくりに寄与する。内容:文化祭

1,648 Ｆ Ｅ

852
田村町家庭バレーボー
ル秋季大会

会員の体力づくりとレクリエーションを兼
ね、相互の親睦と交流を図る。また、技術
の向上を図り、田村町の家庭バレーボー
ルの水準向上に努める。内容:バレーボー
ル

122 Ｅ

853 田村町体育祭

田村町住民が一堂に集い､祭典をとおして
地域の絆を深め、健康で明るい家庭づくり
とまちづくりの一助とするとともに、ふるさ
と｢たむら｣の発展に資する。内容:運動会

1,148 Ｅ

854
元気！元気！たむらっ
子

作るたのしさや食の大切さを学び、運動を
通じて丈夫な体づくりを推進し、子ども同
士のコミュニケーションをとりながら、心身
ともすこやかな青少年の育成を推進するこ
とを目的とする。内容：料理教室、ミニ門松
作り、３Ｂ体操、まき寿司作りなど

83 Ｇ

855 守山小家庭教育学級
絵手紙、七宝焼、ハーブ、食育、卓球、視
察研修等

53 Ｃ

856
御代田小家庭教育学
級

給食試食会、救急救命法、祖父母の役
割、健康講演実技等

251 Ｃ

857
谷田川小家庭教育学
級

救急救命法、教育講演会等 119 Ｃ

858 守山中家庭教育学級 親子いも煮会、ボランティア活動等 1,000 Ｃ

859
のびのびサマースクー
ル

小・中学生を対象に、夏休み期間中の活
動範囲を広げるため、公民館の会議室、
和室等を開放し、勉強、読書など自由に活
用してもらう。内容:自主学習、けん玉

53 Ｇ

860
高瀬地区親善球技大
会

地域住民の健康と体力増進に役立てると
共に、大会を通して住民相互の一層の交
流、親睦を深め、併せて地域スポーツの
振興に寄与する。内容:ソフトボール、バ
レーボール

165 Ｉ Ｅ

861 高瀬ウォークラリー

公民館事業「チャレンジ教室」「高瀬男塾」
「高瀬いいとこ見つけ隊」「高瀬民話の里」
の合同で、地元に残る史跡を訪ね再確認
をし、地域とのコミュニケーションと世代間
交流を図ることを目的とする。内容:ウォー
クラリー

108 Ｉ Ｅ

862
高瀬地区子ども親善球
技大会

地区内の子ども達の交流と親睦を深め、
夏休みにおける健全育成を図ることを目
的とする。内容:ドッヂボール

257 Ｉ Ｅ

863 高瀬民話の里

地域に伝わる民話を覚え、語ると共に先
人が培ってきた日本の心を学び日々の生
活の中で大切にして現代に生きる私たち
の人生の糧としていくことを目的とする。内
容：民話

81 Ｇ

864
地域おこし講座｢高瀬い
いとこ見つけ隊｣

ふるさと高瀬の歴史を学び、先人の知恵と
苦労を知り、これからの地域の絆を深め、
次の世代に伝承していくことを目的とす
る。内容:歴史、民話、ウォークラリー、名
所めぐり、すごろくつくり等

56 Ｇ

865
団塊世代地域デビュー
講座「高瀬男塾」

地域活動に取り組むきっかけ作りや、仲間
作りの交流の場を提供し、地域デビューを
支援する。内容:歴史、写真、クラフト、
ウォークラリー、文化祭協力、料理、ヨガ等

53 Ａ・Ｇ

866
市民学校「高瀬ぴよぴ
よ唱歌隊」

歌うことの楽しさ学び、毎日の生活にはり
と潤いを与え、健康づくりにも役立てること
を目標とする。内容:合唱

50 Ｇ



867 高瀬スマイル塾

自らの生きがいのある生活を目指し、教養
を高め、健康で豊かな生活をするための
興味づくりを促進することを目的とする。内
容:収納、陶芸、認知症、世代間交流、体
操、館外学習等

201 Ｇ

868
市民学校「自分みがき」
講座

仕事・家事・育児等で過ごす日々の中でリ
フレッシュ出来る時間を提供し、心身とも
に美しくなることを目的とする。内容:会話
術、菓子つくり、フォトフレーム、フットケ
ア、茶道等

63 Ｇ

869 高瀬地区市民文化祭

高瀬地区住民が日頃培った創作活動の発
表を通して、生活向上と親睦を深め、明る
い家庭、明るい町づくりに寄与する。内容:
文化祭

826 Ｆ Ｅ

870 青少年チャレンジ教室

体験活動を通して仲間づくりや地域の方と
の交流を図り、子ども達の自主性・社会性
を育み青少年の健全育成を目的とする。
内容:体操、科学工作、ウォークラリー、料
理、書初め、語り部等

250 Ｇ

871 春待ちセミナー

こもりがちな冬場に、めぐり来る春に向け
て、明るく前向きに健康的な生活を送るた
めの知識・技術を体得することを目的とす
る。内容:エネルギー、尺八、ヨガ等

48 Ｇ

872 高瀬小家庭教育学級
救急救命法、親子活動、レク、バレー、音
楽療法等

348 Ｃ

873 高瀬中家庭教育学級 教育講演会等 200 Ｃ

874 新年交歓会

新春を迎え、高瀬地区住民が一堂に会
し、懇親を通して相互の融和を図り、更な
る躍動を誓い合い、地域発展への礎とし、
明るい住み良い町づくりに資することを目
的とする。内容:新年会

213 Ｅ

875 新春子どもお楽しみ会
百人一首を通して友達や地域の皆さんと
楽しい時間を過ごし、交流を深めることを
目的とする。内容:百人一首

60 Ｇ Ｅ

876 高瀬オセロ大会
ゲームを通して友達や地域の皆さんと楽し
い時間を過ごし、交流を深めることを目的
とする。内容:オセロ大会

64 Ｇ Ｅ

877
親子で楽しく！よさこい
体験

親子参加型は難しく、友達、姉妹、祖母と
の参加事業となりました。始まる前にスト
レッチを行い、あいさつの練習後、「どっこ
いしょ！」の振付けを学びました。動作を
繰り返し練習することで、のびのびとした
踊りとなり、鳴子を鳴らすことで、いっそう
雰囲気を味わっていました。富田よさこい
クラブ６年生の応援もあり、参加者の見本
となっていました。また、日々の練習の成
果を披露して頂き、楽しい時間を過ごしま
した。

13 Ｇ

878 伝承太鼓教室

盆踊り太鼓の技術を学び、地域の盆踊り
に積極的に参加協力できるとともに、受講
生相互の親睦と地域の方との交流を図る
ことを目的とする。内容:太鼓

107 Ｇ

879
二瀬地域公民館長杯
親善ゲートボール大会

体力作りとレクリエーションを兼ね、地域相
互の交流を図り、健康で明るい豊かな心を
養う。内容:ゲートボール

54 Ｉ Ｅ

880
公民館開放「サマース
クール」

子ども達の夏休みの居場所作りと、新たな
知識の習得を図るとともに、児童の学力向
上を図り、自主的に学習する事を習慣づ
け、児童一人ひとりの自主性を育てる。内
容:自主学習他

238 Ｇ



881
 「二瀬っ子！元気くら
ぶ」

様々な体験や学習を通して、子ども達の
自主性や協調性を養い、健康で明るい青
少年に育てると共に、新たな知識の習得
を図り、児童一人一人の自主性と協調性
を身に付ける。内容:工作、まつり、料理、
館外学習、よさこい等

156 Ｇ

882
冬の 「二瀬っ子！元気
くらぶ」

様々な体験や学習を通して、子ども達の
自主性や協調性を養い、健康で明るい青
少年に育てると共に、新たな知識の習得
を図り、児童一人一人の自主性と協調性
を身に付ける。内容:文化祭、体操、書道、
オセロ交流、料理等

126 Ｇ

883 しめ縄づくり教室
参加する事により、しめ縄づくりを通して交
流を深め、健康促進と受講生相互の親睦
を図る。内容:しめ縄

20 Ｇ

884 秋桜学級

生き甲斐づくりの一環として心身の健康と
維持を図り、地域社会との親睦を深めつ
つ、文化教養、社会の変化に対応するた
めの学習意欲を高める。内容:漢字、音楽
鑑賞、フラワーアレンジメント、料理、体
操、子供交流、館外学習等

121 Ｇ

885 二瀬地区市民文化祭

二瀬地区住民を対象に人がつどい・ふれ
あい・親睦を図りながら祭りを楽しみ、地域
づくりに貢献し、連帯を深めて健全で住み
よいまちづくりを一層推進する。

335 Ｆ Ｅ

886
団塊講座｢二瀬ハッ
ピーライフ教室」

毎日の生活を、健康で楽しく幸せに暮らす
ために、様々な体験の中から見つけてもら
い、健康促進と受講生相互の親睦を図
る。内容:館外学習、オセロ交流、卓球等

26 Ａ・Ｇ

887
市民学校「冬の体操教
室」

日常生活にゆとりを養い、地域住民同士
のふれあいと，より良い仲間づくりと、健康
的な心と体力づくりを目的とする。内容:ス
トレッチ体操

70 Ｇ

888
田母神小家庭教育学
級

給食試食会、心肺蘇生法、親子体験等 201 Ｃ

889 二瀬中家庭教育学級 キャリア教育講演会、情報モラル教室等 170 Ｃ

890
二瀬地区親善家庭バ
レーボール大会

バレーボール大会を通じて、地域住民の
親睦を図る。

65 Ｅ

891
高野分館事業｢陶芸教
室｣

地域住民の親睦を図るとともに、楽しみな
がら陶芸作品を作る。内容:陶芸

60 Ｇ

892
レクリェーション事業
「大人の社会科見学」

身近なスパーの取組みや最新のマシーン
で作られる食品加工の現場を見学し食へ
のこだわりを知り、自然災害の多い昨今、
自衛隊の活動を知り、今後の生活に役立
ててもらう。内容:館外学習

