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【平成２４年度生涯学習関連事業　実績】

事業区分
連携・協
力の状況

県民ｶﾚｯ
ｼﾞ連携講

県北 福島市 1 少年教室開設 キャンプ等体験活動をメインとした活動 1,175 C
県北 福島市 2 ヤングカレッジ開設 青少年の居場所づくりとなかまづくり 242 A
県北 福島市 3 女性学級開設 女性のスキルアップの場と機会の提供 710 A
県北 福島市 4 高齢者学級開設 高齢者の生きがい作り 1,750 B
県北 福島市 5 家庭教育学級開設 子どもを持つ親に対し、家庭教育に関する学習機会を提供 878 C
県北 福島市 6 ＩＴ活用セミナー 情報化社会に対応できる市民の育成 507 D
県北 福島市 7 ＥＣＯセミナー 環境問題について学習する 25 A
県北 福島市 8 市民学校・大学等 地域・市民のニーズに合わせ趣味・教養・実技等様々な学習機会を提供 5,904 I
県北 福島市 9 女性リーダー研修会 リーダーとして活躍できる女性の育成 （中止）

県北 福島市 10 マスターズ大学
還暦を迎えた市民を対象に、生涯学習の意識高揚を図るため、招聘講師
による講演

5,674 B

県北 福島市 11 平成２５年成人式 成人を祝うとともに、成人の自覚を促すため実施 2,446 I
県北 福島市 12 いきいきふれあい合宿 共同生活を通し、協調性・社会性等を身に付けさせる 49 A
県北 福島市 13 生涯学習指導員の設置 市民の学習相談のため専門員を設置 22 G

県北 福島市 14
女性教育指導員設置
青少年指導員の設置

女性教育の振興を図る
青少年教育の振興を図る

16
16

G

県北 福島市 15
語り合いネットワーク推進
事業

ＰＴＡ主催の教養講座への支援 2,305 C

県北 福島市 16 市民学習プラン支援事業 各地域団体が主催する学習講座への支援 1,159 G
県北 福島市 17 ふるさと学びカレッジ 団塊の世代を対象に、福島の魅力の再発見、学習意欲の高揚を図る 1,291 B
県北 福島市 18 マナビィ講師派遣事業 学習団体・グループへの市職員の派遣 634 G
県北 福島市 19

生涯学習指導者登録事
業

専門的な技能・知識を持つ方を登録し、活用を図る 559 G
県北 福島市 20 高校生ボランティア講座 ボランティア活動の学習と実践体験 5 A

県北 福島市 21
子育て支援ボランティア
養成講座

子育て応援団および一般市民が、子育て支援のための学習を行う 74 A

県北 福島市 22
生涯学習ボランティア養
成講座

生涯学習ボランティア養成のため、生涯学習・社会教育の学習機会の提
供

43 A

県北 福島市 23 しゃくなげ青年講座 障害をもつ青年を対象に仲間づくりを図り、社会参加や自立を促す 56 G

県北 福島市 24 市民文化祭
各学習センター利用者の作品等の展示、合唱・芸能等を発表し、生涯学
習の成果を全市民に紹介する。

3,100 I

県北 福島市 25
放課後子ども教室推進事
業

効果的な放課後対策事業を行うため、モデル地区１箇所で放課後子ども
教室を実施する。

1,019 C B

県北 二本松市 1 なかよしチャレンジルーム
6月～2月（全９回：各土日曜日）に、創作活動、料理、ニュースポーツ等開
催

134 C B

県北 二本松市 2 　市民講座
「様々なシーンで役立つ 色の力講座」、「放射能から体を守るみきてぃさ
んのお料理教室」、「心を贈る 絵手紙教室」、「英語でクッキング教室」、
「野菜と果物教室」、「転ばぬ先のマネー講座」 を開催

526 I B

県北 二本松市 3
二本松地域家庭教育学
級

幼稚園７、保育所２、小学校９、中学校２でPTA及び保護者会との共催に
より家庭教育講演等を行った。  7月～2月

2,196 C B･D

県北 二本松市 4
二本松地域家庭教育学
級「人形劇」

幼児及び保護者を対象に、情操教育の場として人形劇鑑賞を行った。  9
月15日(土)開催。

120 C

県北 二本松市 5 にほんまつ自然学習塾
平成24年度も放射能の影響により活動を休止した。(市内小学生を対象と
して、ボランティアの指導者による自然事象への興味・関心を育む等を趣
旨として、天文、植物、地層等の学習を開催する予定であった。)

0 C B

県北 二本松市 6 　市民大学セミナー

「災害・防災について考える」をテーマに講演会を開催、災害の履歴やハ
ザードマップの読み方等を学び、また、実践的防災や危機管理について
感心を持ち日々の暮らしに役立てる見識を探った。3月2日・9日・16日・23
日　全４回開催

49 I B･D

県北 二本松市 7
二本松地域地区対抗親
善球技大会

二本松地域各地区出場選手によるソフトボール・バレーボール・卓球の
種目による球技大会開催。  １１月４日

290 I

県北 二本松市 8
二本松地域ママさん家庭
バレーボール大会

二本松地域地区編成チームによる家庭バレーボール大会を開催。
１１月１１日 ・ ３月３日

514 I

県北 二本松市 9 二本松地区女性学級
体験講座を基本に教養講座や健康講座館外研修を実施（5～2月までの
月1･2回開催　計16回）

672 G

県北 二本松市 10 二本松地区高齢者学級
教養講座や健康講座、館外研修を実施し、地域の人々との親睦と融和を
深めながら長生きつくりと健康増進を図る。（5～2月までの月１回開催

736 G

県北 二本松市 11 塩沢女性講座
教養と見聞を広めることを目的とし、地区内の20歳以上の女性を対象に
教養、健康、趣味の分野から年6回の講座を開催した。

132 G

県北 二本松市 12 塩沢高齢者学級
高齢者が健康で生きがいを持って楽しい生活が送れるような学習の場と
して、60歳以上の方を対象に年10回講座を開催した。

550 G

県北 二本松市 13
塩沢地区少年少女球技
大会
（青少年育成推進協議

夏休みにおける少年少女の非行防止と健やかな成長を図るため、中学
生を対象に球技大会（ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会）を開催した。

80 C

県北 二本松市 14
岳下地区女性学級
（女性セミナー）

生涯をとおして豊かな人間性を養うと共に、女性の持つ多様な資質や能
力の向上と豊かなライフワークを創造するための学習機会の場を提供
し、地域における生涯学習の活性化と地域づくりの推進を目的に事業を

393 G

県北 二本松市 15
岳下地区高齢者学級
（りんどう学園）

進展する社会を認識し、生きがいを求め心身の健康増進を図り、豊かな
ライフワークを創造するための学習機会の場を提供し、、地域における生
涯学習の活性化と地域づくりの推進を目的に事業を展開する。

299 G

県北 二本松市 16 杉の実女性セミナー ２０歳以上の女性を対象に年８回の講座を開催した。(３４名×８回） 272 G
県北 二本松市 17 杉田長寿学級 ６０歳以上の方々を対象とし、年８回の講座を開催した。(２９名×８回） 232 G

県北 二本松市 18
青少年育成協議会
子どもの集い

８月に夏まつり、３月にひな祭りｹｰｷ作り教室を実施した。(１５０＋１００
名）

250 C

県北 二本松市 19 石井地区女性学級 創作講座や料理講座、健康講座を実施（10～3月の月１回開催　計６回） 99 I

県北 二本松市 20 石井地区高齢者学級
教養講座や健康講座、館外研修を実施し、地域の人々との親睦と融和を
深めながら長生きつくりと健康増進を図る。（７月～２月までの計７回）

493 I B

県北 二本松市 21 大平女性講座 ２０歳以上の女性を対象に年８回の講座を開催する。(４０名×８回） 320 G
県北 二本松市 22 大平長寿講座 ６０歳以上の方々を対象とし、年８回の講座を開催する。(３５名×８回） 280 G
県北 二本松市 23 青少年育成協議会 安達太良登山 110 C
県北 二本松市 24 青少年育成協議会 親子うどん打ち体験教室 90 C
県北 二本松市 25 青少年育成協議会 教育講演会 50 C

県北 二本松市 26 安達公民館子どもまつり
折紙創作、絵本読み聞かせ、ゲーム、昔あそび、人形劇鑑賞（１回、12月
８日）

202 C B

県北 二本松市 27 あだち子ども教室 将棋・茶道・創作活動、スポーツ、遊び等（５２回、５月～２月） 1,637 C

県北 二本松市 28 油井ふれあい学級
一般教養と健康増進に関すること。趣味娯楽に関する講座等の他、奉仕
活動も実施（１１回、４月～２月）

311 G

県北 二本松市 29 パソコン教室
油井ふれあい学級の希望者を対象に、パソコンの基礎学習を実施（３８
回、５～３月）

407 I

県北 二本松市 30 文化講座 「わがまち二本松の歴史探訪」（２回、２月） 105 I

県北 二本松市 31 あだち生涯学級
教育講話・館外研修・生活講座・文化講座・健康講座・教養講座（１６回、
５月～２月）

438 G

市町村生涯学習行政に関する調査票
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県北 二本松市 32 そば道場 そばの打ち方を学習（初心者コース１回、経験者コース２回、１２月、２月） 37 I

県北 二本松市 33 油井女性学級
教育講話・館外研修・生活講座・文化講座・健康講座・教養講座（１０回、
５月～２月）

382 G

県北 二本松市 34 油井家庭教育学級 講話・実技 等（３回、６月・１２月・２月） 496 C

県北 二本松市 35 第４４回安達文化祭
絵画作品展・書道作品展・写真作品展・陶芸作品展・人形・手芸作品展・
老人クラブ作品展・身障者作品展・民謡･舞踊･合唱･ダンス･カラオケ等の
発表（１１月３、４日）

1,936 F B

県北 二本松市 36
第４８回３００歳ソフトボー
ル大会

健康増進を目的とした行政区対抗のソフトボール大会を開催（８月） 1,000 F B

県北 二本松市 37
第４４回家庭バレーボー
ル大会

健康増進を目的とした行政区対抗のバレーボール大会を開催（６月） 200 F B

県北 二本松市 38
第９回あだち湖ウオーキ
ング

健康増進を目的としたウオーキングを実施（６月） 63 I B

県北 二本松市 39 筋力トレーニング講習会 初心者を対象とした筋力トレーニングの実技講習会を開催（２月） 49 I B
県北 二本松市 40 スポーツ栄養学講座

スポーツの栄養学を学んで、より良い健康な体をつくるため講習会を開
催

36 I B
県北 二本松市 41 ＡＥＤ講習会 緊急時の対応としてＡＥＤの講習会を開催 17 I B
県北 二本松市 42 安達太良登山 健康増進のため登山を実施 24 I B

県北 二本松市 43 渋川ふれあい学級
一般教養と健康増進に関すること・趣味娯楽に関する講座等の他、地区
内児童との交流事業・ボランティア事業を実施

298 G D･E

県北 二本松市 44 渋川女性学級 教育講座・館外研修・生活講座・趣味娯楽講座・健康講座を実施 117 I
県北 二本松市 45 渋川家庭教育学級 講話・親子３Ｂ体操実技・民話鑑賞を実施 129 C D

県北 二本松市 46 上川崎ふれあい学級
高齢者を対象に教養講座、館外研修、生活講座、文化講座、健康講座、
ボランティア事業等を実施

240 G B

県北 二本松市 47 上川崎女性学級 女性を対象に教養講座、館外研修、生活講座、文化講座等を実施 185 G B
県北 二本松市 48 上川崎家庭教育学級 幼稚園児・保護者を対象に陶芸教室、人形劇鑑賞等を実施 116 C B

県北 二本松市 49 下川崎女性学級
教育講話・館外研修・生活講座・文化講座・健康講座・教養講座（９回、４
月～３月）

131 G

県北 二本松市 50 下川崎ふれあい学級
教育講話・館外研修・生活講座・文化講座・健康講座・教養講座（1０回、４
月～２月）

248 G

県北 二本松市 51 ふるさと探検隊 ｽﾎﾟｰﾂ､宿泊､料理教室等の体験を通じ豊かな心を育む 99 C
県北 二本松市 52 女性セミナー 小浜･旭の地区毎に手芸から生活に関する講話等を実施 403 G
県北 二本松市 53 家庭教育学級 小浜･新殿･旭の各幼稚園を対象に親子のふれあいを主テーマに開催 213 C

県北 二本松市 54 合同家庭教育学級
岩代地区内の公立･私立幼稚園児及び保護者を対象に人形劇鑑賞及び
子育て講演を開催

191 C

県北 二本松市 55 高齢者大学 小浜･新殿･旭の各地区毎に手芸から生活に関する講話等を実施 451 G
県北 二本松市 56 ナイトフレッシュセミナー 手芸､料理､生活に関する講座 97 G
県北 二本松市 57 総合美術講座 美術に関する基礎を学び､絵画や版画などの知識を深める。 96 I

県北 二本松市 58
岩代地区公民館主催作
品展

講座受講生等の作品展を開催 70 F

県北 二本松市 59 岩代産業文化祭 芸術文化の発表の場として共催 2,000 F
県北 二本松市 60 いわしろさくらウォーク 健康維持増進のための大会を開催 26 G
県北 二本松市 61 岩代ロードレース大会 健康維持増進のための大会を開催 241 C
県北 二本松市 62 岩代駅伝競走大会 健康維持増進及び競技力向上に向けての大会 未実施 C
県北 二本松市 63 スポーツ教室 各種スポーツの基礎を学び技術向上を図る 300 F

県北 二本松市 64
青少年子ども教室「土曜
探検隊」

各種体験教室　12月・2月　3回実施 68 C

県北 二本松市 65 家庭教育学級 親子体操教室ほか２回　・人形劇鑑賞　1回 360 C

県北 二本松市 66
女性学級「東和女性セミ
ナー」

講話・実技・移動研修等の学習会　5月～2月　1１回 307 G

県北 二本松市 67
高齢者学級「東和長寿大
学」

講義・実技・研修視察・運動会・クラブ活動等　5月～2月　全体学習・地区
学習　計10回

806 G

県北 二本松市 68 地区民登山 体力づくりの一環としての軽登山(高柴山5月・一切経山10月） 44 I
県北 二本松市 69 日本語教室事業 東和地域に嫁いだ外国人による日本語の学習　5月～3月 105 D
県北 二本松市 70 読み聞かせ事業 親子を対象とした読み聞かせ事業　年15回 220 C

県北 二本松市 71 市民講座 各種体験教室　10～2月　3回ビーズ１１月・３月２回開催
100（ビーズ

５６）
I

県北 二本松市 72 花いっぱい推進運動 花苗を各種団体に配付し植栽依頼　８月 300
県北 二本松市 73 第14回東和公民館まつり 公民館を中心に活動している各種団体の作品展示、成果発表　　2月 600 F
県北 二本松市 74 文化センター主催事業 「三遊亭小遊三・左遊二人会」　11月 471 A ○

県北 二本松市 75
第43回東和ロードレース
大会

34部門（マラソン32部門・ウォーク2部門）で開催　　7月第一日曜 3,500 F ○

県北 二本松市 76
放課後子ども教室「とうわ
どんぐり教室」

放課後の空き時間を活用し、１・２年生を対象に本の読み聞かせ、創作活
動を開催　6月～3月　週１回

1,406 C

県北 二本松市 77
第11回東和さわやかス
ポーツフェスティバル

地域住民の交流を目的にスポーツやゲームを中心に開催　9月 300 F

県北 二本松市 78 カヌー教室（一般） カヌーの普及を目的に、初心者のカヌー体験の受け入れ　5月～10月 44 G ○

県北 二本松市 79 カヌー初心者講座
カヌースポーツの普及を目的としてステップアップ講座として２回（２日間
／1回）開催　7・8月

17 G

県北 二本松市 80 チャレンジデー
毎年５月の最終水曜日に全国一斉に地域住民のスポーツ参加率を競う
イベント　参加率80％

2,468

県北 二本松市 81 第43回東和卓球大会 卓球の交流大会　1月 12 F

県北 二本松市 82
第39回市民バドミントン大
会兼第29回小学生バドミ
ントン大会

バドミントンの交流大会　1月 73 F ○

県北 二本松市 83
第11回さわやかソフトバ
レーボール大会

ソフトバレーボールの交流大会　2月 100 F

県北 伊達市 1
「子育てひろば」
(子育て推進事業）

・１歳～３歳児と保護者を対象
・遊びを通して基本的生活習慣の体得と、親と子ども同士の交流・情報交
換の場とする。年間10回

432 C

県北 伊達市 2 「伊達わくわく広場」

・放課後子ども教室推進事業（居場所づくり
事業）として開設
・小１～６年生を対象、毎週２コース（火・金）年間52回、サポーターの支
援・協力

880 C E

県北 伊達市 3 「何かやってみっぺゼミ」 ・小４～６年生を対象、異年齢層集団での仲間づくり、土・日に実施、７回 56 C

県北 伊達市 4
「さわやかレディースだ
て」

・女性の教養講座、講座生同士の交流、情報交換、奉仕活動と社会見
学、年間10回

364 I

県北 伊達市 5
市民講座
「伊達地元学講座」

・郷土の歴史や史跡・名勝、東根堰と逆さ水の現地見学、郷土史研究会
等の協力、５回

210 I

県北 伊達市 6
「初心者のためのパソコン
講座」

・パソコンの基本と活用、簡単なワード・エクセル、６回 91 I

県北 伊達市 7 「いきいきふれあい学級」 ・高齢者の生きがいづくり、仲間づくり・健康づくり、年間１０回 1,206 F･I

県北 伊達市 8 スポーツ行事の開催
方部対抗による健康づくり事業（方部対抗家庭バレーボール、ソフトバ
レーボール大会の開催）

160 I

県北 伊達市 9 高齢者学習事業
高齢化社会に対応できるよう、学習や仲間との交流活動を行い、生きが
いづくりを図る。8地区開催。申込制

2,078 B A
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県北 伊達市 10 婦人学級事業
地域の特性を活かし、健康で明るい家庭生活と住みよい地域を築くた
め、婦人としての必要な知識と教養の学習や交流を行う。8地区開催。申

1,219 B

県北 伊達市 11 市民講座事業
生涯学習の輪を広め、生活文化や趣味、教養等の学習を通し、潤いのあ
る暮らしを創造するため、市民講座を開設する。

351 B I

県北 伊達市 12 青少年体険学習事業
地域に根ざした体険活動や伝統文化の継承活動等を通じて、仲間や世
代間の交流や健全育成を図る。学校外子ども地域活動・青少年地域活

20 B

県北 伊達市 13 郷土芸能伝承支援事業 市内の郷土芸能活動の推進と振興を図る。 100 I B

県北 伊達市 14
公民館生涯学習成果発
表事業

公民館の各種学級・講座で学んだ成果の展示公開を行い、学習者の交
流と生涯学習への理解を深める。

150 F

県北 伊達市 15
伊達ももの里マラソン大
会

第52回伊達ももの里マラソン大会を実施（8月） 5,872 F E

県北 伊達市 16 女性学級
40歳以上の女性を対象に、現代社会の理解や健康で明るい家庭生活、
住みよい地域を築くための事業を行う。（5地区で開催、5～2月）

734 I B

県北 伊達市 17 少年教室
小学生を対象に、自然体験や奉仕活動を通して、異年齢や異世代との交
流や健全育成を図る。（5～2月）

455 C B

県北 伊達市 18 市民大学
60歳以上の方を対象に、急速な高齢化社会を迎え、学習内容の多様化と
高度な内容の要求に応えていく。（5～2月）

635 A,B B

県北 伊達市 19 お茶の時間ですよ
月1回、公民館の一部屋を開放し、誰でも自由に出入りできる場を設ける
ことで、地域コミュニティの形成を目指す。（5地区で開催）

503 I

県北 伊達市 20 大田ふるさと大学
大田地区の歴史や文化の研究を行うとともに、次世代への継承も行う。
（6～3月）

42 H B

県北 伊達市 21 わたしの主張発表会 小･中･高校生による意見発表会（10月） 180 C D

県北 伊達市 22 市民講座事業
生活文化や趣味、教養等の学習を通し、魅力ある暮らしを実現していくた
めに、あらゆる講座を開設する。（6～3月、20回実施）

551 B,C,D,G,I A,B,C,D

県北 伊達市 23 生涯学習講演会 市民の学習の要求に応え、生涯学習の理解を深めた。 270 G

県北 伊達市 24 こども劇場
文化活動を体験することにより、心豊な子ども育成を図ります。映画鑑
賞、料理作りを体験した。

36 C

県北 伊達市 25 少年教室 お寺での体験を通して、学ぶことの大切さや思いやりの心を育てた。 27 C

県北 伊達市 26 ｢霊山学｣
地元の歴史を知ることにより、地域づくりに寄与することを目的に、身近
な歴史を発見した。

215 I

県北 伊達市 27 ｢文学講座｣
東北地方、または県内にゆかりのある作家の文学に親しむことにより、創
作活動に発展させかつての『りょうぜん文芸』の復活を目指した。

166 I

県北 伊達市 28 ｢中央女性学級｣
社会人・家庭人として女性の知識と教養を高めながら自主的な学習を推
進した。

200 I

県北 伊達市 29 長寿学園 37 I
県北 伊達市 30 高齢者講座 807 I

県北 伊達市 31 ほんよむかい
本の読み聞かせやレクリエーションを通じて、本に親しむ機械の拡大を
図った。

145 C

県北 伊達市 32 卓球教室
小学校から一般を対象に基礎打ちから講習し、卓球愛好者の底辺拡大
を行った。

75 I

県北 伊達市 33 バドミントン教室
小学校から一般を対象にバドミントンの基礎打ちから講習し、バドミントン
愛好者の底辺拡大を行った。

75 I

県北 伊達市 34 水泳教室
小学校１・２・３・４年生を対象に水に慣れることから講習し、水泳に親しむ
機会の拡大を図った。

109 I

県北 伊達市 35
霊山公民館長杯ソフト
ボール大会

スポーツを通して地区の親睦を図り、体力づくり、人づくりを図った。 60 I

県北 伊達市 36
霊山公民館長杯ゲート
ボール大会

ゲートボールを通じ、スポーツに親しみながら健康の維持増進と地域相
互の親睦を図るとともに、ゲートボール競技の普及を図った。

67 I

県北 伊達市 37
霊山公民館長杯グラウン
ドゴルフ大会

スポーツを通して親睦を図るとともにグラウンドゴルフの普及を図った。 150 I

県北 伊達市 38
霊山公民館長杯混合家
庭バレーボール大会

バレーボールを通じ、地区民親睦と地域間連携をはかるとともに、健康・
体力づくりにつとめた。

26 I

県北 伊達市 39 混合バレーボール大会
バレーボールを通じ、地区民親睦と地域間連携をはかるとともに、健康・
体力づくりにつとめた。

45 I

県北 伊達市 40
石田地区お盆ソフトボー
ル大会

お盆で帰省された方を含めた、地区民相互の親睦を図った。 40 I

県北 伊達市 41 文化祭 第４０回霊山町文化祭を開催した。 1,500 F

県北 伊達市 42 きらめき大楽
豊かな人生経験を生かして社会への還元を図りながら、高齢者自身が生
きがいを創造していく学習会を行った。

168 B

県北 伊達市 43 フラワーポット
幅広い学習内容に取り組み女性としての知識と教養を高める学習や、自
立と仲間づくり及び社会への参加を促す学習会を行った。

295 B G

県北 伊達市 44 わいわいこどもシーズン
子どもを対象に仲間づくりと地域や異なる年代との交流を図りながら、
様々な体験を通し豊かな人間形成を図る事業を行った。

60 C

県北 伊達市 45 こどもフェスタ
子どもを対象としたクリスマス会を行い、ふれあい（交流体験）体験活動
（創作体験）の場を提供し、いきいきと笑顔と元気を取り戻してもらう。

130 C

県北 伊達市 46 おはなしの会
保育園児から小学３年生を対象とした本の読み聞かせ、読書活動事業を
行った。

166 C

県北 伊達市 47 地区館出前講座 地域住民の学習要望、地域の活性化を図るための講座を行った。 103 A G
県北 伊達市 48 つきだて地元学 月舘町の歴史・史跡を学ぶ講演会・学習会を行った。 45 I
県北 伊達市 49 文化祭 作品展示会、芸能発表会 1,200 F
県北 伊達市 50 スポーツ教室 市民の健康増進とスポーツ意識の高揚を図った。 48 I
県北 伊達市 51 つきだて市民講座 市民のニーズにあった学習会を行った。 173 I

県北 伊達市 52
つきだてジュニア川柳ひ
ろせ

川柳を通して豊かな感性を育み、国語力の向上を目指した。 3,180 C

県北 本宮市 1
もとみやキッズ
　「チャレンジクラブ」

市内の小学生による体験学習を通じて、学校を超えた交流と仲間づくりを
図る。（１回実施）

22 C E

県北 本宮市 2
もとみやジュニア
ボランティア協力員

ボランティアの実践を通じて、地域の人たちと触れ合い、豊かな人間性や
社会性を養う。（８回実施）

40 A E

県北 本宮市 3
ジュニアレクリエーション
リーダー養成講座

高校生のリーダーを育成するため、体験活動やボランティア活動に必要
な知識や技術の向上を図る。（６回実施）

26 A

県北 本宮市 4 生涯学習講座
市民のニーズにあった教養・趣味・健康など、各種講座を開設し、生涯学
習と仲間づくりを図る。（２２講座実施）

245 G

県北 本宮市 5 レディースセミナー
教養・趣味・健康などの学習を通し、女性とし健康で自らの人生を豊かで
充実したものにする。（８回実施）

130 G

県北 本宮市 6
ひなげし学級
まゆみ学級

子供を持つ親として、家庭における役割や家庭で役立つ知識を学び、親
同士の交流を図る。（２０回実施）

361 C

県北 本宮市 7 本宮ふれあい塾
教養・趣味・健康などの学習を通し、高齢者がいきがいのある生活を送る
ための交流を図る。（８回実施）

104 G

県北 本宮市 8 長寿大学
教養・趣味・健康などの学習を通し、高齢者がいきがいのある生活と地域
の交流を図る。（５地区実施）

1,026 G C

県北 本宮市 9 みんなの作品展
市民個人が制作した作品を一般の方に鑑賞してもらう場を提供し、制作
意欲の高揚を図る。（１４４作品）

556 F

県北 本宮市 10
書き初め大会
書き初め展示会

書き初めを通して､日本の伝統文化である書道に親しみ、また世代を超え
た交流を図る。（２会場実施）

大会120
展示427

C E

県北 本宮市 11
子ども向け映画会
　｢親子ドームシアター｣

家族や親子で優れた映画を鑑賞し、家族でのコミュニケーションの機会を
図る。（２回上演）

214 C

県北 本宮市 12 幼保芸術鑑賞教室
保育所、幼稚園児を対象に生の舞台芸術を鑑賞し、豊な情操教育を図
る。（２回上演）

464 C E

健康や趣味などに関する講座を通して健康増進といきがいづくりの促進
を図った。
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県北 本宮市 13
文化財講座
　「地元学講座」

地域の文化財をフィールドワークを通して調査し、後世に伝えるため冊子
等にまとめる事業を行う。（１３回実施）

158 H D

県北 本宮市 14 民俗芸能大会
市内の民俗芸能保存団体の育成を図るため、発表の機会を通し、後継
者の育成を図る。（１３保存団体参加）

600 F A

県北 本宮市 15
もとみや駅伝大会
ロードレース大会

駅伝大会やロードレース大会を通し、競技力の向上を図り、また地域の
交流と仲間づくりを図る。（各１回）

1,747 F C･E

県北 桑折町 1 こおりキッズ「キャンプ」 小学生の高学年を対象として南蔵王でキャンプを実施した。　７月 22 C

県北 桑折町 2
こおりキッズ「もちつき大
会」

食生活改善推進員を講師に、小学生に餅つきの体験を実施した。　１２月 15 C

県北 桑折町 3
こおりキッズ「桃飾りびな
作り」

女性団体に街中に飾るつるし雛の作り方を教わった。　１月 5 C

県北 桑折町 4
体験チャレンジ活動「野焼
きに挑戦　縄文式土器を
つくろう」

小学生を対象として、粘土で土器を作り乾燥させ野焼きにより土器を焼い
た。９月と１０月２回実施

20 C

県北 桑折町 5 かやのき学園 高齢者を対象とした講座　全１０回 469 G
県北 桑折町 6 女性講座 女性を対象とした講座中央公民館1回 100 G
県北 桑折町 7 友遊くらぶ 成人を対象とした講座　全８回 131 G
県北 桑折町 8 親子教室事業

子供会やＰＴＡからの要望で講師の派遣と場所の提供を行う。年５回実
施。

137 C
県北 桑折町 9 スポーツテスト 町民の体力測定を行った。　１０月 244 I
県北 桑折町 10 桑折町文化祭 町民が作った作品の総合展示会や芸能発表会を実施した。　１１月 1,452 I
県北 桑折町 11 高齢者作品展 ６０歳以上の方より作品を受付し、展示を行い表彰する。　１１月 96 I
県北 桑折町 12 地域クラブ 小学生を対象とした陸上競技・料理・書道等２０クラブを開設　月２回実施 219 C
県北 桑折町 13 町民トレッキング 町民を対象としたトレッキングを行った。６月：南蔵王　９月：那須 64 I

県北 国見町 1 少年仲間づくり教室
４年生以上の小学生を対象にスポーツやレクレーション、創作活動など実
施。（２７人×１０回）

270 A.C

県北 国見町 2 仲間づくり　リーダー 少年仲間づくり教室、公民館事業等のボランティア。 10 A.C

県北 国見町 3
放課後子ども教室
国見っ子わんぱく広場

３年生まで小学生を対象に週末長期休業中に地域住民とレクや体験活
動を実施。（４５人×１２回）

540 C

県北 国見町 4 こどもまつり
地域で活躍している団体の協力で、レクや菓子作りなどで友達や地域の
方とのふれあう。１２月１日開催。

84 C

県北 国見町 5 くにみ女性教室
一般教養、趣味、スポーツ、見学学習など全体学習を実施。（４３人×１２
回）

516 A.G
県北 国見町 6 成人学級

一般教養、趣味、スポーツ、見学学習など全体学習を実施。（３４人×１１
回）

374 A.G

県北 国見町 7 阿津賀志学級
交通安全教室、健康、ボランティア、時事問題など全体学習を実施。（１１
５人×１１回）

1,265 A.G

県北 国見町 8
子育て応援講座
親子クッキング教室

親子で料理体験。夏休みと春休みに各１回実施。
（夏休み２５人＋春休み２６人）

51 C

県北 国見町 9 家庭教育講座 10月の小学校における就学時健診にて保護者を対象に開催した。 73 C

県北 国見町 10 子ども移動図書館
昼休み小学校に出向き、小学1年～3年を対象（２３６人）に児童図書の貸
出を１３回実施。４年生以上はクラス文庫対応。

2,524 C E

県北 国見町 11 ブックスタート
健診の待ち時間を利用して絵本を通じて親子のふれあいの大切さを伝え
絵本を手渡す運動。１２回開催。

50 C E

県北 国見町 12
町民講座　日本昔話の入
口

日本の昔話の成り立ちから水神と山姥をテーマに７月に２回実施。（２回
×１５人）

30 Ⅰ

県北 国見町 13
町民講座　本の基本と選
び方講座

図書ボランティア講習と併せて10月に２回実施。（２回×１２人） 24 Ⅰ

県北 国見町 14 共催事業　おはなし会 読み聞かせサークルみみずくと共催で年４回実施 14 C

県北 国見町 15
文化団体連携講座
伝統芸能継承事業
子ども和楽器体験教室

国の文化芸術振興費補助金を活用。9月～翌年2月、小中学生が箏や三
味線の和楽器演奏を体験した。（教室１１回、教室生２４人）

248 C.Ⅰ.F

県北 国見町 16
文化団体連携講座
デジタルカメラ教室

くにみデジタルカメラ愛好会と連携して６月～８月に実施。（６回、教室生３
１人）

173 Ⅰ

県北 国見町 17
文化団体連携講座
こども将棋教室

国見町将棋同好会と連携し、小中学生を対象に実施。6月～翌年１月に
開催。（全７回、教室生１６人）

78 C.Ⅰ.F

県北 国見町 18
文化団体連携講座
男の料理教室

あつかし料理クラブと連携し、旬の素材で簡単料理づくり。９月～１０月開
催。（全４回、教室生１８人）

50 G.Ⅰ

県北 国見町 19
教民講座
初心者のための陶芸教室

土のぬくもりを感じ陶芸づくり。９月から実施。（全４回、教室生１２人） 34 Ⅰ

県北 国見町 20
出前町民講座
ふるさと歴史教室

１２月から地区集会所において３回開催。（第１回６２人、第２回６５人、第
３回７１人）

198 G.Ⅰ ○

県北 国見町 21 町民教室　ハーブ教室
アロマオイルでハンドクリームとクレンザーづくりとハーブを使った料理教
室。（全３回、教室生２０人）

54 I

県北 国見町 22 町民教室　切り絵教室 切り絵でオシャレ空間づくり。（全２回、教室生１９人） 34 I

県北 国見町 23
国見町青少年健全育成
町民大会

青少年の健全育成を図るための町民運動の推進、総会、町民大会を実
施。

130 C.F

県北 国見町 24 平成２５年国見町成人式 式典、記念パーティー 87 Ⅰ

県北 国見町 25
第２１回町長杯新春囲
碁、将棋大会

囲碁・将棋を通じて親睦を図る。（囲碁２０人、将棋１７人、小学生将棋８
人）

45 G.Ⅰ

県北 国見町 26
夏休みだよ！短期スイミ
ングスクール

水に親しみ、かつ泳力の向上と運動不足解消を図るため開催。（４日、３
０人）

107 C.F

県北 国見町 27 夏休み元気っこ体験教室 小学４～６年生を対象に１泊２日で体験学習を実施 22 C

県北 国見町 28 中高年のための登山教室
登山の正しい知識を習得するために４５歳以上を対象に２回実施。教室
生２４人

42 G.Ⅰ.F

県北 国見町 29 元気っ子スキー教室
スキーの普及を図るとともに、自然に親しみ冬季の運動不足の解消を図
り開催。

22 C.F

県北 国見町 30
NHKスポーツパーク「松岡
修造のテニスパーク」

プロから指導を受け上達を目指す。 200 G

県北 国見町 31 町長杯スポーツ大会 ５競技種目の大会開催。競技力向上と親睦を図る。 400 F.Ⅰ
県北 国見町 32 町内一周駅伝競走大会 第３6回大会。８区間１９㎞　１２チーム出場。 118 F.Ⅰ

県北 国見町 33
復興・絆　水野雄仁の野
球教室・講演会

小中学生を対象に野球教室を開催し、同日午後には講演。 160 G.Ⅰ

県北 国見町 34
上野台運動公園　町民
プール開放

小中学校の夏休み期間に営業 1,364 Ⅰ

県北 国見町 35 町民登山 自然と親しみ、楽しみ登山することを目的に７月開催。栗駒山縦走。 27 G.Ⅰ
県北 国見町 36 夏期巡回ラジオ体操 みんなで体操会 900 Ⅰ
県北 国見町 37 生涯学習つうしん発行 生涯学習関係の広報を行う。毎月５回発行。 G
県北 川俣町 1 青少年主張大会 小・中・高校生の作文提出、中学校審査６月３０日（木） 13 C､F B

県北 川俣町 2
中央区スポーツ少年団夏
季交流会

東京都中央区の少年団とスポーツ交流試合と生活交流を通し友情を深
める。

113 F､I A､B

県北 川俣町 3 ファミリー劇場 「忍たま乱太郎」　１１月１０日（土） 360 I B
県北 川俣町 4 町総合文化祭 各文化団体の学習成果の発表、作品等の展示などを行った。 600 F
県北 川俣町 5 芸術鑑賞教室 演劇「エディ」（１１月１５日） 500 I

県北 川俣町 6 コスキン・エン・ハポン
全日本中南米音楽祭とパレード　全国から150組超のグループ演奏に参
加。１０月６、７、８日の３日間開催

12,900 F B､E

県北 川俣町 7 川俣町フェンシング大会
東日本小・中学生の大会
９月１６日（日）

80 F A､B
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県北 川俣町 8 町女性大会
時代の課題等について、講演などを開催し学習するとともに、各女性団
体の活動に資する。第３６回１１月２５日（日）

200 C､G

県北 川俣町 9 子どもの広場 育成会に委託し実施 100 C B

県北 川俣町 10 子どもの居場所作り事業
週末や長期休業中に、地区公民館で子どもたち安心安全に自由に遊ん
だり、色々な経験や体験が出来る事業。参加者数は延べ人数

1,800 C

県北 川俣町 11 こども科学館
自然に目を向け不思議な体験をして、自然科学に対する知的好奇心を高
める場として開設。運営委員・指導員に学校の先生を委嘱して実施した。

40 C B

県北 川俣町 12 白寿大学
高齢者の学習支援と地域での奉仕活動などの促進を図るとともに、生き
がいに満ちた人生を作り出す能力を養う講座を開催した。

132 G

県北 川俣町 13 パソコン教室 パソコン初心者を対象とした講座　２コース全１２回 20 E､I
県北 川俣町 14 ケーナ教室 多くの方々にケーナに触れる機会を提供し、仲間の輪を広げる。 中止 I ○
県北 川俣町 15 男性の料理教室

男女の共同参画の推進と男性も手早く作れる家庭料理を学んだ。年１０
回

20 B､I
県北 川俣町 16 ヤングサークル 若者たちの仲間作り、主に隔週月曜日開催した。 25 A､I

県北 川俣町 17 女性講座
女性を取り巻く課題に対して、女性自身の意識や行動を見つめ直し、役
割や活動のあり方などを学んだ。

14 I

県北 川俣町 18 公民館まつり
公民館で学習している各講座の発表と講座生や町民の方がいろいろな
催し物に参加し相互理解と世代間交流を図った。

80 F

県北 川俣町 19 ふれあい交流事業
独身男女の交流の場の創出。実行委員会による企画運営を行い。年５回
開催した。（参加者数は延べ人数）

89 I

県北 川俣町 20 公民館研修会 公民館（１０公民館）職員を対象とした研修会　年１回 35 H
県北 大玉村 1 ふれあいセミナー 各地区グループの自主学習 323 I
県北 大玉村 2 村民講座 男女共生を考える団体との共催による講演会及び地域福祉講演会 150 G B

県北 大玉村 3 英会話教室
日常英会話の習得
５回コース

30 I

県北 大玉村 4 子育て支援交流事業 親子芸術鑑賞教室 73 C
県北 大玉村 5 おはなし会 本の読み聞かせ等 193 F

県北 大玉村 6 ライフ探検隊
個人ではできない趣味の講座を開催する。ポーセラーツ、フラワーアレン
ジメント、パン作り等

57 I

県北 大玉村 7 菊づくり教室 鑑賞菊の製作と文化祭出品 39 I
県北 大玉村 8

文化祭（実行委員会主
催）

発表・作品展示 1,400 F

県北 大玉村 9
文化のつどい（実行委員
会主催）

音楽鑑賞・観劇・落語 681 I

県北 大玉村 10 年中行事再現 年中行事の由来や意義の伝承 348 F

県北 大玉村 11
あだたら健康マラソン(体
育協会主催)

各世代のロードレース 842 F

県中 郡山市 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） 4,784 G,I
県中 郡山市 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）

43 C
県中 郡山市 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（2月） 223 C

県中 郡山市 4 就学前子育て講座
市内全小学校（58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）

2,808 C

県中 郡山市 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、2回）

84 C B

県中 郡山市 6 郡山市成人のつどい 新成人者を祝い励ます（1月13日） 2,899 A

県中 郡山市 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

県中 郡山市 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）

（集計中） F,I

県中 郡山市 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）

3,408 I

県中 郡山市 10
第19回郡山市民スポー
ツ・レクリエーション祭

18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。 3,034 F,I

県中 郡山市 11
第19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。

4,121 F,I B ○

県中 郡山市 12
郡山市民体育祭総合開
会式（郡山市民体育祭各
種大会）

42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。

26,423 F,I

県中 郡山市 13
第7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。

5,870 F,I B

県中 郡山市 14
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。

（集計中） A,I

県中 郡山市 15
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。

4,234 C B

県中 郡山市 16 市民学校
簿記（全１２回）、文学講座（全３回）、パソコンで年賀状（全４回×２講
座）、歴史講座（全３回）

1,261 I

県中 郡山市 17 ＩＴ講習会 初級、中級等（全５回×18講座） 1,473 E
県中 郡山市 18 はやまーぜ教室 郡山市観光、歴史の話、市内施設見学等（全6回×２教室） 171 I

県中 郡山市 19
家庭教育ふれあい推進事
業

のびのび子育て広場（全10回×３会場） 787 C

県中 郡山市 20 キッズスクール 簡単クッキング、読書感想文を書こう、工作教室他（8講座） 331 C
県中 郡山市 21 親子自然たんけん隊 親子で自然観察 132 C
県中 郡山市 22 四季の風コンサート 郡山ゆかりの若手のコンサート 725 I
県中 郡山市 23 市民大学 歴史・文学講座（全４回）、講演会（心のケア講座） 298 I
県中 郡山市 24 文化講演会 由美かおる氏による講演会 1,400 I

県中 郡山市 25 おもしろ生活まなび塾
楽しみながら学ぶことにより、生涯学習の推進を図り、仲間づくりと生きが
いのある生活を確立するための学習機会の提供
（民話・昔ばなし、英会話、館外学習、救命救急法、年金のしくみ　等）

94 I

県中 郡山市 26 いきいきライフ講座
いろいろな学習を通して、心豊かにいきいきとした生活を送ることができ
る。また受講生同士の親睦を深め、仲間作りにつなげる。
（紙芝居で郡山の歴史を学ぶ、フルート演奏会、寄せ植え　等）

77 I

県中 郡山市 27 世界のグルメ講座
世界各国の家庭料理を４名の外国人講師に指導していただき、異文化に
触れることで国際理解を深め、会食を通して楽しく国際交流を図る（韓国
料理、インド料理、ベトナム料理、イタリア料理）

94 I

県中 郡山市 28
レクリエーション事業
「ふるさとある記」館外学

安達太良の自然豊かな二本松市を訪れ、歴史や文化を学びながら、受
講生同士の交流を図る（二本松方面・・・智恵子の生家、大山忠作美術館

24 I

県中 郡山市 29
ふるさとある記
～施設見学と干支の絵付
け体験～

市内の施設見学と体験学習を実施。近くにありながら訪れる機会が少な
い施設や場所への理解を深めながら、受講生同士の交流を図る（福島地
裁郡山支部、かんのや本店文助、高柴デコ屋敷）

11 I

県中 郡山市 30 一閑張り講座
ものづくりを通して受講生同士の交流を深め、生きがいづくりを目的とす
る

68 I

県中 郡山市 31
文学講座「おくの細道」を
よむ

生涯教育の一環として、文学を楽しく学び、教養を高め、ゆとりある心を
養うとともに、受講生同士の親睦を図る（講師：伊藤和）

69 I

県中 郡山市 32 女性リフレッシュ講座
心に潤いを与え、心と体のバランスのとれた健康的な生活を送ることがで
きる
（館外学習・・・イワナの里、カラーセラピー、手作りお香、おいしい紅茶の

87 I

県中 郡山市 33 ハーモニカ教室
ハーモニカを通して、脳の活性化・唾液の分泌促進・心肺機能や腹筋強
化につなげる。曲を吹くことによりハーモニカの楽しさを味わい生活に潤
いを与える（ハーモニカの基礎、吸音・吹音、低音練習、数字譜と音符の

111 I
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県中 郡山市 34
青少年対象事業「しみず
だいジュニア教室」（前期）

活動を通して異学年との交流を図りながら、自主性・協調性を培い、心身
共に健康で明るい青少年の健全育成の一助とする（夏の料理教室、交通
安全ポスター作り）

26 C,G

県中 郡山市 35
青少年対象事業「しみず
だいジュニア教室」（後期）

いろいろな活動を通して、異学年との交流を図りながら、自主性・協調性
を培い、心身ともに健康で明るい青少年の健全育成の一助とする（一足
早いクリスマスケーキづくり、ミニ門松、書初め教室、バレンタインのチョコ

52 C,G

県中 郡山市 36
子育てママに贈る元気快
復講座

育児から解放された自分だけの時間を持つことによって、心身共にリフ
レッシュし、楽しい子育てのための学習と情報提供の場とする。参加者同
士の交流を深め、仲間作りにつながることを目的とする
（子育ての悩み解消、親子でエクササイズ、簡単おやつ作り　等）

35 C

県中 郡山市 37
金透小学校家庭教育学
級

金透記念式参加、講演会、給食試食会、教育講演会、研修旅行、料理教
室

212 C E

県中 郡山市 38
芳山小学校家庭教育学
級

食育講座、給食試食会、手芸、視察研修・・・二本松方面、ベリーダンス教
室、料理教室　等

226 C E

県中 郡山市 39
郡山第二中学校家庭教
育学級

絵手紙、料理教室、体操教室、研修旅行　等 70 C E

県中 郡山市 40
第３１回清水台地域公民
館区文化祭

中止 F

県中 郡山市 41
第４５回清水台地域公民
館区親善家庭バレーボー
ル大会

バレーボール大会を通して健康づくりと住民相互の連帯意識の高揚を目
的とする

78 F

県中 郡山市 42

青少年健全育成金透・芳
山地区協議会主催
「第７回みんなにとどけ
かけはし発表会」

小中学生から標語を募集し、入選作品を街頭設置など、地域ぐるみで活
動の開発推進を図る。自分の考えを意見としてまとめ、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

114 F

県中 郡山市 43
青少年健全育成推進協
議会金透・芳山地区協議

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、地域ぐるみの活動の伸長を図る

110 I

県中 郡山市 44 こはらだ学級

心身共に充実した生活を送るために、知識や教養を高めながら、一人一
人が自分に自信を持ち、人とのつながりを大切にし、共に語らい親睦を深
める（コミュニケーション体操、ポーセラーツ、切り絵、健康体操、館外学
習・・・下郷町　等）

214 I

県中 郡山市 45 夏休みこども教室

こども達が、夏休みの宿題をするための学習支援・居場所づくり・地域住
民との関わり、様々な体験に取り組む機会を提供する（親子体験教室、お
やつづくり、スイーツストラップづくり、英語であそぶ、交通安全ポスターを
描こう、天体観測教室　等）

142 I

県中 郡山市 46
子育てセミナー親子でス
キンシップ

子育てセミナーへの参加を通して、保護者相互の交流や保護者のリラク
ゼーション、子育てに関する知識の習得により、家庭と地域の教育力の
向上を図る（親子で体操、音楽で遊ぶ、ベビーキッズマッサージ、親子の
ための読み聞かせ）

62 C

県中 郡山市 47 市民学校「こはらだ男塾」

余暇を有意義に過ごし、豊かな人生を送るために、今までとは違う仲間
作りの中で親睦を深め、地域づくりに役立てながら生活をエンジョイする
（音楽療法セッション、男の手料理、スポーツ吹き矢、カラーコーディネー
ト、健康体操　等）

71 I

県中 郡山市 48
市民学校「若さをたもち
隊」

いつまでも若くいられるよう、身体の事を考えるきっかけづくりをする
（ヨガピラティス、アンチエイジング、アロマテラピー、健康料理、健康講話

69 I

県中 郡山市 49
「親子教室　一緒に作ろう
ね」父の日プレゼント　レ
ザークラフト

親子で共有の時間を持ち、協力しながら楽しい時間を過ごし、絆を深める
（父の日のプレゼント、レザークラフトキーホルダー）

24 C

県中 郡山市 50 冬期スポーツフェスタ
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
フェスタ当日・・・2/3、ソフトバレーボール（中学生以上）、バドミントン、フ

30 F

県中 郡山市 51
レク事業
「からだを動かしてリフ
レッシュしよう！！」

運動不足になりがちな冬場の健康づくり、自宅で簡単にできる運動を学
び、仲間と楽しく身体を動かして心と体のリフレッシュをする。講師：西山
由紀

17 I

県中 郡山市 52
こどもクッキング教室
「ひなまつりパーティー」

こども同士の交流の場を提供し、仲間作り・料理を作る楽しさや喜びを感
じてもらえるよう学習支援する。講師：瀧田勉

17 I

県中 郡山市 53 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

202 G

県中 郡山市 54
レク事業
「毛糸で小物づくり体験教
室」

こども達の居場所づくり、地域との関わり、様々な体験に取り組む機会を
提供する

30 I

県中 郡山市 55
レク事業
「餅つき体験」

臼・杵を使って餅つきを地域の方と体験し、親睦を深める（千本杵で餅つ
き）

100 I

県中 郡山市 56
レク事業
「押し花体験教室」

押し花作りを通して人と触れあい、交友関係・世代間交流を広め、親睦を
深める

80 I

県中 郡山市 57
「親子教室　一緒に作ろう
ね」
クリスマスミニリース

親子で共有の時間を持ち、協力しながら楽しい時間を過ごし、絆を深める
（クリスマスミニリース作り）

20 C

県中 郡山市 58
レク事業
「お正月のお花教室」

師走のあわただしい中、間もなく迎える信念を喜び、感謝し、癒しのひと
時を体感しながら、ゆとりある暮らしと空間を見つけ出す

15 I

県中 郡山市 59
「親子教室　一緒に作ろう
ね」
バレンタインに心をこめて

親子で共有の時間を持ち、協力しながら楽しい時間を過ごし、絆を深める
（チョコレートケーキ＆クッキー）

33 C

県中 郡山市 60
のびのび公民館サマース
クール
夏休み解放教室

勉強 36 I

県中 郡山市 61
小原田小学校家庭教育
学級

カラーコーディネート・パーソナルカラー、バス研修、ハーブ、飾り巻き寿
司　等

97 E

県中 郡山市 62
小原田中学校家庭教育
学級

カラーコーディネート・パーソナルカラー、バス研修、ハーブ、飾り巻き寿
司　等

30 E

県中 郡山市 63 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（文化祭当日・・・10/27・28）

477 F

県中 郡山市 64
第５７回　小原田地区夏
季球技大会

小原田地区児童の健全育成と親睦を目的とし、明るいまちづくりを推進
する（ドッジボール）

250 F

県中 郡山市 65
第３９回　小原田地区市
民大運動会

小原田地区の親睦と地区民の協力を目的とし、明かるいまちづくりに推
進する。（運動会当日・・・10/7）

500 F

県中 郡山市 66 小原田地区夏祭り大会
小原田地区の親睦と地区住民の協力を目的とし、明るい住みよい地域づ
くりを推進する

700 F

県中 郡山市 67 新春のつどい
日頃地区発展のために協力し合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（つどい当日・・・1/6）

128 I

県中 郡山市 68 少年の主張大会
小原田地区児童・生徒の意見に耳を傾け、青少年の健全育成に資する
（主張発表当日・・・12/1）

10 F

県中 郡山市 69 新春かきぞめ会
小学生・中学生の児童生徒に日本の伝統の書道をすすめ、その素晴らし
さを知る（講師：菅野陽華）

40 I

県中 郡山市 70 将棋・カルタ・オセロ会
小学生・中学生の児童生徒の親睦と日本の伝統の遊びであるカルタ等を
すすめ、その楽しさ素晴らしさを知る（カルタ・・・計13人、男5女8、将棋・オ
セロ・・・計32人、男26女6）

45 F
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県中 郡山市 71 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、心と体の健康を目的とする（貯筋体操、介護保険のしくみ、災害・
防災対策、館外学習　等）

122 I

県中 郡山市 72 女性魅学講座
ココロ・カラダ、地球に優しい２１世紀の暮らしを考える（ロハスの生き方を
学ぶ、草木染め、料理教室、笑いと健康）

41 I

県中 郡山市 73
青少年対象事業
「立ち上がれ！はがっ

親子・地域での参加を集い、公民館で出来る季節感を味わいながら、楽
しいコミュニケーションの場を提供する

252 G

県中 郡山市 74 芳賀おとこ塾Ⅲ

団塊世代のお父さんを対象に仕事で培った経験や実績を発揮してもら
う。「こだわり、腕まくり、仲間デビュー！」をキーワードに地域や公民館に
関心を持ち関わりを持つきっかけをつくる(郡山探訪、おとこの料理教室、
自然と親しむ、おしゃれ教室、ものづくり教室　等）

130 B,I

県中 郡山市 75
レクリエーション事業
「かぞくでかんたん蒔絵教
室」

蒔絵を体験することで伝統工芸の技術・芸術的価値を再考し、物づくりの
楽しさを感じる。家族で協力して絵付けすることで絆を深める

12 C

県中 郡山市 76
スーパーカロム　ニュース
ポーツ教室

生涯スポーツ及びニュースポーツの推進や市民の健康づくり・体力づくり
の啓発につとめる。

32 I

県中 郡山市 77
バレンタインスイーツづく
り

お菓子づくりの基礎を学び、家族や友達に気持ちを伝え親睦を深める。
講師：成田敦子（チョコレートをつくる）

8 C

県中 郡山市 78

青少年対象事業（たちあ
がれ芳賀っ子）
「おりがみ教室＆七夕か
ざり」

親子・地域での参加を集い、公民館でできる季節感を味わいながら、丹氏
イコミュニケーションの場を提供する。折り紙で七夕飾りを作る

C

県中 郡山市 79 つるし雛飾りをつくろう 個人の持つ関心や興味を喚起し、他地域の伝統行事に触れる 186 I

県中 郡山市 80

青少年対象事業（たちあ
がれ芳賀っ子）
「芳賀の里クリスマスコン
サート」

親子・地域での参加を集い、公民館でできる季節感を味わいながら、丹氏
イコミュニケーションの場を提供する（郡山４中吹奏楽、芳賀フルートクラ
ブ、芳賀小合唱部、尚志マザーズコーラス、qua-men）

C,F

県中 郡山市 81
のびのび公民館サマース
クール

宿題、読書 72 C,I

県中 郡山市 82
（たちあがれ芳賀っ子）
書きぞめ教室

親子・地域での参加を集い、公民館でできる季節感を味わいながら、丹氏
イコミュニケーションの場を提供する。講師：常盤ユキ

C,I

県中 郡山市 83
芳賀小学校家庭教育学
級

低放射線量下における学校生活について、歩き方レッスン、合唱合奏の
合同発表見学　等

420 E

県中 郡山市 84
郡山第四中学校家庭教
育学級

親や子供の日常生活や家庭生活を振り返り、子育てについて問い直すと
共に、子どもの発達段階を踏まえながら生活の基本となる「しつけ」のあ
り方を考える
（校長講話、奉仕活動、教育講演会「夢を実現する方法」、阿武隈祭　丸

93 E

県中 郡山市 85 第３５回芳賀地区文化祭
日頃の芸術・芸能学習活動の成果を発表する機会を作り、社会教育の役
割について理解を深め、芳賀地区の文化振興と向上を図り、明るく住み
よいまちづくりに寄与する（芸能祭当日・・・10/20、作品展当日・・・10/27・

750 F

県中 郡山市 86
第３８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

1,450 F

県中 郡山市 87 芳賀地区観桜会
芳賀地区住民相互の地域社会の発展及び明るいまちづくりに寄与するこ
とを目的とする

130 I

県中 郡山市 88
第４２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（ソフトボール・バレーボール・ゲートボール）

450 F

県中 郡山市 89 第２５回芳賀地区敬老会
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
を表するとともに、長寿と健康を祝福することを目的とする

1,148 I

県中 郡山市 90
開成さくら学級（高齢者対
象事業）

「楽しい日々を過ごそう」健康でいきいきと生活できるように、楽しみなが
ら知識を養う（交通安全教室、健康について、体操、クロリティー、創作教

207 I

県中 郡山市 91
開成フレッシュ学級
（女性対象事業）

地域社会における女性の役割を理解し、創造性豊かな人間を培う。健康
で明るい家庭づくりを目指す。（浄化槽のしくみ、接客とマナー、草木染
め、塩麹料理、国際理解、気功体操、館外学習・・・市内or市内近郊　等）

228 I

県中 郡山市 92
青少年対象事業
「夏休みこども教室」

夏休みの居場所提供とともに、友達との交流を通し親睦を深めながら、
健全な育成を図る（スイーツデコレーションの小物入れ作り、わくわくクッ
キング、ラダーゲッター）

59 C,I

県中 郡山市 93
市民学校
「開成メンズクラブ」講座

創造性豊かな人間を培うと共に、ゆとりある生活を楽しみながら、明るい
日常生活の向上を図る（メタボ予防、フットケア、写真の撮り方　等）

37 B,I

県中 郡山市 94
市民学校
「手描き友禅染め教室」

日常生活に取り入れやすい知識や技術を習得し、潤いある生活を送るこ
とを目的とする（友禅染め）

46 I

県中 郡山市 95
市民学校
「ノルディックウォーキング
教室」

創造性豊かな人間性を養うために、健康で明るい日常生活の向上を図る
（開成山公園、せせらぎこみち）

33 I

県中 郡山市 96
レクリエーション事業
「館外学習」アクアマリン・
ららみゅう

レクリエーション活動を通し、親睦を深め、知識を豊かにし、自己進展を図
る（アクアマリンふくしま、ららみゅう）

30 I

県中 郡山市 97
レクリエーション事業
「飾って作ろう！小物入れ
ケース」

レクリエーション活動を通し、親睦を深め、更に知識を豊かにし、自己進
展を図ることを目的とする

12 I

県中 郡山市 98
のびのび公民館サマース
クール

勉強、読書　　のびのびコース（未就学児）、サマーコース（小学生） 33 C,I

県中 郡山市 99
開成小学校家庭教育学
級

体験学習、講話、お菓子の家づくり、おいしい珈琲の淹れ方　等 96 F E

県中 郡山市 100
第３６回　開成地区市民
文化祭

609 F

県中 郡山市 101
開成地区市民親善球技
大会

開成地区に住む住民が一堂に会し、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（バレーボー
ル、ソフトボール・・・中止）

89 F

県中 郡山市 102
第６回　開成地区明るい
まちづくりウォーク大会

健康づくりと親睦を図りながら、火災・交通事故・防犯等の未然防止を呼
び掛け、明るく住みよいまちづくりの推進に寄与する

72 I

県中 郡山市 103 開成地区敬老会 154 I
県中 郡山市 104 ウォークラリー大会 50 F
県中 郡山市 105 人形劇教室 54 I

県中 郡山市 106 開成地区新春の集い
新春を迎え、日頃地区発展のために協力し合っている各位が一堂に会
し、連帯感を強化し、融和を深めるとともに地区発展を祝福しあうことを目
的とする

I

県中 郡山市 107
青少年対象事業「新春子
ども将棋大会」

学校外の活動を通して、異学年との交流を図り、仲間作りをするととも
に、青少年の健全育成を図る

7 C,I

県中 郡山市 108 第１８回　文化講演会
明るい人間関係に満ち溢れた住みよいまちにするために、教養と生活文
化を高める機会とする「野口英世のはなし」「昔話はたからもの」文化講
演会当日・・・3/2、講師：野口久雄、品竹悦子

10 I

県中 郡山市 109 桜友学級（高齢者・女性）
参加者の個々の教養を高め、学級生相互の親睦を図り、生きがいづくり
を目的とする（中国茶、研修旅行、押し花、健康体操、料理、生け花　等）

109 I

県中 郡山市 110 市民学校「手芸教室」
物づくりを通して、作品を作る充実感を味わい、仲間作りと相互の理解を
深め、生きがいを持てる生活を送れるようにする
（古い着物等のリメークでランチョンマット作成、ストールベルト作成）

51 I



事業区分
連携・協
力の状況

県民ｶﾚｯ
ｼﾞ連携講

№ 事業名 事業概要 参加者数
事業の区分・連携等

方部 市町村名

県中 郡山市 111
レクリエーション事業「歩
け歩け運動」

自然に親しみながらハイキングを楽しむと共に、心身のリフレッシュと体
力向上をめざす。さらに参加者同士の交流を図り、地域の仲間作りをする
（磐梯高原南ヶ丘牧場）

22 I

県中 郡山市 112 やってTRY!講座
情報交換を通し健康で明るい家庭と地域づくりに役立て、いろいろな分野
にチャレンジして生活をエンジョイする
（味噌づくり、万葉集、網戸張り、般若心経）

42 I

県中 郡山市 113
青少年事業
「桜塾」

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、学年
の違う子ども同士が触れ合い、自主性や協調性及び創造性を養う
（学習、読書、館外学習、ピンポン大会）

193 I

県中 郡山市 114 サマースクール 勉強、ピンポン教室 111 C,I

県中 郡山市 115
地域に根ざした学習充実
事業
「エンジョイ子育て講座」

子育ての不安や悩みを共有し、保護者相互の交流・学習の場を提供する
とともに、家庭と地域の家庭教育力の向上を図る（料理教室、オイルマッ
サージ・・・乳幼児、リトミック・・・幼児、パネルシアター、骨盤体操）

66 C,G

県中 郡山市 116
地域に根ざした学習充実
事業
「名倉太鼓伝承教室」

名倉地区の伝承芸能を継続するとともに盆踊り大会・文化祭での伝承文
化を広め、青少年の健全育成を図る

100 G

県中 郡山市 117
市民学校
「エイジレス健康講座」

生活習慣やストレスによって歪んだ身体の芯を解消し、心と体のバランス
を整え日常生活をより快適に過ごす（ストレッチ、つぼ健康マッサージ）講
師：西山由紀、平栗辰也

73 I

県中 郡山市 118 桜小学校家庭教育学級 51 E

県中 郡山市 119 名倉地区市民文化祭
名倉地区公民館区内市民の文化の向上と生涯学習に対する意識の高
揚を図り、地域の住民同士が親睦を深めるとともに、活気にあふれる明る
いまちづくりを推進する作品展当日・・・10/27・28、芸能祭当日・・・11/3

590 F

県中 郡山市 120
第４７回名倉地区市民大
運動会

名倉地区市民が一堂に会し、安全で明るく住みよい地域づくりを目指して
親睦を図り健康増進と体力の向上を図る
（綱引き、障害物競争　他１６種目）

360 F

県中 郡山市 121 名倉地区敬老会 260 I
県中 郡山市 122 名倉地区納涼盆踊り大会 398 I
県中 郡山市 123 名倉地区総合防災訓練 230 I
県中 郡山市 124

桜地区少年の主張発表
会

51 F
県中 郡山市 125 新春顔合わせ会 161 I
県中 郡山市 126 青少年健全育成協議会 428 I

県中 郡山市 127
桜地区明るい町づくり推
進委員会

827 I

県中 郡山市 128
くわの友・遊学園（高齢者
対象事業）

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る
（健康体操、ストレッチヨガ、クラフト講座、館外学習、フラワーアレンジメ
ント　等）

102 I

県中 郡山市 129
メンズクラブ・ダンディー
講座

４０代～５０代の男性が公民館に来て趣味を広げながら地域に関心を持
ち地域に還元する
（料理、そば打ち）

42 B

県中 郡山市 130
市民学校
「文学を味わおう」

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深
める

101 I

県中 郡山市 131
青少年事業
「算数を好きになる計算力
UP講座」

37 C

県中 郡山市 132 くわのっ子スクール
夏休みの子どもの居場所づくり他、季節の体験活動
（交通安全ポスター教室、計算力アップ講座、料理教室、バルーンアー
ト、読書感想文　等）

158 C

県中 郡山市 133
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、和室等を解放し、勉強、読書
などに自由に活用してもらう

7 C

県中 郡山市 134
桑野小学校家庭教育学
級

羊毛フェルトマスコット作成、ハーブのある暮らし、自衛隊陶芸教室、とん
ぼ玉作り　等

9 E

県中 郡山市 135 第４０回桑野地区文化祭

地域住民の教養と生活文化を高めるため、日頃の創作活動および研究
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、連知愛指揮の高揚を図る
（芸能発表当日・・・10/28
作品展当日・・・11/3・4）

1,150 F

県中 郡山市 136
第３８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ともに
明るく住みより町づくりと健康で楽しい家庭づくりを推進する

1,100 F

県中 郡山市 137 オセロ大会 44 C,F
県中 郡山市 138 子ども納涼まつり 200 C,F
県中 郡山市 139 野外体験活動 5 C,I
県中 郡山市 140 物つくり講座 18 C,I
県中 郡山市 141 冬のお楽しみ会 48 C,I
県中 郡山市 142 少年・少女主張発表大会 80 C,F

県中 郡山市 143
高齢者学級
「さわやか学級」

現代社会において、高齢者として学習や仲間作りを通じ、生きがいを持っ
て、明るく住みよい地域を作るための協調性と実践力を養うことを目的と
する
（３B体操、館外学習・・・会津方面、干支の絵付け、会津の歴史、江戸型

287 I

県中 郡山市 144
成人学級
「きらめき学級」

地域住民の一人一人が生涯いつでも自由に学習機会を選択して学ぶこ
とができ、その成果が社会で適切に評価される地域づくりを目指す
（ペットボトルストレッチ、リボン刺しゅう、会津の歴史、館外学習・・・会津
方面　等）

242 I

県中 郡山市 145
市民学校
「押し絵伝承教室」

押し絵（藪柑子） 59 I

県中 郡山市 146 「江戸型紙で絵を描こう」 江戸型紙に絵を描く I

県中 郡山市 147
市民学校
「着物のリメイク教室」

箪笥の中で眠っている着物を洋服にリメイクし、身につけて日常の中でい
かしていく。古い着物を素材にして、余すことなく使い切るエコライフの実
践を目的とする（ベスト）

74 I

県中 郡山市 148 くるめ子育てセミナー

少子高齢化の社会の中で子育ての方法や親としての心構えを習得し、心
身ともに健康な乳幼児を育てると共に親子で友達を作り、子育て・子育ち
の楽しさが発見できる環境を提供する（ベビーマッサージ、エプロンシア
ター、おはぎ作り、ヨガ、マナー　等）

137 C

県中 郡山市 149
三館合同事業
「南川ホタル復活プロジェ
クト」

管区内を流れる南川について、昔のようにホタルが飛び交う自然環境を
取り戻すことを目標に平成２０年から５ヶ年計画の事業。プロジェクト最後
の年として「南川ホタル祭り」を開催。地域において継続的な活動を推進
（名倉・久留米・柴宮合同事業）

146 G

県中 郡山市 150
青少年事業
「夏休み宿題サポート」
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べく、公民館の
会議室、和室等を解放し、勉強、読書などに自由に活用してもらう（国語、
算数、工作）

23 C

県中 郡山市 151
青少年事業
「久留米寺子屋」

ランチ作り、英会話、お茶作法、木工教室、スケート教室、室内スポーツ
等

143 I

県中 郡山市 152 ほたる祭り パネル展示、愛光会の活動、ほたるの幼虫・成虫　等 F,G

県中 郡山市 153 新島八重を巡る歴史講座
新島八重の人生にまつわるキーワードをたどることで現代社会をいきる
ヒントを得て、生活の向上を図る。講師：宗像真紀子

135 I
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№ 事業名 事業概要 参加者数
事業の区分・連携等

方部 市町村名

県中 郡山市 154
第３５回久留米地区市民
文化祭

市民文化作品展及び、芸能発表会を通して地域の皆さんに、日頃の活動
の成果を広く発表、鑑賞することにより、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（文化祭当
日・・・11/3・4、芸能発表会当日・・・11/11）

215 F

県中 郡山市 155
第４１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（男子・・・
ソフトボール、女子・・・バレーボール、高齢者・・・グラウンドゴルフ）

260 F

県中 郡山市 156
第４０回久留米地区大運
動会

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（運動会
当日・・・9/30）

302 F

県中 郡山市 157
平成２４年度久留米地区
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
を表するとともに、長寿と健康を祝福する

350 I

県中 郡山市 158 久留米地区新春の集い I
県中 郡山市 159 資源回収事業（毎月） I
県中 郡山市 160 公民館清掃 I

県中 郡山市 161 桃見学級

いきいきと心豊かに安心して安全に過ごすために、様々な分野について
学び、震災後のふるさと復興を共に考える機会となることを目的とすると
共に、心のリフレッシュも図る（放射線について、寄せ植え、陶芸、収納
術、アロマ、おき雛、新島八重、館外研修・・・大安場・文学の森　等）

344 I

県中 郡山市 162 きらりコンサート あさかの、黎明 I

県中 郡山市 163 大人の科学LABO

地域からの要望が上がった科学の世界を学ぶクラブ。サイエンスコミュニ
ケーションにより、科学の世界を実験や体験を通して学習する。日常生活
の中にある科学を学ぶことにより、生活に役立つ科学的知識、知的好奇
心を高める（館外研修、放射線について、おはなしと実験工作、ペルセウ
ス座流星群、草木染め　等）

205 G,I

県中 郡山市 164 ＳＯＲＡ（宇宙）を観る会
夏の夜の星座と今夜の星座についての説明・天体観測。※雷雨のため
集会室にて講義及び体験（望遠鏡）

53 I

県中 郡山市 165 ＳＯＲＡ（宇宙）を観る会
星空と宇宙について興味を持ち、天体観測の楽しさを知る（月・木星・冬
の大三角、２０１３天文イベント見どころ）講師：ふれあい科学館の星のソ

26 I

県中 郡山市 166
青少年対象事業
「トライキッズスクール」

様々な体験を異年齢でおこなう中で、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（アクセサリーづくり、スーパーカロム、絵、
ヒップホップ）

97 C,I

県中 郡山市 167

青少年対象事業
「トライキッズスクール：ク
リスマスのお菓子とケー
キづくり」

体験活動の中で、お互いを思いやる気持ちや達成感を味わい、心身共に
健やかな青少年の育成を図る（郡山女子大の学生の指導を受けながらク
リスマスお菓子・カード作成）

12 C,I

県中 郡山市 168
のびのび公民館サマース
クール

勉強、読書 27 C

県中 郡山市 169
男性対象事業
「男のこだわり塾」

趣味や教養を身につけながら、新しい生きがいを見つけ、仲間とつながり
を深める
（スーパーカロム、カレー作り、フォークソングコンサート、クリスマスリー
ス作り、パーティー料理　等）

37 B,I

県中 郡山市 170 歩け歩け大会
地域住民の健康増進と親睦を図る。体力作りを行い、地域住民の連帯感
を深める
（三春方面―さくら湖ウォーキング）

30 I

県中 郡山市 171
市民学校
「音楽で心も体も健康に」

音楽を通して、ストレッチや発声法を学び、心も身体も健康に心豊かにい
きいきと過ごすことを目的とする（講師：音楽療法士、矢部まゆみ）

72 I

県中 郡山市 172
防災避難訓練
「東日本大震災を忘れな
い」

地域住民及び公民館利用者に対し、坊さ避難訓練を行うと共に、東日本
大震災当時の貴重な映像を交えながら、大震災以降見直された防災の
備えを再確認し、おのおのの生活の備えに生かしてもらう

50 G

県中 郡山市 173 新春囲碁・麻雀大会
愛好者相互の親睦を深め、楽しい大会とし、地域文化の向上に役立てる
（囲碁大会当日・・・1/19、受講者34、男34女0、麻雀大会当日・・・1/27、
受講者28、男27、女1）

62 F

県中 郡山市 174
桃見台小学校家庭教育
学級

ちひろコンサート、館外研修、観望会、ビーズアクセサリー作り、スクール
カウンセラーと話そう、きらりコンサート、免疫力アップの食育　等

50 E

県中 郡山市 175
第３２回桃見台地区文化
祭

地区住民の教養と生活文化の向上を図るため、日頃の創作活動の成果
を一同に展開し、地区住民への公開・鑑賞の機会を通じて、地域住民相
互の理解と親睦を図る（文化祭当日・・・10/27・28）

165 F

県中 郡山市 176
第３３回桃見台地区球技
大会

桃見台地区住民の連帯意識の高揚と親睦および健康増進と体力作りを
ねらいとし、明るく住みよい地域づくりに資する（ソフトバレーボール、女
子・混成、球技大会当日・・・6/3

70 F

県中 郡山市 177
第４４回桃見台地区大運
動会

市民大運動会を通して地域の人々が一堂に集い、親睦と連帯感を深める
とともに、東日本大震災の痛みから、すこしでも前を向き、地域の人々が
健康で住みよい明るいまちづくり運動を推進する（運動会当日・・・10/14）

800 F

県中 郡山市 178 歩け歩け運動 I

県中 郡山市 179 桃見台地区敬老会
７５歳以上の高齢者を招待し、長寿・健康を祝福するとともに、多年にわ
たり社会に貢献されてきた労をねぎらい感謝の意を表し、併せて地域に
おいて、高齢福祉への関心と理解を深める（敬老会当日・・・9/17）

320 I

県中 郡山市 180
桃見台地区桃の花いっぱ
いプロジェクト

住みよい温かなまちづくりの観点から、平成２２年度の記念植樹に引き続
き、桃見台地区に桃の花を植樹し、桃見台地区の魅力あるまちづくりに

100 I

県中 郡山市 181
桃見台地区新年顔合わ
せ会

新たな年の初めに地域の復興と幸福を願い、地域住民、関係団体の
方々と共に語らい、親睦を図ることを目的とする（顔合わせ会当日・・・

71 I

県中 郡山市 182
小学生のつどい
「餅つき大会」

地域の方々の協力を得ながら、餅つき大会を楽しみ、集団での体験活動
を通し、交友関係を深め、社会性・協調性を深める（餅つき当日・・・1/26）

92 C

県中 郡山市 183 地域交流「かるた大会」
子ども、地域の方々がカルタ大会を通し、世代間を越えてふれあい、人と
人のつながりの温かさを感じる。まあ、多くの人に見守られすごしている
ことを知り、感謝の気持ちを持つ（カルタ大会当日・・・2/9）

39 C,I

県中 郡山市 184
春のつどい
「ヒップホップを踊ろう・桜
餅を作ろう」

子ども達の進級を祝い、共に喜び合い、新たなスタートに向けての支援
のひとつとして実施することを目的とする。（つどい当日・・・3/26）

4 C,I

県中 郡山市 185 大島虹の架け橋隊
高齢者の経験・知識・技術を生かし、その知識と地域社会の発展に活か
すとともに、健康維持をして、世代間交流の輪を広げこれからの後世に伝
授していく（近隣地域の歴史を学ぶ、世代間交流、館外学習・・・市内　等）

175 I

県中 郡山市 186 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（郡山の歴史、骨盤ビューティー体操、
バス研修・・・会津方面、つるし雛つくり、料理教室　等）

272 I

県中 郡山市 187
けやきっ子集まれ！
七夕飾り

パネルシアターによる七夕のお話しを聞いて、最後に短冊に願いを書く、
ちまきを食べる

63 C,I

県中 郡山市 188 メンズクラブ！Part６

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作り
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（バス研修・・・会津方面、ダー
ツにチャレンジ、ポーセラーツ、ミニ門松つくり）

91 B

県中 郡山市 189
レクリエーション活動
「歩け歩け運動」

自然に親しみながら歩く運動により健康増進を図り、地域住民の親睦と
連帯意識を高める（開成山、せせらぎ小路、親水公園）

62 I
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連携・協
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県民ｶﾚｯ
ｼﾞ連携講
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方部 市町村名

県中 郡山市 190 大島子育てセミナー
子育てに関する情報収集悩み等の話し合いができる場を提供し、子育て
を楽しみながら自信を深めていく（子育てについて、手遊び、調理実習、カ
ウンセリング、産後の体系改善体操、親子で遊ぶ　等）

120 C

県中 郡山市 191
「中学生の居場所づくり事
業」

現代の子供は、時間・空間・仲間がないと言われているが、本事業を通し
て、中学生の心の居場所づくりに取り組む。

165 G C

県中 郡山市 192
のびのび公民館サマース
クール

原発事故の影響で、夏休み外で自由に遊べない小学生を対象に公民館
を解放し、勉強・読書等に活用してもらう。

82 C,I

県中 郡山市 193
大島小学校家庭教育学
級

ブリザーブドフラワー、ストレッチ、講話、成人病予防料理伝達講座　等 146 E

県中 郡山市 194
郡山第五中学校家庭教
育学級

親睦会、アクセサリー作り、研修視察・・・福島方面　等 59 E

県中 郡山市 195
第３１回　大島地区市民
文化祭

地区市民の生活文化に対する関心を深め、鑑賞された方々の感想意見
を集約し、各種行事や公民館活動に効率的に反映させる。地区内各種団
体と公民館各種学級・クラブの協力をもとに実施する（文化祭当日・・・