26 Ｇ

893 西田町民球技大会

西田町住民によるソフトボール・家庭バ
レーボールを開催することによりレクリェー
ションと町民相互の親睦をはかる。内容:ソ
フトボール、バレーボール

524 Ｉ Ｅ

894
西田町体育協会長杯
球技大会

西田町体育協会加盟団体によるソフト・バ
レー大会を開催することにより、加盟団体
の親睦と団結をはかる。内容:バレーボー
ル

178 Ｉ Ｅ

895
青少年対象事業「わん
ぱく教室」

親子の関わりや世代を超えた高齢者との
関わりを持つことで、健全な心身を育てる
ことを目的とする。内容:交流、陶芸、館外
学習

56 Ｇ Ｅ

896
女性対象事業「オリー
ブ・クラブ」

地域の女性が集い、日常の身近な問題や
活動を通して交流と親睦を深め、心身とも
に健康に過せるようにする。内容:悪質商
法、ちぎり絵、ヨーガセラピー、ラッピング
等

69 Ｇ



897
高齢者対象事業「いき
いき学級」

高齢者の仲間づくりの推進を図るととも
に、健康で明るく生きがいのある生活を確
立するための学習の場を提供する。内容:
防災、音楽、整理収納、館外学習、世代交
流、リサイクル等

89 Ｇ

898
高野地区家庭バレー
ボール大会

地区住民の体力づくりとレクリェーションを
兼ね、町民相互の親睦を深め、明るいまち
づくりの推進に寄与する。内容：バレー
ボール

475 Ｉ Ｅ

899 西田町民文化祭

日頃の研究・創作・練習・生産してきた活
動の成果を市民に発表する機会をつくり
社会教育の役割について理解を深め、西
田町民の文化の振興と向上をはかりもっ
て明るく住みよい文化的なまちづくりに寄
与する。内容:文化祭

3,200 Ｆ Ｅ

900 いわき再発見の旅

いわき特有の温暖な気候を生かした農業
施設の見学をするとともに、地域住民の親
睦を図りながら、学習をを通して仲間作り
を目的とする。内容:館外学習

22 Ｇ

901
四季才彩・いろは塾（団
塊の世代対象事業）

公民館事業に参加することにより、これか
らの人生が、さらに有意義なものになる
きっかけ作りとして、本講座を開講する。
内容:歴史、薬、そば打ち、パンづくり、コケ
玉、文化祭協力、いけばな等

76 Ａ・Ｇ

902 根木屋分館事業

根木屋地区住民の世代間の親睦を深め
ながら、物を作る楽しさや音楽鑑賞、季節
の行事などを経験し、地域の社会教育・生
涯教育の向上を図る。内容:陶芸、木工教
室、映画鑑賞

121 Ｇ

903
鬼生田小家庭教育学
級

救急救命法、科学、虫歯予防、食育、入学
体験等

243 Ｃ

904
三町目小家庭教育学
級

教育講演会、救急救命法等 175 Ｃ

905 大田小家庭教育学級 救急救命法、放射線セミナー、レク等 73 Ｃ

906 高野小家庭教育学級
救急救命法、親子科学教室、餅つき、食
育、情報モラル等

151 Ｃ

907
根木屋小家庭教育学
級

虫歯予防、心肺蘇生法、親子活動等 181 Ｃ

908 西田中家庭教育学級 奉仕作業、講演会、体験入学等 196 Ｃ

909
木村区民ボウリング大
会

木村地区住民が一堂に会し、一緒に交流
することで、親睦を深め地域の一員として
の自覚を促す。内容:ボウリング

37 Ｅ

910
西田町混成家庭バレー
ボール大会

冬季の運動不足を解消し、西田町民相互
の親睦を図ることを目的とする。内容:バ
レー

330 Ｅ

911 西田町新春祝賀会
西田地区住民が一堂に会し新春を祝う。
内容:新年会

260 Ｅ

912 木村分館事業

木村地区住民が一堂に会し、一緒にもの
づくりの作業をすることで、親睦を深め地
域の一員としての自覚を促す。内容:世代
間交流、グラウンドゴルフ、手打ち麺、ボウ
リング等

89 Ｇ

913
のびのび公民館サマー
スクール

夏休み中、自由に外で遊ぶことが出来な
かったり、自宅以外で勉強や読書などした
い小学生以下の皆さんに公民館の部屋を
開放します。内容:自主学習

19 Ｇ

914
中田地区家庭バレー
ボール大会

健康と体力づくりに資すると共に、参加者
相互の親睦と友情を深め、家庭バレー
ボールの普及と発展に寄与することを目
的とする。内容:バレーボール

231 Ｉ Ｅ



915
海老根分館市民学校
「フラダンス教室」

フラダンスにより健康増進を図り、併せて
地域住民の親睦と連帯感を深める。内容:
フラダンス

60 Ｇ

916
柳橋健康登山（桧原
湖・五色沼健康ウォー
キング）

自然と戯れ、存分に植物や眺望を体感し、
心身の癒しと地域の連帯を深め、健康増
進と参加者相互の親睦を図る。内容:登山

35 Ｉ Ｅ

917 海老根交流会

地域の成人が一同に集い親睦を図るとと
もにこの研修を通して視野を広め見聞きし
明るい地域づくりと心豊かな人づくりに努
めることを目的とする。内容:グラウンドゴ
ルフ、バレーボール、玉入れ

229 Ｉ Ｅ

918
伝統芸能（三匹獅子
舞）講座

中田地区に古くから伝わる伝統芸能の
数々を守り受継ぐことの大切さと市民意識
の高揚を図るとともに親睦を図る。内容：
歌舞伎

30 Ａ・Ｇ

919
暮らしイキイキライフ講
座

高齢者が講座をとおしてゆとりある心を養
い、お互いに触れ合うことにより日常生活
に活気が出て楽しい交流の場となるよう親
睦を深めることを目的とする。内容:ヨガ

37 Ｇ

920 中田祭

地区内の文化活動及び学習成果を一堂
に展示、紹介発表をすることで学習意欲と
創造性の向上に寄与するとともに、参加者
相互の親睦を深め香り高い文化の地域づ
くりを図る。内容:文化祭

676 Ｆ Ｅ

921 下枝盆踊り大会

今年の豊作を祈願し、ご先祖様の霊を敬
い、住民相互の親睦を図りながら、薄れつ
つある地域の連帯を深めるため、夏の盆
踊りにより明るく住みよい郷土の実現を目
的とする。内容:盆踊り

515 Ｅ

922
中田地区駅伝競走大
会

少年、青年、壮年の体力作りと相互の親
睦を図り、併せて青少年活動の発展と社
会体育の振興に資する。

843 Ｅ

923
市民学校「美文字講
座」

日常生活に必要知識や技能の習得と、ゆ
とりのある心身を養い、暮らし・地域の変
革を図る。内容:毛筆

49 Ｇ

924
中田地区高齢者ゲート
ボール大会代替競技大
会

高齢者を中心に、ゲートボールを通じ健康
維持や住民相互の親睦を図る。内容:室内
パットゴルフ等

64 Ｅ

925
高齢者グラウンドゴルフ
大会

高齢者を中心に、グラウンドゴルフを通じ
て健康増進と住民相互の親睦を図る。内
容:グラウンドゴルフ

120 Ｅ

926
お正月フラワーアレン
ジメント教室

お正月に飾るフラワーアレンジメントを学
ぶ。内容:フラワーアレンジメント

15 Ｇ

927
海老根手すき和紙伝承
講座

中田町に古くから伝わる海老根手漉き和
紙を後世に伝えるため、手すき和紙の歴
史や伝統、良さを体験から学び広く理解し
てもらうことを目的とする。内容:手漉き和
紙作成

31 Ｇ

928
柿渋で遊ぶ小物作り講
座

古くから伝わる柿渋を使って、染めの技術
や良さを学び広く理解してもらうことを目的
とする。内容:一閑張り

84 Ｇ

929 宮城地区研修のつどい

地域の成人が一堂に集い親睦を図るとと
もにこの研修を通して視野を広め見開きし
明るい地域づくりと心豊かな人づくりに努
めることを目的とする。内容:登山

51 Ｅ

930 牛縊・黒木地区交流会

地域の成人が一同に集い親睦を図るとと
もにこの研修を通して視野を広め見聞きし
明るい地域づくりと心豊かな人づくりに努
めることを目的とする。内容:料理

67 Ｅ

931 中田地区市民運動会

市民運動会を開催することにより、町内の
市民が一同に集い、地域の連帯と親睦を
図ると共に、健康で明るいまちづくり運動
を一層推進する。内容:運動会

1,814 Ｅ



932 いきがい学級

日常生活に必要な知識や技術習得と、個
人のもつ関心や興味を喚起し、自己啓発
を促し暮らし・地域の改革を図る。内容:三
味線、健康、漢字、料理、ちぎり絵、館外
学習、太極拳等