1,067 F

県中 郡山市 196
第３２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（ソフトボール、家庭バレーボール、クロリティー大会、開催

250 F

県中 郡山市 197
第３２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、地区内各世代の一般市民が参
加して相互の親睦と体力作りに努め、和やかな楽しい一日とする（運動会
開催日・・・9/2）

600 F

県中 郡山市 198
けやきっこ集まれ～！
七夕飾り

日本古来の伝統文化などを通して、世代間を越えて交流し、社会性を身
につけ、個性や能力を発揮し、主体的に判断して行動できる青少年を目
指す（パネルシアターによる七夕のお話を聞いて、最後に短冊に願いを
書く。ちまき食べる。）

33 C,I

県中 郡山市 199
けやきっこ集まれ～！
交通安全教室、子ども映
画の集い！

日本古来の伝統文化などを通して、世代間を越えて交流し、社会性を身
につけ、個性や能力を発揮し、主体的に判断して行動できる青少年を目
指す（夏休み前の交通安全教室）

30 C

県中 郡山市 200
けやきっこ集まれ～！
パネルシアター

日本古来の伝統文化などを通して、世代間を越えて交流し、社会性を身
につけ、個性や能力を発揮し、主体的に判断して行動できる青少年を目
指す（パネルシアターを作り、演じてみる）

33 C

県中 郡山市 201 ミニ門松・切り絵教室
ミニ門松や干支の切り絵制作を通して、日本の伝統や風習に興味や関心
を持ち、地域の自然や文化、世代を超えた人々とのふれあいを大切にす
る（教室当日・・・12/25）

95 I

県中 郡山市 202 だんごさし

だんごさしの活動を通して、日本古来の伝統文化に興味や関心を持ち、
世代間交流により地域住民の親睦と社会性を身につけながら心豊かな
情操を育み、青少年の健全育成を推進する
（だんごさし当日・・・1/12）

86 I

県中 郡山市 203 少年少女の主張 70 I

県中 郡山市 204 演劇鑑賞会
演劇鑑賞や出演することで、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を目指す（鑑賞会当日・・・3/2）

91 I

県中 郡山市 205
クリスマスふれあいコン
サート

894 I

県中 郡山市 206
大島地区合同新年会祝
賀会

125 I

県中 郡山市 207 春休み子どもお楽しみ会

友達と一緒に絵本の読み聞かせやレクリエーションゲームに参加するこ
とで春休みを楽しく過ごし、新学期への期待を高める。また、日本の伝統
文化であるお琴の音色に親しむことにより邦楽への興味や関心を持つ
（お琴の鑑賞、絵本の読み聞かせ、ゲーム。講師：後藤礼子、渡辺文子）

32 C

県中 郡山市 208
高齢者学級
「かおる学級」

年齢に応じた学習機会の提供と、豊富な経験や能力を地域活動に活か
して相互の親睦を図りながら学び、語り、行動する力を身につける（くちぶ
えコンサート、館外学習…アクアマリン、調理実習…巻き寿司、口腔ケ
ア、マジック入門、陶芸、ビデオ観賞、茶話会　等）

135 I

県中 郡山市 209
成人学級
「わかば」

いろいろな分野の学習機会を提供し、沢山の知識を得たり、能力を身に
つけ、地域との親睦を図りながら、生涯学習の楽しさや大切さを知っても
らう（野菜ソムリエ講座、ハーブ講座、カラーコーディネート講座、ミニコン

99 I

県中 郡山市 210
わんぱく教室
「母の日」

子ども達がいろいろな体験をすることによて、実生活に反映し、かつ情操
を養うことを目的とする（カーネーションのアレンジメント

16 C,I

県中 郡山市 211
わんぱく教室
「父の日」

子ども達がいろいろな体験をすることによて、実生活に反映し、かつ情操
を養うことを目的とする（アメリカンクッキーとティラミス）

17 C,I

県中 郡山市 212
わんぱく教室
「敬老の日」

子ども達がいろいろな体験をすることによて、実生活に反映し、かつ情操
を養うことを目的とする（大福、おはぎ、マドレーヌ、さつまいもの蒸しパ

20 C,I

県中 郡山市 213
わんぱく教室
「石筵ふれあい牧場に行
こう！」

子ども達がいろいろな体験をすることによて、実生活に反映し、かつ情操
を養うことを目的とする（バター作り体験、乳しぼり体験）

36 C,I

県中 郡山市 214
わんぱく教室
「地球体験キャラバン」

子ども達がいろいろな体験をすることによて、実生活に反映し、かつ情操
を養うことを目的とする（外国の楽器や踊りで遊ぶ）

C,I

県中 郡山市 215
わんぱく教室
「クリスマスケーキ作り・書
初め」

子ども達がいろいろな体験をすることによて、実生活に反映し、かつ情操
を養うことを目的とする（たえこママと作るクリスマスケーキ、書初め教室）

C,I

県中 郡山市 216
青少年事業
「小学生料理教室」

青少協薫地区協議会の主催事業。育成部の皆さんと小学生が協力して、
料理を作り食べることで地域の方々との交流を深める。講師：瀧田勉、育
成活動部

20 C,I

県中 郡山市 217
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・和室等を解放し、勉強、読書
など自由に活用してもらう（勉強、読書、スポーツ吹き矢、囲碁、卓球）

97 C

県中 郡山市 218
子育てセミナー
「かおるのひよこさん」（前
期）

薫地区周辺の子育て情報の交換の場。子育ての大切さ・楽しさを学習
し、地域での交流の場を広げ家庭教育力の向上を図る（３Ｂ体操、歌って
遊ぼう）※昨年は申し込みが２名のため中止

47 C

県中 郡山市 219
市民学校
「文学講座」

「郡山と文学」と題し、久米正雄・宮本百合等を中心に身近な作者やその
文学を知り、ゆとりある心を養うと共に、文学に親しむ機会を作る。講師：

49 I

県中 郡山市 220
市民学校
「危機管理講座」

H23.3.11の大震災の経験をもとに、改めて震災から身を守る知識を習得
する（地震のしくみ、防災教育、家庭内の安全管理、自身体験　等）

83 I

県中 郡山市 221
レクリエーション事業
「オセロ大会」

地域の青少年が趣味を通して実技を学び、相互の理解、連帯意識を高め
健康で明るい家庭や町づくりを目的とする。講師：齋藤栄子

5 F

県中 郡山市 222 野草の会 みんなで集まって野草の話をする会 I

県中 郡山市 223
市民学校
「クレイクラフト教室」

粘土でカラーの花束を仕上げる作業を通して、物を作る喜びを体感し、楽
しみながら学び、地域での仲間作りの場とする。

20 I

県中 郡山市 224 薫小家庭教育学級 90 E
県中 郡山市 225 一中家庭教育学級 57 E

県中 郡山市 226
第３１回ふれあい市民文
化祭

地域及び公民館利用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（芸能祭発
表、作品展示）

600 F

県中 郡山市 227
第３３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（運
動会当日・・・9/9）

400 F

県中 郡山市 228
第５回薫地区親善スポー
ツ大会

スポーツ輪投げを通して、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。スポーツ大会当日・・・1/26

6 F

県中 郡山市 229
ふくしまの子どもを守る緊
急プロジェクト
「かおる自然学校２０１２」

放射能を気にせず、思いきり自然とふれあったりできる野外活動を中心
に体験し、友達や学年をこえて協力し集団生活を学ぶ（プール、自然、工
作体験、花火大会、ブルーベリー摘み・ジャム作り　等）

C
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県中 郡山市 230
薫地区少年の主張コン
クール募集・発表大会

薫地区の児童・生徒が日頃考え・感じていることをたくさんの人に聞いて
もらい、理解してもらう機会を提供し、社会の一員としての自覚を持つ機
会とし、青少年の健全育成に対する一般の理解を深める（発表当日・・・

80 F

県中 郡山市 231
青少年事業
「もっと町の人と仲良くな
ろう」

薫小学校２年生の生活科の授業に協力し、子ども達と交流する（太極拳、
囲碁、フラダンス、編み物）

60 C,G

県中 郡山市 232 青少年事業「餅つき」大会
薫小「かおるっ子くらぶ」・郡山市老連薫方部・青少協薫地区の共催事
業。地域の方々と協力して、伝統行事への関心を深め、一足先にお正月
気分を味わい、世代間交流を深める（餅つき当日・・・12/15）

140 I

県中 郡山市 233 平成２４年新春祝賀会
１年ぶりに公民館を通常通り利用できるようになったこととともに新春を祝
い、地域住民相互の親睦と連帯意識の高揚を図る

100 I

県中 郡山市 234
青少年健全育成標語コン
クール

青少年の健全育成に対する意識を高める 18 F

県中 郡山市 235
成人対象事業
「あかぎの広場」

健康づくり、仲間作り、生きがいを目的に地域住民が楽しく学び語り合う
憩いの場として交流や親睦を図る（ベジタブル講座、冠婚葬祭と日常マ
ナー、レザークラフト、豆乳で豆腐　等）

127 I

県中 郡山市 236 あかぎの広場　館外学習
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合う
憩いの場として交流や親睦を図る（県立美術館、古関裕而記念館）

23 I

県中 郡山市 237
女性対象事業
「ステップアップ講座」

日常生活を豊かにうるおいのある生活を送るため、参加者同士が知識の
習得に努め、交流を図る（アロマヨガ、メイク・ネイル体験、食育講話、住
まい術、おもてなし料理）

59 I

県中 郡山市 238
青少年対象事業
「あかぎジュニアスクー
ル」（前期）

館区内の小学生を対象に様々な体験を通し、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（座禅体験、夏
のおやつ作り、ヒップホップ、夏休みの宿題ポスターづくり）

44 C

県中 郡山市 239
青少年対象事業
「あかぎジュニアスクー
ル」（後期）

館区内の小学生を対象に様々な体験を通し、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（映画会・・・うし
ろのせきのおちあいくん、食育講座、だんごさし、チアダンス）

49 C

県中 郡山市 240
世代間交流
「グラウンドゴルフ大会」

館区内の児童と成人がスポーツを通して相互の理解を深め、連帯意識の
高揚を図ると共に、青少年の健全育成に寄与する（小学生が高齢者から
グラウンドゴルフを教えてもらう）

34 C

県中 郡山市 241
レク事業
「あるけ歩け館外学習」

健康づくりのため地域の方々とふれあうことで日常生活にゆとりがもて、
運動不足解消にもなり、参加することで交流や親睦を深める（五色沼自
然探勝路ウォーキング、磐梯噴火記念館で講話聴講）

20 I

県中 郡山市 242
青少年対象事業
「オセロゲーム大会」

オセロゲームを通して実技を学び異学年との交流と、家庭で親子の対話
をすることにより、健康で明るい家庭や町づくりを目的とする

51 F

県中 郡山市 243

地域に根ざした学習充実
事業
「あかぎのびのび子育て
ひろば」

子育て中の保護者が講座を通して、友達の輪を広げ、知識の習得や情
報交換の場として交流や親睦を深める（親子リトミック、風船でアンパンマ
ン、ミニ運動会、パンづくり、ヨガ　等。公民館だよりに日程紹介あり）

114 G

県中 郡山市 244
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、和室等を解放し、勉強・読書など
に自由に活用してもらう（卓球、学習、読書）

90 I

県中 郡山市 245 あるけ歩け館外学習
健康づくり、運動不足解消のため、楽しみながらウォーキングを行う。地
域内の参加者同士の交流や親睦をはかる（湖岸散策…中ノ沢・鬼沼・青
松浜、布引山散策、湖南小中学校見学）

26 I

県中 郡山市 246
芸術鑑賞講座
「津軽三味線」

音楽に触れあう機会を設けることで教養を高めるとともに、津軽三味線の
よさお知ってもらい、心豊かな生活が送れるよう地域の方々との交流を図
る。演奏者：澤田仁史

70 I

県中 郡山市 247
赤木小学校家庭教育学
級

家庭教育学習会「親子でこどもの生きる力を育む」、上手なお医者さんの
かかりかた＆薬の話、料理教室　等

66 E

県中 郡山市 248
第３２回赤木地区市民文
化祭

地区住民の日頃からの文化活動の成果を一般に公開して、相互の親睦
と連帯感の高揚を図るとともに、文化の向上と発展に寄与する。文化祭
当日・・・10/27・28

500 F

県中 郡山市 249
第３２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
身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

500 F

県中 郡山市 250
第３２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、球技を通して健康で明るい家庭・
地域づくりを目的とする

150 F

県中 郡山市 251
明るいまちづくり推進委員
会
「子どもドッジボール大

館区内の児童が集まり、ドッジボール競技を通して仲間作りと心身共に
健康で明るい児童の育成を図る（ドッジボール当日・・・6/9）

103 C,F

県中 郡山市 252

青少年健全育成推進赤
木地区協議会
「自然・出会い・感動の体
験」

赤木小１・２年生を対象に、郡山自然の家にて仲間作り、体力作りを目的
にレクリエーションを通して交流することで協調性、思いやりの心を育み
楽しい体験をさせる

31 C

県中 郡山市 253
第３回赤木地区
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 C,F

県中 郡山市 254
赤木地区明るいまちづくり
推進運動標語コンクール

明るいまちづくりの啓発に寄与する標語を募集し、優秀作品を地区文化
祭において発表、表彰する

23 C,F

県中 郡山市 255 お楽しみ会
小学生を犯罪や有害環境から守ることを目的に防犯・安全をテーマに開
催し啓蒙する（外国の文化、習慣、犯罪意識等をクイズやゲームにより学

80 C,F

県中 郡山市 256 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
（新年会当日・・・1/5）

113 I

県中 郡山市 257
赤木地区明るいまちづくり
推進委員会
「お楽しみ会」

小学生を犯罪や有害環境等から守ることを目的に、防犯・安全をテーマ
に開催し、啓蒙する（お楽しみ会当日・・・12/1、外国の文化、習慣、防犯
意識等をクイズにより学ぶ）

61 I

県中 郡山市 258
総合学級
「若草学級」

現代社会に対応するため、日常生活に密着したテーマを取り上げ、交流
を図りながら生活に潤いを持たせ、健康的な生活の向上に役立てる（館
外学習…裏磐梯方面、キーマカレー、木の枝クラフト…フォトスタンド、ス
ポーツ吹き矢、だんごさし、伝達料理講座　等）

307 I

県中 郡山市 259
市民学校
「パソコン教室」

生涯教育の一環として楽しみながら学習する場をつくり、技術の習得をし
ステップアップできることを目的とする（文書作成、誕生日カードの作成、
チラシ作成）

96 I

県中 郡山市 260
市民学校
「イケてるメンズ講座」

多様化する社会の中、語り合いながら情報交換し、健康で明るい家庭・
地域づくりに役立てながら男磨きをエンジョイできる生活をつくる（ホーム
ベーカリー、陶芸教室、料理・・・インドカレー・餃子・どんぶり、七宝焼き）

39 B,I

県中 郡山市 261
市民学校
「お雛様づくり講座」

日常生活を活性化し、手作りの楽しさと、作る過程での受講者同士の交
流を図り、受講終了後も集い、学ぶためのクラブの立ち上げを目的とす
る。講師：大堀陽子

34 I

県中 郡山市 262
青少年対象事業
「夏休みわくわく教室」

長期休業期間を利用し、様々な関心を引き出し、体験させることで自分の
知らなかった力に気づき、自身につなげることを目的とする（料理教室、
絵画教室）※体操教室は参加者１名のため中止

21 C,I

県中 郡山市 263
レク事業
「蕎麦打ち講座」

毎年恒例且つ好評となっているそば打ちを今年も開催することで地域の
皆様との交流を図る（講師：宗像康）

20 I
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県中 郡山市 264
レク事業
「ふるさと探検隊」

近隣地域の施設を見学することにより新しい情報を取り入れ、日常生活
に潤いを持たせ、趣味や教養の向上を図る。地域住民が集うことにより
地域の活性化を図る（熊野神社、願成寺）

31 I

県中 郡山市 265
レク事業
「お正月花アレンジメント
講座」

余暇を利用し、日常生活に潤いをもたせるため趣味や教養の向上を図
り、フラワーアレンジメントの学習を通して、参加者相互の交流を深め、心
に潤いを持たせる

16 I

県中 郡山市 266
市民学校
「可愛い小物づくり教室」

物づくりの学習を通して、日常生活に必要な知識や技術を学ぶ。もの作り
を通して、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（樹脂粘土でかわいい和菓子のセット飾りを作成する）

29 I

県中 郡山市 267
市民学校
「冬の健康講座」

家に引きこもりがちな冬に公民館に来ることによって人との交流を図り、
また、健康になるために必要な知識や技術を学び、楽しく豊かな生活を
送ることを目的とする（フットケア、ピラティス、簡単ストレッチ）

56 I

県中 郡山市 268
東部どんぐりくらぶ
「スポーツ吹き矢」（第１

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（講師：菅野誠）

17 C,G

県中 郡山市 269
東部どんぐりくらぶ
「敬老の日大作戦」（第２
回）

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（フォトフレームをデコレーションして自分の写真を
プレゼント。講師：富岡玲子）

6 C,G

県中 郡山市 270
東部どんぐりくらぶ
「スポーツ体験」（第３回）

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（卓球体験）講師：佐藤信夫、小泉充

12 C,G

県中 郡山市 271
東部どんぐりくらぶ
「文化祭に行こう！」（第４
回）

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（絵手紙体験）講師：星川美千代（東部絵手紙クラ
ブ）

30 C,G

県中 郡山市 272
東部どんぐりくらぶ
「えいごであそぼう！」（第
５回）

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（イギリスの文化に触れる）講師：マーリーステファ
ニー(AET)

13 C,G

県中 郡山市 273
東部どんぐりくらぶ
「クリスマスのクッキー作
り」（第６回）

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（クッキー作り、焼きあがるまでわなげ大会）講師：
富岡玲子

40 C,G

県中 郡山市 274
東部どんぐりくらぶ
「三世代交流会」（第７回）

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（飾り巻き寿司）講師：芳賀栄子

12 C,G

県中 郡山市 275 しらいわたけのこクラブ
地元に伝わる「三春甚句」を伝承していくことで、豊かな人間性を培う。地
域の大人たちも参加していくことで多世代交流の場とする。（笛・太鼓の

58 C,G

県中 郡山市 276
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べく公民館の会議
室を解放し、勉強・読書などに自由に活用してもらう

37 I

県中 郡山市 277
白岩小学校家庭教育学
級

講話「家庭教育のあり方、うちわ作り教室、給食試食会・食育講座、研修
旅行・・・猪苗代方面　等

105 E

県中 郡山市 278
東芳小学校家庭教育学
級

87 E

県中 郡山市 279 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、明るいまち
づくりの推進に寄与する（文化祭当日・・・10/27・28）

600 F

県中 郡山市 280
東部地区町内対抗球技
大会

中止 F

県中 郡山市 281 東部地区市民大運動会 中止 F
県中 郡山市 282 歩け歩け運動・大会 144 F
県中 郡山市 283 東部地区敬老会 350 I
県中 郡山市 284 夏休みこども映画会 78 I
県中 郡山市 285 盆踊り大会 150 I
県中 郡山市 286 東部地区新春のつどい I

県中 郡山市 287
成人学級
「橘オープンカレッジ」

心身ともに健康で豊かな毎日を送れるように、知識いや技術の習得・健
康増進を推進し、学習を通して仲間作りと地域社会への積極的な参加意
欲を図る（お肌いきいき教室、館外学習・・・会津若松市内、箸置き作り、
身体いきいき教室　等）

216 I

県中 郡山市 288
子育て支援セミナー
「いきいきママ」

エコ石鹸作り、デジカメ撮影法、かぎ針編み、ヨーガ、人形劇　等 75 C

県中 郡山市 289
青少年対象事業　ミニミニ
スクール
第１回　ヒップホップ

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
共に健康な青少年を育てる。また、多くの人とのかかわりを通して、豊か
な人間性を培うヒップホップ（第１回）講師：大越ひろみ

12 C

県中 郡山市 290
ミニミニスクール
「湖南で夏野菜収穫体験」

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
共に健康な青少年を育てる。また、多くの人とのかかわりを通して、豊か
な人間性を培う（夏野菜収穫、カレー作り、水あそび青松浜）講師：渡部キ
ミ子（湖南町ばっぱの会）

22 C

県中 郡山市 291
ミニミニスクール
「レクリエーションゲーム」

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
共に健康な青少年を育てる。また、多くの人とのかかわりを通して、豊か
な人間性を培う（あとだしじゃんけん、的当て、ちゃんばらごっこ　等）講

11 C

県中 郡山市 292
ミニミニスクール
「クリスマスの菓子つくり」

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
共に健康な青少年を育てる。また、多くの人とのかかわりを通して、豊か
な人間性を培う（パンナコッタ、フルーツケーキ）講師：橋本ヨシイ

24 C

県中 郡山市 293
ミニミニスクール
「書初め」

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
共に健康な青少年を育てる。また、多くの人とのかかわりを通して、豊か
な人間性を培う（講師：橋本ユウ子）

11 C

県中 郡山市 294
ミニミニスクール
「オセロ」

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
共に健康な青少年を育てる。また、多くの人とのかかわりを通して、豊か
な人間性を培う

23 C

県中 郡山市 295
レクリエーション事業
「歩け歩け運動」

五色沼自然探勝路 40 I

県中 郡山市 296
市民学校
「たちばな陶芸教室」

土に親しみながら陶芸作品を作ることにより創造性を高め、また作品を作
る充実感を味わいながら、仲間との交流を深める
オリジナルのうつわを作る

38 I

県中 郡山市 297
I　ラブたちばな
「わが街のプロシリーズ
３」

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（日本茶の知識・美味しい入れ方、味噌作り、館外学習・・・栃木
市、講和、橘の祭りのボランティア体験　等）

219 G

県中 郡山市 298
のびのび公民館サマース
クール

勉強、読書 I

県中 郡山市 299
橘小学校「学習サポート
ボランティア」

橘小学校の教育活動支援のための体制を作り、地域と学校、地域・学
校・公民館の一体化を醸造する（むかしあそび、Ｉラブ橘「学習サポートボ
ランティアと子ども達」・・・校長先生のお話、学習発表会　等）

45 G

県中 郡山市 300 橘小学校家庭教育学級
家庭教育に関する学習や、保護者と地域住民の相互交流の機会を提供
し、家庭や地域の教育力の向上を図る（給食試食会、親子空手教室、手
芸教室「クリスマスリースづくり」　等

255 E

県中 郡山市 301
郡山第三中学校家庭教
育学級

家庭教育に関する学習や、保護者と地域住民の相互交流の機会を提供
し、家庭や地域の教育力の向上を図る（思春期の中学生の特徴と対応、
事例研究、校長講話　等）

E
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県中 郡山市 302
第２７回橘地区市民文化
祭

橘地区市民の文化作品の展示会を通して、肥後ｒ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（子ども向け体験
コーナー（プラ板でストラップ作り、ミニマスコット作り）、喫茶・お楽しみ
コーナー）文化祭当日・・・11/3・4、出品者・・・190名（350点）

1,287 F

県中 郡山市 303 第１９回芸能祭
日舞、カラオケ、詩吟、社交ダンス、フラダンス、創作作品展（芸能祭当
日・・・11/3、出演者・・・202名）

1,287 F

県中 郡山市 304 橘お祭り広場
縁日広場、おみこし広場、ゲームコーナー、屋台コーナー、無料コーナー
等

310 G
県中 郡山市 305 長なわとび大会 中止 F
県中 郡山市 306 地区合同研修会 32 G

県中 郡山市 307 橘地区合同新年会
橘地区の各種団体や地域の有志が集い、輝かしい新年を祝し、親睦を深
める（新年会当日・・・1/5）

88 I

県中 郡山市 308
お正月のフラワーアレン
ジメント講座

住民意識と住民連帯感を高め、明るく住みよいまちづくりの推進を図る
（お正月の花を家庭に飾り、心豊かに新しい年を迎える準備をする）

37 I

県中 郡山市 309 親子餅つき大会
住民意識と住民連帯感を高め、明るく住みよいまちづくりの推進を図る
（臼や杵で餅をつき、ふくしまお国自慢カルタをして、親子で旧正月を祝っ

94 C,I

県中 郡山市 310 親子ハイキング 矢祭町「滝川渓谷」 36 C,I
県中 郡山市 311 少年の主張大会 54 F

県中 郡山市 312
橘地区明るいまちづくり推
進委員会主催
歩け歩け運動

住民意識と住民連帯感を高め、明るく住みよいまちづくりの推進を図る
（裏磐梯五色沼自然探勝路散策）

40 I

県中 郡山市 313
青少年健全育成橘地区
協議会

郡山市青少年健全育成基本計画に基づき、青少年健全育成を図るた
め、研究討論を行い地域ぐるみ活動の伸長を図る（ハイキング当日・・・
5/25、少年の主張・・・11/17）

90 I

県中 郡山市 314
緑ヶ丘学級（高齢者対象
事業）

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
健康で活力のある生活を送ることを目的とする（フットケア、認知症予防
…頭の体操、ゲーム、野菜ソムリエと学ぶ、歴史講座…新島八重、館外
学習…会津・新島八重、ワイヤーアート、人形劇鑑賞、いも煮会　等）

341 I

県中 郡山市 315
なでしこサークル（女性対
象事業）

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（女性のための健康講座、塩麹・醤油麹を使った料理、オリ
ジナルアロマミスト、韓流講座、簡単おせち作り、世代間交流…だんごさ

98 I

県中 郡山市 316
市民学校
「つるし雛飾り講座」

日本伝統行事のつるしかざりの手仕事を通して、伝統文化の継承と理解
を深める

122 I

県中 郡山市 317
市民学校
「スポーツ吹き矢講座」

吹き矢の呼吸法と精神統一で、年齢・性別・体力などを問わず、楽しく健
康づくりをしながら仲間づくりをして、公民館活動にさなかするきっかけを
作る。講師：菅野誠

67 I

県中 郡山市 318
市民学校
「IT講座」

情報化社会に適応するため、パソコン操作に必要な基礎知識と技術の習
得を図る。ワード基礎コース。

119 I

県中 郡山市 319
市民学校
「はーとふるわんわん講
座」

情報交換・話し合いの場を提供することで、犬についての正しい知識や理
解を深めるとともに受講者同士交流し、癒しや活力ある生活を目指す（犬
の身体について、犬種・本能・習性、しつけ　等）

33 I

県中 郡山市 320
市民学校
「短歌・万葉集」

古典文学「万葉集」を鑑賞し、学びなおしを図る。講師：梅田秀男 100 I

県中 郡山市 321 シニア元気みがき講座
学習の機会の提供と人生経験豊富な方々の地域活動に発揮するための
学習性相互の親睦とやすらぎ・生きがいの充実の実現（お酒の話、蕎麦
粉クレープ作り、脳の活性化、エアロビ、ＩＴあれこれ　等）

41 I

県中 郡山市 322
青少年対象事業
「七夕飾り教室」

時代を担う青少年に健全な体力向上を図ることを目的とし、目的達成の
ために地域ぐるみの活動を展開する。青竹に飾り物や短冊に願いを書い

29 C

県中 郡山市 323
青少年対象事業
「オセロ大会」

時代を担う青少年に健全な体力向上を図ることを目的とし、目的達成の
ために地域ぐるみの活動を展開する（緑ヶ丘地区小学生：小・中・高学年
に分かれてオセロ体験）

24 C

県中 郡山市 324
青少年対象事業
「心を育てる昔話の講話」

時代を担う青少年に健全な体力向上を図ることを目的とし、目的達成の
ために地域ぐるみの活動を展開する（昔話を通して、生きる力や豊かな子
育ての知識を学ぶ）講師：品竹悦子

80 C

県中 郡山市 325 公民館にきてみて！ 夏休み映画会（怪物くん、コクリコ坂から） 130 I

県中 郡山市 326
レクリエーション事業
いわき　見せる課プロジェ
クト社会科見学

館外学習を通して、いわきの震災以降の復興への取り組みを見学する（Ｊ
Ａいわき農産物検査場、ららみゅう）

16 I

県中 郡山市 327 わくわく子育て講座
子育ての楽しさや知識を学べる場を提供することで、子育て世代が仲間
作りをしながら活動の場を広げることを目的とする（人形劇、小麦粉粘
土、リトミック、親子体操　等）

146 C

県中 郡山市 328 のびのびサマースクール 勉強、読書 63 I

県中 郡山市 329
緑ヶ丘第一小学校家庭教
育学級

講話、心のケア、放射線教室、学校保健委員会（虫歯予防）、親子パン作
り、レザークラフト　等

33 E

県中 郡山市 330
緑ヶ丘中学校家庭教育学
級

プリザーブドフラワー、骨盤ゆがみ矯正体操 27 E

県中 郡山市 331
第１５回　緑ヶ丘地区文化
祭

日頃の学習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、緑ヶ丘地区の文化の振興をはかり、より明るく住みよ
い文化的な街づくりに寄与する。作品展当日・・・10/27・28、ふれあいコン
サート当日・・・11/17

117 F

県中 郡山市 332
第１２回　緑ヶ丘地区体育
祭

緑ヶ丘地区市民が一堂に会し、体力の向上を図るとともに親睦を深め、
健康な体と住みよい街づくり・家庭づくりを推進する（体育祭当日・・・

210 F

県中 郡山市 333 だんごさし飾り 講師：鈴木いつ子 60 I

県中 郡山市 334 卓球教室
時代を担う青少年に健全な体力向上を図ることを目的とし、目的達成の
ために地域ぐるみの活動を展開する（緑ヶ丘地区小学生の卓球体験）講
師：新妻久雄、柳田芳郎

32 I

県中 郡山市 335 高齢者学級【敬翁大学】
高齢者の健康増進と生涯教育の推進を図り、地域の明るく元気の高齢者
になることを目的とする（交通安全教室、館外学習、干支の絵付け、防災
訓練、陶芸教室、３B体操　等）

309 I

県中 郡山市 336
市民学校
「くらしお役立ち講座」

日常生活をより快適・安全なものとするために必要な知識・技術を学び、
生活の質の向上を図る（食品表示・添加物の話、整理整頓術、筆ペン、野
菜ソムリエの夏野菜講座）

53 I

県中 郡山市 337 菊の育て方講習会
余暇時間を有効に活用し、園芸技術を習得し、作業など自然とのふれあ
いにより脳の活性化を図り、生活の質の向上をめざす。講師：二本松菊
花愛好会会長

29 I

県中 郡山市 338
少年教室
「とみたコロンブス学園」

地域社会や少年団体のリーダーとなるジュニアリーダーを養成するた
め、集団での仲間づくりや体験活動を通じて、交友関係を深め、自主性・
協調性・創造性を養い、地域活動を積極的に推進できる少年指導者の育
成を図る（安全教室、野外宿泊研修、陶芸教室、折り紙教室、お菓子づく

140 I

県中 郡山市 339
親子でつくろう！
飾り巻き寿司行楽弁当

親子で公民館事業への参加を促し、保護者・子ども同士の交流を図ると
共に、親子間のふれあいの場とする

16 C

県中 郡山市 340
市民学校
「気功でアンチエイジン

講座を通して異世代間の交流の場を提供し、地域の活性化を促す 35 I

県中 郡山市 341
市民学校
「切り絵入門講座」

余暇を有効に活用して切り絵作りの技法を習得するとともに、技術の伝
承に寄与する。また、講座を通しての仲間作り、連帯感を深める
（講師：橋本寿一）

57 I
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県中 郡山市 342
親子対象講座
「親子お菓子教室」

親子で公民館事業への参加を促し、保護者・子ども同士の交流を図ると
ともに、親子間のふれあいの場とする（お菓子の家、チョコレートケーキ、
和菓子）講師：安藤元美

92 C

県中 郡山市 343 自分磨き講座
教養の向上を図り、生活に必要な知識を習得する機会を提供する（スク
ラップブッキング、手作りソーセージ、無添加ハンドクリーム作り、工場見

51 I

県中 郡山市 344 陶芸のひな飾り教室 雛飾りを作ることにより伝統文化を学び、受講者相互の理解を深める 28 I

県中 郡山市 345 研修旅行「福島空港」
福島の空の玄関である福島空港の立地条件や役割を理解する（福島空
港…施設、航空機見学、須賀川市立博物館…亜欧堂善銅板画コレクショ

29 I

県中 郡山市 346 富田ふるさと歴史講座
小説家の視点から郡山の知られざる歴史を紐解く。郷土愛を育む。講師：
岡田峰幸

30 H,I

県中 郡山市 347
富田小学校家庭教育学
級

放射線教室、食育、薬物乱用防止教室 410 E
県中 郡山市 348

富田中学校家庭教育学
級

E
県中 郡山市 349 とみた中央地区文化祭 650 F
県中 郡山市 350 富田町春季球技大会 ゲートボール、グラウンドゴルフ、ソフトボール、ソフトバレーボール F
県中 郡山市 351 親子ふれあいウォーク 曽原湖ウォーキング 40 I

県中 郡山市 352
富田地区少年の主張発
表会

100 F

県中 郡山市 353 新春書初め教室 22 I
県中 郡山市 354 オセロゲーム大会 53 I
県中 郡山市 355 富田町芸能発表会 100 I

県中 郡山市 356
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送るために必要な知識を身
につける。また、仲間作りを通して、閉じこもり防止や自主的なボランティ
ア活動への参加も支援する（館外学習・・・郡山駅前周辺、健康体操、”
食”のお話、世代間交流、マカロニリース作り、転倒予防の話　等）

275 I

県中 郡山市 357 富貴学級

女性を対象に更年期における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び、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（館外学習・・・会津方面、３B体
操、アートフラワー、調理実習　等）

181 I

県中 郡山市 358 チャレンジ学級

団塊世代の男性が、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のつながりを大切にし、学ぶ喜びと
社会貢献への意識を高める（介護保険について、館外学習・・・大安場・
開成館、料理教室、剪定の仕方、料理）

97 B,I

県中 郡山市 359
ワクワクこどもクラブ
「クリスマスケーキづくり」

青少年への家庭教育の低下、親子関係の希薄化が懸念されるなか、い
ろいろな体験を通して、親子・家族関係の絆を深める（親子でつくるクリス
マスケーキ）講師：佐藤秀子

29 C,I

県中 郡山市 360
ワクワクこどもクラブ
「クリスマスケーキづくり」

青少年への家庭教育の低下、親子関係の希薄化が懸念されるなか、い
ろいろな体験を通して、親子・家族関係の絆を深める（親子でつくるクリス
マスケーキ）講師：安藤元美

45 C,I

県中 郡山市 361
ワクワクこどもクラブ
「書初め教室」

青少年への家庭教育の低下、親子関係の希薄化が懸念されるなか、い
ろいろな体験を通して、親子・家族関係の絆を深める。講師：国分秀崖、

20 C,I

県中 郡山市 362
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
会議室等を解放し、勉強、読書などに自由に活用してもらう

160 C,I

県中 郡山市 363
ワクワクこどもクラブ
昔ばなし会「節分」

青少年への家庭教育の低下、親子関係の希薄化が懸念されるなか、い
ろいろな体験を通して、親子・家族関係の絆を深める。講師：五十嵐敬子

14 C,I

県中 郡山市 364
ワクワクこどもクラブ
「バルーンアート教室」

青少年への家庭教育の低下、親子関係の希薄化が懸念されるなか、い
ろいろな体験を通して、親子・家族関係の絆を深める。講師：石井涼子

26 C,I

県中 郡山市 365
市民学校
「美容・健康ツボ講座」

家にこもりがちな冬場の生活を健康に送るために「美」と「体」に必要な知
識や技術の習得と受講者同士の交流を図るとともに健康管理への意識
向上を目的とする（ツボ・・・耳、足、顔、ヘッドスパセラピー　等）講師：井

160 I

県中 郡山市 366 親子でパン作り

レトルト食品や既成品があふれている中で、親子で一緒に手作りすること
で子どもには食べ物ができる過程を体験させ、親には手作りの良さや「食
育」について改めて考えてもらう（生地からパンをつくる。ウインナーパン、
チーズパン、あげドーナッツ、ツイスト）講師：齊藤文江

27 C

県中 郡山市 367
市民学校
「こおりやま再発見」

地域の歴史、風土を学び、仲間づくりによる地域住民の連帯感を深める
（講師：岡田峯幸先生）富田東地域周辺の歴史、館外学習（大安場・開成
館）、郡山の歴史（古代～幕末）

100 H

県中 郡山市 368
「きりなし話」を作って遊ぼ
う！

ゲームやテレビで遊ぶことが多くなってしまった子ども達に、自分で考え
たり想像して作る力を養うことを目的とする（きりなし話の制作、発表）

5 C

県中 郡山市 369 ゆったり子育て
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
出す（わらべうたあそび、肌に優しい石鹸づくり、親子で料理、フラダンス

65 C

県中 郡山市 370
輝こう親の会（富田東小
学校家庭教育学級）

視察研修、講和、給食試食会、護身術、ビーズアクセサリー、パン作り
等

128 E

県中 郡山市 371
第１９回富田ひがし地区
文化祭

地域住民が文化活動を通して、地域の振興及び活力ある地域づくりに寄
与する文化祭当日・・・10/20・21

261 F

県中 郡山市 372 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り、健康増進を図るととも
に、地域団体との親睦を深め、明るく住みよい地域づくりを推進する
（ゲートボール、グラウンド・ゴルフ、ソフトボール、ソフトバレーボール）

103 F

県中 郡山市 373 第４６回富田町体育祭
大会を通して交流を深め、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（ラジオ体操、ゲートボール、リレー　等）

600 F

県中 郡山市 374 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作り、健康増進を図るとともに地
域団体との親睦を深め、明るく住みよい地域づくりに資する（ゲートボー
ル、グラウンドゴルフ、ソフトバレーボール）

200 F

県中 郡山市 375
「明るいまち富田のつど
い」講演会

健康未来の食育講座「放射能に負けない体づくり」 40 I

県中 郡山市 376 ふれあい笑学校
ライフステージに応じた学習機会を提供し、受講者相互の親睦を図りなが
ら、地域活動に貢献する人材の育成を資する（出前講座…住まいの衛
生・郡山のお勧め観光スポット、館外学習…裏磐梯、寄せ植え講座　等）

212 I

県中 郡山市 377 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（筋力トレーニン
グ、リラックス体操、研修旅行、ポーセラーツ、料理、ガーデニング　等）