200 Ｇ

933
団塊の世代チャレンジ
講座

団塊の世代や高齢者のもつ多種多様な知
識や技術、経験を生かして地域活動に参
加するための足がかりとして、またこれか
らの第二の人生を有意義なものにしてもら
うきっかけづくりとして、本講座を開設す
る。内容:ツボ健康、認知症、文化祭作品、
文化祭協力、館外学習、料理等

118 Ａ・Ｇ

934 こども講座

学校では体験できない事や、地域の人と
の交流、他校生との交流、学年間の交流
をする事により、思いやりや協調性を養
い、参加者間の親睦を深める。内容:世代
間交流、ダンス、料理、書初め、だんごさ
し、和菓子等

96 Ａ・Ｇ

935
海老根小家庭教育学
級

親子活動、心肺蘇生法、合唱鑑賞等 197 Ｃ

936 宮城小家庭教育学級 草木染め、救急救命法、教養講座等 171 Ｃ

937 御舘小家庭教育学級
親子体操、就職試食会、読み聞かせ、
AED講習等

296 Ｃ

938 宮城中家庭教育学級 教育講演会、親子球技大会、健康教室等 165 Ｃ

939 御舘中家庭教育学級
親子球技大会、会食、歌舞伎講演、芸能
観賞、学習発表等

324 Ｃ

940 木目沢交流会

地域の成人が一同に集い親睦を図るとと
もにこの研修を通して視野を広め見聞きし
明るい地域づくりと心豊かな人づくりに努
めることを目的とする。内容:歴史講演会

24 Ｇ

941 中津川地区交流会

地域の成人が一同に集い親睦を図るとと
もにこの研修を通して視野を広め見聞きし
明るい地域づくりと心豊かな人づくりに努
めることを目的とする。内容:歴史講演会

53 Ｇ

942
親子ふれあいウォーク
２０１７

自然の中でウォーキングを行い、郷土愛
の精神を養い体力増進、参加者相互の親
睦と世代間の交流を図り、健やかな青少
年の育成を目的とする。

66 Ｉ

943 中田少年スポーツ大会
輪投げや球技を通じて少年の体力づくりと
友好を深め、心身ともに健康で元気な子ど
もを育てる。

332 Ｉ

944 中田少年スケート教室
地区内の小中学生を対象にスケートを体
験し、健康な身体作りと親睦を図ることを
目的とする。

89 Ｉ

【平成28年度生涯学習関連事業　実績】 須賀川市

事業区分
連携・協
力の状況

県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 シニアリーダー研修会 子ども会等活動の指導者養成 40 A

2 学社連携・融合事業 事業開発・促進、推進会議、研究会実施 2,491 C

3 家庭教育振興事業 家庭教育事業 22,076 C

№ 事業名 事業概要
参加者数

事業の区分・連携等



4 生涯学習指導者派遣事業 講師謝礼補助事業 39 F

5
キッズシアター鑑賞事
業

「ぼくはにんじゃのあやし丸」
劇団うりんこ

828 Ｉ

6 鯉のぼり掲揚事業
市民の寄附と手作りによる鯉のぼりの
掲揚

C

7 すかがわ国際短編 映画祭
短編映画29本上映予定
（2日間、1ホール）

1,600 Ｉ

8 中学生芸術鑑賞事業
ＮＡＯＴＯ外
アコースティックコンサート

983 Ｉ

9 森の冒険隊
宿泊野外研修活動、リーダー養成事
業

80 C

10
青少年健全育成推進
大会・少年の主張大会

講演会・少年の主張 250 C

11
子ども情報誌「おーい」
発行事業

情報誌の編集・発行 G

12 新春書道展
小中学生による席書大会、受賞作品
の展示・表彰

1,200 C

13 トモクル（中央）
概ね18歳～40歳の人を対象とした交
流講座

6 I

14
みんなでダブルダッチ
（中央）

小学生を対象とした体力づくりとストレ
ス発散のための講座

47 I

15 食育塾（中央）
小学生を対象とした調理実習等を通し
て食について学ぶ講座

16 C

16
イッツァ・スモール・ワー
ルド（中央）

小学生を対象とした異文化等体験講
座

60 C

17
みんなでハロウィン
（中央）

小学生を対象とした異文化体験講座
（外国人や国際関連のサークルと触
れ合う。）

48 C

18
リトルジャーナリスト
（中央）

小学生を対象とした新聞記者体験、移
動研修、新聞づくり講座

50 E

19
ジュニアボランティア養
成講座（中央）

中学生を対象とした地域・公民館行事
への参加を通してボランティア研修を
行う講座

173 A,C

20
成人教室
大人の9日クラブ（中
央）

成人を対象とした趣味や学習のため
の講座

298 B,I

21
成人教室
毛筆のいろは（中央）

成人を対象とした趣味や学習のため
の講座

178 G,I

22 市民大学（中央）
成人を対象とした著名人による講義
方式の講座

498 B,I

23 木曜サロン（中央）
高齢者を対象とした一般教養、健康づ
くり、移動研修など

956 I

24 おやこでツミキ（中央）
小学生以下の子と家族が「つくる・み
る・きく」ことに親しむ講座

175 C

25
おやこでアドベン（中
央）

小学生以下の子と家族が野外活動等
を体験する講座

58 C

26 文化講演会（中央） 講師　：　中畑　清　氏 500 I 〇

27 こども探検隊（東）
小学生高学年を対象に押し花や茶道を体
験するとともに移動研修により視野を広め
る講座を実施(6月～12月　計9回)

78 Ｃ



28
ジュニアボランティア養
成講座（東）

地区内の中学生に公民館事業への運
営に対し参加協力(7月～12月)

45 Ａ・Ｃ Ｅ

29
クリスマスキッズフェス
タ（東）

親子を対象にレクリエーションを通じて
親睦を図る事業を実施(12月　1回）

98 Ｃ

30
夏休みこども交通安全
教室

夏休みに子どもたちを対象に交通安全等
の講話及び映画の上映、七夕の短冊づく
り及び飾りつけなどを実施(7月　1回）

58 Ｃ

31 YOUゆう倶楽部（東）

地域住民を対象に各種講座を通じ、
自己研鑚、生きがいづくりなどのきっ
かけを提供する事業を実施（6月～11
月　計11回）

291 Ｉ

32 健康体操教室（東）
地域住民を対象に健康維持のための
体操教室を実施（1月～3月　計8回）

172 Ｉ

33 茶道教室（東）
地区住民を対象にした茶道の基礎を
学んでいただく講座の実施（9月 計3
回）

25 Ｉ

34 創作教室（東）
ものづくりの楽しさや創作活動の基礎
を学ぶ。(9月　2回）

20 Ｉ

35 陶芸教室（東）
地域住民を対象に作品制作を通じ、
陶芸の基礎を学ぶ事業を実施（10月
～1月　計6回）

100 Ｉ

36 ほのぼの学級（東）
高齢者を対象に各種講座を通じ、生き
がいづくりと学級生の親睦を図る事業
を実施(6月～12月　計11回)

408 Ｉ

37
グラウンドゴルフ交流
会・競技会（東）

高齢者を対象に競技技術の向上、参
加者相互の親睦を図る事業を実施
（毎週木曜日30回程度）

821 Ｉ

38 新春のつどい
高齢者を対象に室内でのゲームやレクリ
エーションを通して交流し、心身の健康の
増進と親睦を図る事業を実施(2月　1回）

73 Ｉ

39 親子ふれあい教室（東）

親と子のコミュニケーションなどの学習機
会の提供、参加者相互の親睦や子育ての
情報交換を図る事業を実施（7月～12月
計5回）

101 Ｃ

40 カンガルークラブ（東）
育児の情報交換の場の提供、活動を
通して参加者の交流を図る事業を実
施（計8回）

371 Ｃ

41 家族ｄｅ冒険倶楽部
家族で農作業など様々な体験を通し
て参加者の交流を図る。(8月～12月
3回)

59 Ｃ

42 山野草展（東）
山野草の展示会を通じ、地域住民の
交流を図る行事を実施（5月）

188 Ｃ

43
町内・区対抗親善球技
大会（東）

ソフトボール・バレーボールを通じ、住
民の交流を図る行事を実施(6月)

152 Ｃ

44 ゲートボール大会（東）
ゲートボールを通じて、管内老人クラ
ブ会員等の親睦を図る行事を実施(6
月)

23 Ｃ

45
三世代交流スポーツ大
会（東）

スポーツを通じ、住民の世代間交流を
図る。

17 Ｃ

46
グラウンドゴルフ大会
（東）

グラウンドゴルフを通じ、各老人クラブ
会員の親睦を図る行事を実施(9月)

63 Ｃ



47 菊花山野草展（東）
菊花・山野草の展示会を通じ、地域住
民の交流を図る行事を実施(10月)

272 Ｃ

48 公民館まつり（東）
教室・講座及び各種団体の作品展示
及び各種発表会を、年度の総決算と
して実施(2月)