107 B,I

県中 郡山市 378
ステップアップセミナー
「牛乳パックや古帯の再
利用」

再利用できる楽しさを感じ、仲間作りをすることを目的とする（牛乳パッ
ク・・・はがきづくり、ちりめん地・・・金魚、古帯・・・テーブルクロス）

39 I

県中 郡山市 379 サマースクール 講師：小檜山雅洋 32 I

県中 郡山市 380
市民学校「樹脂粘土でひ
な人形づくり」

地域住民の知識の向上と親睦を図る。講師：大堀陽子 68 I

県中 郡山市 381
青少年事業
「親子でデコスイーツ作
り」

親子間や地域の子ども同士、屋同士の交流を深めるとともに知識の向上
と青少年の育成に寄与する（小物入れ、パフェのストラップ、デコミラー・
写真たて）参加者・・・10/28：13組、11/11：14組、12/2：13組）

120 C

県中 郡山市 382
市民学校
「ハーブスローライフ教

日常に必要な知識や技術を習得し自己を図り、社会の変化に対応できる
人材の育成を目的とする

48 I

県中 郡山市 383
青少年対象事業
「ハーブ子ども教室」

日常に必要な知識や技術を習得し自己を図り、社会の変化に対応できる
青少年の育成を目的とする（ハーブとシクラメンのこけ玉作り、ハーブとス
パイスのベジキーマカレー、ハーブソーセージ作り）講師：瀧田勉

44 C

県中 郡山市 384
富田西小学校家庭教育
学級

ＦＴＶアナウンサー講演会「明日に向かって親子でリフレッシュ」、昔話や
民話から学ぶ親子のコミュニケーション、本場の餃子を作ろう　等

E
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県中 郡山市 385
レクリエーション事業
「かどまつ作り」講座

昔からの伝統や季節の風物詩を守り続け、また後世に受け継いでいくこ
とを目的とする（もこ編み～完成まで）

6 I

県中 郡山市 386
郡山第六中学校家庭教
育学級

ハーブのある暮らし、ポーセラーツ、フラワーアレンジメント、バス研修、ク
リスマスケーキづくり、トールペイント、和菓子作り　等

E

県中 郡山市 387 富田西地区文化祭
地域で活発に活動を行っている団体・公民館・各種関係団体が一堂に会
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・人づくりに資する。文化祭当日・・・11/3・4

850 F

県中 郡山市 388
第１２回　富田西地区体
育祭

富田西地区住民が一堂に会し、体力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（体育祭当日・・・

400 F

県中 郡山市 389 富田西地区夏まつり

富田西地区住民が一堂に会し、年齢に関係なく地区民が参加し、親睦を
深め、住みよいまちづくり・家庭づくりを推進する（体育祭当日・・・8/4、
ゲームコーナー・・・射的・輪投げ・ウルトラクイズ、模擬店・・・やきとり・か
き氷・そうめん・いなりずし）

400 I

県中 郡山市 390 富田西地区芸能祭
地域住民と公民館、各種関係団体が一堂に会し、日頃の学習成果・体験
活動を発表し、連携と融和と図ると共に、活力ある地域づくり、人づくりを
目的とする（芸能祭当日・・・2/10）

400 F

県中 郡山市 391 富田西地区敬老会
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
意を表するとともに、長寿と健康を祝福する

780 I

県中 郡山市 392
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に参加する（七夕ものがた
り、ピノキオ）

93 I

県中 郡山市 393 オセロ大会
オセロゲーム大会を開き、地域役員の協力を得て子ども達がゲームを楽
しみルールを学び、社会性を身につける

43 F

県中 郡山市 394

青少年健全育成推進富
田西地区協議会
「ぼくのいけん・わたしの
いけん発表会」

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もらう機
会を提供することにより、社会の一員としての自覚を持たせる契機とす
る。また青少年健全育成に対する一般理解を深める。発表大会当日・・・
11/17

20 F

県中 郡山市 395 富田西地区新春祝賀会
新年を祝うため、各界各層の方々と交流を図りながら一層の親睦を深め
る。新年会当日・・・1/13

8 I

県中 郡山市 396
槻ノ木学園
「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。地域の方々と交流
することで親睦を深める。高齢者がいきいきと生活できる街にする（押し
花カレンダー、大槻町の歴史・散策、簡単料理…どんぶり、病気と予防…
脳梗塞、館外学習…福島・飯坂方面、体操　等）

269 I

県中 郡山市 397

槻ノ木学園
「健康講座」
おいしく食べて楽しく過ご
そう

減塩料理と塩麹（甘酒）について学び、同じ酵母の甘酒を用いた料理を実
習でつくったり味わって実感する。減塩に重宝な土佐酢の利用法などを
学び、健康食（薬膳）を生活に取り入れる知識を学ぶ（講師：三瓶ミヤ子）

88 I

県中 郡山市 398
槻ノ木学園
「もの作り～クレイクラフト
～」

工作活動を体験することにより、互いの交流を深め、作品を完成させた達
成感を味わうことにより、健全な育成を寄与する（花のお皿作り、講師：片
野礼子

27 I

県中 郡山市 399
槻ノ木学園
「公民館へあつまれ！」Ⅱ
バルーンアートを楽しも

土曜日の居場所づくりと、心身の健康づくり、地域の子どもたちの親睦を
図る。また、家族とのコミュニケーションを促し、明るい地域づくり、青少年
の健全育成に寄与する（講師：石井啓太・石井涼子）

7 C

県中 郡山市 400
槻ノ木学園
「公民館へあつまれ！」Ⅱ
手作りのクリスマスケーキ

土曜日の居場所づくりと、心身の健康づくり、地域の子どもたちの親睦を
図る。また、家族とのコミュニケーションを促し、明るい地域づくり、青少年
の健全育成に寄与する（講師：安藤元美）

13 C

県中 郡山市 401
槻ノ木学園
「公民館へあつまれ！」Ⅱ
ドッチビー

土曜日の居場所づくりと、心身の健康づくり、地域の子どもたちの親睦を
図る。また、家族とのコミュニケーションを促し、明るい地域づくり、青少年
の健全育成に寄与する（講師：渡辺章・安田友一）

10 C

県中 郡山市 402
槻ノ木学園
「公民館へあつまれ！」Ⅱ
バドミントン

土曜日の居場所づくりと、心身の健康づくり、地域の子どもたちの親睦を
図る。また、家族とのコミュニケーションを促し、明るい地域づくり、青少年
の健全育成に寄与する（講師：石井裕子・山邉春子）

15 C

県中 郡山市 403
少年教室
アドベンチャー教室２０１２

集団生活に参加しながら、お互いに協力しあい友情を育み、また規則正
しい共同生活を通して心身共に健康なリーダーの養成と仲間作りを目的
とする（野外宿泊研修・・・郡山少年自然の家、修行体験・・・長泉寺、工作
教室、館外学習　等）

96 A

県中 郡山市 404
のびのび公民館サマース
クール

宿題、読書 54 I

県中 郡山市 405
大槻小学校家庭教育学
級

スクラップブッキング、ビーズアクセサリー、漬物教室　等 25 E
県中 郡山市 406

大槻中学校家庭教育学
級

寄せ植え教室、筋力トレーニング、アクセサリー作り（小中合同）　等 26 E

県中 郡山市 407
第４５回大槻町市民文化
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。文化祭当日・・・

2,408 F

県中 郡山市 408
第４６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

140 F

県中 郡山市 409
第４７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 800 F
県中 郡山市 410 ちびっこお楽しみ会 35 F
県中 郡山市 411 第９回オセロ・将棋大会 46 F

県中 郡山市 412 大成遊学塾

物づくりや仲間とのふれあいの中で自分探し、生きがい探しや快適な心
がけ、ゆとりある充実した人生のきっかけとなるよう、学び合う（フルート
アンサンブル鑑賞、韓国料理、ポーセラーツ、健康体操、葉画、フットケ
ア、頭の体操、館外学習…会津　）

215 I

県中 郡山市 413 大成エコキッズ
子ども達に対する環境活動・学習の場や機会の提供をし、子ども達が地
域の中で楽しみながら自主的に環境を大切にする心と行動力を育む
（クッキング、館外学習・・・三春方面、工作　等）

121 C,H

県中 郡山市 414
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、自由に遊べない小学
生児童を対象に、公民館の会議室等を解放し、勉強、読書などに自由に
活用してもらう

41 C

県中 郡山市 415
畑なくても楽しめる
「プランターで作る夏野

自ら農作物を作ることによって、農業への理解を深めるとともに、食に対
する目を養うことを目的とする（苗の選び方～収穫、上手に育てるコツ・注

80 I

県中 郡山市 416 「篆刻名人」養成講座
初心者だけでなく経験者にも色々な作品を知ってもらい、さらに参加者の
交流を図る（篆刻の知識～実技）

24 I

県中 郡山市 417
初歩から学ぶ「俳句と短
歌の教室」

俳句や短歌に興味を持ってるが、なかなか始める機会がなかった人が思
い切ってはじめるきっかけを作る（基礎、鑑賞、創作活動）

78 I

県中 郡山市 418 ペタンク大会
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（ペタンク当日・・・7/2、ゲートボール当日・・・10/1）

78 F

県中 郡山市 419 ゲートボール大会 23 F

県中 郡山市 420
青少年対象事業
「子ども体験教室」

２１世紀を担う子ども達がものづくりや異学年同士の活動を通し、作り上
げる楽しさや多くの学びを体験する（ポーセラーツ、パズル遊び、３Ｂ体

31 C

県中 郡山市 421 オセロ・将棋大会
将棋、オセロの基本的なルールを学びながら、学年の垣根を越えて仲間
同士のコミュニケーションの取り方を学習する

44 F

県中 郡山市 422 「クラフトバンド講座」
外出機会の少ない冬に、教養・興味を持ち、楽しみながら生きがいを見出
す（プチかご、かごバッグづくり）講師：相川京子

64 I

県中 郡山市 423
大成小学校家庭教育学
級

フルートアンサンブル、命の大切さ、バス旅行、アロマセラピー、ヨガ　等 E

県中 郡山市 424 郡山史跡の旅 part4
地域の歴史に対する興味や関心を梃子にして、少しでも公民館事業や地
域活動に目を向けさせようとする（日和田・三春方面　三春城跡～雪村庵
～安積山公園～他史跡めぐり、昔からの風習・年中行事について知る）

30 H
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県中 郡山市 425
大成地区市民文化祭（芸
能祭・作品展）

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、広く市民に鑑賞の機会を提供し、
地区文化活動の発展と市民としての連携意識を図る。芸能祭当日・・・

800 F

県中 郡山市 426
大成地区市民文化祭（作
品展）

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、広く市民に鑑賞の機会を提供し、
地区文化活動の発展と市民としての連携意識を図る。文化祭当日・・・

F

県中 郡山市 427
第３２回大成地区市民大
運動会

大成地区住民が一堂に会し、地域間の親睦を図るとともに、体力の増進
と健康で明るい家庭づくりを目的とする（運動会当日・・・8/26）

1,300 F

県中 郡山市 428
第３２回大成地区親善球
技大会

大成地区住民の健康増進を図ると共に、あがいの親睦を深め、よりよい
地域づくりに寄与する。球技大会当日・・・11/25

48 F

県中 郡山市 429 大成地区敬老会
多年に渡り社会に貢献されてきた方の労をねぎらい、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（敬老会当日・・・9/8）

320 I

県中 郡山市 430 大成地区新春祝賀会
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（祝賀会当日・・・1/12）

95 I

県中 郡山市 431
第７回　少年の主張発表
大会

青少年が社会の一員としての自覚を高め、また青少年の健全育成に対
する一般の理解を深める

75 F,I

県中 郡山市 432 小山田ふれあい教室

今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、自ら
の健康を考え、趣味や教養を身につけながら、自主的な運営実践を促
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（口笛、野菜の力、防災について、整理・収納について、歴史講座、伝
統料理…県内の郷土料理、館外学習、ヨガ、国際理解　等）

368 I

県中 郡山市 433
市民学校
「ヨーガセラピー」

103 I

県中 郡山市 434
ママさん★いらっしゃい★
★（前期）

公民館の利用頻度の低い園児・小中高校生の子どもを持つ母親同士が
子育てに関する情報収集や悩みについての話し合いの場や仲間作りの
きっかけを提供する（リンパマッサージ、除染の仕方、耳つぼ・ヘッドス
パ、ハンド・ネイルケア、骨盤体操　等）

152 C,I

県中 郡山市 435
ママさん★いらっしゃい★
★（後期）

比較的公民館の利用頻度が低い園児・小・中・高校生の子どもを持つ母
親同士が子育てに関する情報収集や悩みについての話し合いの場や仲
間作りのきっかけを提供する（エコクッキング、アロマ、免疫力アップの食
事の話・麹を使った簡単レシピ（実習）、３Ｂ体操、イタリア料理）

64 C,I

県中 郡山市 436
第１回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（ことわざ・四字熟

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（いろはカルタから、ことわざ・故事成語で楽しむ）講師：
宗像真紀子

17 C,I

県中 郡山市 437
第２回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（３Ｂ体操）

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（３B体操）講師：佐藤みどり

31 C,I

県中 郡山市 438
第３回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（おりがみ）

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（おりがみ）講師：望月泉

27 C,I

県中 郡山市 439
第４回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（七夕飾り）

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（七夕飾り）講師：青少協会長、育成指導員

18 C,I

県中 郡山市 440

おいでよ！！こうみんか
ん♪♪のびのびサマース
クール

読書感想文の書き方、クレイクラフト、ポスター・絵　等 76 C,I

県中 郡山市 441
第５回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（食育講座）

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（かわいいお弁当を作ろう）講師：佐藤玲子

16 C,I

県中 郡山市 442
第６回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（食育講座）

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（料理教室）講師：小山田地区保健委員会

17 C,I

県中 郡山市 443
第７回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（クリスマスリース）

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（クリスマスリース作り）講師：相澤栄子

14 C,I

県中 郡山市 444
第８回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（クリスマスパー

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（クリスマスパーティー）講師：平栗辰也

29 C,I

県中 郡山市 445
第９回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（茶道体験）

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（茶道体験）先生：裏千家教授　村山羽衣子

11 C,I

県中 郡山市 446
第１０回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（バルーンアート）

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（バルーンアート）講師：石井啓太

13 C,I

県中 郡山市 447
第１１回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（バレンタインお菓

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（バレンタインおかし）講師：唯野幸枝

25 C,I

県中 郡山市 448
第１２回
おいでよ！！こうみんか
ん♪♪（ホワイトデーお菓

共働きや方親の子どもがひとりで寂しい思いをせずに仲間と学び、遊べ
る場所を提供する（ホワイトデーおかし）講師：飯島瑠実

23 C,I

県中 郡山市 449 のびのびまめっ子

公民館に出入りの少ない世代を対象に、交流の場を提供し、子育て支援
とともに、地域活動参加へのきっかけを作る（風船でアンパンマンをつく
る、３Ｂ体操、スクラップブッキング、うたと読み聞かせ、アロマ・ストレッチ
体操、ミニミニ運動会）

92 B

県中 郡山市 450
おとこの講座
「小山田いなせ塾」

男性の公民館事業への参加を促し、自己啓発に努めると共に、地域に貢
献できる人材の育成に寄与する（デジカメ、講話・・・現在の放射能と食物
について、篆刻、料理　等）

53 B

県中 郡山市 451
親子体験教室
ハーブ

家庭教育の低下や親子関係の希薄化が懸念される中、体験を通して親
子の絆の見直しを図る（手作りハーブソーセージ、ハーブクッキー、ハー

18 C

県中 郡山市 452
親子体験教室
ヨーグルト

家庭教育の低下や親子関係の希薄化が懸念される中、体験を通して親
子の絆の見直しを図る（ヨーグルトをつかったお菓子）

24 C

県中 郡山市 453
親子体験教室
バルーンフラワー

花の飾り物をつくる C

県中 郡山市 454
親子体験教室
クリスマスケーキ作り

お菓子の家とクリスマスケーキづくりに挑戦 58 C

県中 郡山市 455
親子体験教室
パン

23 C

県中 郡山市 456
親子体験教室
そば

18 C

県中 郡山市 457
小山田小学校家庭教育
学級

放射能・除染の仕方についての講義・現場での実践、食育講座、視察研
修　等

94 E

県中 郡山市 458
平成２４年度小山田地域
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
の向上を図る（文化祭当日・・・10/27・28）

563 F

県中 郡山市 459 小山田地域市民運動会
当該町内会および公民館区内の地域住民の親睦と協調を図るとともに、
連帯会と健康の保持増進への関心を深め、あかるいまちづくりに資する
（運動会当日・・・9/9）

750 F
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県中 郡山市 460
第４６回　親善家庭バレー
ボール大槻大会

地域住民の親睦と体力作りを兼ね、レクリエーション課ｔどうの一環である
家庭バレーボールを通して、健康で明るい家庭づくりに寄与する（大会当
日・・・6/3）

140 F

県中 郡山市 461 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（敬老会当日・・・9/15）

308 I

県中 郡山市 462
明るいまちづくり推進委員
会
歩け歩け運動

地域住民の健康増進と交流を図る（5/27、6/24、7/22・・・ラジオ体操終了
後コースに沿って歩く、10/23・・・白鳥ヶ浜～観音寺川～リステル猪苗代）

141 I

県中 郡山市 463
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に、青少年の健全育
成に対する一般理解を深める（主張・講演会当日・・・11/10）

76 I

県中 郡山市 464 オセロ大会
オセロを通して、先を読む技術、相手と向き合うことで自分自身を見つめ
直し、勝敗の結果だけでないものを学ぶ

47 F

県中 郡山市 465 書き初め大会
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（書
初め当日・・・1/6、講師：伊藤ミチ子・小椋民子）

35 F

県中 郡山市 466 新年初顔合わせ会 64 I

県中 郡山市 467 なかよし教室

子どものころから自然・環境について興味を持ち、異年齢の仲間と触れ
合うことで、思いやり・協調性を培い、心身共に健康な子どもを育てる（交
通安全教室、三世代交流…グラウンドゴルフ、ものづくり教室…スクラッ
プブッキング、バス旅行…リステル猪苗代、ムシテック　等）

112 C,I

県中 郡山市 468 男マイスター養成講座
団塊の世代を中心とした成人男性の仲間作りと地域活動に取り組むきっ
かけづくりを行い、成人男性の地域デビューを支援する（そば打ち、コー
ヒーのたて方、パテシェに挑戦、マッサージ、詩吟体験　等）

159 B,I

県中 郡山市 469 いきいき学級

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級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（体操、バス研修…会津方面、肩こ
り・腰痛予防、一閑張、郡山の歴史、ちぎり絵　等）

232 I

県中 郡山市 470 ママとも講座

母親同士、講師、地域の託児ボランティアの方々との交流や活動を経験
し、親睦を図りながら、ゆとりある心で楽しく学び、子育てや家庭生活に活
かせるようにする（ヒップホップ、子どもの写真の撮り方、フェイシャルケ
ア、樹脂粘土細工、人形劇　等）

70 C

県中 郡山市 471 サタ・クラ会議

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（今年度サタクラの内容決定）講師：

14 C

県中 郡山市 472
サタクラ（５月）
母の日

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（母の日のクッキーづくり）講師：木村

29 C

県中 郡山市 473
サタクラ（６月）
ホタル祭り

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（「ほたる祭り」に参加）講師：南川ホ
タル愛好会、久留米公民館職員

30 C

県中 郡山市 474
サタクラ（７月）
サタクラ探検隊

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（サタクラ探検隊　猪苗代町　緑の村
で自然体験）講師：育成指導員

37 C

県中 郡山市 475
サタクラ（夏休み）
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、和室等を解放し、勉強・読書など自由に活用してもらう（公民館
解放、卓球体験、流しそば体験、親子料理教室…貧血予防メニュー）

79 C

県中 郡山市 476
サタクラ（９月）
ジャマイカの音楽とダンス

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（ジャマイカの音楽とダンスを体験す
る）ふくしま青年海外協力隊

13 C

県中 郡山市 477
サタクラ（１０月）
花輪長者まつり参加

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（花輪長者まつりに参加しよう）講
師：花輪長者まつり実行委員会

23 C

県中 郡山市 478
サタクラ（１１月）
いも煮・ニュースポーツ

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（いも煮会とスポーツ・・・フリーブ
ロー）講師：育成指導員

23 C

県中 郡山市 479
サタクラ（１２月）
お正月飾りと餅つき

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（親子お正月飾り作りと餅つき）
講師：育成指導員

25 C

県中 郡山市 480
サタクラ（１月）
だんごさしと昔遊び

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（だんごさしと昔あそび）講師：大槻

17 C

県中 郡山市 481
サタクラ（２月）
ヒップホップ

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（ヒップホップ）インストラクター：村上

11 C

県中 郡山市 482
サタクラ（３月）
お別れ会

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（お別れ会）講師：大矢正美

20 C

県中 郡山市 483
サタクラ（春休み）
親子料理

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（ワンプレートランチ、デザート）講

8 C

県中 郡山市 484
サタクラ
（中学生　茶道）

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（茶道体験）講師：皆川喜栄子

20 C

県中 郡山市 485
サタクラ
（中学生　そば打ち）

小中学校を対象に多様な体験・学習の場を提供することにより、自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年を育てると共に子どもの居場所づ
くりとする。さらに企画・運営に参画させることにより、主体性や地域社会
に対する自治意識を身につけさせる（そば打ち体験）講師：大槻そば同好

16 C

県中 郡山市 486
市民学校
「絵手紙教室」

絵手紙を通して心身共に豊かな生活を送り生活文化の向上を図る
（絵手紙の基礎、季節の花・野菜・果物・年賀状を描く）

50 I

県中 郡山市 487 津軽三味線 演奏者：澤田仁史 64 I
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県中 郡山市 488 中学生対象事業 茶道講師：皆川喜栄子、蕎麦打ち講師：大槻そば同好会 36 C

県中 郡山市 489 大槻東のスローライフ
住まいの整理術、バス研修（福島市）、アロマヨガ、フラワーアレンジメン
ト、食育講座、料理

I

県中 郡山市 490
朝日が丘小学校家庭教
育学級
「サークルちえのWa!」

自分を元気にする顔づくり、押し花アート、バス研修…二本松方面、食育
講座…放射能に負けない身体づくり、３Ｂ体操　等

104 E

県中 郡山市 491
郡山第七中学校家庭教
育学級

教育講演会、教養講座　等 78 E

県中 郡山市 492
平成２４年度大槻東地区
市民文化祭

作品展示会並びに技能発表会を通して、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、明るいまちづくりに寄与する（文化祭当日・・・10/20・21、芸能祭当

1,250 F

県中 郡山市 493
第４７回親善家庭バレー
ボール大槻地区大会

140 F

県中 郡山市 494
第２３回大槻東地区市民
大運動会

明るく住みよいまちづくり及び、地域住民の体力向上と健康増進を図り、
健全なレクリエ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（運動会当日・・・8/26）

700 F

県中 郡山市 495
平成２４年度大槻東地区
敬老会

319 I

県中 郡山市 496 新春顔合わせ
新春顔合わせを通して、新年を祝うとともに、大槻東地区市民の親睦を
深め、交流の輪を広げながら、地域住民の連帯の向上とまちづくり推進
に寄与する（顔合わせ当日・・・1/5）

137 I

県中 郡山市 497 歩け歩け運動 27 I

県中 郡山市 498
標語募集「防犯・防火・交
通安全」

あかるいまちづくり。テーマ「希望」 F

県中 郡山市 499
あさかのみなさんごきげ
んよう

震災後、沈んだ心と体の解放や新たなる仲間づくりと健康を求め、心豊
かに地域のふれあいの場を広めながら世代間交流を図る（包括支援セン
ターのしくみ、お茶をたしなむ、認知症とうつ、料理、ポーセラーツ　等）

154 I

県中 郡山市 500
高齢者対象事業
「生活レベルアップ講座」

生活に密着した内容について学習して自己を高め、暮らしにメリハリをつ
けて健康で生きがいある生活ができるよう、楽しみながら日常生活のレベ
ルアップを図る（館外学習、老後の話、収納、レクリエーションダンス、自
分らしい葬儀、テーブルコーディネートと紅茶）

147 I

県中 郡山市 501 楽しく科学を学ぼう！
利用頻度の少ない小学生を対象にすることで、公民館に親しみを持たせ
る。同時に科学の不思議・おもしろさに触れる。（ぶくぶく入浴剤、草木染
め、サイエンスフラワー）

36 C

県中 郡山市 502
分館出張事業（成田分
館）
ポーセラーツ講座

公民館事業の地域密着を図るため、各文化を会場として、地域の要望に
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
の幅を広げる
（マグカップづくり）参加者数：11名（男、女=0、11）講師：雲雀悦子

11 I

県中 郡山市 503
分館出張事業（日出山分
館）
子供俳句講座

公民館事業の地域密着を図るため、各文化を会場として、地域の要望に
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
の幅を広げる。7/17（５・６年生・92名）、7/18（３・４年生・99名）、7/19（１・
２年生・98名）講師：濱名伸子

I

県中 郡山市 504
分館出張事業（笹川分
館）
気功体操講座

公民館事業の地域密着を図るため、各文化を会場として、地域の要望に
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
の幅を広げる（準備運動としてのストレッチと気功体操の基本）講師：早田
千家子、参加者数：15名（男2、女13）

I

県中 郡山市 505 あさかっこ集まれ！ バドミントン、スーパーカロム、フロッカー、吹き矢 F

県中 郡山市 506
夏！いこう！みんなで公
民館！！

利用頻度の少ない小・中学生に施設を解放し、公民館に親しみを持たせ
る

2 C

県中 郡山市 507
少年教室
あさかの冒険隊

集団生活の中で自主性・協調性・創造性を養い心豊かな人間形成を図る
とともに少年団体活動のジュニアリーダーの育成を図る（座禅体験、宿泊
研修、ムシテック、スペースパーク、はんごうでご飯を炊く　等）

102 A

県中 郡山市 508
市民学校
「エコクラフト教室」

クラフトバッグ作りを通して作品を作る従事うｔ間を味わい、仲間作りと相
互の理解を深め生きがいを持てる生活を送れるようにする

68 I

県中 郡山市 509
安積第一小学校家庭教
育学級

講話、パワーストーン教室、バス研修、ボクササイズ、塩麹料理、クリスマ
ス寄せ植え、アンチエイジング、骨盤体操　等

172 E

県中 郡山市 510
安積中学校家庭教育学
級

進路について、視察研修・・・二本松方面・ＪＩＣＡ、物づくり　等 E

県中 郡山市 511
地域に根ざした充実事業
「牛庭水まつり伝承講座」

毎年地元の祭りに奉納されている踊りを次世代に継承し、伝承文化の振
興を図るとともに、子ども達が郷土愛に満ち溢れた心豊かな人間に成長
するように育成に努める。また地域おこしとして、地域の祭りや各種事業
に積極的に参加し、地域の連帯感の高揚を図る（牛庭地区の歴史等を学
ぶ、奉納踊りの練習・披露）

143 G

県中 郡山市 512 地熱発電・風力発電の旅
夏休み、親元を離れた体験活動を通して子どもたちの自主性を育む。ま
た、違う学校の友達と接することで子ども同士のコミュニケーションを図る

22 I

県中 郡山市 513
第４４回安積地区市民文
化祭

地区の各種団体・クラブ・保育所・幼稚園・学校・一般住民の参加協力を
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、相互
の親睦と文化の向上を図る（作品展・・・10/27・28、芸能発表会・・・

1,200 F

県中 郡山市 514
第４６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、家
庭バレーボールを通して地域相互の親睦を図り、健康で明るいまちづくり

150 F

県中 郡山市 515
安積地区冬季バレーボー
ル大会

各町内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、家庭
バレーボールを通して地域相互の親睦を図り、健康で明るいまちづくりに
資する。冬季バレー大会当日・・・2/24

46 F

県中 郡山市 516 成田地区三世代交流会
成田地区に居住する子ども達と高齢者の交流の場をとして、世代間の垣
根を越えて、お互いの理解を深める（一緒に工作をして交流する）

80 C,I

県中 郡山市 517
第３８回笹川地区球技大
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（ソフトボール、家庭バレー
ボール、ゲートボール）

150

県中 郡山市 518
荒井地区球技大会
ボーリング大会

荒井分館地域の地区住民が一堂に会し、地域相互の親睦と連帯感を深
め健康増進を図る

34 F

県中 郡山市 519 夏休み子ども映画会
夏休み期間中、地域青少年の健全育成と事故防止を呼び掛けると共に、
豊かな情操を育む。

405 C,I

県中 郡山市 520
第２８回
少年少女の主張発表会

小・中・高校生が家庭、学校、日常生活の中で気き、考えを大勢の方に理
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持
たせると共に、青少年の健全育成に対する一般の理解を深める。主張当

28 C,F

県中 郡山市 521 暮れのつどい

地域の子ども達にレクリエーションや世代間交流を通して、体験する事の
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の発展に寄与する（ニュースポーツの体験、昔遊
び、車輛見学　等）

200 C,I

県中 郡山市 522
安積地区明るいまちづくり
市民新年会

安積地区の各種団体、関係機関及び町民を対象に参加を呼びかけて、
新春をお祝いすると共に親睦を深め連帯意識の高揚を図ることを目的と

194 I

県中 郡山市 523
安積地区卓球・バドミント
ン大会

地域住民の冬の体力増進とレクリエーションを兼ね、卓球およびバドミン
トンの技術向上と相互の親睦をはかり健康で明るいまちづくりに資する。
大会当日・・・3/10

40 F

県中 郡山市 524
第３８回安積地区親善ソ
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
トボールを通して地域相互の親睦をはかり、健康で明るいまちづくりに資
する。大会当日・・・9/30

260 F

県中 郡山市 525 しばみや学級　そのⅠ 野菜ソムリエに学ぶ、整理術、クレイクラフト、ティーパーティー I
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県中 郡山市 526 しばみや学級　秋冬ver. バス研修（大内宿）、野菜ソムリエに学ぶ、フラワーアレンジ I

県中 郡山市 527 しばみや男塾　その１
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
（落語と歴史、脳トレ、料理、館外研修・・・陸上自衛隊、福島放送　等）

74 B

県中 郡山市 528 しばみや男塾　その２ 木工クラフト、料理教室、そば打ち B

県中 郡山市 529
レク事業
「絵てがみ体験」

絵手紙の楽しさを知り、生活に潤いを与える。また、地域の文化祭の一環
として行うことで、地域住民の交流を図る

34 I

県中 郡山市 530
キッズサークル　その１
「こどもの手料理」

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・視野を高める（簡単パン作り、キーマカレー）

33 C

県中 郡山市 531 にこにこ子育て広場
親子で遊ぶ、ビーズでネックレス、エアロビクス、かわいいのり巻きのお弁
当づくり、親子体操

C

県中 郡山市 532
キッズサークル
「小枝アート教室」

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・視野を高める（小枝を利用しマスコットをつく

9 C

県中 郡山市 533
キッズサークル
「ポーセラーツ」

ポーセラーツ C

県中 郡山市 534
キッズサークル
「親子ミニ門松づくり」

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・視野を高める（親子で協力しミニ門松を作る）

23 C

県中 郡山市 535
市民学校
「モチーフ編み講座」

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図り、孤
独を解消し、会員相互の親睦を図る（UVカットのストール、モチーフを使っ
たバック）

47 I

県中 郡山市 536
キッズサークル
「親子で恵方巻き」
「バレンタインお菓子づく

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・視野を高める（恵方巻き・・・1/26、バレンタイ
ンお菓子・・・2/9）

32 C

県中 郡山市 537
市民学校
「新島八重とその魅力」

学校で習った古典文学をもう一度読み、その作品のおもしろさや作者の
想いなどを深く鑑賞しながら楽しく学習する（講師：宗像真紀子）大河ドラ
マ「八重の桜」、八重とジャンヌダルク、明治に活躍した女性たち　等

I

県中 郡山市 538
のびのび柴宮公民館サ
マースクール・開放教室
「しばみやサマーキッズ」

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・視野を高める（自主学習、卓球、絵手紙、モ
ンゴルの自然と人々、みんなで楽しく歌う、ヒップホップ　等）

129 C

県中 郡山市 539
のびのび柴宮公民館サ
マースクール・開放教室
「わくわく科学工学」

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・視野を高める（万能かざぐるま、万華鏡、サイ
エンスフラワー、バス研修）

96 C

県中 郡山市 540
のびのび柴宮公民館サ
マースクール・開放教室
「わくわくバス研修」

消防署とふれあい科学館に行こう C

県中 郡山市 541
柴宮小学校家庭教育学
級

鑑賞教室、身だしなみ・メイクアップ塾、研修旅行・・・宝来屋、巻き寿司、
ヨガ、スクラップブッキング　等

E

県中 郡山市 542 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図り、地
域社会に貢献する（文化祭当日・・・10/20・21）

2,240 F

県中 郡山市 543
親子ハイキング・尾瀬
（青少年健全育成柴宮地
区協議会）

美しい自然に触れ、豊かな心を育み、自然保護の大切さを身につけると
共に、親子の触れ合いを深める

C,I

県中 郡山市 544
夏休み親子映画と花火の
夕べ

映画会、花火会 I

県中 郡山市 545
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（パ
レード当日・・・9/10）

I

県中 郡山市 546
少年少女の主張発表会
（青少年健全育成柴宮地
区協議会）

青少年の心を理解することが根底。発表会を通して、青少年に対する理
解を深め地域社会としてどう援助していけばよいかを相互に考える（発表
会当日・・・11/10）

F

県中 郡山市 547
餅つき大会
（青少年健全育成柴宮地
区協議会）

餅つきを通して、昔から伝わる行事を理解させることにより、希望を持っ
て正月を迎えようとする気持ちをもたせる（餅つき当日・・・12/1）

120 I

県中 郡山市 548 ドッチビー大会 スポーツを通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 F

県中 郡山市 549 しばみや夢農園
休耕田を利用して、地域住民の子どもから高齢者まで、田植えから収穫
までの体験を通して、住民の交流を図る。5/19田植え（参加者：33）、10/6
稲刈り（参加者25）、10/22稲返し（参加者：8）、10/27脱穀（参加者：12）

I

県中 郡山市 550 みなみ・まだまだ道場
一般教養を身に着け、今後の生活設計に役立つことを学び、心と体の健
康に気を配り豊かな心と豊かな生活を送ることを目的とする（館外学
習・・・会津方面、講和・・・青年後見制度、編み物、調理実習　等）

121 I

県中 郡山市 551 親子あいあい広場
子どもが遊べる場所を提供し、親子のふれあいを深めるとともに、同世代
の子を持つ母親たちの交流の場つくる（ベビーマッサージ、英語であそ
ぶ、食育講座、３Ｂ体操、絵本の読み聞かせ）

38 C

県中 郡山市 552
夏の子ども教室
（サマースクール含む）

昨年の震災以来家庭で過ごすことの多い子ども達のために、集団でのレ
クリエーション・公民館解放を通して友達との交流を図る

96 C

県中 郡山市 553 男の余暇時間
団塊世代がリタイアし、地域の生活に入りつつあるが、うまく溶け込むこと
ができないケースがあることから、居住している郡山に関心を持ち、地域
の人々とのコミュニケーションの形成を通して社会参画を目指す（郡山の

66 B

県中 郡山市 554 安積南パソコン教室
パソコン操作を学び、多様な情報の収集と発信を通して、豊かな人生の
形成と地域の発展に資するものとする（ＰＣの基礎・・・文字入力、文章入
力、文書作成、編集、印刷）

38 I

県中 郡山市 555
市民学校
「クラフトバッグ作り教室」

これからの生きがいづくりの発見や参加者同士の親睦を深めるきっかけ
づくりとする（講師：三瓶律子）

63 I

県中 郡山市 556 いのちと健康教室
高齢者自らが家族及び自己の健康管理を行うとともに必要な学習を行う
（肩こり腰痛予防、介護施設見学　等）

I

県中 郡山市 557 冬の子ども教室
冬の期間は子ども達は家に閉じこもりがちになっている。そのため、時期
に応じて、書初めや折り紙、運動等を織り交ぜながら各種行事を開催し、
伝統行事への理解や友達との交流、健康増進等を図る

88 C

県中 郡山市 558 つるし雛つくり教室
江戸時代より日本各地で伝承されてきた「つるし雛」を作成することによ
り、四季の移り変わり・伝統行事などを振り返り、日本の良さを再確認す

I

県中 郡山市 559 地域サポボラ塾
安積三小学習サポートボランティアの育成とサポート活動の充実を図る。
地域ボランティアの充実とボランティア同士のコミュニケーションを図る

G

県中 郡山市 560
安積第二小学校家庭教
育学級

防犯教室、ヨガ教室、そば打ち教室、料理教室 E

県中 郡山市 561
安積第三小学校家庭教
育学級

校長講話、カウンセリングについて、ヨガセラピー、ベトナム料理教室、食
育講座　等

52 E

県中 郡山市 562
安積第二中学校家庭教
育学級

ヨーガ・・・キレない母親づくり、安積三小合同・・・ベトナム料理、ＰＴＡ教育
講演会「漢字を深く知ろう」

E

県中 郡山市 563
第２７回安積南文化のつ
どい

日頃の公民館活動におけるクラブ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（文化のつどい当日・・・10/14）

F

県中 郡山市 564
さわやかチャレンジ学級
（前期）

幅広い年代に対応できる教養と健康増進を図るため、学習を通して仲間
作りと生きがいのある生活を送ることを目的とする（バス研修、味噌づく
り、タイ式ヨガ、風呂敷でエコラッピング　等）

130 I

県中 郡山市 565
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、教養や知識を身に付け、友達作りを通し
て、生き生きとした生活を送ることを目的とする（尿漏れの話、手作りマフ
ラー、手足のケアと冷え性、バス研修、お正月料理　等）

129 I



事業区分
連携・協
力の状況

県民ｶﾚｯ
ｼﾞ連携講

№ 事業名 事業概要 参加者数
事業の区分・連携等

方部 市町村名

県中 郡山市 566
青少年対象事業
「ヒップホップ」

明日を担う青少年の健全育成を図るために、主に永盛小学校の生徒を
対象とする（リズムに合わせて身体を動かし、運動不足やストレスに少し
でも対応。講師：関根幸子）

33 C

県中 郡山市 567
青少年対象事業
「ストラップ作り」

明日を担う青少年の健全育成を図るために、主に永盛小学校の生徒を
対象とする（スイーツのストラップづくりに挑戦。講師：大堀陽子）

45 C

県中 郡山市 568
青少年対象事業
「りょうり教室」

明日を担う青少年の健全育成を図るために、主に永盛小学校の生徒を
対象とする（炊き込みごはんでおにぎり、豆やさつまいものサラダでワン
プレートランチ。講師：橋本ヨシイ）