732 Ｆ

49
青少年教育講座「くるみ
絵」（西袋）

来年の干支「酉」のくるみ絵制作
　（１１月　１回）

11 Ｉ

50
夏休みチャレンジ教室
（西袋）

地区内児童クラブ館のスポーツ・体験
をとおしての交流事業（７・８月　４回）

403 C E

51
ジュニアボランティア養
成講座（西袋）

地区内中学生が、公民館事業にボラ
ンティアとして参加（６月～１２月　１０
回）

211 A,C E

52 テクノ探検隊(西袋)
小学生を対象に市内の施設を見学
し、最新の科学技術を体験する。（８
月）

26 I Ｂ

53 魚つかみ大会(西袋)
地区内幼児・小学生を対象にニジマス
のつかみ取りを実施（７月)

250 C

54
歳時記体験教室「だん
ごさし」(西袋)

地区内の小学生と高齢者が小正月行
事体験講座(1月）

142 C

55
歳時記体験「しめ縄作
り」(西袋)

地区内中学校の生徒と保護者、高齢
者がしめ縄作り体験

182 C

56
成人教室「私らしさ応援
セミナー」（西袋）

「私らしさ」を見つけるため趣味・ス
ポーツなど体験（6月～１１月　１１回）

447 I

57 健康教室（西袋）
健康を増進するための体操などを学
ぶ講座（２月　３回）

64 I

58
男性教室「メンズ倶楽
部」（西袋）

男性の生きがいづくりと地域参加を促
進する講座（1月～2月　4回）

50 Ｉ

59 教養講座（西袋）
初心者のための趣味講座
（６月～１月　６回）

96 I

60 木曜学級（西袋）
６０歳以上を対象に一般教養・移動研
修など（6月～11月　１２回）

421 I

61
木曜学級出前講座
（西袋）

地区内の６０歳以上を対象に、健康相
談など、地区集会所で開催する講座
（１１月～１２月　６回）

79 I

62
西袋ニコニコ教室（西
袋）

地区小学校児童と６０歳以上の高齢
者が昔遊びなどを通して交流する （6
月～11月　5回）

69 C

63
生き生き健康学びの
サークル（西袋）

６０歳以上を対象に音読・計算などの
ドリル学習、終了後児童クラブ館児童
と交流（７月～1０月　６回）

102 C

64
育児教室「スマイルるー
む」（西袋）

未就園児親子の子育て応援事業
（６月～１1月　２０組１２回）

328 C

65
家庭教育講座「親子わ
くわく講座」（西袋）

親子での体験活動をとおし、親子の触
れ合いを深める（５月～２月　１７組１０
回）

291 C

66
西袋地区文化祭（西
袋）

公民館利用団体・個人の発表の場と
して文化祭を実施（1２月）

1,200 F

67
西袋地区さつき・山野
草・盆栽展(西袋)

盆栽愛好会との共催により展示会を
実施（６月)

180 F

68
西袋地区球技大会(西
袋)

地区対抗ソフトボール・バレーボール・
グラウンドゴルフ大会を実施(５月)

500 I



69
西袋地区菊花・盆栽・
山野草展(西袋)

盆栽愛好会との共催により展示会を
実施（１１月)

240 F

70 西袋地区市民体育祭 地区対抗による体育祭を実施(９月) 1,300 I

71
西袋地区三世代交流グ
ラウンドゴルフ大会

地区内住民を対象にグラウンドゴルフ
を通して世代間の交流を図る。(１１月)

299 I

72
西袋地区少年少女球
技大会

地区内の小学生を対象にドッジボー
ル大会を実施(１０月)

194 C

73
西袋地区インディアカ
大会

地区内住民を対象にインディアカ大会
を実施(1月)

48 I

74
西袋地区ラバーバレー
ボール大会

地区対抗ラバーバレーボール大会を
実施(２月)

200 I

75
稲田ふれあい講座
（稲田）

高齢者と小学生との交流を図りながら
伝統行事を学ぶ。(年2回、7月～8月）

86 C E

76
稲田ジュニアボランティ
ア養成講座（稲田）

地域におけるボランティア活動を地域
イベントに参加することにより学ぶ（４
月～１２月　６回）

60 A,C

77 土曜スポーツ塾
小学生の体力向上に向けた月1回の
スポーツ教室

50 C

78
稲田元気アップ講座
（稲田）

成人の生きがいづくりや親睦を図りな
がら学ぶ。(年７回、6月～12月）

119 I

79
稲田成人教室（夜の
部）

成人の参加者相互の交流と親睦を図
りながら学ぶ。(年６回、6月～12月）

92 I

80 金曜会（稲田）
高齢者の生きがいを見出しながら学
ぶ。(年12回、4月～2月）

323 I

81
親子チャレンジ講座
（稲田）

親子が体験活動を通し学ぶ。(年4回、
7月～1月)

92 C

82 かるがもクラブ（稲田）
就学時前の親子の体験活動を通して
学ぶ。(年3回、7月～12月）

31 C E

83
区親善球技大会（稲
田）

成人男女を対象とした球技大会を実
施（5月）

400 F

84
少年少女親善球技大
会（稲田）

小中学生を対象とした球技大会を実
施（7月）

250 C

85 体育祭（稲田） 稲田地域で体育祭を実施(9月) 650 F

86
稲田地域文化祭（稲
田）

稲田地域で文化祭を実施(11月) 500 F

87
ファミリーバドミントン大
会（稲田）

ファミリーバドミントン大会を実施（11
月）

110 F

88
インディアカ大会（稲
田）

インディアカ大会を実施(2月) 50 F

89
ゲートボール大会（稲
田）

ゲートボール大会を実施(4月、10月、2
回)

56 F

90
バレーボール大会（稲
田）

成人男女混合のバレーボール大会を
実施（3月)

50 F

91
わくわくたいむ（小塩
江）

小中学生を対象に遊びやものづくりを
通して感受性を育む講座を実施
（3回、7，12，1月）

22 Ｃ

92
夏のそと遊び事業
（小塩江）

小中学生と保護者を対象にキャンプな
どの体験講座を実施（8月、７組）

68 Ｃ



93
冬のそと遊び事業（小
塩江）

中学生以下の子供と保護者を対象と
したスケート教室を実施（1月）

147 Ｃ

94
宇津峰ときめきカレッジ
（昼コース）（小塩江）

一般成人を対象としたものづくり等体
験型講座を実施（5～12月、35人×7
回）

245 Ｉ

95
宇津峰ときめきカレッジ
（宵の口コース）
（小塩江）

一般成人を対象として講義やものづく
り等の体験講座を実施（5～12月、18
人×7回）

126 Ｉ

96 男の調理場（小塩江）
成人男性を対象とした料理講座を実
施（11～12月、13人×4回）

52 Ｉ Ｂ

97
小塩江長寿学級
（小塩江）

高齢者を対象とした郷土の歴史や健
康づくり等に関する講座を実施
（5～11月、25人×8回）

200 Ｉ

98
東山長寿学級（小塩
江）

高齢者を対象とした郷土の歴史や健
康づくり等に関する講座を実施
（4～11月、6人×8回）

48 Ｉ

99
家族体験「育児は育
自」（小塩江）

子どもと家族を対象とした体験型講座
を実施（6～11月、5回実施、33組）

90 Ｃ、Ｉ

100
きらりんこたいむ
（小塩江）

子育て中の親を対象としたものづくり
等体験講座を実施
（5～11月、7組・31人×7回）

217 Ｃ、Ｉ

101 宇津峰祭（小塩江）
中学校文化祭との共催により、作品展
示、学習・芸能発表、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、ﾆｭｰ
ｽﾎﾟｰﾂ等の交流事業を実施（10月）

800 Ｃ、Ｆ Ｅ

102 小塩江地区市民球技大会
地区対抗によるｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、家庭ﾊﾞﾚｰ
ﾎﾞｰﾙ大会を実施（5月）

500 Ｆ

103
グラウンドゴルフ大会
（小塩江）

高齢者を対象とした大会を実施（6月） 33 Ｆ

104
小塩江地区市民体育
祭

地区対抗による体育祭を実施（9月） 500 Ｆ

105 男女混合バレーボール大会 地区対抗による大会を実施（11月） 130 Ｆ

106
ニュースポーツ教室
ファミリーバドミントン大
会（小塩江）

ニュースポーツの普及と親子の交流
を目的に教室・大会を実施（11月、2日
間）

68 Ｃ、Ｆ

107 綱引き大会（小塩江） 地区対抗による大会を実施（1月） 500 Ｆ

108
ラバーバレーボール大
会（小塩江）

地区対抗による大会を実施（2月） 200 Ｆ

109
ミニミニギャラリー
（小塩江）

公民館内に展示スペースを設け、市
民の作品を展示（通年）

6 Ｆ

110
成人教室「大人の流
儀」（仁井田）

成人講座(移動研修・モノづくり・運動
など)を開設(5月～1月 10回)

304 B、Ｉ

111
地域づくり事業(仁井田
すまいる寄席)
（仁井田）

仁井田地域づくり実行委員会と公民
館が共催する事業を開催(11月)

400 A B、Ｅ

112
園芸移動(研修)教室
（仁井田）

自然や文化を探訪する県外移動研修
を実施(5月・10月 2回)

78 I

113
成人移動教室
（仁井田）

文化の探訪と相互交流を図る移動研
修を実施(大人の流儀オープン講座と
して同時開催)(10月)

35 I

114
やまなみ学校(3学級)
（仁井田）

60才以上高齢者向け講座を開設(一
般教養、健康管理、移動教室等)(5月
～12月 11回)

518 I E



115
子育て支援「キラキラ学
級」（仁井田）

幼児とその親を対象とした子育て支援
の講座を開設(6月～10月 7回)

71 C E

116
家庭教育移動講座
（仁井田）

家庭教育支援者の移動研修を実施
(10月)

29 C E

117
ジュニアボランティア養
成講座
（仁井田）

中学生を対象とした地域・公民館行事
等へ参加し、ボランティア研修を行う
講座を開設(7月～12月 9回)

83 A、Ｃ

118
仁井田こども祭り
（仁井田）

地区内の子供を対象として地域の各
団体と共催しての祭典を開催(7月)

200 C

119
親子社会科見学
（仁井田）

親子でお菓子作り体験と工場施設見
学を実施(3月)

31 C

120 食育講座（仁井田）
専門家を招き食生活を学ぶ講座を実
施(成人教室と同時開催)(12月)

24 I

121
仁井田地区さつき展
（仁井田）

さつきの展示と手入れ教室を開催(6
月 2日間)

150 I

122
仁井田地区親善球技
大会（仁井田）

各地区対抗によるソフトボール外４種
目の競技を実施(6月)

800 Ｆ

123
仁井田地区体育祭
（仁井田）

各地区対抗の運動会を実施(9月) 900 Ｆ

124
文化祭ゲートボール大
会（仁井田）

地区内愛好チーム対抗による大会を
実施(10月)

18 F

125
仁井田地区文化祭
（仁井田）

一般・園児、児童生徒等の作品展示と
一般公開(11月 2日間)

600 F

126
仁井田地区芸能発表
会（仁井田）

地区内愛好者・団体による唄、踊り、
演奏等の発表会の開催(12月)

200 F E

127
スポーツレクリェーショ
ン教室（仁井田）

軽スポーツ教室の開設とスポーツフェ
スティバルの実施(11月～1月 3回)

116 F

128
仁井田地区バレーボー
ル大会（仁井田）

地区内愛好チーム対抗による大会を
開催(12月)

100 F

129
親子いろいろ体験講座
（大東）

自然体験や社会見学などさまざまな
体験学習（５月～１１月　９回実施）

193 Ｃ、Ｉ

130 中学生教室（大東）
地区行事へのボランティア参加体験
（１０月・２月　２回実施）

46 A,Ｃ

131 家庭教育講座（大東）
親子を対象とした体験講座
（４月～３月　３回実施）

108 Ｃ

132
大東フレンドリークラブ
（成人教室）（大東）

成人のための教養講座
（６月～１月　１０回実施）

305 Ｉ

133
大人の趣味講座（大
東）

様々な趣味の体験講座
（１１月～３月　４回実施）

44 Ｉ

134
大東ほがらか教室
（高齢者教室）（大東）

高齢者の健康づくりと教養講座
（５月～１２月　１０回実施）

334 Ｉ

135
マスターズクラブ
（高齢者教室）（大東）

５０～６０代向け教養講座
（７月～１２月　５回実施）

93 Ｉ

136 さつき山野草展（大東） さつき山野草の展示（６月） 107 Ｆ

137 菊花盆栽展（大東） 菊及び盆栽の展示（１０月） 86 Ｆ

138
球技大会
(バレーボール)（大東）

地区バレーボール大会（５月） 50 Ｆ

139
球技大会(グラウンド・ゴ
ルフ)（大東）

個人・区対抗グラウンド・ゴルフ大会
（６月）

104 Ｆ



140
球技大会(ソフトボール)
（大東）

地区ソフトボール大会（６月） 40 Ｆ

141
大東地区体育祭（大
東）

大東地区大運動会（１０月） 1,500 Ｆ

142
ドッジボール大会（大
東）

チーム対抗ドッジボール大会（１２月） 100 Ｆ

143
大東公民館フェスティ
バル（大東）

地域住民の作品展示ほか（２月） 1,000 Ｆ

144
大東地区文化のつどい
（大東）

※上記と同時開催
大東地区文化祭（２月）

1,000 Ｆ

145 ふるさと歳時記（大東） 年中行事の再現、ふるさと見直し事業 127 Ｃ

146
ガッツ！わいワイ自然
塾（長沼）

小学生４年生～6年生を対象とした自
然・生活体験講座（9回、平均22人参
加）

226 Ｃ Ｃ　・Ｄ

147
中学生ボランティア養
成講座（長沼）

ボランティア活動を主体としたリーダー
養成講座(8回、平均28人参加)

294 Ａ,C

148 成人学級（長沼）
成人を対象とした自己研鑚や生きが
いづくりのための一般教養講座
（9回、平均28人参加）

189 Ｉ

149 自然観察会(長沼）)
成人を対象とした移動自然観察会(7
月)

14 Ｉ

150
生涯学習講演会（長
沼）

学校・地域を対象として著名人による
講演会

240 Ｃ

151 寿学級（長沼）
高齢者の教養向上と生きがいづくりの
ための一般教養講座
（12回、平均30日参加）

352 Ｉ

152
親子ふれあい教室
（長沼）

親子を対象とした体験講座
（7回、平均20人参加）

187 Ｃ Ｄ

153
長沼地域文化まつり
（長沼）

小学生、中学生、一般愛好者による
作品展示

1,000 Ｆ

154 書初め展（長沼）
小学生、中学生、一般愛好者による
作品展示(展示数499)

465 Ｆ

155
長沼地域球技大会
（長沼）

行政区、町内会、企業、学校等による
ソフトボール・家庭バレーボール大会

255 Ｉ

156 メンズ料理教室(長沼) 成人男性のための料理教室 7 I

157
長沼地区体育祭（長
沼）

長沼地区住民が、スポーツを通しての
交流

1,500 Ｆ

158
登録ボランティア派遣
（世代間交流事業）（長
沼）

幼稚園児～小学生児童と高齢者との
交流事業（3回）

19 A,C

159
長沼一周駅伝競走大
会（長沼）

長沼地区を一周するコースによる駅
伝競走大会

600 A,C,F

160 芸能まつり（長沼）
文化団体連絡協議会加盟団体による
芸能発表会

300 F

161
体育振興会長杯カロー
リング大会（長沼）

地域内カローリング愛好者を対象とし
た大会（2回、うち１回は高齢者対象）

75 I

162
体育振興会長杯ラバー
バレーボール大会（長
沼）

地域内愛好者による男女混合ラバー
バレーボール大会

80 I



163
小学生体験セミナー
（岩瀬）

小学４年生～６年生を対象に、創作活
動や移動研修等を開催(７月～８月）

22 Ⅰ

164
ジュニアボランティア養
成講座（岩瀬）

地区内中学生が、公民館事業にボラ
ンティアとして参加（７月～１２月）

4 Ａ,C

165
夏休み映画教室（岩
瀬）

映画教室を開催（７月） 150 Ｃ

166 自然科学教室（岩瀬）
あぶくま洞、仙台平カルスト台地見学
（田村市）（６月）

14 I

167 社会科見学隊　(岩瀬) 鉄道博物館見学（さいたま市）（１２月） 28 Ⅰ

168
成人教室「Ｂｅフレッシュ
学級」（岩瀬）

健康・趣味・移動研修などを開催
（６月～３月）

32 Ⅰ

169
高齢者学級「睦美学
級」（岩瀬）

６０歳以上の住民を対象に、一般教
養・健康づくり・生きがいづくり・移動研
修等を開催（５月～１２月）

64 Ⅰ

170
すかがわ花めぐり(岩
瀬)

須賀川牡丹園、大桑原つつじ園をバ
スで回る（5月）

19 Ⅰ

171
親子ふれあい教室
（岩瀬）

親子で楽しめる事業を開催
（１０月～２月、15組4回）

12組 Ｃ

172
生涯学習講演会（岩
瀬）

著名人を講師に招き講演会を開催
（１１月）

60 Ⅰ

173 健康講座（岩瀬）
誰でも楽しくできる健康づくりとして、
軽スポーツ教室を開催（３月）

30 Ⅰ

174 自然探訪（岩瀬） ブナの原生林の探索（１０月） 17 Ⅰ

175 秋の文化祭（岩瀬）
愛好会による作品展示及び芸能発表
会、小中学生優秀作品展を展示（10
月29日、30日）

800 Ｆ

176
健康ジョギング・ウォー
キング大会（岩瀬）

ジョギング・ウォーキングを通しての健
康づくり（１０月）

170 Ⅰ

177 地区球技大会（岩瀬）
ソフトボール・バレーボール・マレットゴ
ルフ大会を開催（６月）

600 Ｆ

178
男女混合ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大
会(岩瀬)