34 C

県中 郡山市 569
青少年対象事業
「ヒップホップその２」

明日を担う青少年の健全育成を図るために、主に永盛小学校の生徒を
対象とする（講師：関根幸子）

30 C

県中 郡山市 570
青少年対象事業
「料理教室」

明日を担う青少年の健全育成を図るために、主に永盛小学校の生徒を
対象とする（市販のロールケーキでデコレーションケーキ。講師：間庭妙

33 C

県中 郡山市 571
青少年対象事業
「レクリエーション
楽しい英語の学習」

明日を担う青少年の健全育成を図るために、主に永盛小学校の生徒を
対象とする（英語で挨拶と自己紹介の学習、ゲーム、言葉遊び講師：ガー
リースプライ）

20 C

県中 郡山市 572
レクリエーション事業
「ちぎり絵教室」

余暇を活用し、日常生活に潤いを持たせるために趣味や教養の向上・地
域とのコミュニケーションを図る（ちぎり絵で「カトレア」制作）

12 I

県中 郡山市 573
男性講座
「ちっと技あり」

同じ目的で学習することにより、情報交換をしながら知識の幅を広げ、親
睦を図る（プランター菜園、漬物床、フラ、バス研修・・・湖南方面、マカロ
ニリース、口笛コンサート、飾り巻き寿司　等）

54 B

県中 郡山市 574
市民学校
「いざという時の防災知

3.11福島で何が起きたか、災害に備える G

県中 郡山市 575
市民学校
「おとなのヒップホップ」

冬の運動不足解消のため、日常生活に取り入れることができる簡単な運
動をし、受講生同士の交流を図ることにより、心身ともに健康な生活を送
る（インストラクター：関根幸子）

32 I

県中 郡山市 576
市民学校
「いきいきはつらつ」

南京玉すだれ、ラウナ・フラ、体操、ギター鑑賞 I

県中 郡山市 577
市民学校
「ソフトテニス教室」

運動不足解消と健康づくりのために楽しみながら運動する。また受講生
同士が交流を図り心身共に健康な生活を送る。管区内のテニスコートを
有効活用する
（基本技術～ゲーム）

51 I

県中 郡山市 578
講演会
「新島八重の生涯と戊辰
戦争」

生活の中に潤いや教養を取り入れ、受講生同士のコミュニケーションを図
る。新島八重の人生の軌跡をたどることにより、会津の歴史を学ぶ

30 I

県中 郡山市 579
髙木満里子　口笛コン
サート

I

県中 郡山市 580 親子ふれあい教室
親子共にリフレッシュし、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（育児座談会、素敵な写真を撮る、ビーズストラップ作
り、ママフィットネス

133 C

県中 郡山市 581
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、和室等を開放し、勉強、読書など自由に活用してもらう

52 C

県中 郡山市 582
レク事業
「手作りで迎えるお正月
水引細工、神棚飾り」

余暇を活用し、日常生活に潤いを持たせるために趣味や教養の向上・地
域とのコミュニケーションを図る。講師：鈴木節子

7 I

県中 郡山市 583
レク事業
「手作りで迎えるお正月
蕎麦打ち体験」

余暇を活用し、日常生活に潤いを持たせるために趣味や教養の向上・地
域とのコミュニケーションを図る。講師：上野喜勝

13 I

県中 郡山市 584
レク事業
「民話を楽しむ会」

余暇を活用し、日常生活に潤いを持たせるため、趣味や教養の向上を図
り、地域とンコミュニケーションを図る。※チラシ（お知らせ）は公民館便り
2/1発行の裏面下部にあり。講師：品竹悦子

45 I

県中 郡山市 585
永盛小学校家庭教育学
級

カラーセラピー、ピラティス教室、フラフィットネス、クリスマスリース作り、
中華風おやき＆茶碗蒸し

60 E

県中 郡山市 586
第１４回　永盛地域文化
のつどい

地区民の日頃の研究・創作・練習の成果を発表し、地域住民の親睦を図
るとともに、文化の向上を目指す。また、住民の公民館活動に対する理
解を深める機会とする（作品展・・・9/29.30、芸能祭・・・9/30）

930 F

県中 郡山市 587
成人対象事業
「みほた学園」

男女問わず今後の生活設計に役立つことを学び、心豊かな生活を送ると
共に地域活動を推進するリーダーとしての自覚を促す（園芸講座、健康
講座、三世代交流、絵手紙講座、クレイクラフト、料理講座、バス研修・・・

149 I

県中 郡山市 588
成人対象事業
「男の出番DAY」

人生を楽しく充実して生きるためのノウハウを学び、地域や家庭での居場
所探しや仲間作りなど、これからの生活に役立つ知恵や情報を得る（料
理教室、マジック教室、講話。※参加者が少なかったため、講座内容変

21 B

県中 郡山市 589 わんぱく教室
集団生活を通して、交友関係を広め、自主性、協調性、創造性を養い、地
域活動を積極的に推進できるジュニアリーダーの育成を図る（デザート作
り、宿泊研修、ボランティア・・・文化祭手伝い、活動報告、三世代交流

C

県中 郡山市 590
市民学校
「親子で３Ｂ教室」

三就学前の子供たちに、運動場所を解放しつつ保護者の方にもリフレッ
シュしてもらい、親子の絆と地域の保護者の方のコミュニケーションを図
ることを目的とする。講師：国分真由美

69 I

県中 郡山市 591
市民学校
「ばぁちゃんの漬物教室」

心身ともに豊かな日常生活を送るために、さまざまな分野について楽しく
学びながら、知識や技術を習得するとともに、相互の親睦を深めることを
目的とする（3/6・・・白菜漬け、大根漬け、3/13・・・白菜漬けのアレンジ、
即席漬け。講師：佐藤貞子）

33 I

県中 郡山市 592
市民学校
「フラダンス教室」

講座を通じフラダンスの基本的な動きを習得しながら、心身の健康増進
に役立てると共に参加者相互の親睦を図る（講師：永田文子）

I

県中 郡山市 593
のびのび公民館サマース
クール

勉強、宿題、軽い運動 I

県中 郡山市 594

レクリエーション事業
「分館出前講座」
川田分館いきいき健康教
室
「元気な健康体操」

日頃公民館まで足を運べない高齢者への学習機会を提供するため、各
分館において出前講座を開設し、健康で生きがいのある生活を送れるよ
うに、心身の健康増進と地域住民の交流を図る（足のマッサージ、自彊
術。講師：半谷孝子）

27 I

県中 郡山市 595

レクリエーション事業
「分館出前講座」
下守屋分館いきいき健康
講座
「ストレッチ体操」

日頃公民館まで足を運べない高齢者への学習機会を提供するため、各
分館において出前講座を開設し、健康で生きがいのある生活を送れるよ
うに、心身の健康増進と地域住民の交流を図る（足のマッサージ、イスに
座って行う体操。講師：大越ひろみ）

26 I

県中 郡山市 596

レクリエーション事業
「分館出前講座」
富岡分館いきいき健康講
座
「疲れをとる気功」

日頃公民館まで足を運べない高齢者への学習機会を提供するため、各
分館において出前講座を開設し、健康で生きがいのある生活を送れるよ
うに、心身の健康増進と地域住民の交流を図る（肩こり、膝痛予防運動、
気功体操。講師：冨塚恵子）

22 I

県中 郡山市 597

レクリエーション事業
「分館出前講座」
芦ノ口分館いきいき健康
講座
「疲れをとるソフトヨガ」

日頃公民館まで足を運べない高齢者への学習機会を提供するため、各
分館において出前講座を開設し、健康で生きがいのある生活を送れるよ
うに、心身の健康増進と地域住民の交流を図る（足のマッサージ、全身の
ストレッチ体操、ヨガのポーズ。講師：安齋紀子）

10 I
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県中 郡山市 598

レクリエーション事業
「分館出前講座」
鍋山分館いきいき健康講
座
「疲れをとる気功」

日頃公民館まで足を運べない高齢者への学習機会を提供するため、各
分館において出前講座を開設し、健康で生きがいのある生活を送れるよ
うに、心身の健康増進と地域住民の交流を図る（肩こり、膝痛予防運動、
気功体操。講師：冨塚恵子）

9 I

県中 郡山市 599
世代間交流事業
「カンタン！お菓子づくり
教室」

高齢者と若い世代が一堂に会する場を設け、相互の理解や交流を深め、
より良い人間関係をつくる（チョコレートを使った簡単なお菓子づくり）講
師：横山洋子

16 C,G

県中 郡山市 600
世代間交流事業
「つるし雛作り」

女の子の健やかな成長を願ってつくる伝統工芸のつるしびなを習得する
とともに参加者相互の親睦を図る。講師：三瓶律子

C,G

県中 郡山市 601
ボランティア養成講座
ミホタ・グリーンサポー
ターズ募集

花や緑に興味のある一般成人を対象に、花作り・樹木等の育成管理を通
して、環境保全・地域づくり、更には住民の情操教育や生涯学習など、幅
広い意味合いを持ち、住民の多様な社会参加をサポートし、実践力を伴
う人材を育成するため、花や緑の正しい知識を身につけ地域の緑化ボラ
ンティアとして活躍するボランティアの養成を目的とする。（基礎知識・・・
講義、ガーデンレッスン・・・実習。講師：蛇石由美子）

22 G

県中 郡山市 602
穂積小学校家庭教育学
級

親子見学・体験活動、薬物乱用防止教室、染色体験、体力づくり　等 E
県中 郡山市 603

三和小学校家庭教育学
級

心肺蘇生法・AED講習会、給食試食会、薬物乱用防止教室　等 E

県中 郡山市 604
三穂田中学校家庭教育
学級

教育講演会「思春期の子どもへの親の関わり方」、基調講話、秋桜会　等 E

県中 郡山市 605
第４４回三穂田町市民文
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
の振興を図る（文化祭当日・・・11/4）

F

県中 郡山市 606
三穂田地区分館合同事
業

事業を通して地区住民相互の親睦と連帯を深め健康で明るい地域づくり
を推進する（文化祭当日・・・11/4）

F

県中 郡山市 607
高齢者学級
「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もって、
明るく住みよい地域をつくるための協調性と実践力を養う（館庭整備、わ
くわく教室、作品づくり、文化祭参加等）※運動会参加は中止

362 I

県中 郡山市 608
市民学校
「エコクラフト手芸教室」

生涯学習として、教養や趣味に興味を持ち、集団で学習し生きがいを見
出し親睦を深める（各家庭にある身近な材料を利用して作品を作る。講
師：吉井恵美子）

25 I

県中 郡山市 609 まゆ玉工芸講座
草木染めで染めたまゆ玉を使い、物作りの楽しさを見つけてもらうことに
より生活に潤いを与えることを目的とする

27 I

県中 郡山市 610 ビッグダディ逢瀬 絵手紙教室、チラシ寿司、庭木剪定 I

県中 郡山市 611 逢瀬美人教室
受講者同士の親睦を図り、仲間作りを進め、女性としての資質向上を図
る（料理、アロマセラピー、ビューティーレッスン、フォークダンス　等）

30 I

県中 郡山市 612
親子サン・ビー
「３B体操」

就学前の集団生活を体験し、保護者同士の交流を図る I

県中 郡山市 613
市民学校
「正月フラワーアレンジメ
ント講座」

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、受講者相互の理解を深める（生け花について
の講義、実技）

14 I

県中 郡山市 614
市民学校
「手芸教室」講座

講座を通して、受講生同士の仲間作りと相互の理解を深める（バッグ作
り）

I

県中 郡山市 615 親子で体験しよう
公民館になかなか来る機会の少ないまちの人達に文化祭において、体
験教室に参加することによって、公民館に親しみを持ってもらう（マジック
ショー、工作）

70 C

県中 郡山市 616
のびのび公民館サマース
クール
おうせっ子サマースクー

様々な体験の中、集団生活を通し仲間作りや知性を高める（英語であそ
ぶ、ポーセラーツ、ヒップホップ、カローリング、ドッチボール、ピザ作り）

106 C

県中 郡山市 617
おうせ少年教室
※募集したが中止

※募集したが中止（集団での仲間づくりや様々な体験活動をとおして、自
主性・協調性・創造性を養う）

A

県中 郡山市 618
多田野小学校家庭教育
学級

河内小・多田野小合同講演会、逢瀬中・多田野小合同研修旅行（福島方
面）、体操教室　等

126 E

県中 郡山市 619
河内小学校家庭教育学
級

高齢者疑似体験、三世代交流、鑑賞教室、親子ボウリング大会、親子ス
ケート教室、親子うどんづくり

191 E

県中 郡山市 620
逢瀬中学校家庭教育学
級

校長講話、研修旅行・・・福島方面、校内文化祭、教育講演会　等 E

県中 郡山市 621
第４５回逢瀬地区市民文
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（文化祭当
日・・・11/10・11）

627 F

県中 郡山市 622
第３６回逢瀬町春季球技
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。大会当日・・・

265 F

県中 郡山市 623
第３４回逢瀬町冬季バ
レーボール大会

地域住民の体力作りと、レクリエーションを兼ね社会体育振興会と地域相
互の親睦と交流を図り、明るいまちづくりを目的とする（大会当日・・・

30 F

県中 郡山市 624
第３４回　逢瀬町子ども球
技大会

逢瀬町内の子ども達が一堂に会し、仲間作りと体力増進を図り、健全レク
リエーションの普及発展に資する（ドッヂボール大会）

311 C,F

県中 郡山市 625
第３０回
「少年の主張」発表会

逢瀬地区内の小中学生に、ふるさと逢瀬町のことについて、日頃考えて
いることや希望など素直で自由な意見を作文を通して表現してもらい、青
少年健全育成活動を充実させる（主張発表当日・・・11/10）

200 F

県中 郡山市 626
世代間交流
「だんごならし」

「だんごならし」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、地域の伝統を学ぶ

C

県中 郡山市 627
フリーブローとミニボウリ
ング大会

F

県中 郡山市 628
レク事業
「ボウリング教室」

ボウリング教室を通して仲間づくりや冬季期間の運動不足を解消、体力
増進させ、参加者相互の親睦を図る。ボウリング大会当日・・・2/16

30 F

県中 郡山市 629 逢瀬地区健全育成標語
標語を通して、家族間のコミュニケーションを図り、素直で元気な明るい
子供を育てる

I

県中 郡山市 630
逢瀬地区明るいまちづくり
主催
新潟らん展研修旅行

新潟朱鷺メッセ「新潟世界の蘭展2013」 I

県中 郡山市 631 うねめの里たちばな学園
学級生相互の交流を図り、様々な分野について学び、有意義な時間を過
ごす
（まほろん出前講座、館外研修・・・大内宿、ハーモニカコンサート、ポーセ

95 I

県中 郡山市 632
ハーモニーコンサートinか
たひら２０１２

コンサートを通して世代間交流を図り、未来ある子どもを育てる（音楽物
語”風”、ハーモニカアンサンブルエコーズ）

55 I

県中 郡山市 633
寄せ植えコミュニケーショ
ン

講座を通して、地域住民の共通の話題づくりを目標に、地域全体が活性
化し、明るいみどり豊かなまちづくりをめざす

18 I

県中 郡山市 634
まごころプレゼント
母の日編

手作りの楽しさを知ると同時に家族への感謝の心を学ぶ機会を提供し、
青少年の健全育成に寄与する（きらきらリリアンストラップ制作）

9 C

県中 郡山市 635
まごころプレゼント
父の日編

手作りの楽しさを知ると同時に家族への感謝の心を学ぶ機会を提供し、
青少年の健全育成に寄与する（カエルのお守りマスコット）

12 C

県中 郡山市 636
まごころプレゼント
敬老の日編

「幻灯紙芝居」を鑑賞し、懐かしい頃を思い出し、子や孫へ語り継ぐ交流
の場とする

37 C

県中 郡山市 637
市民学校
「男のクッキング」

男性が料理を学ぶことにより、さらに生活の視野を広め、家庭生活に反
映っせる
（酒の肴、煮物、汁物、ちらし寿司　等。講師：橋本ヨシイ）

37 B

県中 郡山市 638
市民学校
「おもしろ体験教室」

冬の期間、子ども達が講座を通して運動不足の解消と元気に楽しく参加
し、仲間作りをする（ヒップホップ、ひな祭りお菓子、スクラップブッキング）

29 I

県中 郡山市 639
市民学校
「季節の押し絵講座」

押し絵の技術を体験することで興味や関心を喚起し、季節感あふれる作
品づくりを楽しむと同時に地域交流と仲間作りをする。講師：岩井美佐子

54 I
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県中 郡山市 640 片平げんきっず
集団活動を通して、自主性や協調性を培い友情を深め、さまざまな体験
により心身ともに健全な次世代のリーダーを養成し、仲間づくりを目的と
する（仲間づくり、合同研修、館外研修・・・会津方面、工作教室、お菓子

118 C

県中 郡山市 641 のびのびサマースクール 勉強、読書、工作、自由研究等 I

県中 郡山市 642
「ふれあい太鼓とどろき講
座」
フレッシュレディコース

日頃育児に追われているお母さんたちの視野を外に向け、ストレスを解
消すると共に友情を深め情報交換の場を提供する

53 G

県中 郡山市 643
「ふれあい太鼓とどろき講
座」
シニアコース

身体を動かす機会が少なくなっている高齢者の体力づくりと仲間づくりを
目的とする

78 G

県中 郡山市 644
片平小学校家庭教育学
級

救急救命法・AED講習、パステル画講習会、食育講座・給食試食会、フラ
ワーアレンジメント　等

E

県中 郡山市 645
片平中学校家庭教育学
級

研修旅行・・・ブリティッシュヒルズ、パステル画講習会、給食試食会、かご
作り　等

E

県中 郡山市 646
第４６回片平地区市民文
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（文化祭当日・・・11/1・2・3）

899 F

県中 郡山市 647
第１９回片平町親善イン
ディアカ大会

地域住民の親睦と体力増進をはかり、健康で明るいまちづくりを推進する
（インディアカ大会当日・・・2/3）

F

県中 郡山市 648
新春片平地区書初め大
会

新年を祝し、地域の子どもたちが心身共に健全で明るいまちづくりに寄与
することを願い、青少年の情操教育と精神の養成を図る

I

県中 郡山市 649
館外学習　げんきっずでＧ
Ｏ！

館外研修会を通して、会津の歴史にふれながら、仲間作りをする（会津藩
校日新館見学、絵付け体験、会津武家屋敷見学）

C

県中 郡山市 650
第１６回
少年少女球技大会「ドッ
ヂボール」

地域の子ども達の心身の健全と、スポーツを通して地域社会の一員であ
ることの自覚を促し体力の増進と協調・精神の養成を図り、明るいまちづ
くりに寄与する。大会当日・・・2/9

32 F

県中 郡山市 651
世代間交流事業「干支の
ちぎり絵・カレーライスで
交流会・ハーモニーコン

世代間で共通の話題で交流を図り、明るいまちづくりに寄与する C

県中 郡山市 652
片平地区明るいまちづくり
推進委員会「第４１回　花
いっぱいコンクール」

片平町の郷土を愛する市民意識の向上と明るいまちづくりを推進する 84 I

県中 郡山市 653 標語コンクール 片平町の郷土を愛する市民意識の向上と明るいまちづくりを推進する 116 F

県中 郡山市 654 第４８回郡山うねめまつり
第４８回うねめまつりに参加することにより、地域住民相互の親睦と交流
を図り、地域文化芸能の伝承に寄与する（参加当日・・・8/3・4）

278 I

県中 郡山市 655 明壽大学（高齢者学級）
高齢者が人生の豊富な経験・能力を地域活動に発揮する機会を持たせ、
学習者相互の親睦を図りながら学ぶ（伝統文化講座、健康講座、三世代
交流、創作講座、館外学習　等

185 I

県中 郡山市 656
サークルなでしこ（女性学
級）

女性自らの意識と能力を高め、力をつけること（エンパワーメント）を促進
し、教養の向上と地域連帯感の強化を図る（映画鑑賞会、アロマテラピー
講座、健康講座、世代間交流、料理講座　等）

163 I

県中 郡山市 657
子育て支援事業
第１回「わくわくクラブ」

木の枝で森のどうぶつを作る C

県中 郡山市 658
第２回「こどもの広場」
公民館に泊まろう！

休日を利用し、地域内小学生を対象に、日頃できない集団生活活動を通
して、創造性と協調性を養う

39 C

県中 郡山市 659 おかあさんの休憩室

育児から解放された自分だけの時間を持つことによって、育児の楽しさを
再発見してもらう。また、自分自身が満たされていることが子どｍの成長
においても良い影響を与えることを学ぶ（なんでもおはなし会、美容講
座、健康講座、創作講座、食育講座）

46 C

県中 郡山市 660 めざせスローライフ！
便利になった世の中で、昔から受け継がれてきた心のこもった和の文化
を学び、ゆとりある日常生活に役立てる（お香をたしなむ、実用書道、和
菓子づくり、絵手紙、そば打ち　等）

81 I

県中 郡山市 661
市民学校 ※募集→集ま
らず中止「リフレッシュつ
ぼマッサージ健康講座」

県中 郡山市 662
少年教室
「アタック少年隊」

子ども達の生きる力を育む。地域活動や社会参加活動を積極的に推進
できるジュニアリーダーの育成を図る。リーダー間同士の親睦を深めリー
ダーとしての自己啓発と資質向上を図る（宿泊訓練、館外学習・・・会津方
面、世代間交流、料理　等）

61 A

県中 郡山市 663
のびのび公民館サマース
クール

勉強　等 I

県中 郡山市 664
市民学校「いっかん張り
講座」

昔から日常生活に使われ、時代とともに改良され、受け継がれてきた先
人の技を体験し、物を大切にする心を養う（一閑張りのざるとかごを作る）
講師：菅野和子

50 I

県中 郡山市 665
喜久田小学校家庭教育
学級

親子登山、教育講演会、給食試食会、親子料理教室　等 159 E

県中 郡山市 666
上伊豆島小学校家庭教
育学級

救急救命講習、教育講演会 133 E

県中 郡山市 667
喜久田中学校家庭教育
学級

校長講話、子育ての悩み、高康説明会への参加　等 163 E

県中 郡山市 668
第４２回喜久田地区市民
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
化の向上と明るく住みよいまちづくりに寄与する（文化祭当日・・・10/27・

970 F

県中 郡山市 669
第４２回喜久田地区親善
球技大会

地域住民の体力とレクリエーションを兼ね、大会を通して地域相互の親睦
をはかり、健康で明るい地域づくりを目的とする
（ソフトボール、バレーボール）

300 F

県中 郡山市 670
第５６回喜久田地区町民
体育祭

町民体育祭を通して、地域住民相互の連帯感を深め、親睦と健康増進を
図り、明るくすみよいまちづくりに寄与する（体育祭当日・・・8/26）

1,000 F

県中 郡山市 671 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 40 F

県中 郡山市 672
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

G

県中 郡山市 673
早稲原地区異世代交流
会
「民話を楽しもう！」

地区住民の異世代間の交流を通して地区相互の親睦を図り、健康で明
るい地域づくりを目的とする（片平町に伝わる「うねめ伝説」、会津地方に
伝わる「手長足長」）講師：中西由美

35 C,I

県中 郡山市 674 堀内地区健康教室
地区住民の健康づくりと音楽療法セッションを通して、知久相互の親睦を
はかり、健康で明るい地域づくりを目的とする（音楽療法セッション茶話
会・・・歌、リズム遊び　等。講師：橋本恵津子）

21 I

県中 郡山市 675
市民学校
ライフプラン（人生のゴー
ルへ向けて）

身近な問題について学習し、活用できるよう知識を深める（上手な介護保
険・福祉施設の使い方、身体を動かす、遺言・相続、寺・葬儀・墓　等）

92 I

県中 郡山市 676
成人対象事業
「リフレッシュ学級」

趣味を広げ、物づくりを楽しみながら、心と体の場アンスのとれた健康的
な生活を送ることを目的とする（押し花、健康体操、アフタヌーンティーの
楽しみ方、館外学習、アロマテラピー　等）

141 I

県中 郡山市 677
青少年対象事業
「夏やすみだあ！！」

夏休みの居場所を提供するとともに、体験学習、創作活動を通して創作
性と子ども同士の交流を図る（工作、夏休みの宿題、感想文、バルーン

33 C

県中 郡山市 678
のびのび公民館サマース
クール

勉強、読書 14 C

県中 郡山市 679
市民学校
「パッチワークを楽しもう」

忙しい毎日に、ゆとりの時間、潤いのひと時を体感し、物づくりの楽しさを
見つけ出してもらう。手作りでバッグをつくる

95 I
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県中 郡山市 680
市民学校
「パソコン（初級）講座」

楽しく学び、知識や技術を習得し、参加者相互の親睦を深める
（基本操作、ビジネス文書の作成、表の作成、画像挿入　等）

90 I

県中 郡山市 681
市民学校
「男子厨房に入るべし」

いろいろな料理の知識と技能を身につけ、自立を図ると共に講座を通し
て地域の活性化を目指す（なべもの、汁物、パスタ　等。講師：橋本ヨシ

36 B

県中 郡山市 682
館外学習
「テレビ局＆みそ工場見
学」

身近にある施設を見学し、知識を深め、参加者相互の親睦を図る
福島中央テレビ、宝来屋

27 I

県中 郡山市 683
市民学校
「つぼマッサージ健康講

寒さやストレスから、硬くなった体を「つぼマッサージ」でほぐし、心身のリ
ラックスを図る（講師：平栗辰也）

50 I

県中 郡山市 684
グラス作り体験＆美術館
見学

グラス作り体験をしたり、美術館見学をしながら、心身のリフレッシュを図
る（四季の里・・・グラスの絵付け、片岡鶴太郎美術館）

15 I

県中 郡山市 685 日和田少年教室
様々な活動を通して、新たな自分の発見や、仲間づくりの楽しさを感じる
（ムシテック、野外宿泊研修・・・郡山自然の家、郡山の歴史、スポーツ活

A

県中 郡山市 686
３Ｂ体操教室（梅沢分館
市民学校）

梅沢地区住民の親睦を深めるとともに、健康増進を図る。講師：鴨原好枝 60 I

県中 郡山市 687
３Ｂ体操教室
（八丁目分館市民学校）

３Ｂ体操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（講師：増子八重子）

43 I

県中 郡山市 688
つぼマッサージ講座
（宮下分館市民学校）

心身のリフレッシュを図ると共に「つぼマッサージ講座」を通し、地域住民
の親睦を図る（講師：平栗辰也）

99 I

県中 郡山市 689
日和田小学校家庭教育
学級

鑑賞教室（音楽）、給食試食会、ポーセラーツ、雅楽鑑賞　等 65 E

県中 郡山市 690
高倉小学校家庭教育学
級

講話「食と健康」、救急救命法講習会、豆腐づくり、エアロビクス、ケータイ
安全教室　等

127 E

県中 郡山市 691
日和田中学校家庭教育
学級

文化祭バザー、教育講演会「人類初の挑戦はやぶさプロジェクト」　等 E

県中 郡山市 692
第６０回日和田町民文化
祭

地域住民の文化意識の向上を図り、市民文化活動の推進及びゆとりある
豊かな人間性を育てる（文化祭当日・・・10/27・28）

714 F

県中 郡山市 693
第５２回日和田町民体育
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

1,480 F

県中 郡山市 694 「才の神」どんと焼き
地域伝統行事である「才の神」を通して、住民の親睦と融和を図る
（白幡神社前）才の神当日・・・1/7

60 I

県中 郡山市 695
宮下分館事業
「才の神」

「才の神」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（宮下天満宮前）才の神当
日・・・1/8

66 I

県中 郡山市 696
久留米分館事業
「そば打ち体験」

高齢者と若い世代が一堂に会し、そば打ちを通して世代間の交流を図
り、より良い人間関係を作る

I

県中 郡山市 697
八丁目分館事業
「民謡教室」

民謡を通して、伝統文化の継承及び、地域住民の親睦と連帯感を深める
（グループ毎・個人練習の後、発表。講師：今川とき子）

27 I

県中 郡山市 698
高倉町内対抗家庭バレー
ボール大会

バレーボールを通し、地区住民の健康増進・明るい地域づくりに寄与する
と共に、一堂に会することにより地区住民の親睦をさらに深める

F

県中 郡山市 699
平成２４年度日和田町芸
能祭

日頃練習している芸能を一堂に会し発表する（芸能祭当日・・・11/25） 250 F

県中 郡山市 700 富久山学級
共同学習を通して意識と知識を高め、心身共に健康的な生活を送ること
ができる。また、明るい家庭や社会作りに役立てる（食の安全講座、館外
学習・・・福島方面、ウォーキング、フラワーアレンジメント　等）

178 I

県中 郡山市 701
高齢者対象事業
ふれあい学級

自らの生きがいのある生活を目指し、教養を高めて健康で豊かな生活を
するための興味作りを促進する（歴史講座、草木染め教室、館外研修・・・
大内宿、ストレッチ体操、世代間交流　等）

266 I

県中 郡山市 702
団塊世代対象事業
「おとな時間」

団塊の世代の仲間作りと地域デビューをし、地域・公民館事業などに協
力してくれる人材育成（懐かしのフォークソング、写真の撮り方、歴史探
訪・・・会津、ミニ門松づくり、調理実習・・・魚介類をさばく、ストレッチヨー
ガ、館外研修　等）

126 B

県中 郡山市 703 キッズスクール冬
体験活動を通しながら、作る楽しさや正月遊びとして親しまれている百人
一首を学び、青少年の興味づくりを促進する
（クリスマス・正月飾り作り、クリスマス料理、映画鑑賞、百人一首）

64 C

県中 郡山市 704
子育て支援事業
「いっしょにあそぼうよ」

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、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
（親子３Ｂ体操、食育講座、ネイル講座、物づくり講座　等）

116 C

県中 郡山市 705 富久山少年教室
集団生活を通じ交友関係を広め、自主性・創造性・協調性を育て、地域の
リーダーをして活躍できるように育成する（影絵鑑賞とクラフト作り、合同
研修…野外炊飯・キャンプファイヤー　等、お菓子づくり、天体観測　等）

83 A

県中 郡山市 706
のびのび公民館サマース
クール

富久山地区のこどもたちの夏休みの居場所提供と、運動不足の解消と共
にそれぞれの親睦を深める機会とする

329 C

県中 郡山市 707
市民学校
「エコクラフト講座」

生活の中に手作りのものを入れることによって生活に潤いを与える。受講
生同士の親睦をはかり、文化祭の出品作品とし、地域活動にも貢献する
（紙のひもを編んでおしゃれなかごを作る）

91 I

県中 郡山市 708
市民学校
「ヘルシーなお菓子を作り
ましょう！」

健康を考えて、ヘルシー志向に興味・関心を持つ方たちにお菓子づくりの
場を提供し、お菓子・パンを作りながら、改めて健康を考えなおす機会を
設け、参加者同士の親睦を図る（お菓子・パン作り）講師：唯野幸江

56 I

県中 郡山市 709
行健小学校家庭教育学
級

健康食育講座、スクールカウンセラー子育て講座、講話 30 E

県中 郡山市 710
行健第二小学校家庭教
育学級

カラーセラピー、研修旅行、自分を元気にする顔作り、バーン=ジョーンズ
展鑑賞、食育講座、気功　等

49 E

県中 郡山市 711
明健小学校家庭教育学
級

防災教育講座、給食試食会、研修旅行、パン作り教室、プリザーブドフラ
ワー教室　等

85 E

県中 郡山市 712
小泉小学校家庭教育学
級

心肺蘇生法講習、親子料理教室、陶芸教室　等 302 E

県中 郡山市 713
明健中学校家庭教育学
級

親子で子どもの生きる力を育む、奉仕の心を育てる、見聞を広める・・・美
しい日本語コンテスト、心のケア学習会　等

412 E

県中 郡山市 714
第６６回　富久山地区市
民文化祭

日頃の創作活動・研究及び練習の成果を発表・展示し地域住民の親睦を
図る（文化祭当日・・・11/2・3・4）

1,790 F

県中 郡山市 715 富久山地区市民体育祭
体育祭を通して、町内の老若男女が一堂に会し、地域相互の連携を深
め、健康で明るい町づくり運動を推進する（健康ビーチ、ペタンク、ドッジ
ボール、ソフト。当日・・・8/26）

480 F

県中 郡山市 716
第１１６回富久山町家庭
バレーボール大会

大会を通じて地域住民の体力作りと交流、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（１３チームリーグ戦）

156 F

県中 郡山市 717

富久山地区青少年健全
育成協議会
「夏休み　卓球・バドミント
ン教室」

富久山地区の講師を招いて子どもたちに人気があり気軽に楽しめる卓
球・バドミントン教室を開催することで、運動不足の解消と、親睦を深め
る。毎週日曜日にある個人利用日に楽しんでもらうきっかけとする

97 F

県中 郡山市 718
第２５回　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
町民体育祭を目指して力を集結し、団結すると共に健康で明るい街づくり
を目的とする（ソフトバレーボール、健康ビーチボール、ペタンク）

200 F

県中 郡山市 719
第３１回　八山田地区球
技大会

地域住民の体力作りと、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（ソフトボール、バレーボール、ゲートボール）

350 F

県中 郡山市 720
裏磐梯ふれあい親子ハイ
キング

初秋の一日を家庭と楽しく裏磐梯を歩き、自然に目を向けながら有意義
な半日を過ごす

45 C
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県中 郡山市 721
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て富久山町内４
校の小学生が日頃の鼓笛練習の成果を披露する（５月９日…明健小学
校、５月１７日…小泉小学校、５月２１日…行健第二小学校、５月２３日…
行健小学校）

505 I

県中 郡山市 722 夏期・冬期パトロール 夏休み、冬休み期間の児童・生徒の補導 80 I

県中 郡山市 723
第３２回　富久山町少年
の主張コンクール

富久山町内の子どもたちが「日頃考えていること」や「感じていること」を
自由に表現し、社会の一員としての自覚を高め、地域の方々に青少年の
見方・考え方に対する理解と関心を深めてもらう。主張当日・・・11/17

740 F

県中 郡山市 724 マドンナ学級
学習を通して、受講生同士の親睦を深め、健康で明るい家庭と地域づくり
のために知識と教養を身につける（館外学習・・・会津、手作りパン、食改
善料理、手びねり陶芸、おせち料理、生け花　等）

143 I

県中 郡山市 725
高齢者対象事業
「ゆうゆう学園」

健康で明るく、楽しく生きがいのある人生を送るために、知識を習得し教
養を高め学級相互の親睦を図る（フォークソングコンサート、日本茶、漢
字、お面、蕎麦打ち体験、館外学習　等）

195 I

県中 郡山市 726
ベビー・マミ講座
「ベビーマッサージ教室」

悩みや不安を軽減し、楽しい子育てができるよう、子どもの心身発達と接
し方を学び今後の子育てに活かせるようにする（生後２カ月～１歳未満。
ベビーマッサージ教室。お話とスキンシップ、子育て悩み相談、情報交

25 C

県中 郡山市 727
子育てママのリフレッシュ
講座

母親同士が交流を深めることで悩みや不安を解消し、育児の大切さや楽
しさを学ぶ（てづくりパン教室、食の安全、バルーンアート、親子体操　等）

46 C

県中 郡山市 728
団塊の世代の為の講座
「五十の手習い」

今まで知り得なかった数々の趣味の世界を経験し自分探しをする。地域
デビューを果たし新しい仲間づくりをする（陶芸教室、スポーツ吹き矢教
室、落語的歴史講座、そば打ち教室、料理教室　等）

96 B

県中 郡山市 729
ママのための食育講座
「行徳美食倶楽部」

食の知識を得て、実習することで、食に対する意識の向上を図る（パン作
り、思春期の子供の食事、食の知識　等）

55 I

県中 郡山市 730
市民学校
「健康体操教室」

健康づくりと地域住民相互の親睦を図る（エアロビクス。講師：西山由紀） 69 I

県中 郡山市 731
のびのび公民館サマース
クール

読書感想文の書き方を習おう！、卓球にチャレンジ、おたのしみ映画鑑
賞会、料理にチャレンジ

49 I

県中 郡山市 732
青少年対象事業
「チャレンジ教室」

サマースクールの中で行う。夏休みの居場所づくりを目的とした事業。卓
球や料理を地域のクラブの方々に教えてもらい、他学年との交流を図る
（卓球、料理教室・・・ピザ）料理講師：間庭妙子

26 C

県中 郡山市 733
青少年対象事業
「チャレンジ教室」

子ども達に公民館に足を運んでもらう人員確保のための事業。季節の行
事を体験する。学校で開催しなくなった書初めを地域で行う。地域の方々
を巻き込み、世代間交流を図る。クリスマスケーキをつくる。（餅つき・鏡
餅作り・・・12/15、クリスマスケーキづくり・・・12/22、書初め・・・12/26）

73 C

県中 郡山市 734

青少年対象事業
「チャレンジ教室」
スポーツ吹き矢・オセロ教
室

冬場の身体と頭の体操を目的とした事業。今年初めて実施する吹き矢の
体験と、アンケートにてもっとも希望の多かったオセロ大会を実施する（吹
き矢大会・・・2/23、オセロ教室・・・3/2）

46 C

県中 郡山市 735
青少年対象館外学習
夏休みだよ！会津へ
GO！

保護者と離れ、家庭では出来ない絵つけ体験や、見学を通じ公共の場で
のルールを学ぶ。（あかべこの絵付け体験、鶴ヶ城、会津レクレーション
公園　等）

38 C

県中 郡山市 736
ふれあい学級
（行徳小学校家庭教育学
級）

校長講話「家庭教育学級とは」、館外学習・・・デコ屋敷・ハーブガーデン、
行徳公民館との合同事業「思春期の子どもの食事」　等

41 E

県中 郡山市 737
行健中学校家庭教育学
級

進路学習会、カラーコーディネート講習、カウンセリング講習　等 E

県中 郡山市 738 第３０回行徳地区文化祭
地域住民が日頃の文化活動の成果を一般に公開し、相互に鑑賞し合うと
ともに、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よい
地域づくりを推進する