スポーツを通しての体力作りと地区住
民と交流（１１月）

120 Ｆ

179
ラージボール卓球大会
（岩瀬）

スポーツを通しての体力作りと地区住
民と交流（２月）

16 Ｆ

180 地区体育祭（岩瀬）
地区対抗競技等を開催し、地域住民
の体力向上と交流をはかる（９月）

1,500 Ｆ

181 笠ヶ森山開き（岩瀬）
うつくしま百名山の山開きを開催（５
月）

170 Ⅰ

182 スキー教室（岩瀬）
ウィンタースポーツを通しての体力づく
りと参加者同士の交流を図る（１月）

43 F



【平成28年度生涯学習関連事業　実績】 田村市

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1
少年の主張田村市大
会

市内小・中学生が自らの主張作文を
発表

200 A・C

2
田村っ子ゆめまつり
2016

子どもの夢を育むイベントの開催 2,500 A・Ｉ B・C・D

3
田村市文化祭
「作品展示会」

市文化協会各団体による各種作品展
示会

400 B・F B

4
田村市文化祭
「芸能発表会」

市文化協会各団体による各種芸能発
表会

630 B・F B

5
小学生の芸術鑑賞教
室

市内小学5・6年生を対象に「寄席（落
語）」の鑑賞教室を開催

654 C・I

6
中学生の芸術鑑賞教
室

市内中学2年生を対象に「夏の庭-the
Friends-」の演劇鑑賞を開催

338 C・I

7
歴史民俗資料館事業
「お茶会」

田村市歴史民俗資料館において伝統
文化に関する各種行事を開催

135 G・H

8
歴史民俗資料館事業
「もちつき」

田村市歴史民俗資料館において伝統
文化に関する各種行事を開催

60 G・H

9
歴史民俗資料館事業
「団子さし」

田村市歴史民俗資料館において伝統
文化に関する各種行事を開催

40 G・H

10
スポーツ少年団交流大
会

市内スポーツ少年団の交流イベントを
実施

268 G

11
第35回田村富士ロード
レース大会

田村市陸上競技場をスタート・ゴール
に親子ペア・小学生の部から一般の
部までを開催

1,133 F

12
たむら市クロスカント
リー大会

田村市陸上競技場クロスカントリー
コースにて開催

248 F

13
あぶくま洞大多鬼丸旗
争奪児童ソフトボール
大会

県内外のスポーツ少年団など参加96
チームによる大会

2,000 F Ｂ

14 ビートル駅伝大会
市内外の小・中・高・一般の部による
駅伝大会

536 F

15 滝根町家庭教育学級
心身ともに健康な子どもの育成を図る
ため、家庭のあり方などの学習をとお
し、明るく楽しい家庭づくりをする

251 C

16
滝根町生涯学習セミ
ナー

住民に多様な学習の機会の場をを提
供することを目的に実施

79 G・I

17
滝根町高齢者学級「あ
ぶくま大学」

高齢者が健康で活力に満ちた生活を
創造してゆくことが出来るよう、自主的
に学習する機会・場を提供する

293 G・I

18
滝根町星の村文化まつ
り

文化・福祉・産業の各部門を一体と
し、星の村文化まつりを実施

2,000 B・F B ○

19
滝根町子どもさかなつ
かみ大会

子ども会育成会を対象に、水遊びの
楽しさや自然の大切さなどを学ぶ

110 I

20 滝根町市民ハイキング
自然の景観を楽しみながら、市民の
健康増進を図る（秋は船引公民館と
合同）

48 G・I

21
ウインタースポーツ教
室

小学4年生以上を対象に、冬場の体力
づくりを目的に実施

28 I

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等



22 大越町家庭教育学級

家庭が果たす役割を見つめ直す機会
となるよう、保護者に家庭でできるよう
子育てに関する学習機会を提供す
る。

31 Ｃ

23
大越町青少年学級「の
びのびチャレンジスクー
ル」

体験活動・交流等の諸活動により青
少年の創造性や可能性を育成する

145 Ａ－Ｉ

24 大越町女性学級
体験学習や社会参加を通じて女性の
生涯学習に取り組み、地域活動に積
極的に参加することを目的とする。

93 Ｇ－Ｉ

25
大越町高齢者学級「ふ
れあい学級」

高齢者が自ら学習意欲持ち知識と教
養を身につけ、交流を通じた仲間づく
りと社会参加を目的とする。

260 Ｇ－Ｉ

26 大越町文化祭
芸術文化の振興を図ることを目的とす
る

1600 Ｂ－Ｆ Ｂ

27 大越町文化財巡り
県内の遺跡・城跡などを散策し当時の
歴史を巡る

50 Ｉ

28 大越町芸術鑑賞会 芸術の名作等を鑑賞し教養を深める。 47 Ｉ

29
大越町行政区スポーツ
大会

各行政区において運動会等を行い健
康維持と体力増進を図り、地域住民
の親睦を図る。

982 F

30
図書館大越分館おはな
し会

読み聞かせを通し絵本の楽しさを知る
ことで読書週間を啓発する。

468 Ｃ

31
青少年学級
「チャレンジ教室」

児童を対象に移動教室やキャンプ、文
化祭展示出品など年５回実施

56 A・I

32
高齢者学級
「福寿草大学」

65歳以上を対象に移動学習、音楽鑑
賞、映画鑑賞、文化祭展示出品など
年６回実施

190 G・I

33 第11回都路町文化祭

児童・生徒による作品展示や各部門
作品展示、かかし展、農作物品評会
などを通じて日頃の学習の成果を発
表

630 B・F B

34
文化協会都路支部文
化発表会

文化協会都路支部９団体による文化
発表会

245 F

35 都路町魚つかみ大会
帰省者を含む子供を対象に、水遊び
の楽しさや自然の大切さを学び夏休
みの思い出とする。

300 C

36 ウォーキング教室
市民の健康と体力増進のため春１回
常葉公民館と合同開催

5 I

37 都路町お盆野球大会
お盆の帰省者を含む町民を対象に参
加者相互の親睦を深め明るく豊かな
地域づくりのため実施

100 A・I

38
都路町行政区対抗ソフ
トボール大会

健康増進と体力向上を図り、参加者
相互の親睦を深め明るく豊かな地域
づくりのため実施

300 G・I

39
都路町行政区対抗バ
レーボール大会

健康増進と体力向上を図り、参加者
相互の親睦を深め明るく豊かな地域
づくりのため実施

350 G・I

40
都路町行政区対抗イン
ディアカ大会

健康増進と体力向上を図り、参加者
相互の親睦を深め明るく豊かな地域
づくりのため実施

310 G・I

41
第8回都路グリーンパー
ク杯争奪ソフトボール大
会

豊かな自然環境の中で友情を育み、
大会を通じて、青少年の体力向上と健
全育成を目的として実施

900 A・F A

42
第9回都路グリーンパー
ク杯争奪バレーボール
大会

豊かな自然環境の中で友情を育み、
大会を通じて、青少年の体力向上と健
全育成を目的として実施

650 A・F A



43
図書館都路分館おはな
し会

読み聞かせを通し絵本の楽しさを知る
ことで読書週間を啓発する

922 C

44 常葉町家庭教育学級
中学校PTAを対象に家庭教育学級を
開催

227 C

45
常葉町青少年学級「ア
ソベンチャークラブ」

小学３～６年生の登録者を対象に移
動教室や体験学習など年５回実施

57 C・I

46 常葉町成人学級
成人を対象に健康体操や体験学習な
ど年１０回実施

150 G・I

47 常葉町女性学級
女性を対象に体験教室、ストレッチ体
操、歴史探訪など年５回実施

122 G・I

48
常葉町高齢者学級「寿
学級」

６５歳以上の登録者を対象に講演会
や健康教室、移動教室など年５回実
施

171 G・I

49 常葉町文化祭
文化協会加盟団体、学級生、小中学
生、幼稚園児、保育園児、一般の作品
展示会を実施

400 B・F B

50 常葉町芸能祭
文化協会加盟１６団体の民謡、踊り、
ダンスの発表会

250 B・F B

51 常葉町民ハイキング
市民の健康と体力増強のため春に開
催。都路公民館と合同開催。

23 I

52 常葉地区体育祭
常葉町内１５地区において地区体育
祭を実施

1,229 F

53
青少年健全育成市民
会議常葉支部キャンプ

8/2～3会津自然の家において都路支
部と合同のキャンプ開催

29 F

54
かぶと虫杯少年サッ
カー大会

スポーツ少年団によるサッカー大会を
開催

350 F

55
かぶと虫杯少年バレー
ボール大会

スポーツ少年団によるバレーボール
大会を開催

207 F

56
かぶと虫杯少年学童野
球大会

スポーツ少年団による野球大会を開
催

200 F

57
かぶと虫杯少年ミニバ
スケットボール大会

スポーツ少年団によるミニバスケット
ボール大会を開催

400 F

58 船引町女性学級
女性に社会生活・家庭生活・趣味・文
化等の充実を図る学習の場を提供す
る。

237 G・I

59
船引町生涯学習スクー
ル

住民に多様な学習機会の提供を目的
に、ハイキング教室など３教室を実施

133 G・I

60
船引町高齢者学級「幸
せのつどい」

高齢者に対し、健康・安心・趣味・文
化・生きがい等に関する学習の場を提
供する。

1,415 G・I

61
親子レクリェーション大
会

親と子がレクリェーションを通じてふれ
あ親子関係を一層深めるとともに、明
るい家庭づくりの推進を図る。

417 Ｃ

62
田村市船引地区文化
祭

市民の文化活動の成果を発表する機
会を提供するとともに、文化の振興を
図る。

3,700 B・F B

63
船引町地区家庭バレー
ボール・ソフトボール大
会

市民がスポーツに親しむ機会を提供
し、相互の親睦と連帯を深め、健康で
明るい地域づくりの一環とする。

1,555 Ｉ

64
船引町家庭バレーボー
ル・ソフトボール中央大
会

市民がスポーツに親しむ機会を提供
し、相互の親睦と連帯を深め、健康で
明るい地域づくりの一環とする。

256 Ｉ



65 船引町家庭教育学級
家庭の役割を見つめ直す機会となる
よう、保護者に子育てに関する学習機
会を提供する。

1,172 Ｃ

66
船引町ウォーキング大
会

明るく豊かなまちづくりを推進するた
め、地域住民の親睦と融和を深めると
ともに健康増進と連帯意識の高揚を
図る。

154 Ｉ

【平成２８年度生涯学習関連事業　実績】 鏡石町

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1
花画美塾
（ガーデニング講座）

町民を対象にガーデニングの知識や
技術習得のため講座を開設した。
（年５回　５月～１２月）

71 A

2 アドベンチャークラブ
小学３年生～６年生を対象に青少年
教室として実施した。
（年８回　５月～２月）

409 A

3 いきいき学級
６５歳以上の男女を対象に、高齢者学
級として実施した。
（年６回　５月～１月）

376 Ｉ

4 ジョイフルライフ講座
30歳～65歳までの女性を対象に体験
学習等を実施した
（年６回　５月～１月）

143 Ｉ

5
大人の講座「男性専
科」

成人男性を対象に、自発的・自主的な
学習機会を提供したため実施した。
（年６回　５月～１月）

70 Ｉ

6 初夏の文化祭
鏡石町公民館を中心に、展示部門、大会
部門、発表部門等の事業を実施した。
（６月実施）

293 Ｆ

7 秋の文化祭
鏡石町公民館を中心に、展示部門、
大会部門、発表部門、文化芸能祭等
の事業を実施した。（１１月実施）

922 Ｆ

8 文化講演会
創造性豊かで文化的な町民意識の高
揚を図るため開催した。

350 Ｉ Ｂ ○

9 駅伝・ロードレース大会
町内外から参加者を集い、駅伝部門、
ロードレース部門の２部門の大会を実
施した。

1,939 Ｆ Ｅ ○

【平成28年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1
第31回羽鳥湖畔マラソ
ン大会

羽鳥湖畔を会場にマラソン大会を実
施。

1,500 Ｆ Ｅ 〇

2 天栄村文化祭
2日間村内の様々な団体の作品展示
や発表を行います。

2,000 Ｆ Ｅ 〇

3 寿大学
高齢者学級として月1回、様々な活動
を行います。

173 Ｇ

4 創作山野草教室
こけ玉や寄せ植えを実践し、家庭でも
出来る山野草の育て方を学びます。
（全４回）

37 Ｉ

5 パッチワーク教室
布を組み合わせてバッグやタペスト
リーを作成します。（全１５回）

181 Ｉ

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

（ 天 栄 村 ）



6 絵手紙教室
ハガキに思い思いの絵をかいて手紙
をだしましょう。（全６回）

57 Ｉ

7 手話講座
あいさつや自己紹介など簡単な手話
を基本から学びます。（全６回）

49 Ｉ

8 俳句講座
季語や句の作り方など、俳句の基礎
を学びます。（全６回）

73 Ｉ

9 トリックアート教室
仕掛け絵本など、親子で楽しく工作し
ます。

12 Ｉ

10 ペーパークラフト教室
ポップアップカードなど紙を使って様々
な作品を作ります。

9 Ｉ

11 親子異文化体験
ブリティッシュヒルズにてジェルキャン
ドルやスコーンづくりを体験し、親子で
異文化に触れあいます。

16 Ｉ Ｂ

12 家庭劇場
劇団による人形劇やお芝居を親子で
鑑賞します。

446 Ｃ

13 てんえい歴史講座
天栄村の歴史について、学びます。
（全３回）

46 Ｉ

14 古文書解読講座
天栄村に関連した江戸時代の文書
（古文書）の読み方を学びます。（全２
回）

20 Ｉ

15
スキースノーボード教
室

村内のスキー場でスキーやスノー
ボードを体験します。（全２回）

35 Ｉ Ｂ

16
生涯学習パワーアップ
教室

生涯学習リーダー養成教室として、生
涯学習のイロハを楽しく学習します。

25 Ｉ

【平成28年度生涯学習関連事業　実績】 石川町

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 子育て講演会
新入学児童の検診時に合わせ、食育
の大切さについての講演会を開催し
た

100 C E

2 活き生きライフ講座
心身ともに健康で人生を快適に送れ
るよう、移動研修や陶器づくり等を実
施した

60 I

3 総合文化祭
公民館利用者を中心に作品の展示や
俳句・囲碁大会を開催した

500 FGI D

4 芸能祭
町内の芸能団体による成果発表を
行った

200 B

5 音楽祭
町内の音楽グループによる成果発表
を行った

150 B

6
第３２回少年の主張大
会

８人の児童生徒が日頃考えていること
を発表した

200 C

7 第６９回成人式 新成人を祝い励ますために実施した。 127 I

8
おじいちゃんおばあちゃ
んへの手紙コンクール

１０人の児童生徒が祖父母に対しての
思いや日頃の感謝を発表した

200 C

9
ぼくもわたしもチャレン
ジャー

毎月１回、土曜日に児童の体験活動
を行った。なお、姉妹都市との交流事
業も実施した

150

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等



10 子ども図書事業
幼児およびその保護者を対象に絵本
の読み聞かせや新刊図書の紹介を実
施した

70

【平成28年度生涯学習関連事業　実績】 玉川村

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 村民文化祭
菊花展、山野草展、書道展、写真展、
幼児・児童作品展、老人作品展

1,000 Ｆ

2 花いっぱい運動
村内の各種団体が参加。地域おこし、
協働意識高揚のため。

1,000 Ａ

3 ステンドグラス教室
住民の多様なニーズに即した趣味教
養講座。

13 Ｉ

4 レザークラフト教室
住民の多様なニーズに即した趣味教
養講座。

35 Ｉ

5 ゴルフ教室
青年から40代を対象に、生涯スポーツ
の場の提供。

83 Ｂ

6 高齢者教室
生きがいを持ち地域社会への参加を
促進させる学習機会の提供。

595 Ｉ

7
地域女性団体出前教
室

地域女性団体の活性化の為、地域の
要望により出前講座を実施。

90 Ａ

8 門松づくり教室
手頃な大きさの門松を制作。誰もが気
軽に参加して作る事業を実施。

38 Ｉ

9 ニュースポーツ教室
ニュースポーツを通して、年齢を問わ
ず運動不足の解消を目的とする。

40 Ｉ

10 和紙ちぎり絵教室
住民の多様なニーズに即した趣味教
養講座。

48 Ｉ

11 トールペイント教室
住民の多様なニーズに即した趣味教
養講座。

27 Ｉ

12 飾り巻き寿司教室
住民の多様なニーズに即した趣味教
養講座。

28 Ｉ

13
たまかわスポーツフェス
タ

村民の体力向上と交流の為、実施。 110 Ｇ

14 男の講座 男性の生涯学習の場の提供。 7 Ｂ

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等



【平成２８年度生涯学習関連事業　実績】 平田村

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 かるがも学級
親子での共同学習（年5回　6月～1
月）

140 I

2 たけのこ教室
小学生のリーダー養成（年8回　5月～
12月）

304 A

3 菅布祢太鼓子ども教室
伝統文化伝承子ども教室（年15回　4
月～11月）

135 I

4 子ども映画会
夏休み・冬休み・春休み等を利用し、
映画上映（年6回　7月～3月）

499 I

5 中学生講座
夏休み・冬休み期間中の体験教室
（年2回　8月・12月）

59 I

6 家庭教育支援推進事業
家庭でのしつけ等の学習の機会と訪
問型相談対応、保護者間の交流

1037 C

7 レディースセミナー
女性リーダーの育成（年8回　6月～11
月）

119 A

8 オカリナ教室
教室生相互の交流を図るための趣味
の教室（年10回　6月～10月）

81 I

9 大人の教養講座
教室生相互の交流を図るための趣味
の教室（年9回　6月～1月）

144 I

10 布絵教室
教室生相互の交流を図るための趣味
の教室（年6回　6月～8月）

36 I

11 韓国料理教室
教室生相互の交流を図るための趣味
の教室（年2回　11月）

28 I

12 地区教養教室 自主計画の教養講座（依頼により） 12 I

13 少年の主張大会
小学生・中学生・高校生が日頃感じて
いることを発表する大会

180 F

14 家庭劇場
小学生を対象とした優れた音楽・芸術
の鑑賞会

350 G

15 文化講演会 著名人を迎えての講演会（10月） 350 G

16 文化祭
一般村民の作品展示・婦人・老人芸
能祭・農作物品評会（10月）

3,918 F

17
40歳以上ソフトボール
大会

県民スポーツ予選を兼ねたトーナメン
ト戦（6月）

380 F

18 家庭バレーボール大会
村女性が親睦を深めながらブロックリーグ
戦及びトーナメント戦（6月）

110 F

19 村民登山 「尾瀬沼」登山（6月） 31 I

20
体力番付平成28年
ひらた場所

ニュースポーツ体験（10月） 200 F

21 インドアソフトテニス大会ダブルストーナメント戦（2月） 25 F 　

22 勤労者野球大会 事業所等対抗野球大会（8月～9月） 150 F

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等



23 剣道大会 県内市町村からの参加（11月） 800 F ○

24 インディアカ大会
スポーツ少年団交流も兼ねた団体戦
（2月）

100 F

25 卓球大会
中学生男女別・成人男女別トーナメン
ト戦（12月）

68 F

26 福島県縦断駅伝大会
白河市陸上競技場から福島県庁まで
95.3㎞の縦走駅伝競走（11月）

100 F

【平成２８年度生涯学習関連事業　実績】 浅川町

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 子育て講座
子どもを持つ親に対して、子育て講座
を実施　乳幼児・思春期・就学児検診
時の子育て講座(１回実施「乳幼児」)