530 F

県中 郡山市 739
平成２４年行徳地区春季
スポーツ大会

地区住民が一同に会し、スポーツ大会を通じて相互の親睦と融和を図
り、明るい住みよい地域づくりを推進する（大会当日・・・6/3）

270 F

県中 郡山市 740 第１０回行徳地区芸能祭
地域住民と公民館の各クラブが一同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（芸能祭当日・・・11/25）

200 F

県中 郡山市 741
平成２５年行徳地区新年
の集い

地域住民の新年会と行徳善行賞の表彰式を行う（新年の集い当日・・・
1/12）

128 I

県中 郡山市 742
第２１回行徳夏フェスタ盆
踊り大会

２１世紀を担う子ども達と地域住民が共感できるようなイベントをとおし
て、子ども達の思い出づくりと人材発掘や地域の活性化を図るとともに、
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（夏フェスタ当

500 I

県中 郡山市 743
青少年対象事業
「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々の協力を得て、学社連
携を図りながら地域で子育てをし、見守りの輪を広げる（手作りこまで遊
ぶ、本に親しむ、抹茶体験、だんごさし体験　等）

332 C,G

県中 郡山市 744
子育てサロン
「おかあさんのほっとるー
む」

子育て中のお母さんやそれを手伝うおばあちゃんにゆとりとほっとな時
間、ママ友を作る場を提供し、子育ては楽しいを実感できるよう地域で応
援する（絵本講話・読み聞かせ、健康体操・親子体操、食育講話とおやつ

103 C

県中 郡山市 745
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らしさも学び、後世へと継承する（張子（蛇）の絵付
け、クリスマス絵皿づくり、エコクラフト、和紙ちぎり絵、ミニ門松づくり　等）

74 I

県中 郡山市 746 桧原湖畔ハイキング
地区民の健康増進と参加者相互の親睦を深め、連帯感の高揚を図る（桧
原湖畔探勝路、裏磐梯サイトステーション、裏磐梯ビジターセンター）

I

県中 郡山市 747 本の読み聞かせ講座 絵本の素晴らしさを知り、読み聞かせの技術とコツを学ぶ 14 I

県中 郡山市 748
女性対象学級
「きらり！ウーマン」

趣味などの分野にチャレンジするだけでなくはなく、教養や知識を身につ
けることで潤いのある豊かな生活を送ることを目的とする（料理講座、浴
衣の着付け、簡単体操、編み物講座、バス研修旅行　等）

95 I

県中 郡山市 749
市民学校
やさしい手話講座

楽しく手話を体験して、様々な人との交流の輪を広げる。手話の基本を学
び、聴覚障害者や福祉に理解を深める。初めて手話を学ぶ方対象

19 I

県中 郡山市 750
高齢者対象事業
「明和学級」

仲間作りの機会を提供し、高齢者の閉じこもりを防止する。また、人生の
豊富な経験能力を地域活動に発揮する場をつくる

138 I

県中 郡山市 751
団塊の世代対象事業
「きねづか学級」

団塊の世代を中心に積極的に公民館事業に参加してもらい、参加者の
交流・親睦を深める。仲間作りや集うことの喜びを感じる中で知性・教養
を高める。さらに習得した豊富な知識、教養を地区の発展・人脈づくりに
寄与するなど地域参画のきっかけをつくる。害虫の生態と対処法、盆栽
寄せ植え、館外研修（女性学級と合同）・・・科学館・ランチ・文学の森・２１
世紀公園、ツボマッサージ、クリスマス料理・パーティ、気功体操

62 I

県中 郡山市 752 健康教室
冬期間の運動不足を解消するとともに、地域住民相互の親睦を深める
（骨盤体操、社交ダンス）

I

県中 郡山市 753
赤津分館事業
「赤津盆踊りと太鼓のたた
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
める講師：小山正一、石田昇。

20 I

県中 郡山市 754
レク事業　館外研修
「会津ころり三観音巡り」

湖南町と信仰の関わりの深い会津を訪れ、現地に足を運び、見学するこ
とで歴史に関心を持ち、郷土愛を育むことを目的とする（三観音・・・鳥追
観音・立木観音・中田観音めぐり）

30 I

県中 郡山市 755
月形分館事業
「そばを楽しむ会」

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

13 I

県中 郡山市 756
福良分館事業
「手打ちうどん作り教室」

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

13 I

県中 郡山市 757
三代分館事業
「うどん打ち体験教室」

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
めることを目的とする（講師：長谷川トキ）

25 I
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県中 郡山市 758
中野分館事業
「寒仕込み味噌づくり」

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。講師：桑名佐奈恵

17 I

県中 郡山市 759 少年（わんぱく）教室

様々な活動を通し、子ども達の生きる力を育み、自ら考えて行動する力を
持った地域社会のリーダーとして、地域活動を積極的に推進できるジュニ
アリーダーの育成を図る（写経体験、精進料理、湖南町探検、ブラジル料
理、宿泊研修、ブリティッシュヒルズ　等）

A

県中 郡山市 760
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べく、公民館
の和室等を解放し、勉強・読書などに自由に活用してもらう

31 C

県中 郡山市 761
レッツ！茶道入門～お茶
を楽しみましょう～

日本の伝統文化の一つである茶道を初心から学び、気軽にお茶に親し
み、地域住民の交流と親睦を図る。講師：半澤晃子

54 I

県中 郡山市 762
湖南小中学校家庭教育
学級

救急蘇生法、AED、音楽鑑賞、バス研修　等 E

県中 郡山市 763 第５８回湖南町文化祭
作品展示を通して、作品鑑賞と創作意欲を高め、親睦を深める（文化祭
当日・・・11/3・4）

800 F

県中 郡山市 764
第３７回　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（ソフト
ボール・・・男子、家庭バレーボール・・・女子、大会当日・・・7/1）

200 F

県中 郡山市 765
第４４回　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 750 F

県中 郡山市 766
湖南地区新春バレーボー
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。バレー大会
当日・・・2/10

23 F

県中 郡山市 767 赤津地区球技大会
赤津地区民の健康と体力増進、更には地区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資する（ソフトボール、家庭バレーボー
ル、大会当日・・・6/17）

50 F

県中 郡山市 768
福良地区区長杯球技大
会

福良地区民の健康と体力増進、更には地区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資する（雨のため男女共にバレーボー
ル、大会当日・・・6/17）

290 F

県中 郡山市 769 三代地区球技大会
三代地区民の健康と体力増進、更には地区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資する（雨のため男女共にバレーボー
ル、大会当日・・・6/17）

73 F

県中 郡山市 770
中野地区区長杯球技大
会

中野地区民の健康と体力増進、更には地区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資する（男女混成バレーボール、大会
当日・・・6/17）

60 F

県中 郡山市 771
第４１回　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（参加団体数・・・１８団体）

I

県中 郡山市 772
月形分館事業「赤津盆踊
りと太鼓のたたき方」

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（赤津盆踊りの踊り方、太鼓のたたき方）

20 I

県中 郡山市 773 危険箇所点検 湖南町全体の危険箇所を把握し、地域ぐるみで事故防止を図る 22 I

県中 郡山市 774
EMボカシ（生ゴミ用）作り
方講習会

住民ひとりひとりが家庭から出る生ゴミに関心を持ち、ゴミの減量化に努
める。生ゴミ処理を目的に、ＥＭ活性液と米ぬかを利用してＥＭボカシ作
りの勉強会をする

6 I

県中 郡山市 775
ぐるっと湖南めぐり（中２
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・民話の地を訪ね
学ぶことで、ふるさとを見直し郷土愛を育む（太閤の道、板碑、長福治、小
椋神社　等。ぐるっと当日・・・8/23）

30 C,G

県中 郡山市 776 少年の主張発表大会
少年の主張を通し、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。主張当日・・・11/3

60 F

県中 郡山市 777
ぐるっと湖南めぐり（小５
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（中地大仏、五輪塚、座頭ころばし、陰津嶋神社、千十観音
等。ぐるっと当日・・・8/20）

C,G

県中 郡山市 778
女性学級
「あすなろ」

暮らしの中で自分たちに出来ることを学び・考え・実践する。地域住民の
交流の場を提供し、地域の親睦を促進する（館外学習・・・福島方面、調
理実習、健康体操　等）

102 I

県中 郡山市 779
市民学校
「女性のためのときめき体
操教室」

地域住民が集い、運動不足に陥りがちな冬期に室内で身体を動かし、心
身の健康を図る（講師：西山由紀）

91 I

県中 郡山市 780
市民学校
「健康水中ウォーキング
講座」

メタボリックシンドローム等健康に関する諸問題の基礎知識・運動に関し
ての基本的な学習をし、生活習慣を改善する。（水中ウォーキング、筋力
アップ＆ストレッチ）

124 I

県中 郡山市 781
玉川分館市民学校
「ハワイアンフラダンス」

成人を対象に、心身共に健康で豊かな生活をするために、参加者同士の
交流を深め、ゆったりとした楽しい時間作りの場となるよう支援する

77 I

県中 郡山市 782
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
和室・教室等を解放し、勉強・読書などに自由に活用してもらう。

14 C

県中 郡山市 783
レクリエーション事業
「あたみ・お達者会」（熱海
分館）

希薄になりがちな地域社会において、地域のつながりを再確認し、また生
きがいのある豊かな人生を送るために仲間作りや心身の健康維持に対
応できる知識を学習する（運動と健康の話）

I

県中 郡山市 784
レクリエーション事業
「あたみ・お達者会」（玉川
分館）

希薄になりがちな地域社会において、地域のつながりを再確認し、また生
きがいのある豊かな人生を送るために仲間作りや心身の健康維持に対
応できる知識を学習する（運動と健康の話）

I

県中 郡山市 785
レクリエーション事業
「あたみ・お達者会」（高玉
分館）

希薄になりがちな地域社会において、地域のつながりを再確認し、また生
きがいのある豊かな人生を送るために仲間作りや心身の健康維持に対
応できる知識を学習する（運動と健康の話）

I

県中 郡山市 786
レクリエーション事業
「あたみ・お達者会」（石筵
集会所）

希薄になりがちな地域社会において、地域のつながりを再確認し、また生
きがいのある豊かな人生を送るために仲間作りや心身の健康維持に対
応できる知識を学習する（運動と健康の話）

I

県中 郡山市 787
レクリエーション事業
「あたみ・お達者会」（上伊
豆島集会場）

希薄になりがちな地域社会において、地域のつながりを再確認し、また生
きがいのある豊かな人生を送るために仲間作りや心身の健康維持に対
応できる知識を学習する（運動と健康の話）

I

県中 郡山市 788
レクリエーション事業
「あたみ・お達者会」（中山
分館）

希薄になりがちな地域社会において、地域のつながりを再確認し、また生
きがいのある豊かな人生を送るために仲間作りや心身の健康維持に対
応できる知識を学習する（運動と健康の話）

I

県中 郡山市 789
レクリエーション事業
「あたみ・お達者会」（安子
島分館）

希薄になりがちな地域社会において、地域のつながりを再確認し、また生
きがいのある豊かな人生を送るために仲間作りや心身の健康維持に対
応できる知識を学習する（運動と健康の話）

I

県中 郡山市 790
分館出前講座
「三瓶ミヤ子先生の元気
が出る！お話会」

地域住民がつどい、講和を聞くとともに、お互いに話し合い、笑いあうこと
で住民一人一人の元気ややる気を喚起する。また、住民同士の親睦をは
かり、地域力を向上させる。中山分館（11/13）、高玉分館（11/27）、熱海
公民館（12/4）

82 I

県中 郡山市 791 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、併
せて子どもの健全育成に寄与する

49 C,G

県中 郡山市 792
青少年事業
「熱海わらしこ寺子屋塾」

地域活動の楽しさを知ってもらい、今後の子どもの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、地域の教育力向上を目指す（ヒップホップダンス、カレーを
作ろう、豆だるまを作ろう、バス研修・・・自衛隊、サンドイッチを作ろう）

222 C

県中 郡山市 793
熱海小学校家庭教育学
級

E

県中 郡山市 794
安子島小学校家庭教育
学級

E

県中 郡山市 795
熱海中学校家庭教育学
級

E
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県中 郡山市 796
平成２４年度熱海地区市
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
涯学習の高揚を図り明るく活力に満ちた町づくりを推進する（作品展、花
いっぱい表彰、少年主張、音楽祭、将棋大会・・・10/27、作品展・芸能

950 F

県中 郡山市 797
平成２４年度青少年健全
育成補導活動

夏休み夜間補導活動を通して、児童・生徒の健全育成を図る 107 I

県中 郡山市 798
青少年健全育成夏休み
清掃活動

熱海地区内の小学生を子ども会単位に集め、公園等の身近な施設を清
掃すると共に健全な青少年の育成を図る（清掃日・・・7/30）

224 I

県中 郡山市 799
第５９回熱海地区市民体
育祭

熱海地区民が一堂に会し、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（大会当日・・・8/26）

200 F

県中 郡山市 800
石莚分館
「石筵分館フットサル大
会」

各事業を通して、体力の向上を図るとともに、親睦を深め、健康的な身体
と住みよいまちづくり・家庭づくりを推進する（フットサル大会を通して、地
域住民の交流と健康増進を図る）フットサル大会当日・・・11/25

30 F

県中 郡山市 801
中山分館
「中山・竹ノ内地区ゲート
ボール大会」

各事業を通して、体力の向上を図るとともに、親睦を深め、健康的な身体
と住みよいまちづくり・家庭づくりを推進する（ゲートボール大会を通して、
地域住民の交流と健康増進を図る）ゲートボール大会当日・・・11/4

23 F

県中 郡山市 802
高玉分館
「親善ボーリング大会」

各事業を通して、体力の向上を図るとともに、親睦を深め、健康的な身体
と住みよいまちづくり・家庭づくりを推進する（ボウリング大会を通して、冬
期間の運動不足解消と世代間交流を図る）ボウリング大会当日・・・2/17

32 F

県中 郡山市 803
上伊豆島分館
「親善バレーボール大会」

各事業を通して、体力の向上を図るとともに、親睦を深め、健康的な身体
と住みよいまちづくり・家庭づくりを推進する（バレーボール大会を通し
て、地域住民の交流と健康増進を図る）バレーボール大会当日・・・11/25

42 F

県中 郡山市 804
安子島分館
「親子そば打ち講座」

各事業を通して、体力の向上を図るとともに、親睦を深め、健康的な身体
と住みよいまちづくり・家庭づくりを推進する（地域の親睦と知識、技術の
向上を図る）そば打ち講座当日・・・12/23

9 F

県中 郡山市 805
安子島分館
「第１０回区長杯ボーリン
グ大会」

各事業を通して、体力の向上を図るとともに、親睦を深め、健康的な身体
と住みよいまちづくり・家庭づくりを推進する（各地域住民の親睦を図り、
よりよい地域づくりに努める）ボーリング当日・・・1/20

33 F

県中 郡山市 806
熱海分館
「ミニテニス大会」

各事業を通して、体力の向上を図るとともに、親睦を深め、健康的な身体
と住みよいまちづくり・家庭づくりを推進する（ミニテニス大会を通して、地
域住民の交流と健康増進を図る）ミニテニス大会当日・・・3/24

30 F

県中 郡山市 807
玉川分館
「ターゲットバードゴルフ
大会」

各事業を通して、体力の向上を図るとともに、親睦を深め、健康的な身体
と住みよいまちづくり・家庭づくりを推進する（ターゲットバードゴルフ大会
を通して、地域住民の交流と健康増進を図る）ターゲットバードゴルフ大
会当日・・・10/21

10 F

県中 郡山市 808
熱海方部老人クラブ連合
会ゲートボール大会

競技を通し、支部相互の親睦と連帯感を深め、健康で明るい地域社会の
建設に寄与する（打ち始め大会・・・6/13.11/10

84 F

県中 郡山市 809
第２６回熱海地区少年の
主張大会

青少年が日頃の考えを広く社会に訴えるとともに、同世代の青少年に社
会の一員としての自覚を促す。青少年育成に対する地域住民への理解と
協力を深める（主張大会・・・10/27）

250 F

県中 郡山市 810
第３４回熱海地区市民音
楽祭

熱海地区内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、町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（音楽祭当

250 F

県中 郡山市 811
平成２５年新春書初め大
会

書道を通じて集中力や作法を身につける 25 I

県中 郡山市 812
平成２４年度熱海地区三
世代交流会
「だんごさし」

子ども達とのふれあいを通じ、思いやりのある優しい心、住んでいる地域
を大切に思う心を育て、住民参加による地域づくりの推進を図る（交流会
当日・・・1/12）

120 C

県中 郡山市 813
第４６回熱海地区分館対
抗新春家庭バレーボール
大会

体力作りと地区住民の親睦を図り、明るいまちづくりに寄与する.バレー
ボール大会当日・・・2/10

25 F

県中 郡山市 814
田村寿大学（高齢者学
級）

高齢者の社会能力を高め、積極的な生きがいを求める学習で、健康を保
ち、地域の方々と親睦を深める（暑中見舞い作成、郡山の歴史再発見、
木工クラフト、皮工芸、自彊術　等　）

180 I

県中 郡山市 815 さわやか女性学級
女性として自らの意識と能力を高め、教養の向上と地域連帯を図る（いき
いき素顔メイク術、健康教室、館外研修・・・会津方面、ポーセリングアー
ト、ちぎり絵　等）

190 I

県中 郡山市 816 たむら元気塾（冬季）講座
冬場の土曜日の午後に開催することで、新規受講者を取り込み公民館を
知ってもらい新しい仲間づくりをする（おいしいコーヒーの入れ方、卓球教
室、つる編み教室、そば打ち、館外学習・・・市議会傍聴、市内施設見学

129 I

県中 郡山市 817
御代田分館出前講座
イキイキ貯筋運動
（健康教室）

楽しみながら学び、知識を広め、実践を生かして技術の向上を図り、共に
学び仲間づくりと親睦を図る

145 I

県中 郡山市 818
谷田川分館　出前講座
「しめ縄づくり」教室

手作りのしめ縄で新年を迎える準備をするとともに、地域の仲間作り・親
睦を深める

12 I

県中 郡山市 819
ボランティア養成講座
「田村歴史人」

田村町の史跡・歴史を学習しながら、自らも案内人となり田村町を案内す
るガイドとして活躍することを目的とする。（講話、館外学習・・・田村町の
史跡めぐり・湖南の史跡見学　等）

182 G

県中 郡山市 820
田母神分館出前講座
「ストレッチ体操教室」

寒い季節の体力作りと、ストレス解消で健康な体づくりで、受講者同士の
親睦を図る（講師：大河原里美）

63 I

県中 郡山市 821
田村公民館サマースクー
ル

勉強・読書 17 C

県中 郡山市 822
守山小学校家庭教育学
級

子育て講座、絵手紙教室、整体教室、柔道教室、アロマ教室、フラダンス
教室、そば打ち教室　等

E

県中 郡山市 823
谷田川小学校家庭教育
学級

心肺蘇生法、講演会「放射線理解講座」 144 E

県中 郡山市 824
御代田小学校家庭教育
学級

給食試食会、ミニ運動会、救急救命法講習会、クッキング、体操、皿の絵
付け体験　等

E

県中 郡山市 825
守山中学校家庭教育学
級

E

県中 郡山市 826
少年教室
たむら探検隊

ジュニアリーダー養成のため、集団での仲間作りや体験学習を通じて、
交友関係を深める。自主性・協調性・創造性を養い、地域活動を積極的
に推進できる少年指導者の育成を図る（レク、仲間作り、宿泊研修・・・郡
山自然の家、バルーンアート等工作、料理教室　等）

24 A

県中 郡山市 827
第４６回田村地区市民文
化祭・芸能祭

「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、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、地区民同心親睦を深め、明るい家庭・住みよいまちづくりに寄
与する
（作品展当日・・・10/27・28

193 F

県中 郡山市 828 第４０回田村町体育祭
田村町民が一堂に会し、祭典を通して親睦と連帯を深め、健康で明るい
家庭づくり、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（体育祭当日・・・10/7）

3,000 F

県中 郡山市 829
（第１９回）田母神　一盃
山登山大会

体力つくりとレクリエーションを兼ね、郷土の自然を愛する心を養い、健全
な子どもの育成と交流を図り、郡山の観光のひとつとして周知を図る

200 F

県中 郡山市 830
谷田川地区民バレーボー
ル大会

地区住民相互の親睦と連帯意識の高揚を図り、豊かで住みよいふるさと
を築く（バレー大会当日・・・2/3）

200 F

県中 郡山市 831
西部地区親善ボウリング
大会

体力の維持向上、西部地区住民の親睦を深める 104 F

県中 郡山市 832
第４０回　宇津峰登山大
会

市民の体力作りとレクリエーションを兼ね、市民意識と連帯感を深めると
ともに、郷土の自然を愛する心を養い、健全な青少年の育成と親善交流
を図る（登山当日・・・4/29）

290 F
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県中 郡山市 833
第３６回　田村町子ども親
善球技大会

田村地区内小学校単位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（男子：キックベース、女子：ドッジボール、大会当

200 C,F

県中 郡山市 834
田村地区少年少女の主
張大会

青少年健全育成を図るため、研究討議を行い、地域ぐるみの活動の伸長
を図る

37 C,F

県中 郡山市 835
田村地区市民新年交歓
会

田村地区明るいまちづくり運動の推進を図る I

県中 郡山市 836 高瀬スマイル塾
毎日を楽しく元気に前向きに、地域の絆を深め支えあう力の向上を図る
（講話、AEDの使い方・心肺蘇生法、パステルアートに挑戦、苔玉つくり

236 I

県中 郡山市 837 「高瀬男塾」パートⅣ

生涯学習の一環として、今まで何気なくしていたことをもう一度見直しても
らい、地域の人たちと親睦を図りながら楽しさを味わい、豊かな生活を送
るために役立てることを目的とする（講話、スポーツ吹き矢体験、陶芸教
室、蕎麦打ち体験、コーヒーの美味しい淹れ方　等）

69 B

県中 郡山市 838 「介護講座」パートⅡ
介護の知識・技術・心構えを学ぶことにより、介護に直面したとき上手く活
用し、精神的ゆとりのある介護ができることを目指す（認知症と家族の対
処法、表情筋体操、脳トレ・調理法、高齢者介護について　等）

111 I

県中 郡山市 839
市民学校
「着物リフォーム」

生涯教育の一環として楽しみながら、日常生活の上で知っておきたい知
識・教養を身に着け、暮らしに潤いを与え自己のステップアップにつなげ
る（二部式着物の制作）

52 I

県中 郡山市 840
市民学校
「デジタルカメラ教室」

生活の中で役立つ知識・技術を学び、楽しく心豊かな日々を送るための
講座と受講生同士の交流を図る（基本を学ぶ、実践、良い写真の選び
方、写真の整理・保存の仕方　等）

53 I

県中 郡山市 841
青少年対象事業
「チャレンジ教室」

活動の企画・運営を通して仲間をつくり、地域住民と交流し、子ども達の
自主性・社会性を育み心身の健全育成を目指すと共に、家族とのコミュニ
ケーションを図る（人形劇、科学実験、施設見学・・・自衛隊・消防署、お菓
子づくり、書初め　等）

209 C

県中 郡山市 842
地域おこし講座
「高瀬いいとこみつけ隊」

高瀬の歴史を学び、先人の知恵と苦労を知り、これからの地域の発展と
文化の継承に寄与し、受講生が核となり地域とのコミュニケーションを図
り、若い世代に伝承する（大安場古墳、高瀬の城跡、ウォークラリー、高
瀬名所めぐり　等）

175 G

県中 郡山市 843
青少年対象事業
「かんたん工作教室」

福島第一原発事故の影響で、自由に外で遊べない小学生児童を対象
に、夏休み期間中、公民館の会議室、和室等を解放し、勉強・読書など自
由に活用してもらう（工作宿題として小枝アート）講師：熊田薫

10 C

県中 郡山市 844
のびのび公民館サマース
クール

原発事故の影響で、夏休み外で遊べない小学生を対象に、公民館を解
放し、勉強・読書等に利用してもらう

15 C

県中 郡山市 845
高瀬小学校家庭教育学
級

勾玉づくり、ケーキづくり、貼絵教室、ピラティス　等 186 E

県中 郡山市 846
高瀬中学校家庭教育学
級

ハーブ教室、見学研修・・・ＦＣＴ・郡山市立美術館、陶芸教室、フラワーア
レンジメント、ピラティス　等

E

県中 郡山市 847 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、あかるいまちづくりに寄与する（文化祭当日・・・
10/13・14、芸能祭当日・・・10/20、囲碁・将棋大会当日・・・10/28）

484 F

県中 郡山市 848
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
（男女混成ドッヂボール、大会当日・・・7/28）

170 C,F

県中 郡山市 849
第２９回　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（ソフト
ボール、バレーボール、大会当日・・・8/26）

139 F

県中 郡山市 850
高瀬地区混成バレーボー
ル大会

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（バ
レーボール、大会当日・・・11/25）

79 F

県中 郡山市 851 高瀬地区敬老会
永年にわたり、地域に貢献された７５歳以上の高齢者を招いて、長寿を祝
い、更なる健康と長寿を願う。敬老会当日・・・9/15

126 I

県中 郡山市 852
高瀬地区健康ウォークラ
リー

地域おこし講座「高瀬いいとこ見つけ隊」と青少年対象事業「チャレンジ教
室」の合同で、地元に残っている史跡を訪ねて再確認をし、地域とのコ
ミュニケーションと世代間交流を図る（上行合～桜ケ丘、ウォーク当日・・・

83 I

県中 郡山市 853 将棋、オセロ大会 学年の違う子ども同士がゲームを通して相互の交流を深める 62 F

県中 郡山市 854 新春書初め大会
地域住民と子ども達の自主性・社会性を育み、心身の健全育成を目指
す。講師：大平千恵子

17 I

県中 郡山市 855
第１５回
高瀬地区新春子どもお楽
しみ会

お楽しみ会を通して、異学年の友達とコミュニケーションをとり、地域の皆
さんとの連携を図る。お楽しみ会当日・・・1/26

13 C

県中 郡山市 856
第２回
田村町少年少女の主張
発表会

児童・生徒が日頃考えていることを大勢の方に発表する機会を設け、社
会の一員としての自覚を持たせる契機とするとともに、青少年の健全育
成に対する一般の理解を深める。発表当日・・・12/8

186 C,F

県中 郡山市 857
創立３０周年並びに改修
記念事業

高瀬公民館が創立３０周年を迎え、併せて改修工事の完成を祝し、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、明るく住みよいまちづくりに資する。（祝
賀会当日・・・2/24）

196 I

県中 郡山市 858 秋桜学級
生きがいづくりの一環として、次世代への伝統と技術の継承に努め、社
会全般に関する学習意欲を高める（楽しいストレッチ体操、ビックリ料理、
館外学習・・・いわき方面、楽しい音楽と歴史の人物　等）

153 I

県中 郡山市 859
青少年対象事業
二瀬っ子元気くらぶ

色々な体験や経験から、新たな知識の習得を図るとともに、児童一人ひ
とりの自主性と協調性を身に着けさせる（お菓子づくり、工作教室、外国
語、宿題、こども夏祭り、テレビ局、科学館　等）

160 C

県中 郡山市 860
青少年対象事業
冬の二瀬っ子元気くらぶ

新たな知識の習得を図るとともに、児童一人一人の自主性と協調性を身
につけさせる（クリスマスケーキ、年越しそば打ち講座、書初め、オセロ大

90 C

県中 郡山市 861 サマースクール
子ども達の夏休みの居場所づくりと、新たな知識の習得を図ると共に児
童の学力向上を図り、自主的に学習することを習慣づけ、児童一人一人
の自主性を育てる（絵、工作、宿題）

292 C

県中 郡山市 862 二瀬！ハッピーライフ
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（陶芸、おいしいコー
ヒーの入れ方、秋桜学級と合同・・・体操、手作りパン、ストレッチ体操

134 I

県中 郡山市 863
バス研修
「美女・伝説学びの旅」

日常生活にゆとりある心を養い、地域住民同士のふれあいと仲間づくりを
目的とする（片平町・・・うねめ物語、大槻町・・・静御前、日和田町・・・蛇
骨地蔵堂、田村町・・・いぼ神様・龍が淵）

19 I

県中 郡山市 864
市民学校
「あみもの教室」

ものづくりをとおして、心身豊かな生活を提案し、参加者相互の親睦を図
る（講師：菅野和子）

89 I

県中 郡山市 865
レクリエーション事業
「三世代交流しめ縄づく

子どもから高齢者まで参加することにより、しめ縄づくりを通して交流を深
めるとともに伝承技を継承する（ごぼう締め、七五三リースづくり、お

30 C

県中 郡山市 866
成人対象事業
フラワーアレンジメント教

ライフステージに応じた学習機会の提供と、作る楽しみや学習性相互の
親睦を図る（お正月の生け花作り、講師：高橋幸子）

11 I

県中 郡山市 867
市民学校
「初級パソコン教室」

日常的に必要な知識や技術の習得と個人のもつ関心や興味を喚起し、
自己啓発を図る（基本操作、文書作成・表作成、カレンダー作成、講師：エ

111 I

県中 郡山市 868
レクリエーション事業
「三世代交流年越し蕎麦
を作ろう」

蕎麦打ちを通して、地域住民と子ども達との世代間交流を図り、みんなで
協力し蕎麦を打つことで、受講生同士、地域住民相互の親睦を深める

40 I

県中 郡山市 869
田母神小学校家庭教育
学級

心肺蘇生法講習、給食試食会、読書の楽しさについての講演、読み聞か
せの方法・本の選択　等

E

県中 郡山市 870
栃山神小学校家庭教育
学級

特別授業「南極での生活」、二瀬学校保健委員会「放射能の半減期と心
の半減期」

E

県中 郡山市 871
二瀬中学校家庭教育学
級

E
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県中 郡山市 872
第４６回田村町市民文化
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、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、地区民同心親睦を深め、明るい家庭・住みよいまちづくりに寄
与する（作品展当日・・・10/27・28、芸能祭当日・・・10/28）

2,100 F

県中 郡山市 873
第１７回二瀬地区親善家
庭バレーボール大会

体力づくりとレクリエーションを兼ね、地域相互の親睦交流を図り、併せて
地域スポーツの振興を資する（バレーボール大会当日・・・2/24）

60 F

県中 郡山市 874
二瀬っ子元気くらぶ
オセロ・ゲームを楽しもう

二瀬！ハッピーライフと合同 C

県中 郡山市 875
第１７回二瀬公民館長杯
親善ゲートボール大会

体力づく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（大会当日・・・9/30）

60 F

県中 郡山市 876
高齢者対象事業
「西田いきいき学級」

高齢者が楽しく学び、親睦を深め、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（世代間交流、館外学習、ものづくり、
西田保育園児との交流　等）

199 I

県中 郡山市 877
男性対象事業
「西田イケメンズ・クラブ」

青年から高齢の幅広い男性を対象に、色々な講座を学びながらもっと男
を磨きあげて、地域の活性化に貢献する（陶芸教室、館外研修・・・オリー
ブクラブと合同・アクアマリンふくしま、簡単おつまみ作り、そば打ち教室

64 B

県中 郡山市 878
女性対象事業
「オリーブ・クラブ」

地域の女性が集い、身近な活動を通して、交流と親睦を図り、主体性を
持って明るい家庭を築くようにする（整理収納の基本、ヨガ体験、館外研
修・・・いわき方面・イケメンズと一緒、料理教室　等）

108 I

県中 郡山市 879
市民学校
「ハーブでリラックスたぁい
む」

ハーブを使って五感を刺激。目・口・鼻などからハーブを取り入れることで
心身の活性化を図る。また癒しの時間も楽しむ（ラベンダークラフト、夏の
ハーブ寄せ植え、こけ玉作り、料理　等）

59 I

県中 郡山市 880 根木屋分館事業
物づくり・映画鑑賞などの講座を通して地域住民や世代間の交流を図り
ながら、地域の良さを学ぶ（ハーブ寄せ植え教室、親子陶芸教室、映画
鑑賞、簡単ケーキ作り　等）

95 I

県中 郡山市 881
高野分館事業
「切り絵教室」

地域住民の親睦を図ると共に切り絵を楽しみながら技術を習得し、手先
を使うことで脳の活性化を促し作品作りの達成感を味わう（切り絵教室、
講師：橋本寿一、閉講式「クリスマス～手作りソーセージ～」）

101 I

県中 郡山市 882 木村分館事業
木村地区住民の世代間交流を図りながら、物を作る楽しさや自然に親し
む心を育み、情操新を養う（寄せ植え、ゲートボール、そば打ち）

101 I

県中 郡山市 883
鬼生田分館事業
「ニュースポーツ」

鬼生田地区住民が世代を超えて、協調性と親睦を図り、体力の向上を目
指す（ニュースポーツ・カーリンコン）

26 I

県中 郡山市 884
鬼生田分館事業
「ケーキづくり」

鬼生田地区住民の親睦を図り楽しく交流する 26 I

県中 郡山市 885
三町目小学校家庭教育
学級

教育講演会「体験親子でリトミック」、救急救命法講習会、就学前子育て
講座

E

県中 郡山市 886
高野小学校家庭教育学
級

季節感を生活に活かす、一般救命法講習会、和菓子作り、親子サイクリ
ング、親子陶芸教室、親子視察研修（猪苗代方面）教育講演会　等

E

県中 郡山市 887
根木屋小学校家庭教育
学級

家庭教育学級について理解を深める、心肺蘇生法講習会、教養講座、親
子活動、根木屋ライブラリー　等

E

県中 郡山市 888
鬼生田小学校家庭教育
学級

水上安全・救命救急法講習会、○×クイズ、中学校体験入学、県警音楽
隊演奏会　等

E

県中 郡山市 889
大田小学校家庭教育学
級

心肺蘇生法講習会、話し合い　等 E

県中 郡山市 890
西田中学校家庭教育学
級

奉仕活動、PTA研修会・・・話し合い、西田チャレンジ支援・・・西田町５つ
の小学校の６年生が集まり親睦を深める　等

E

県中 郡山市 891
少年教室
「わんぱく教室」

西田地区の子ども達が集団生活に参加することで、共に協力し合い友情
を育て、地域間の友好関係を広め、自主性・創造性・協調性を高め、低学
年の模範となるべき心身ともに健康なジュニアリーダーの育成をはかる
（世代間交流、創作体験、集団レクリエーション、館外学習、ふれあい山

155 A

県中 郡山市 892 第４５回西田町民文化祭
地域文化の向上を図るため、日頃から研究・創作・練習・生産してきたも
のを発表し、鑑賞することにより、町民の理解を深め、明るいまちづくりの
推進に寄与する（文化祭当日・・・10/27）

950 F

県中 郡山市 893
第３５回西田町民球技大
会

地域住民の体力作りとレクリエーションを兼ね、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（家庭バレーボール、大会当日・・・

250 F

県中 郡山市 894
第４５回西田町民大運動
会

放射能等の理由により中止 86 F

県中 郡山市 895
第４５回高野地区家庭バ
レーボール大会

地区住民の体力づくりとレクリエーションを兼ね、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（大会当日・・・10/21）

350 F

県中 郡山市 896 木村区民ボーリング大会
木村地区住民の世代間の交流を持ち、冬場のレクリエーションとして区民
の一層の親睦を図る

25 F

県中 郡山市 897
第２９回西田体育協会会
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図る（ソフトボール、バレーボール、大会当

145 F

県中 郡山市 898
第３２回西田町民混成家
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。バレー大会・・・
2/10

78 F

県中 郡山市 899
青少年健全育成西田地
区協議会事業
「西田親子ハイキング」

自然に親しみ、健康づくりや参加者同士・世代間・親子などの親睦を図る
と共に、地域の仲間作りを目的とする（西会津町　大山祇神社）講師：武
田忠一

35 I

県中 郡山市 900
平成２５年西田町新春祝
賀会

西田地区民が一堂に会し、新春を祝い親睦を図る（祝賀会当日・・・1/12） 51 I

県中 郡山市 901
西田地区青少年健全育
成地域懇談会
「子どもの体験活動と自

地域の教育関係者が一堂に会し、情報や意見の交換を通して、心身とも
に健全な青少年の育成を図る一助とする。講師：吾妻敦

90 I

県中 郡山市 902 西田町文化講演会
地域文化の振興と明るく住みよいまちづくりの推進を図る一助とする。講
演会当日・・・3/2

25 I

県中 郡山市 903
青少年健全育成西田地
区作文コンクール

町内の児童・生徒の考えを大勢の方に理解していただく機会とし、社会の
一員としての自覚を持たせる契機とするとともに、青少年の健全育成に
対する一般の理解を深める。また、西田町内の児童生徒の国語力・表現
力の充実を図る（発表会・・・10/27）

F

県中 郡山市 904 西田町花だんコンクール
明るいまちづくり運動事業の一環として、花いっぱい運動を推進し、市民
の豊かな情操を育み市民の連帯意識を高める

I

県中 郡山市 905 いきがい学級
日常生活に必要な知識や技能習得と個人の持つ関心や興味を喚起し、
自己啓発を促進し、暮らしと社会の変革を図る（講話、歌って楽しく健康
づくり、ヨガ、手作りパン、館外学習、ステンドグラス、ミニ門松　等）

209 I

県中 郡山市 906
レクリエーション事業
「品竹先生といく会津の

日常生活にゆとりある心を養い、地域住民同士の親睦を図りながら学
び、行動する（「大山祇神社」「鳥追神社」「立木観音」）

30 I

県中 郡山市 907
市民学校
「古文書講座」

明治維新と三春藩の動向を史料を通して、庶民の立場で考える。また学
級生相互の親睦を図る（史料「三春藩、秋田家改正記」）

103 I

県中 郡山市 908
市民学校
「中田伝統盆踊り太鼓教
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。

77 G

県中 郡山市 909
青少年対象事業
「夏休みこども講座」

学校では体験できない事や、他校生徒の交流、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（いももち、ピ
ザトースト、お好み焼き）

37 C

県中 郡山市 910 冬期こども講座
学校では体験できないことや、他校性との交流、学年間の交流をすること
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（樹脂粘土で
雪だるまの置物を作る、友チョコを作る　等）

113 C
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県中 郡山市 911
レクリエーション事業
「市内施設見学ツアー」

日常生活にかかわる色々な施設を見学し、普段気にすることのなかった
ことに関心を持ち、自主性を養い、参加者間の親睦を図りながら、学び・
行動する（総合卸売市場、福島地方裁判所）

21 I

県中 郡山市 912
市民学校
「季節の料理教室」

旬の食材を使った季節の料理を学び、健康維持管理を意識した調理実
習をするとともに、受講生相互の親睦を図る（バランスのとれた食事・・・
講師：草野峯子、冬野菜を使った冬場の免疫力アップ・・・講師：橋本ヨシ

59 I

県中 郡山市 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できなかったり、自宅以外で勉強や読
書などをしたい小学生児童に公民館の部屋を解放する

47 C

県中 郡山市 914 中田少年教室

集団での仲間づくりや、体験学習を通じてお互いに協力し合い、友情を育
み、自主性・創造性を養い地域での集団行動に積極的に取り組むことの
できるリーダーの育成を図る（世代間交流、野外宿泊研修、スポーツ吹き
矢、料理、図書研修　等）

80 A

県中 郡山市 915
高齢者出前講座
「暮らしいきいきライフ」

高齢者が講座を通してゆとりる心を養い、お互い触れあうことにより、日
常生活にも活気ができ、楽しい交流の場となるよう親睦を深める（認知症
予防について、大人のなつかし映画会）

I

県中 郡山市 916
地域に根ざした
「海老根手漉き和紙教室」

郷土文化の海老根和紙づくりを体験し、海老根和紙に対する興味と関心
を深めるとともに凧づくりを通して参加者相互の親睦を深める。講師：海
老根伝統手漉き和紙保存会

30 G

県中 郡山市 917
柳橋歌舞伎
「ふれあい教室」

歌舞伎への興味を深め、伝統文化に直接触れることにより、歌舞伎の魅
力を知り、より一層興味を持てるような講座にする。また、広く柳橋歌舞伎
の保存継承を図る（歌舞伎の舞台に触れる、三味線の仕組み・基本、一
の谷嫩軍記、熊谷陣屋の場の解説　等）講師：柳橋歌舞伎保存会

44 G

県中 郡山市 918
宮城小学校家庭教育学
級

校長講話、救急救命法講習会、親子体操教室 E

県中 郡山市 919
海老根小学校家庭教育
学級

心肺蘇生法ＡＥＤ、バス研修（あぶくま洞方面）、親子かくれんぼ、親子で
身体を動かそう　等

E

県中 郡山市 920
御館小学校家庭教育学
級

親子で身体を動かそう、教育講演会「ストレスをため込まない子育て」、世
代間交流

E

県中 郡山市 921
宮城中学校家庭教育学
級

校長講話、講演会「こどもたちの未来のためにチェルノブイリから福島
へ」、親子親善球技大会

E

県中 郡山市 922
御館中学校家庭教育学
級

親子バレーボール・ソフトボール大会、柳橋歌舞伎公演、柳橋歌舞伎学
習発表、青少年健全推進大会の発表を聞く　等

124 E

県中 郡山市 923 中田地区市民文化祭
地区内の文化活動及び学習成果を一同に展示、紹介・発表することで、
学習意欲と創造性の向上に寄与すると共に参加者相互の親睦を深め、
文化の香り高い地域づくりに寄与する（文化祭当日・・・11/10・11）

595 F

県中 郡山市 924 中田地区市民芸能祭
中田町の文化活動の普及と振興を図るための芸能祭とし、日頃の練習
の成果を発表することで、出演者及び観覧者の情操と創造性を養うと共
に、文化の香り高い豊かな地域づくりに寄与する（芸能祭当日・・・2/17）

198 F

県中 郡山市 925
第５５回中田地区市民運
動会

市民運動会を開催することにより、町内の市民が一堂に集い、地域の連
帯と親睦を図るとともに、健康で明るいまちづくり運動を一層推進する
（運動会当日・・・8/26）

1,500 F

県中 郡山市 926
宮城研修の集い（宮城分
館）

F

県中 郡山市 927 健康登山（柳橋分館）
県内外の山を登り、植物や眺望を体感し、心身の癒しと地域の連帯を深
め参加者相互の親睦を図る（尾瀬沼。大会当日・・・6/10）

35 F

県中 郡山市 928 下枝盆踊り（下枝分館）
地域の住民が一堂に集まり、地域の連帯感を深め住民相互の親睦を図
る（盆踊り当日・・・8/14）

350 I

県中 郡山市 929
海老根交流会（海老根分
館）

健康増進を図り町民の親睦・交流を深める場とする（交流会当日・・・
12/9）

20 I

県中 郡山市 930
木目沢・駒板交流会（木
目沢分館）

I

県中 郡山市 931
牛縊本郷・黒木交流会
（牛縊分館）

I

県中 郡山市 932 中津川地区交流会
地元の食材を使い、食について学ぶとともに健康についても考慮しなが
ら料理を研究し、参加者相互の親睦を深めると共に、健康食を学ぶ（地元
でとれたそば粉を使って蕎麦を打つ）

10 I

県中 郡山市 933
第１３回中田地区家庭バ
レーボール大会

健康と体力作りに資するとともに、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。大会当日・・・6/24

200 F

県中 郡山市 934
中田地区高齢者グラウン
ドゴルフ大会

球技を通じて高齢者の健康と体力作りをはかり、参加者相互の親睦を深
める（大会当日・・・6/27）

118 F

県中 郡山市 935
第３２回中田地区高齢者
ゲートボール大会

健康と体力作りに資するとともに、参加者相互の親睦と友情を深め、ゲー
トボールの普及と発展に寄与する。大会当日・・・9/7

58 F

県中 郡山市 936
第３３回中田地区少年ス
ポーツ大会

球技や輪投げを通じて青少年の体力作りと友好を深め、心身共に健康な
子どもを育てる（大会当日・・・10/7）

400 F

県中 郡山市 937
第１５回　中田ふるさと祭
り

中田町の産物、技能を披露し、人がつどい・ふれあい・親睦を図りながら
祭りを楽しみ、地域の連帯を深め健全で明るいまちづくりを一層推進する
（まつり当日・・・11/11）

1,000 I

県中 郡山市 938
第５８回　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（県道小野・郡山線・・・赤沼～柳橋）駅
伝当日・・・11/23

556 F

県中 郡山市 939 中田地区市民芸能祭 芸能祭当日・・・2/17 F

県中 郡山市 940 ふれあいウォーク２０１２
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
（裏磐梯五色沼。ウォーク当日・・・7/15）

63 F

県中 郡山市 941
宮城分館事業
「那須茶臼岳登山」

地域の成人が一堂に集い、親睦を図るとともに研修を通して、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（登山当日・・・9/29）

I

県中 郡山市 942
第３２回中田地区青少年
健全育成推進大会

青少年が人間性豊かに成長することを願い、青少年に対する認識を深
め、さらに青少年健全育成市民総ぐるみ運動を推進するために開催する
（主張発表・健全育成推進大会・・・11/10）

400 I

県中 郡山市 943 少年スケート教室
スポーツを通して健全な心身を作ると共に、会員相互の親睦を図りつつ
明るいまちづくりを目的とする（磐梯アイスアリーナ）

C,F

県中 郡山市 944
第５８回中田地区駅伝競
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（駅伝当日・・・11/23）

556 F

県中 郡山市 945 福島県民の日記念茶会
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（8月）

100 I B

県中 郡山市 946
第18回音楽都市こおりや
ま

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 2,000 F･Ⅰ

県中 郡山市 947 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（月１回程度）

- F･Ⅰ

県中 郡山市 948
第2回音楽都市こおりやま
ハーモニーコンサート

東北大会規模で活躍した音楽団体によるコンサート 2,000 F･Ⅰ

県中 郡山市 949
第16回音楽都市こおりや
まふれあいコンサート

郡山市出身で世界的に活躍している音楽家と市民、プロのオーケストラと
の共演などによるコンサート

2,000 F･Ⅰ

県中 郡山市 950 市民古文書教室第Ⅰ期
当館の古文書を解読し，近世郡山地方の歴史を学習する。(6，7月の日
曜日，45名×4日）

180 G･I B

県中 郡山市 951 市民古文書教室第Ⅱ期
当館の古文書を解読し，近世郡山地方の歴史を学習する。(９，１０月の
日曜日，45名×4日）

180 G･I B
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県中 郡山市 952 市民古文書教室第Ⅲ期
当館の古文書を解読し，近世郡山地方の歴史を学習する。(１月の日曜
日，45名×4日）

180 G･I B

県中 郡山市 953
市民史跡・文化財めぐり
前期

市民の史跡・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 B

県中 郡山市 954
市民史跡・文化財めぐり
後期

市民の史跡・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 B

県中 郡山市 955 企画展「境界の争い」
未公開村絵図等の史料から、江戸時代の林野に関わる論争の原因や裁
定の経過を紹介する。

- G･I B

県中 郡山市 956
一部再オープン記念イベ
ント　語り部による民話を
聞く会

東日本大震災で被災した館内建物の一部再オープンを記念し、復旧した
安積開拓官舎で語り部による民話を聞くイベントを実施。（９月１６日）

9 I B ○

県中 郡山市 957
一部再オープン記念イベ
ント　語り部による民話を
聞く会

東日本大震災で被災した館内建物の一部再オープンを記念し、復旧した
安積開拓官舎で語り部による民話を聞くイベントを実施。（９月３０日）

40 I B､E ○

県中 郡山市 958
一部再オープン記念イベ
ント　お琴演奏会

東日本大震災で被災した館内建物の一部再オープンを記念し、復旧した
安積開拓官舎でお琴の演奏会を開催。（１０月２０日）

21 I B ○

県中 郡山市 959 再オープン記念式典
東日本大震災で被災した建物が復旧したため、全館再開館とし、記念の
式典を開催。同時に記念イベントとして和太鼓の演奏、児童による合唱等
を開催。（１１月１７日）

68 I E ○

県中 郡山市 960

平成２４年度郡山市開成
館企画展　郡山市開成館
再開館記念　震災を乗り
越えて－開成館の歩み

再開館にあわせ、企画展を開催。復旧工事が行われた開成館にスポット
をあて、安積開拓の歴史を広く周知した。（１１月１７日～１２月１６日）

911 I E ○

県中 郡山市 961
平成２４年度第１回郡山
市開成館案内ボランティ
ア研修会

案内ボランティアの知識向上を図るための研修会を開催。（２月２７日） 18 H E

県中 郡山市 962
世界の名器「スタインウェ
イ」「ベーゼンドルファー」
を弾きに行こう

ホール所有のコンサートピアノを弾くことができる体験プログラム（４月） 14 I

県中 郡山市 963
オーケストラメンバーによ
る楽器奏法レッスン

プロのオーケストラ団員による楽器奏法の講習会（５月・６月・10月・11月） 411 I

県中 郡山市 964
アウトリーチプログラム～
文化センター芸術宅配便

出張演奏会によるアンサンブルコンサート　　（５月・10月） 1,140 I

県中 郡山市 965
父の日ファミリーコンサー
ト

ファミリー向け演奏会（６月） 300 I

県中 郡山市 966
こおりやま寄席　三遊亭
小遊三独演会

三遊亭小遊三による独演会（7月） 788 I

県中 郡山市 967
サンリオファミリーミュージ
カル

サンリオによるミュージカル（7月） 1,566 I

県中 郡山市 968 「明日、悲別で」公演 倉本聰演出による演劇（7月） 800 I
県中 郡山市 969 演劇ワークショップ 演劇づくりを体験するワークショップ（７月） 26 I

県中 郡山市 970
演出家・俳優養成セミ
ナー　演劇大学 in こおり

演劇界で活躍する講師らによる多方面に渡る演劇講座（7月） 243 I

県中 郡山市 971 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） 19 I
県中 郡山市 972 ブラスト ブラストによる演奏会（7月） 1,953 I

県中 郡山市 973
佐渡裕指揮シエナ・ウイン
ド・オーケストラ演奏会

佐渡裕指揮によるシエナウインドオーケストラによる演奏会（8月） 2,002 I

県中 郡山市 974 ホール探検ツアー バックヤードの見学会（８月） 39 I

県中 郡山市 975
オールナイトニッポンコン
サートIN郡山

ラジオ番組のパーソナリティによるコンサート（9月） 1,777 I

県中 郡山市 976
鼓童ワン・アース・ツアー
2012

鼓童による和太鼓演奏会（9月） 1,101 I

県中 郡山市 977 ＮＨＫ交響楽団郡山公演 ＮＨＫ交響楽団による演奏会（10月） 1,758 I

県中 郡山市 978
錦織健　テノール・リサイ
タル

錦織健によるリサイタル（10月） 470 I

県中 郡山市 979
こおりやま寄席　立川志
の輔独演会

立川志の輔による独演会（10月） 805 I

県中 郡山市 980
フォークフェスティバル
2012 in こおりやま

様々な歌手によるコンサート（10月） 523 I

県中 郡山市 981
中島みゆき「縁会」2012～
3

中島みゆきによるコンサート（11月） 1,950 Ⅰ
県中 郡山市 982 宝塚歌劇月組郡山公演 宝塚歌劇団による演劇（11月） 2,775 I

県中 郡山市 983
ニューヨーク市警察音楽
隊in楽都郡山

ニューヨーク市警察音楽隊による演奏会（11月） 1,381 Ⅰ

県中 郡山市 984
篠崎史紀＆斎藤雅広“小
ピース、笑ピース、SHOW
ピース”

クラシックの演奏会（11月） 357 I

県中 郡山市 985
東京混声合唱団郡山特
別演奏会

東京混声合唱団による演奏会（11月） 1,500 I

県中 郡山市 986
青島広志＆ブルーアイラ
ンド楽団　クリスマスコン
サート

ファミリー向け演奏会（12月） 792 I

県中 郡山市 987 アンジェラアキコンサート アンジェラアキによるコンサート（1月） 1,829 Ⅰ

県中 郡山市 988
こおりやま寄席　新春言
祝ぎ席

林家正蔵、三平による寄席（１月） 803 I

県中 郡山市 989 音楽の絵本コンサート ファミリー向け吹奏楽コンサート（１月） 1,260 I

県中 郡山市 990
平成24年度管弦打楽器
奏法講習会

楽団員による講習会（2月） 234 I

県中 郡山市 991
佐渡裕指揮　東京シティ・
フィルハーモニック管弦楽
団

佐渡裕指揮による演奏会（2月） 1,920 I

県中 郡山市 992 郡山市民俗芸能大会 市内に伝わる民俗芸能の発表会（３月） 800 I

県中 郡山市 993
郡山吹奏楽団スプリング
コンサート2012

市民コンサートホールとして開催（４月） 856 F

県中 郡山市 994
郡山ウインドアンサンブル
定期演奏会

市民コンサートホールとして開催（５月） 650 F

県中 郡山市 995
アマデウス室内管弦楽団
定期演奏会

市民コンサートホールとして開催（５月） 410 F

県中 郡山市 996
郡山市民オーケストラ公
演

市民コンサートホールとして開催（６月） 997 F
県中 郡山市 997 ピアノ指導者協会演奏会 市民コンサートホールとして開催（9月） 350 F

県中 郡山市 998
ＦＣＴ郡山少年少女合唱
団第36回定期演奏会

市民コンサートホールとして開催（７月） 700 F

県中 郡山市 999
郡山市おかあさんコーラ
スまつり

市民コンサートホールとして開催（9月） 600 F

県中 郡山市 1000
郡山ジュニアフィルハーモ
ニーオーケストラ定期演
奏会

市民コンサートホールとして開催（９月） 700 F

県中 郡山市 1001
劇団ユニット・ラビッツ公
演

市民演劇ホールとして開催（5月） 290 F
県中 郡山市 1002 合唱団はもるかい公演 市民演劇ホールとして開催（4月） 194 F
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県中 郡山市 1003 郡山美術連盟展 美術連盟加盟団体の合同展（３月） - F
県中 郡山市 1004 市民ギャラリー展 美術団体のグループ展（通年） - F

県中 郡山市 1005
宇宙劇場リニューアル
オープン記念セレモニー

宇宙劇場のリニューアルオープンを記念したセレモニーを実施した。
200 G

県中 郡山市 1006 リニューアル記念番組
新しくなった宇宙劇場の機能を駆使し、宇宙の姿や日食を特集したプラネ
テリウム番組を投映した。

9,341 G

県中 郡山市 1007 宇宙劇場「一般番組」
子どもから大人までの幅広い年代層向けに、天文や宇宙開発、地球環境
などの様々な事柄を知ることができるプラネタリウム番組５作品を投映し

16,952 G

県中 郡山市 1008 宇宙劇場「学習番組」
小学校や中学校などの学校団体を対象に、理科や総合的な学習の時間
など、学習の目的に合ったプラネタリウム番組６作品を投映した。

7,666 G

県中 郡山市 1009 宇宙劇場「幼児番組」
星座にまつわる神話などを交えて、小さな子どもが星空に対して興味をも
てるプラネタリウム番組５作品を投映した。

4,978 G

県中 郡山市 1010 宇宙劇場「キッズアワー」
子どもと大人が一緒に楽しめるように、やさしい解説を加えたプラネタリウ
ム番組５作品を投映した。

7,889 G

県中 郡山市 1011
宇宙劇場「ドーム映像番
組」

夏休み・冬休みにドーム映像番組２作品を投映した。
18,744 G

県中 郡山市 1012
宇宙劇場「イブニングア
ワー」

七夕や十五夜など、天文に関する興味関心が高まる時季に、時季にあっ
た特別番組10作品を夜間投映した。

2,133 G

県中 郡山市 1013
宇宙劇場「字幕つきプラ
ネタリウム」

プラネタリウム番組の解説内容に合わせて、要約筆記された字幕を映し
出し、聴覚障がい者と一般の方が共に観覧できる番組を投映した。

89 G B

県中 郡山市 1014
宇宙劇場「星と音楽のひ
ととき」

音楽を聴きながら、ゆったりと星空を楽しむリラクゼーション番組をテーマ
を変えて４作品投映した。

5,506 G

県中 郡山市 1015 宇宙劇場コンサート
宇宙劇場の機能を効果的に活用した生演奏の星空コンサートを３回開催
した。

1,171 G

県中 郡山市 1016 宇宙劇場ホワイエ企画展
宇宙劇場ホワイエにおいて、宇宙劇場で投映する番組に合わせた写真
パネル展を開催した。

― G

県中 郡山市 1017
ふくしま星・月の風景フォ
トコンテスト作品巡回展

福島県内で撮影した星景写真展を全国の科学館等で開催した。
― G

県中 郡山市 1018 学校向け巡回展
ホワイエ企画展で使用したパネルやコンピュータグラフィクス展の作品を
市内小中学校に貸出す巡回展を開催した。

― G

県中 郡山市 1019
展示ゾーン　サイエンス
ショー

身近なものや大掛かりな装置などを使った科学実験を二ケ月ごとにメ
ニューを変えて開催した。

8,811 G

県中 郡山市 1020
展示ゾーン　サイエンスス
タジオ

科学の幅広い分野を楽しみながら体験できる実験工作のワークショップ
を一ケ月ごとにメニューを替えて開催した。

6,995 G

県中 郡山市 1021
展示ゾーン　ロボット
ショー

ロボット技術への興味関心を高めるため、ロボット犬「アイボ」と二足歩行
ロボット「ロボビー」によるパフォーマンスショーを開催した。

5,094 G

県中 郡山市 1022
研修ゾーン　サイエンス広
場

身近な材料を使用して科学工作教室を開催した。
868 G

県中 郡山市 1023
研修ゾーン　デジタルスタ
ジオ

パソコンやデジタルカメラを使用して、イラスト制作等を行うパソコン教室
を開催した。

581 G

県中 郡山市 1024 展示ゾーン　ロボット展示
ロボットとのふれあいを通してロボット工学への興味・関心を喚起するた
め、犬型ロボット”アイボ”とアザラシロボット”パロ”を展示した。

― G

県中 郡山市 1025
展望ゾーン　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を開催し、鉄道の発達ととも
に発展してきた郡山を、明治、昭和初期、現代に分けて紹介した。

9,781 G

県中 郡山市 1026
展示ゾーン　スペースツ
アー

科学館展示物の見どころを分かりやすく紹介したガイドツアーを開催し
た。

706 G

県中 郡山市 1027
展示ゾーン　わくわくカウ
ンター

科学の幅広い分野を楽しみながら体験できる実験工作のワークショップ
を開催した。

― G

県中 郡山市 1028
研修ゾーン　サイエンス教
室

学校や子ども会などの団体向けに科学の実験や工作を体験するワーク
ショップや科学実験を見ることができるサイエンスショーを開催した。

3,609 G

県中 郡山市 1029 ロボット貸出し
ロボットとのふれあいを通して、ロボット工学への興味・関心を喚起するた
め、郡山市内の幼稚園・学校等へロボットを貸出した。

― G

県中 郡山市 1030
ゴールデンウイークはス
ペースパーク！

科学館支援グループの先生やふくしまサイエンスぷらっとフォームなどに
協力いただき実験・工作ブースや講座を実施した。

5,248 G D

県中 郡山市 1031
展示ゾーン　わくわくス
ペースパークの夏

夏休み期間に、「わくわくスペースパークの夏」と題し、科学を楽しむこと
ができる工作コーナーなどを開催した。

8,969 G D

県中 郡山市 1032
展示ゾーン　サイエンス
フェスティバル

夏休みに、科学の面白実験や工作を屋台形式で体験できる科学工作教
室を開催した。

4,571 G D

県中 郡山市 1033
展示ゾーン　「きみたちの
魔法－化学『新』発見」

科学技術広報財団、日本化学会、日本化学工業協会、日本科学未来館
の協力により、化学を身近に感じていただくため、化学の不思議さ、美し
さ、おもしろさを遊びながら五感で体験できる装置を展示した。

5,248 G

県中 郡山市 1034

展示ゾーン　「ふくしま科
学応援隊2012マッキーの
面白科学教室「無重力を
体感する」」

独立行政法人産業技術総合研究所、サイエンスぷらっとフォームの協力
により、無重力(無重量)について、クイズや実験を交えて実施した。

84 G

県中 郡山市 1035
展示ゾーン
親子で体験！よくわかる
放射線教室

大阪科学技術センターの協力により、自然放射線の測定などの実験や霧
箱づくりを実施した。 84 G

県中 郡山市 1036
展示ゾーン　「ミニ企画
「隕石に触ってみよう！」」

ロシアの天体落下のニュースにより、市民ニーズが高まっていることに合
わせ、隕石について紹介するミニ企画展を開催した。

― G

県中 郡山市 1037 駅前観望会
天体望遠鏡などを使用し、宇宙への興味関心を高める自由参加形式の
天体観望会を郡山駅前において開催した。

1,090 G

県中 郡山市 1038 高校天文部支援事業
高校天文部等との交流を深め、天文に関した知識や技術面からクラブ活
動を支援した。

67 G

県中 郡山市 1039
科学ゼミナール
おもしろ科学びっくり箱

大学と連携して科学に関する講座を開催した。
53 G D

県中 郡山市 1040
科学ゼミナール
「第15回放課後の科学教
室『風船ロケット』」

地域図書館と連携し幼児・小学生向けに科学教室を開催した。
14 G E

県中 郡山市 1041
「金環・部分日食ｉｎふくし
ま　日食観察キット「ソー
ラースコープ」の制作」

科学館オリジナルの日食観察キット「ソーラースコープ」を制作し、館内や
市内小中学校で配布した。ホームページでも型紙や観察方法などを自由
にダウンロードできるようにした。

― G

県中 郡山市 1042
「金環・部分日食ｉｎふくし
ま　「指導者向け講習

教員等を対象に、日食の概要や日食観察の危険性や安全な観察方法を
紹介し、オリジナル日食観察キット「ソーラースコープ」の制作を実施し

89 G

県中 郡山市 1043
「金環・部分日食ｉｎふくし
ま　「日食観察キット工作
ワークショップ」

小学生と保護者を対象に、日食の概要や日食観察の危険性や安全な観
察方法を紹介し、オリジナル日食観察キット「ソーラースコープ」の制作を
実施した。

10 G

県中 郡山市 1044
「金環・部分日食ｉｎふくし
ま　「ふくしま日食観測

金環日食の限界線を調べることを目的として「ふくしま日食観測隊」を募
集し、報告結果を紹介する企画展を開催した。

― G

県中 郡山市 1045 科学の宅配便 平日の午後、郡山市内の施設に出向き科学の出前講座を開催した。 504 G

県中 郡山市 1046
第12回コンピュータグラ
フィックス展

コンピュータグラフィクス作品を広く募集し、審査を経て展示を行う。
― G

県中 郡山市 1047 ロボットで遊ボット！
福島県立清陵情報高等学校・福島県立郡山北工業高等学校と連携し、
ロボットの操作体験や製作体験を行う企画展を開催した。

4,334 G D

県中 郡山市 1048 クラブ活動
天文クラブ・科学クラブ・科学情報クラブ・天文カレッジを主宰し、科学教
育の普及を行った。

906 G

県中 郡山市 1049
星空案内人資格認定講
座

山形大学理学部が提唱する「星空案内人資格認定制度」の普及を通し
て、天文教育を行った。

294 G D
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県中 郡山市 1050
宇宙の日記念「全国小・
中学生作文絵画コンテス

文部科学省などが主催するコンテストの募集取りまとめ機関として同事
業に参加し、募集から審査までを実施した。

― G D

県中 郡山市 1051 科学技術へのいざない
新潟大学と共催し、同大学工学部で研究している最新の科学を紹介した
ほか簡単な科学実験や工作を行うワークショップを開催した。

400 G D

県中 郡山市 1052 コズミックカレッジ
JAXAと共催し、小学１年生から小学４年生とその保護者を対象にした
キッズコースを実施した。

30 G D

県中 郡山市 1053
「星出宇宙飛行士ミッショ
ン報告会～こおりやまに
宇宙飛行士がやってく

JAXAと共催し、星出彰彦宇宙飛行士のミッション報告会を開催した。
800 G D

県中 郡山市 1054
特別企画展「工藤直子の
世界」

詩人であり童話作家でもある工藤直子の独自の世界を紹介（会期
H24.7.7～H24.9.2）

3,844 G,I

県中 郡山市 1055
特別企画展「宮沢賢治と
玄侑宗久」

ともに仏教の影響を受けた宮沢賢治と玄侑宗久の文学を紹介（会期
H24.10.20～H24.12.9）

2,965 G,I

県中 郡山市 1056
企画展「夏目漱石と久米
正雄」

久米正雄と彼の文学の師夏目漱石との関わりを紹介（会期H24.4.28～
H24.6.3）

533 G,I

県中 郡山市 1057 文学講演会 脚本家福田靖氏による講演会（９月） 200 G,I
県中 郡山市 1058 文学散歩 福島市及び二本松市にある文学ゆかりの地を訪問（11月） 31 G,I
県中 郡山市 1059 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　６月～12月） 519 G,I

県中 郡山市 1060 文学の集い
文学と気軽に接するために俳句や朗読のイベントを開催（年３回　11月～
３月）

80 C,G,I

県中 郡山市 1061 三汀賞俳句募集
俳人でもあった久米三汀（政雄）にちなみ、市内外から俳句を募集（７月
～９月）

14,871 C,G,I

県中 郡山市 1062 三汀賞入賞作品展 三汀賞の入賞作品を展示（会期H25.2.2～H25.2.24） 464 C,G,I

県中 郡山市 1063
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（会期H25.3.9～
H25.4.14）

559 F,G,I

県中 郡山市 1064
「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（会期H25.1.5～H25.1.20） 593 C,F

県中 郡山市 1065 企画展 「よみがえった正直古墳の主」（10月18日～12月９日） 4,628 G
県中 郡山市 1066 身近な遺跡の展示会 「荒小路土偶・思い出の旅」（12月22日～２月24日） 2,438 G

県中 郡山市 1067
作品展「焼きあがった土
器たち」

体験学習で製作した土器の展示（随時） 3,123 F

県中 郡山市 1068
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～９月30日） 3,004 F

県中 郡山市 1069 「フォトコンテスト」写真展 園内で撮影した写真のコンテスト作品展 中止 G

県中 郡山市 1070
成果展「ボランティアコー
ナー」

８月４日～８月30日、10月23日～11月30日 6,449 F

県中 郡山市 1071
縄文時代の人形 土偶を
作ろう

各地の土偶をモデルにして年粘土で製作し、焼成まで実施する（４月28・
29日）

19 G

県中 郡山市 1072
あなただけの土器づくり
（初中級編）

縄文土器などをモデルにするが、自由な発想も取り入れて製作する（８月
11・12日）

30 G

県中 郡山市 1073
あなただけの土器づくり
（上級編）

２～３日をかけた大型土器製作。（２月９・10・11日） 11 G

県中 郡山市 1074 古墳の華 埴輪を作ろう
県内外の埴輪の小型レプリカをモデルにして粘土で製作。焼成まで実施
（９月16日・17日 ）

31 G

県中 郡山市 1075 藍の生葉染め 園内で栽培した藍を使った染色体験（７月７日） 28 G
県中 郡山市 1076 秋色を楽しもう 身近な植物を使った染色体験（11月３日） 15 G

県中 郡山市 1077
発掘体験「君も発掘探検
隊」

園内に設置した発掘体験場で複製品を使った疑似体験（５月～11月　計
４回実施）

66 G

県中 郡山市 1078 古代グルメ体験
古代からある食材を使った食体験（５月27日　９月23日　12月23日　３月
10日）

95 G

県中 郡山市 1079 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16・21・27日） 8 G
県中 郡山市 1080 結びを楽しもう 伝統文化に触れる事業の一環として水引細工作りを実施(９月２日） 19 G
県中 郡山市 1081

オリジナル年賀状を作ろ
う

伝統文化に触れる気軽な体験として、簡易紙すきで年賀状を製作（12月
９日）

15 G
県中 郡山市 1082 わら細工に挑戦 伝統文化にふれる体験とし、しめ縄を製作（12月16日） 23 G
県中 郡山市 1083 紙すき体験 郷土の伝統文化に触れる事業の一環として実施(12月22日） 12 G

県中 郡山市 1084 凧あげ
昔のあそび体験の一環として、和紙で凧を製作。完成後に凧あげを実施
（１月13日）

25 G

県中 郡山市 1085 歴史講演会
「孤高の前方後方墳-大安場古墳から考える郡山市の古墳時代」（３月３
日）

103 I

県中 郡山市 1086 歴史講座
郷土の歴史と関連するテーマで３回の講座を実施（12月２日・１月20日・２
月３日）

159 G

県中 郡山市 1087 歴史散歩 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13日） 40 G
県中 郡山市 1088 古墳まつり 公園を利用したイベントを実施（８月、10月） ― G
県中 郡山市 1089 人形劇 公園利用の一環で実施（２月24日） 55 G
県中 郡山市 1090 昔ばなし 学校が春休み期間中の公園利用の一環として実施（３月24日） 70 G
県中 郡山市 1091 フォトコンテスト 公園を背景にした写真を募集 中止 G B
県中 郡山市 1092 野鳥観察 園内にいる野鳥の観察を、野鳥の会と連携で実施(６月１７日） 17 G C
県中 郡山市 1093 古墳でお月見 郡山市ふれあい科学館との連携で実施（９月29日） 23 G

県中 郡山市 1094
ボランティア養成講座
（初級）

おはなしボランティアを始めたい方の講座 25 A

県中 郡山市 1095
ボランティア養成講座
（中級）

おはなしボランティアのレベルアップ講座 31 A

県中 郡山市 1096
読書活動推進講座
（学校司書補向）

小・中学校図書室の利用促進講座 67 A B

県中 郡山市 1097
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 868 C B

県中 郡山市 1098 ＤＶＤ映画会 一般利用者貸出用ＤＶＤ（上映権付）映画の上映 1,635 I
県中 郡山市 1099 市民映画会 大人向けの映画の上映 2,098 I
県中 郡山市 1100 子ども映画会 幼児、小学生向けの映画の上映 628 C
県中 郡山市 1101 地域映画会 地域館・分館での映画会 948 I
県中 郡山市 1102 おはなし会 年齢別おはなし会の開催 2,911 AC
県中 郡山市 1103 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 2,967 I
県中 郡山市 1104 ホールコンサート 図書館エントランスでのコンサート 320 I
県中 郡山市 1105 読書フォーラム 志茂田景樹さんよみきかせ・講演会 329 I B
県中 郡山市 1106

郡山市こども司書養成講
座

本に関する全６回講座の修了後にこども司書に認定する 16 CD
県中 郡山市 1107 子どもと本の講演会 子どもと本に関する講演会、講座 41 C
県中 郡山市 1108 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 156 C

県中 郡山市 1109 中高齢者スポーツ教室
身体を動かし、健康な身体をつくることを目的に、気功体操・ストレッチ体
操等６種目を１５回行った。

1,214 Ⅰ

県中 郡山市 1110 市民卓球教室
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。

160 I

県中 郡山市 1111 市民テニス教室
初心者･初級者を対象に、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。

326 I

県中 郡山市 1112 市民弓道教室
初心者･初級者を対象に、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。

225 I

県中 郡山市 1113 ターゲットバードゴルフ教室
初心者･初級者を対象に、ターゲットバードゴルフの基本的な技術･ルー
ルを学び、元気にゲームに取り組んだ。

33 I
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県中 郡山市 1114 親子体操教室
運動を通しての親子間のコミュニケーションを目的に、細やかな指導の下
で元気に楽しく身体を動かした。

28 I

県中 郡山市 1115 中高齢者グラウンドゴルフ教室
初心者･初級者を対象に、グラウンドゴルフの基本的な技術･ルールを学
び、ゲームに取り組んだ。

73 I

県中 郡山市 1116 市民バドミントン教室
初心者･初級者を対象に、バドミントンの初歩的な技術とルールを学び、
ゲームに取り組んだ。

70 I

県中 郡山市 1117 市民スケート教室
初心者･初級者を対象に、アイススケートの初歩的な技術とマナーを学
び、氷上を滑る楽しさを体感した。

265 I

県中 郡山市 1118 『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 81 C

県中 郡山市 1119
親子郷土食作り体験学習
のつどい

市内小学生の親子を対象に湖南郷土料理体験講座 22 C

県中 郡山市 1120
親子そば打ち体験学習の
つどい

市内小学生の親子を対象にそば打ち体験講座 24 C

県中 郡山市 1121
日帰り体験教室①「いっ
ぱいお友だちをつくろう」

なかよしレクリエーション・空飛ぶ紙工作・屋内大運動会 43 C

県中 郡山市 1122
宿泊体験教室①「ボード
ゲームで遊ぼう」

ボードゲームで遊ぼう実施ゲーム・屋内スポーツ体験、屋内レクリエー
ション体験

58 C

県中 郡山市 1123
宿泊体験教室②「ゴムゴ
ムで遊ぼう」

ゴムの性質を学ぶ・輪ゴム鉄砲・ウインドカー作り、七夕伝説学習・短冊
作成・七夕飾り、屋内レクリエーション、スポーツ体験

60 C

県中 郡山市 1124
宿泊体験教室③「かんた
んDANCEで遊ぼう」

かんたんHIP-HOPレッスン、からだのふしぎレクリエーション、屋内ス
ポーツ、レクリエーション

40 C

県中 郡山市 1125
日帰り体験教室②「いっ
ぱいお友だちをつくろう」

絵本の読み聞かせ教室、なかよしレクリエーション、屋内大運動会 53 C

県中 郡山市 1126
宿泊体験教室④「ロボット
であそぼう」

ロケットの仕組み・工作・打ち上げ実験・屋内スポーツ、レクリエーション 61 C

県中 郡山市 1127
宿泊体験教室⑤「今、私
たちが考えること」

放射能の観察実験・霧箱工作、屋内スポーツ、レクリエーション・6年生へ
贈る言葉

43 C

県中 郡山市 1128
宿泊体験教室⑥「餅つき
しよう」

健康未来の食育講座、日本の暦を知ろう・餅つき体験、屋内スポーツ、レ
クリエーション

50 C

県中 郡山市 1129 デンパ教室① 電波の講座、ラジオ工作 44 C
県中 郡山市 1130 手打ちうどんをつくろう① 手打ちうどんの打ち方講座、うどんの科学講座、手打ちうどんの試食会 40 C
県中 郡山市 1131 夜のこわーい話 民話の語り 91 C
県中 郡山市 1132 水鉄砲バトル選手権 水遊び 48 C
県中 郡山市 1133 第2回大鬼ごっこ大会 増え鬼、色鬼、けいどろの3種類の鬼ごっこ大会 231 C
県中 郡山市 1134 手打ちうどんをつくろう② 手打ちうどんの打ち方講座、うどんの科学講座、手打ちうどんの試食会 35 C
県中 郡山市 1135 デンパ教室② 電波の講座、ラジオ工作 41 C
県中 郡山市 1136 Ｔhe Beauty Lesson① 女性の美容と健康 18 G
県中 郡山市 1137 Ｔhe Beauty Lesson② 女性の美容と健康 18 G
県中 郡山市 1138

お菓子教室「クリスマス
編」

ケーキの作り方講座 20 G

県中 郡山市 1139
お菓子教室「バレンタイン
編」

チョコレートの作り方講座 24 G

県中 郡山市 1140
てづくりパン教室「基本
編」

シンプルな生地のパンの作り方講座 24 G
県中 郡山市 1141

てづくりパン教室「基本
編」

リッチな生地のパンの作り方講座 24 G

県中 郡山市 1142
地域子どもクラブ支援事
業

各小中学校単位の地域密着型の総合型クラブと、センター主導の単独型
クラブの実施

12,304 C

県中 郡山市 1143
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
した。　講座数：12件

286 G

県中 郡山市 1144
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）主催で実施した。　講座数：17件

1,062
A･B･
E･G

県中 郡山市 1145
男女共同参画国内研修
事業

市民を対象とし、国で開催される研修への無料往復バスを運行した。 15 A

県中 郡山市 1146
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
めの学習会を開催した。

32 A･G

県中 郡山市 1147
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を実施した。 1,471 F･G･I ○