396 C E

2 ボランティア推進活動

現役時代に培った知識をスキルアップ
し本の読み聞かせの学習会(月１回)を
実施しながら町内の公民館・学校・保
育所・福祉施設で実施

116 C

3 スマイルレデイー講座
女性の役割と主体的な生き方につい
て学習し地位の向上を図る講座を実
施　（６月～１２月　８回）

138 I

4 チャレンジ少年教室

子ども達の豊かな人間性を養い学校
外活動を通して子供たちに体験学習
を実施(田植・屋外活動・スケート)(６月
～２月まで８回実施)

212 C

5 みそ汁大学
潤いある老後の生活、感じる事業の
実施　(６～１２月まで8回)

235 G

6 さつき・野草展
盆栽愛好会を主に町内の愛好者によ
る展示会を実施(６月　　２日間)

200 I

7 花いっぱい運動
町民総ぐるみで実施し環境の美化を
図る運動を実施(各行政区及び老人ク
ラブ)

150 B

8 スポーツ大会
バレー・ソフト大会の実施
(６月７月１２月)３回

700 G

9
花火の里ロードレース
大会

子どもから大人まで誰でも気軽に参加
できるロードレース大会を実施

1,468 F 〇

10 青少年育成会議

地域・学校・家庭がそれぞれの役割を
連携し青少年の育成事業を実施
(７･８･１０･１１･１２･１･３月　各地域で
実施)

1,000 C

11 芸能祭
公民館利用団体が集い、日頃練習し
た成果を町民に発表した(１１月)

143 F

12 総合文化祭
公民館及び長部局において実施
(１１月)

1,440 F B・E

13 陶芸教室
陶芸を通して自分でつくる喜びと仲間
づくりの講座を実施
(６・７・８・９・１０月　１０回)

120 I

14
フラワーアレンジメント
教室

フラワーアレンジメントの基本を学ぶ 32 I

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等



15 ハーブ教室
ハーブの栽培方法、各種利用方法を
学ぶ

177 I

16 オカリナ教室
オカリナの持つ素朴な音色とハーモ
ニーを楽しむ

72 I

17 フォークギター教室 フォークギターの弾き方の基本を学ぶ 42 I

18 一貫張り教室
江戸時代から伝わる伝統の手法を学
ぶ

42 Ⅰ

19 親子教室
親子でフラワーアレンジ、ハーブリー
ス、パンを作る

66 Ⅰ

20 こども科学教室 小学生を対象にした科学教室の開催 120 Ⅰ

【平成28年度生涯学習関連事業　実績】 古殿町

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 家庭教育学級 家庭教育の在り方 2,012 C

2 家庭劇場
芸術鑑賞により豊かな家庭づくりと地
域文化の振興に資する。

275 C

3 芸術文化発表会 学習成果の発展・展示 1,000 Ｆ・Ｉ

4
特別社会教育指導員
設置事業

国際理解 13,050 Ｇ・Ｅ

5 うつくしまボランティア事業 小・中学校の地域ボランティア活動 429 Ｂ

6 シニア学級
５０歳～７０歳程度の方の生きがいづ
くりや軽スポーツ、健康学習など（４月
～３月　１１回）

297 Ｉ

7 寿大学
７０歳以上の方の生きがいづくりや軽
スポーツ、健康学習など（４月～３月
１０回）

390 Ｉ

8 クラフトセミナー
陶芸,、藍染、ポップアップカード作りな
どの手作りを楽しむ

61 Ｉ

9 さわやか自然塾
ハイキングを通して自然観察と健康づ
くり、山歩きの楽しさを学ぶ

53 Ｉ

10 歴史教室
町内外の歴史を学び、文化の保存伝
承に努める
（６月～３月　１１回）

200 Ｆ・Ｈ・Ｉ

11 英会話教室
日常会話を学び、国際交流を図る（前
期８回、後期８回）

80 Ｄ・Ｉ

12 パソコン教室
初級者からのパソコン操作や目的に
応じた操作の習得

0 Ｅ

13 着物着付け教室 着物の着付け方を学ぶ 28 Ｉ

14 文化芸術鑑賞 一流の芸術を直接鑑賞する（２回） 38 Ｉ

15 親子ふれあい事業
親子料理教室、星空教室などの子供
が健やかに育つ教室

66 Ｉ Ｄ

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等



16
スキー・スノーボード教
室

ウィンタースポーツに親しみ、参加者
同士の親睦を図る

44 Ｉ

17 ゴルフ教室
ゴルフの基礎を学び、参加者同士の
親睦を図る。（毎週火・金曜日　１５回）

152 Ｉ

18 シルバープール大学
温水プール浴で健康の維持増進を図
る
（５月～７月　１５回）

280 Ｉ

19 一般水泳教室
水泳の基礎を学ぶ（前期８回、後期８
回）

88 Ｉ

20 プール大学
温水プール浴で健康の維持増進を図
る（年間を通して）

1,064 Ｉ

【平成28年度生涯学習関連事業　実績】 三春町

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 まほらっこ教室
放課後子ども総合プラン事業により、
放課後児童の安心・安全な居場所づく
り

246 ＣＦ Ｅ

2
学校支援地域本部事
業

地域の人材を学校現場に勝王し、教
師の負担軽減と地域の学習能力の向
上を図る　５校取り組み

597 ＣＦ Ｅ

3 家庭教育学級
幼児期・小学期・中学期等の成長期に
合わせた親子の悩みや問題解決・コ
ミュニケーション方法の講座

872 Ｃ Ｂ

4
森と湖に親しむさくら湖
自然教室

三春ダムさくら湖周辺において昆虫・
水生生物等の観察会

88 ＡＣＦ ＡＢＥ

5
さくら湖自然環境フォー
ラム

自然環境の変化の推移における自然
の重要性を再認識する。講演会、体
験実験等

130 ＡＣＦＨ ＢＤＥ 〇

6
町民ソフトボール・家庭
バレーボール大会

町内各地区対抗でソフトボール・家庭
バレーボール競技を開催

444 ＦＩ Ｂ

7 うつくしまみずウォーク
１８ｋｍ、１０ｋｍコース、７ｋｍに分かれ
て開催

1,800 ＦＩ Ｂ 〇

8 町民スキー教室
スキーの技術の習得のため開催（２
回）

44 Ｉ Ｂ

9 町民パソコン教室 初心者向けパソコン講座
前期　14
後期　17

Ｉ Ｂ

10
春季特別展・夏季企画
展・秋季企画展・ミニ展
示

「大戦と大戦の間の時代」「近現代の
考古学～街の中を掘ってみると～」
「らっこコレクションの時代」「酉（とり）」

2,687 ＨＩ ＢＤ 〇

11 図書館フェスティバル
秋の読書週間に読書意欲と関心の高
揚を目的に実施

150 Ｉ ＢＤ 〇

12
わんぱくクラブ・岩江児
童クラブ・御木沢児童ク
ラブ

子どもの自主的活動体験を豊かにす
るための事業を年間を通して実施

161 Ｃ ＢＤ 〇

13 さくら湖マラソン大会
三春ダムさくら湖周辺で１８部門に分
かれて開催

1,458 ＦＩ Ｂ 〇

14 町民トレッキング教室 東吾妻山 28 ＦＩ Ｂ

15
東誠三
ピアノ・リサイタル

交流館自主事業 174 Ｉ Ｂ 〇

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等



16
ミュージカル
「げんない」

交流館自主事業 284 Ｉ Ｂ 〇

17
シプリアン・カツァリス
＆広瀬悦子
ピアノ・デュオ・リサイタル

交流館自主事業 251 Ｉ Ｂ 〇

18 初笑い「まほら」寄席 交流館自主事業 393 Ｉ Ｂ 〇

19 文化祭 文化芸術事業の推進 5,400 Ｆ Ｂ 〇

【平成28年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1
2016小町ふれあいフェ
スタ

町内の芸術文化団体、高齢者学級、
学校等と協力して各種作品の展示を
実施

1,300 F

2 おやこ体験くらぶ
町内の小学生を対象に、歴史、文化、
芸術、英会話等の語学を保護者と一
緒に体験する講座を実施。

延べ
200

G E

3 英会話教室
成人を対象として、英会話教室を開
催。（保護者の同意があれば学生も参
加可）通年（5月～12月　計25回）

延べ
250

I

4
パパッとフライパン料理
教室

成人教育事業として、手軽にできる料
理教室を開催

延べ
60

I

5 少年水泳教室
町内の小学生（中・高学年）を対象に、
水泳教室を開催（7月　5回）

延べ
200

F

6 親子水泳教室
町内の小学生（低学年）を対象に、親
子で水に慣れ親しむことを目的に開
催。(8月　5回)

延べ
100

F

7
こまちダム湖健康
ウォーク・マラソン大会

こまちダム周辺を活用して、町民の体
力向上を目的として開催

延べ
210

G E

8
町民ふれあいスキー・
スノーボード教室

冬季における町民の体力向上及びス
キースノーボードの普及を目的に開催

40 I

9 ちびっこおはなし会
乳幼児とその保護者を対象に、乳幼
児期からの絵本の重要性を知ってい
ただくきっかけづくりとして実施

延べ
120

B

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

（ 小 野 町 ）