県中 郡山市 1148
ジュニアリーダー育成事
業

初級指導者研修会（通年・12地区）、中級指導者研修会（年６回）、リー
ダー研修会（年１回）

139 A･F E

県中 郡山市 1149 青少年の国内交流事業
県外交流体験事業（３泊４日御殿場市ほか）、久留米市子ども会との交流
会（久留米市から郡山市への受け入れ）

50 A･C･F A･E

県中 郡山市 1150 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

48,000 C･F E

県中 郡山市 1151
郡山市青少年健全育成
推進大会

１２月開催。健全育成功労者表彰、記念講演 400 A･C E

県中 郡山市 1152
郡山市「少年の主張」コン
クール

募集期間：６月～12月、発表大会開催：２月 8,377 A･F E

県中 須賀川市 1 生涯学習推進事業 講演会開催、情報提供、視察研修 G
県中 須賀川市 2 シリアリーダー研修会 子ども会等活動の指導者養成 37 A
県中 須賀川市 3 学社連携・融合事業 事業開発・促進、推進会議、研究会実施 C
県中 須賀川市 4 家庭教育振興事業 家庭教育事業 C
県中 須賀川市 5 人材活用総合事業 指導者発掘登録、派遣、補助 F
県中 須賀川市 6 少年劇場 劇団前進座「くず～い屑屋でござい－古典落語「井戸の茶碗より」－」 921 I
県中 須賀川市 7 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
県中 須賀川市 8

すかがわ国際短編映画
祭

短編映画26本上映予定（2日間、1ホール） 1,400 I B ○
県中 須賀川市 9 中学生芸術鑑賞事業 NAOTOほかによる音楽演奏会 921 I
県中 須賀川市 10 森の冒険隊 宿泊野外研修活動、リーダー養成事業 C

県中 須賀川市 11
松明太鼓伝統文化推進
事業

郷土芸能「松明太鼓」の修練及び成果発表 42 C

県中 須賀川市 12
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 C

県中 須賀川市 13 情報誌「おーい」発行事業 情報誌の収集・発行 G
県中 須賀川市 14 席書大会・書道展 小中学生による席書大会、受賞作品の展示・表彰 C
県中 須賀川市 15 トモクル（中央） 創作活動、交流、調理実習など(2部構成) 35 A､I
県中 須賀川市 16 食育塾（中央） 調理実習等を通して食について学ぶ。 51 C

県中 須賀川市 17
イッツァ・スモール・ワール
ド（中央）

異文化体験講座（世界の健康法やダンスを通して世界に目を向ける。） 22 C

県中 須賀川市 18
みんなでハロウィン（中
央）

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。） 49 C
県中 須賀川市 19

リトルジャーナリスト（中
央）

新聞記者体験、移動研修、新聞づくりなど 15 E

県中 須賀川市 20
ジュニアボランティア養成
講座（中央）

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。 10 A

県中 須賀川市 21 成人教室（中央） 趣味や学習のための講座 50 B､I
県中 須賀川市 22 市民大学（中央） 著名人による講義方式の講座 179 B､I
県中 須賀川市 23 木曜サロン（中央） 一般教養、健康づくり、移動研修など 100 I
県中 須賀川市 24 おやこでキクミル（中央） 昔話や音楽など親子で楽しめる鑑賞会 163 C
県中 須賀川市 25 おやこでガリレオ（中央） 親子で星空を観察 52 C
県中 須賀川市 26 おやこでアドベン（中央） 親子での野外活動 55 C
県中 須賀川市 27 文化講演会（中央） 講師　：　東ちづる　氏 1,000 I
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県中 須賀川市 28 ファミリーハイキング（東）
小中学生を持つ親子を対象にバス旅行を通じて地域住民の親睦を図る
事業を実施（7月１回）

68 C

県中 須賀川市 29
日本の伝統文化に親しむ
こども教室（東）

小学生高学年を対象に日本・郷土の伝統文化に触れる講座を実施
(7月～8月　5回)

45 C

県中 須賀川市 30 年忘れ会（東）
親子を対象にレクリエーションと工作で親睦を図る事業を実施（12月　1
回）

83 C
県中 須賀川市 31 料理教室（東） 地域住民を対象においしく楽しく健康的な料理講座を実施（10月　3回） 60 I

県中 須賀川市 32 成人講座（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（5月～11月　12回）

540 I

県中 須賀川市 33
健康体操教室
「リラックスヨーガ教室」
（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～2月　5回） 100 I

県中 須賀川市 34 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（12月
～2月　5回）

90 I

県中 須賀川市 35 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～11月　15回)

900 I

県中 須賀川市 36 グラウンドゴルフ交流会（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
（4月～3月　33回）

1,754 I

県中 須賀川市 37 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　5回）

235 C

県中 須賀川市 38 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（7月～12月　8回）

80 C

県中 須賀川市 39 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（6月） 458 I

県中 須賀川市 40
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） 172 I

県中 須賀川市 41 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）

26 I
県中 須賀川市 42

グラウンドゴルフ大会
（東）

グラウンドゴルフを通じ、地域住民の親睦を図る行事を実施（9月） 86 I
県中 須賀川市 43 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） 415 I

県中 須賀川市 44 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）

1,332 F

県中 須賀川市 45
青少年教育講座「ちぎり
絵｝（西袋）

来年の干支「卯」のちぎり絵制作　（１２月　１回） 37 I

県中 須賀川市 46
夏休みチャレンジ教室（西
袋）

地区内小学校と児童クラブ館のスポーツ・実験をとおしての交流事業（７
月～８月　３回）

307 C E

県中 須賀川市 47
ジュニアボランティア講座
（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～１１月　１
０回）

35 C E

県中 須賀川市 48
成人教室「私らしさ応援セ
ミナー」（西袋）

「私らしさ」を見つけため趣味・スポーツなど体験（７月～１２月　１２回） 66 I

県中 須賀川市 49 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（１１月　４回） 21 I

県中 須賀川市 50
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（６月　５回） 14 B

県中 須賀川市 51 教養講座（西袋） 初心者のための趣味講座（１１月～１２月　５回） 18 I
県中 須賀川市 52 木曜学級（西袋） ６０歳以上を対象に一般教養・移動研修など（７月～１１月　１０回　） 62 I

県中 須賀川市 53
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　７回）

89 I E

県中 須賀川市 54 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～１月　６回）

83 C

県中 須賀川市 55
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～１２月　１２回） 21

県中 須賀川市 56
家庭教育講座「親子わく
わく講座」（西袋）

親子で同じ体験し、親子の触れ合いを強める（５月～２月　８回） 18 C

県中 須賀川市 57
生き生き学びのサークル
（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（１０月～１２月　１０回）

120 C

県中 須賀川市 58 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（２月） 1,500 F

県中 須賀川市 59
高齢者＆子どもの集い
（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４回、6月～
3月）

40 C E

県中 須賀川市 60 成人教室（西袋） 　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） 172 I

県中 須賀川市 61 稲田男塾（稲田）
　成人男性の参加者相互の交流と親睦を図りながら学ぶ。(年5回、8月～
12月）

52 I

県中 須賀川市 62 金曜会（稲田） 　高齢者の生きがいを見出しながら学ぶ。(年13回、5月～2月） 244 I
県中 須賀川市 63 家族体験講座（稲田） 　親子が体験活動を通し学ぶ。(年8回、5月～2月) 20 C
県中 須賀川市 64 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4回、7月～1月） 16 C E
県中 須賀川市 65 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） 236 F

県中 須賀川市 66
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） 400 C

県中 須賀川市 67 体育祭（稲田） 稲田地域で体育祭を実施(9月) 800 F
県中 須賀川市 68

グランドゴルフ大会（稲
田）

グランドゴルフ大会を実施(９月) 76 F
県中 須賀川市 69 稲田地域文化祭（稲田） 稲田地域で文化祭を実施(10月) 545 F

県中 須賀川市 70
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） 66 F

県中 須賀川市 71 インディアカ大会（稲田） インディアカ大会を実施(12月) 130 F
県中 須賀川市 72 ゲートボール大会（稲田） ゲートボール大会を実施(6月、9月、2回) 57 F

県中 須賀川市 73
冬季家庭バレーボール大
会（稲田）

成人女性のバレーボール大会を実施（1月～2月) 118 F

県中 須賀川市 74 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・11・1月）

109 C

県中 須賀川市 75
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、20組） 30 C

県中 須賀川市 76
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） 97 C

県中 須賀川市 77
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（5～11月、２４人×
7回）

168 I

県中 須賀川市 78
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た防災・健康に関する講義やものづくり等の体験講
座を実施（5～11月、２５人×7回）

168 I

県中 須賀川市 79 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（1～3月、1４人×4回） 56 I B

県中 須賀川市 80
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、１３人×9回）

117 I

県中 須賀川市 81 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、３0人×7回）

210 I

県中 須賀川市 82
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） 130 C､I

県中 須賀川市 83
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、15組・
３５人×7回）

245 C､I

県中 須賀川市 84 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）

400 C､F E

県中 須賀川市 85
さつき・山野草・盆栽展
（小塩江）

菊花盆栽愛好会との共催により展示会を実施（6月） F

県中 須賀川市 86
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） 450 F
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県中 須賀川市 87 グラウンドゴルフ大会 高齢者を対象とした大会を実施（6月） 43 F
県中 須賀川市 88 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） 600 F

県中 須賀川市 89
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） 120 F

県中 須賀川市 90
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（12月、2
日間）

24 C､F

県中 須賀川市 91 綱引き大会（小塩江） 地区対抗による大会を実施（1月） 450 F

県中 須賀川市 92
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（1月） 250 F

県中 須賀川市 93
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） F

県中 須賀川市 94
成人教室「大人の流儀」
（仁井田）

団塊の世代を中心とした講座開設
（年１０回、５月～２月　５２名）

83 B

県中 須賀川市 95
地域づくり事業（仁井田ス
マイル寄席）（仁井田）

地元出身落語家ほか出演イベント企画 450 A B

県中 須賀川市 96
園芸移動研修教室（仁井
田）

自然文化探訪する県外移動研修（６月・１０月　２回×４０人） 45 I

県中 須賀川市 97 成人移動教室（仁井田） 歴史探訪移動講座 45 I

県中 須賀川市 98
やまなみ学校（３学級）
（仁井田）

６０才以上高齢者向け講座開設（一般教養、健康管理、移動教室等
４月～１月　１２回

119 D E

県中 須賀川市 99
子育て支援「キラキラ学
級」（仁井田）

幼児を持つ親を対象とした子育て支援講座　６月～１０月　５回 10 C E

県中 須賀川市 100
家庭教育移動講座（仁井
田）

家庭教育支援者の移動研修（１０月） 40 C E

県中 須賀川市 101
仁井田地区さつき展（仁
井田）

さつき展示と手入れ教室（６月） 150 I

県中 須賀川市 102
仁井田地区文化祭（仁井
田）

一般・児童生徒作品展示と一般公開
　１１月

800 F E

県中 須賀川市 103
仁井田地区芸能発表会
（仁井田）

地区内唄、踊り、演奏等愛好者の発表
　２月

300 F E

県中 須賀川市 104
親子社会科見学（仁井
田）

親子で春休み工場見学（３月） 40 D B
県中 須賀川市 105

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地区文化祭と併せて実施計画（１１
月）

200 F

県中 須賀川市 106
ファミリ-バドミントン大会
（仁井田）

地区内愛好者が親子により大会実施を計画（１１月） 31 F

県中 須賀川市 107
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～１０月　２３人×８
回）

184 C､I

県中 須賀川市 108 中学生教室（大東） 地区行事へのボランティア参加体験（１２月・２月　２回） 50 C
県中 須賀川市 109 家庭教育講座（大東） 親子を対象とした体験講座（４月～３月） 164 C

県中 須賀川市 110
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～２月　６５人×１０回） 650 I

県中 須賀川市 111 大人の趣味講座（大東） 様々な趣味の体験講座（７月～３月　５６人×５回） 56 I

県中 須賀川市 112
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（６月～１２月　４９人×１０回） 490 I

県中 須賀川市 113
マスターズクラブ
（高齢者教室）（大東）

５０代６０代向け教養講座（７月～１２月　３２人×５回） 160 I

県中 須賀川市 114 さつき山野草展（大東） さつき山野草の展示（６月） 130 F
県中 須賀川市 115 菊花盆栽展（大東） 菊及び盆栽の展示（１１月） 100 F

県中 須賀川市 116
球技大会
(バレーボール)（大東）

地区バレーボール大会（５月） 25 F

県中 須賀川市 117
球技大会
(グラウンド・ゴルフ)（大

個人・区対抗グラウンド・ゴルフ大会（６月） 93 F

県中 須賀川市 118
球技大会
(ソフトボール)（大東）

地区ソフトボール大会（６月） 61 F

県中 須賀川市 119 大東地区体育祭（大東） 大東地区大運動会（１０月） 1,500 F
県中 須賀川市 120 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） 250 F

県中 須賀川市 121
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） 1,300 F

県中 須賀川市 122
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）

1,300 F

県中 須賀川市 123 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 C

県中 須賀川市 124
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 38 C C ･D

県中 須賀川市 125
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 41 A

県中 須賀川市 126 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 71 I D
県中 須賀川市 127 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 300 C
県中 須賀川市 128 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 46 I
県中 須賀川市 129 親子ふれあい教室（長沼） 親子を対象とした体験講座 35 C D

県中 須賀川市 130
第56回長沼地域文化祭
（長沼）

小学生、中学生、一般愛好者による作品展示 1,000 F

県中 須賀川市 131 第39回書初め展（長沼） 小学生、中学生、一般愛好者による作品展示 518 F

県中 須賀川市 132
第48回長沼地区体育祭
（長沼）

長沼地域行政区を対象とした体育祭 2,000 I

県中 須賀川市 133
第6回長沼地域球技大会
（長沼）

行政区、町内会によるラバーバレーボール大会 231 I

県中 須賀川市 134 少年体験セミナー（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）

20 Ⅰ

県中 須賀川市 135
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） 50 A

県中 須賀川市 136 夏休み映画教室（岩瀬） 映画教室を開催（７月） 250 C

県中 須賀川市 137
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～２月） 29 Ⅰ

県中 須賀川市 138
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）

52 Ⅰ

県中 須賀川市 139 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） 36 C
県中 須賀川市 140 生涯学習講演会（岩瀬） 著名人を講師に招き講演会を開催 100 Ⅰ E
県中 須賀川市 141 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（２月２回） 30 Ⅰ
県中 須賀川市 142 自然探訪（岩瀬） ブナの原生林の探索 20 Ⅰ
県中 須賀川市 143 春の文化祭（岩瀬） 愛好会による作品展示及び芸能発表会（５月） 250 F

県中 須賀川市 144 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（１
０月）

600 F E

県中 須賀川市 145
地区ジョギング・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） 220 Ⅰ

県中 須賀川市 146 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
県中 須賀川市 147 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） 1,800 F
県中 須賀川市 148 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） 300 Ⅰ
県中 田村市 1 少年の主張田村市大会 小・中学生が自らの主張作文を発表 220 AC
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県中 田村市 2 田村市成人式 成人者を祝福し、成人としての自覚を養う 472 AC

県中 田村市 3
放課後子ども教室推進事
業

放課後子ども教室「めだかの学校」として、放課後に安全安心な子どもの
活動場所を確保するとともに、地域の方々の参画を得て地域住民との交
流活動を図る

793 BC B

県中 田村市 4 学校支援地域本部事業
常葉中学校区(小学校3校、中学校1校)、及び滝根中学校区（小学校3
校、中学校1校）において、学習支援、体験活動支援、部活動支援、環境
整備支援を実施

2,126 AC B

県中 田村市 5 小学生の演劇鑑賞教室 市内小学5・6年生を対象に「演劇」の鑑賞教室を開催 811 CI

県中 田村市 6 中学生の演劇鑑賞教室 市内中学2年生を対象に「演劇」の鑑賞教室を開催 349 CI

県中 田村市 7 芸術文化団体活動支援 市内の芸術文化団体の育成・活動支援及び文化協会への補助 G

県中 田村市 8 歴史民俗資料館事業 お茶会、もちつき、団子さし、昔ばなし 180 GH

県中 田村市 9 社会体育団体の育成 田村市体育協会、田村市スポーツ少年団への育成、補助 GH

県中 田村市 10
第2４回市町村対抗福島
県縦断駅伝競走大会へ
の参加

ふくしま駅伝に田村市チームとして参加 50 F B

県中 田村市 11
全国高等学校駅伝競走
大会福島県予選会事業

全国高等学校駅伝競走大会の予選会 1,500 F E

県中 田村市 12
デンソーバスケットボール
移動教室

市内中学生女子を対象としたバスケットボール教室 53

県中 田村市 13
震災復興支援市民ふれ
あい卓球教室

信号器材㈱卓球部主催による市内小・中学生及び卓球愛好者を対象と
した卓球教室を開催 200

県中 田村市 14
第24回市町村対抗福島
県縦断駅伝競走大会へ
の参加

ふくしま駅伝に田村市チームとして参加 50 F B

県中 田村市 15
放課後子ども教室推進事
業（滝根町）

放課後の学校施設を利用し、地域に住む大人が指導者として、安全安心
に過ごせる居場所づくりを提供

25,777 C

県中 田村市 16 滝根地区市民ハイキング 自然の景観を楽しみながら、市民の健康増進を図る 61

県中 田村市 17
福島県B＆Gスポーツ大
会

B＆G海洋センターで日頃鍛錬している青少年を対象に水泳・剣道の競技
のスポーツ大会をとおして、海事思想の普及スポーツレクの振興を図りな
がら、青少年の体力向上と県内各地域海洋センターの子どもたちと交流
し、友情・連帯・親睦を図る

150 F

県中 田村市 18
あぶくま洞大多鬼丸旗争
奪児童ソフトボール大会

県内外の児童ソフトチームを招聘し、未来を担う子どもたちが字堂ソフト
ボールをとおして、体力増進と規律及び協調性を養うとともに、地域を越
えた青少年相互の親睦を図り、青少年健全育成に寄与することを目的と

1,745 C B

県中 田村市 19
田村市滝根町星の村文
化まつり

文化・福祉・産業部門一体とし星の村文化まつりを実施（１０月） 3,781 F B

県中 田村市 20 花いっぱい運動
地域の環境美化運動を通じ、子ども達の社会参加と健全育成を促進す
る。また、心豊かな青少年をいく育むために花いっぱい運動を展開

800 C

県中 田村市 21 ふれあい学級
高齢化社会の中、自ら学習意欲を持ち社会変化に対応する知識と教養
を身につけ、また、学級生間の交流を通じて、中間つくりと社会参加を目
的として実施

310 I

県中 田村市 22 女性学級
体験学習や社会参加を通じ、女性としての資質や能力を高め、心豊かな
明るい家庭を築き、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して実施

283 I

県中 田村市 23 町民登山 町民の健康増進を目的として実施。「那須岳」 22 G
県中 田村市 24 芸術鑑賞会 町民を対象に実施。「県立美術館」「西田記念館」 16

県中 田村市 25 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
機会を提供し、家庭教育における環境の重質を図る

324 C

県中 田村市 26 のびのびチャレンジスクール
学校週五日制導入に伴い、体験活動・交流等の緒活動により青少年の
創造性や可能性を育成するための環境整備を促進

257 C

県中 田村市 27 おはなし会
読み聞かせを通し親子（幼児）で絵本の楽しさを知ることで読書習慣を啓
発

789 C
県中 田村市 28 大越町文化祭 市民文化の向上及び芸術文化の振興を図ることを目的として実施 2,400 F

県中 田村市 29 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
民の親睦を深めた

1,156 F

県中 田村市 30 ウォーキング教室

春のウォーキングは常葉公民館と合同開催（羽鳥湖周辺）、秋のウォー
キングは都路単独で実施（いわき市）。
市民相互の親睦を深めながら、歩くことを通して体力の維持向上を目指
し、健康に対する意識を高めることを目的として実施

49 I

県中 田村市 31
青少年教室(チャレンジ教
室)

都路管内児童を対象に、学校生活とは違った様々な体験に触れさせ、豊
かな心や生きる力を育むとともにチャレンジ精神を養い、自発性・創造性・
思いやりの心・協力性を考え、義務と責任の大切さを理解させるため。ま
た、時間の使い方や土曜日・日曜日の過ごし方を大切に過ごせるよう実
施。６月３０日（土）蒔絵体験と歴史探訪（会津方面）、８月２１日（火）国際
交流体験「地球キャラバン」、８月６日（月）山登り（安達太良山）、１０月７
日（日）ニュースポーツ＆ペイントグラス作製、１２月１６日（日）クッキング
教室、１月２７日（日）バレンタインお菓子つくり教室

115 AI A

県中 田村市 32 家庭教育学級
都路管内小中学校PTAを対象に、各学校において教育講演会等を実施
に対し、市予算より報償金・旅費の支払い）都路こども園で「おはなし会実
施」（２月）

46 C

県中 田村市 33 成人講座
常葉・都路町の成人を対象に「ヨガ教室」、「お菓子づくり教室」を開催（年
６回）

60 GI AE

県中 田村市 34
図書館分館出張おはなし
会

避難先の小学校等へ出向き、読み聞かせなどを実施
692 C

県中 田村市 35 高齢者学級(福寿草大学)
65歳以上の方を対象に、交通安全教室、陶芸教室、音楽鑑賞教室を実
施

145 BFI A
県中 田村市 36 文化祭 本年度中止 F A
県中 田村市 37 春の文化発表会 市文化協会都路支部による文化発表会 150 F

県中 田村市 38 各種スポーツ大会
体育行事中止に伴う代替事業として昨年度に引き続きボウリング大会を
実施（小学３年生以上）

90 F

県中 田村市 39
青少年市民会議都路支
部

少年の主張都路支部大会は、校内選考で小学生・中学生各１名を市大
会へ推薦。魚つかみ大会（８月）の代替として、安達太良山登山を実施。

104 ABCI E

県中 田村市 40
都路町内スポーツ少年団
体験事業

都路グリーンパーク杯争奪大会中止に伴う代替事業として体験学習事業
を実施。「ラビスパ裏磐梯」

52 A

県中 田村市 41
青少年健全育成会議「少
年の主張田村市常葉支
部大会」

文化の館ときわにおいて、町内小学校の選抜２名の計６名の発表で予選
会を行い最優秀賞者を決める（７月）

77 AC

県中 田村市 42
放課後子ども教室推進事
業(常葉町)

放課後子ども教室「めだかの学校」は、放課後に安全安心な子どもの活
動活動場所を確保するとともに、地域の方々の参画を得て地域住民との
交流活動を実施、常葉町内2小学校。

10,590 C

県中 田村市 43 アソベンチャークラブ
常葉管内小学３～６年生を対象に開講式、移動教室、文化祭展示出品、
ニュースポーツ体験、クリスマス会、スケート教室など、年間６回実施

94 AC

県中 田村市 44 セカンドスクール
常葉管内小学生親子等を対象に、クリスマス会、親子料理教室(食育)な
ど、年３回実施

58 CI

県中 田村市 45 高齢者学級(寿学級)
常葉管内６５歳以上を対象に、開講式・歴史散策、体操教室、移動教室、
陶芸教室、芸術鑑賞など年６回実施

108 I
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県中 田村市 46 女性学級
常葉管内一般婦人を対象に、美術鑑賞、七宝焼き教室、園芸教室、料理
教室、グラスペイント教室、テーブルマナー教室など、年６回実施

79 I

県中 田村市 47 成人学級
常葉管内一般婦人を対象に、写真講座、エアロビ講座、スポーツ講座、
センスアップ教室など、年５回実施

264 I

県中 田村市 48 常葉町文化祭
公民館、文化の舘ときわを会場に文化協会加盟団体、学級生、一般の作
品展（１０月）

2,000 F

県中 田村市 49 常葉町芸能祭 常葉公民館において文化協会常葉支部１１団体の民謡・踊りの発表会 250 F

県中 田村市 50
青少年健全育成市民会
議常葉支部長杯ドッジ
ビー大会

管内小学生を対象に実施（８月）青少年健全育成市民会議常葉支部事業 245 F

県中 田村市 51 ハイキング 春と秋のハイキングを実施、５月、１０月（天栄村） 42 I
県中 田村市 52 常葉町地区体育祭 常葉管内１４地区において地区体育祭を実施 1,094 F
県中 田村市 53 ビートル駅伝大会

常葉町内小中・一般を対象として駅伝大会を開催、５２チームが参加（１１
月）

540 F

県中 田村市 54
かぶと虫杯少年サッカー
大会

田村市陸上競技場においてスポーツ少年団による少年サッカー大会を開
催、１２チームの参加（７月）

202 F

県中 田村市 55
かぶと虫杯少年ソフト
ボール大会

常葉運動場においてスポーツ少年団による少年ソフトボール大会を実
施、２４チームの参加（７月）

207 F

県中 田村市 56
かぶと虫杯少年バレー
ボール大会

常葉体育館、常葉小体育館でスポーツ少年団によるバレーボール大会
を開催、１８チームの参加（８月）

210 F

県中 田村市 57
かぶと虫杯少年学童野球
大会

常葉運動場においてスポーツ少年団による野球大会を開催、１２チーム
の参加（８月）

240 F

県中 田村市 58
かぶと虫杯少年ミニバス
ケットボール大会

田村市総合体育館において、スポーツ少年団によるミニバスケットボール
大会、男子９チーム、女子１６チームの参加（８月）

283 F

県中 田村市 59
放課後子ども教室推進事
業
（船引町）

放課後の学校施設を利用し、地域に住む大人が指導者として、安全安心
に過ごせる居場所づくりを提供

42,136 C

県中 田村市 60
少年の主張船引支部大
会

小学生が実体験などを通して得た自らの考えや将来の夢を発表（６月） 250 C

県中 田村市 61 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。各地区公民館で実施。

247 I

県中 田村市 62 生涯学習スクール
住民の多様な要請に即した学習の機会を提供する。ハイキング教室、男
快の世代教室、スポーツ＆カルチャーDAYの３教室を実施

209 I

県中 田村市 63 幸せの集い
高齢者に対し、健康・安全・趣味・文化・生きがい等に関する学習の場を
提供し、安らぎのある充実した社会生活を営む意欲を高める。各地区公
民館で実施。

2,108 I

県中 田村市 64 親子レクリエーション大会
親と子がスポーツやレクリエーションを通じ、相互にふれあい、楽しむ中
から親子関係を一層深めると共に、明るい家庭生活・社会生活づくりの推
進をはかる。各地区公民館１回実施。

544 C

県中 田村市 65 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。年１回実施

8,867 F

県中 田村市 66
船引地区家庭バレーボー
ル・ソフトボール大会

一般男性・女性層に対し、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して行い、その推進をはか
る。地区公民館単位で実施。８か所

1,944 I

県中 田村市 67
家庭バレーボールソフト
ボール中央大会

一般男性・女性層に対し、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して行い、その推進をはか
る。地区大会の優勝チームの大会。

242 I

県中 田村市 68
第３１回田村富士ロード
レース大会

走ることに対する関心を高め、競技人口の拡大を図ることにより、長距離
選手の育成強化と躍進する田村市を広くアピールする事を目的とする。
１，４４４人参加

1,444 I

県中 鏡石町 1 ガーデニング講座
個性あふれるまちづくり事業として、ガーデニングのリーダー的人材育成
のために講座を開催する。 （５月～１１月　６回）

72 A

県中 鏡石町 2 野菜人づくり講座
土づくりから野菜の栽培までの知識や技術を習得するための講座を開催
する。　　（６月～９月　１０回）

90 A

県中 鏡石町 3 アドベンチャークラブ
青少年教室事業として、様々な体験を通して、子どもたちの社会性を養う
ことを目的に実施する。  （６月～２月　８回）

305 A

県中 鏡石町 4 いきいき学級
高齢者の生きがいづくり等を目的に事業を実施する。
（５月～1月　７回）

447 I

県中 鏡石町 5 ジョイフルライフ講座
女性を対象に体験学習や社会参加を通して、自己研鑽を図り、豊かな人
間性を養うことを目的に事業を実施する。
（５月～1月　８回）

151 I

県中 鏡石町 6 文化祭 初夏（６月）と秋（１１月）の年２回、文化祭を開催する。 1,378 F

県中 鏡石町 7 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ことを目的に開催する。
（９月）

502 I B ○

県中 鏡石町 8 駅伝・ロードレース大会
「走る」ことによる健康づくりの推進と体力の向上を目的に町民が気軽に
参加できる大会を開催する。（１１月）

865 F E ○

県中 天栄村 1 第３０回二岐山山開き
男岳１５４４m、女岳１５０４mの二岐山の山開きにあたり、安全祈願祭や
村の特産品が当たる抽選会、記念バッジの配布などを行う。（５月）

300 I

県中 天栄村 2
平成２４年度
成人式、１／２成人式

村内の新成人を祝うと同時に、満１０歳を迎える小学４年生の１／２成人
も祝う。（８月）

130 I

県中 天栄村 3
第２７回羽鳥湖畔マラソン
大会

初秋の爽やかな羽鳥湖畔を県内外から訪れたランナーたちが力を競い
合う。（９月）

1,000 I

県中 天栄村 4 家庭劇場
情操教育の一環として村内の園児・小学生に演劇を演劇を鑑賞する機会
を設ける。（９月）

500 C

県中 天栄村 5 復興元年てんえい元気祭
文化祭、文化講演会、健康祭、産業祭、スポーツフェスティバルが融合し
た、村を元気にする大イベント。（１０～１１月）

20,000 I

県中 天栄村 6 立志式
１４歳を迎える中学２年生を対象に、これから大人になっていく自分を見
つめ直す機会とする。（２月）

60 C

県中 天栄村 7 寿大学
６０歳以上の村民を対象に、生涯を通しての”学び”の機会を提供する。
（４月～１２月）

50 G

県中 天栄村 8 成人学級
２０歳以上の村民を対象に、生涯を通しての”学び”の機会を提供する。
（５月～１２月）

50 G

県中 天栄村 9 パソコン講座
エクセルやワードなど普段の生活の中で使える知識を習得することがで
きる。（６月）

15 G

県中 天栄村 10 太極拳講座
誰もが持っている生体エネルギー「気」と「技」で戦う拳法で、心と体を芯
から癒す。（９～１１月）

20 G

県中 天栄村 11 中国語講座
村内の中国出身者を講師として招いて、中国の文化と中国語の日常会
話を学ぶ（２～３月）

2 G

県中 天栄村 12 スキー・スノーボード教室
村内の２つのスキー場を利用して、小学生を対象にスキー・スノーボード
教室を実施（１、２月）

30 C

県中 天栄村 13 歴史学び～教室
村内の小学５年生を対象に、村文化財審議員を講師に招いて、生まれ
育った地元の歴史や文化を学ぶ機会を設ける。（７月）

50 C

県中 天栄村 14 古文書解読講座
天栄村に伝わる古文書などを題材に、講師を招き、古文書の解読に挑戦
する（２月）

33 I

県中 石川町 1
子育てサポーター養成研
修会

子育て・育児を世代で学びながら人材を養成するとともに子育て・育児の
悩みや不安を取り除くための支援づくり

140 C E

県中 石川町 2 第１３回子育て講演会
家庭教育のあり方、地域における子育てのあり方についての講演会の実
施

160 C E
県中 石川町 3 パソコン教室 社会人を対象としたパソコンのスキルアップ講座（初級・中級） 120 I
県中 石川町 4 活き生きライフ講座 心身ともに健康で人生を快適に遅れることを学ぶ（９回） 125 G･I
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県中 石川町 5 総合文化祭 公民館等利用者による各種作品の展示及び囲碁・俳句大会等 1,300 F
県中 石川町 6 芸能祭 町内の芸能グループが集い、芸能祭を実施 200 F
県中 石川町 7 音楽祭 町内の音楽グループが集い、音楽祭を実施 250 F
県中 石川町 8 石川町少年の主張大会 小・中・高校生が日頃考えていることをテーマに発表会を開催 200 C･F E
県中 石川町 9 英国文化体験教室 学習・遊びを通して児童・生徒の国際性の素地を培う（３日間） 50 E B
県中 石川町 10 成人式 青年を祝い励ますために式典を実施 200 I E

県中 石川町 11
おじいちゃんおばあちゃん
の手紙コンクール

命の根源と大切さを強く認識させ、家族愛を一層確かなものにするため
に実施

1,358 C E

県中 石川町 12
ぼくもわたしもチャレン
ジャー

小学３年漢年生を対象に、登山や文化財めぐり等の各社体験活動を中心
とした講座

160 A･D C

県中 石川町 13 子ども図書事業
公民館図書室において幼児とその保護者を対象とした絵本の読み聞か
せ等を実施

240 I B

県中 玉川村 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、老人作品展な
ど

2,500 F E

県中 玉川村 2 花いっぱい運動
村内の各種団体３６団体が参加し地域のための協働意識高揚のため道
路に花を植栽し各団体で管理

950 A E

県中 玉川村 3 さわやか女性教室 より広い視野と識見を持つ生き生きとした女性の育成につとめる 83 G
県中 玉川村 4 男の講座 男性の生涯学習の場の提供 25 B
県中 玉川村 5 ステンドグラスづくり教室 住民の多様なニーズに即した趣味教養講座 10 I
県中 玉川村 6 写経教室 住民の多様なニーズに即した趣味教養講座 32 I
県中 玉川村 7 高齢者学級 生きがいを持ち地紀社会への参加活動を促進させる学習機会への提供 562 I
県中 玉川村 8 ゴルフ教室 青年から４０代層を対象に生涯スポーツの場の提供 74 B
県中 玉川村 9 地区女性団体で前講座 地域女性団体の活性化のために地域の要望により出前講座開催 123 A
県中 玉川村 10 たまかわスポーツフェスタ

村民の体力向上と交流のため、各種目において楽しみ融和を図る体育
祭

348 G
県中 玉川村 11 親子教室 親子で体験を共有し、ふれあいの場の提供 30 C

県中 玉川村 12 ニュースポーツ教室
村民の体力向上と交流のため、新しい楽しめるスポーツの体験と村民間
の融和を図るため開催する

50 B

県中 玉川村 13 エコクラフトバック教室 住民の多様なニーズに即した趣味教養講座 30 I
県中 玉川村 14 押し花教室 住民の多様なニーズに即した趣味教養講座 54 I
県中 平田村 1 かるがも学級 親子の共同学習（年4回8月～2月） 87 I
県中 平田村 2 たけのこ教室 小学生のリーダー養成（年10回9月～11月） 289 A ○

県中 平田村 3
ジャンガラ念仏踊り子ども
教室

伝統文化伝承子ども教室（年10回9月～11月） 135 I

県中 平田村 4 菅布祢太鼓子ども教室 伝承文化伝承子ども教室（年12回8月～11月） 254 I ○
県中 平田村 5 子ども映画会 夏休み・冬休み・春休み等を利用映画上映（年6回7月～3月） 248 I
県中 平田村 6 家庭教育支援推進事業 家庭でのしつけ等学習の機会と訪問型相談対応・保護者の交流 820 C
県中 平田村 7 レディ－スセミナー 女性リーダーの育成（年8回6月～11月） 111 A
県中 平田村 8 ハーモニー教室 学級生相互の交流を図る趣味の教室（年10回6月～10月） 156 I
県中 平田村 9 クラフト教室 世界で1つだけの手作り作品趣味の教室（年6回1月～3月） 46 I
県中 平田村 10 文化講演会 署名人を迎えての講演会（10月） 320 G ○
県中 平田村 11 文化祭 村民の作品展示・婦人・老人芸能祭、農作物品評会 3,827 F
県中 平田村 12 村民登山 村民体力づくり事業（尾瀬） 45 I
県中 平田村 13 体力番付2012 ニュースポーツ体験（10月） 300 F
県中 平田村 14 ソフトテニス大会 男女別ダブルストーナメント戦（7月） 25 F
県中 平田村 15 勤労者野球大会 事業所等対抗野球大会（8月～9月） 221 F
県中 平田村 16 剣道大会 県内市町村からの参加（11月） 1,000 F ○
県中 平田村 17 バドミントン大会 中学生・成人男女別トーナメント戦（1月） 15 F
県中 平田村 18 インディアカ大会 スポーツ少年団交流も兼ねた個人戦・団体戦） 120 F
県中 平田村 19 卓球大会 中学生・成人の男女別トーナメント戦(12月） 35 F
県中 平田村 20 福島県縦断駅伝大会 白河陸上競技場から福島県疔まで95.3KMの駅伝大会「11月） 100 F
県中 平田村 21 押し花教室 女性趣味の会（年8回6月～11月） 72 I

県中 平田村 22 家庭バレーボール大会
村内居住女性が親睦と体力づくりを兼ねたブロックリーグ戦及びトーナメ
ント戦

195 F

県中 平田村 23
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 408 F

県中 浅川村 1 子育て講座
子どもを持つ親に対して、子育て講座を実。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」)

414 C E

県中 浅川村 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

340 C

県中 浅川村 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）

85 I

県中 浅川村 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・キャンプ・スケート)(６月～２月まで８回実施)

283 C

県中 浅川村 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) 301 G
県中 浅川村 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) 180 I

県中 浅川村 7 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)

100 I

県中 浅川村 8 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

県中 浅川村 9 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

県中 浅川村 10 青少年育成会
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)

1,007 C

県中 浅川村 11 籐工芸教室
女性を対象に新しい仲間づくりと物をつくる喜びを味わう講座を実施（９月
～１０月、６回）

60 I

県中 浅川村 12 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) 140 F
県中 浅川村 13 総合文化祭 公民館及び長部局において実施(１１月) 1,800 F B･E
県中 古殿町 1 家庭教育学級 家庭教育の在り方 1,200 C
県中 古殿町 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。 300 C
県中 古殿町 3 芸術文化発表会 学習成果の発展・展示 2,000 F･1

県中 古殿町 4
特別社会教育指導員設
置事業

国際理解 15,000 G･E

県中 古殿町 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 500 B
県中 古殿町 6

高齢者学級「ことぶき学
級」

６０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 50 I
県中 古殿町 7 高齢者学級「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 50 I
県中 古殿町 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 20 I
県中 古殿町 9 アロマテラピー教室 アロマテラピーの基礎知識を習得し、季節のアロマ用品を作る 20 I
県中 古殿町 10 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 40 I
県中 古殿町 11 歴史教室 町内外の歴史を学び、文化の保存伝承に努める 40 F･I･H
県中 古殿町 12 英会話教室 日常会話を学び、国際交流を図る 40 D･I
県中 古殿町 13 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 15 H
県中 古殿町 14 着物着付け教室 着物の着付けの仕方を学ぶ 10 I
県中 古殿町 15 文化芸術鑑賞 一流の芸術を直接鑑賞する 40 I

県中 古殿町 16 親子ふれあい事業
親子料理教室、星空教室、馬とふれあい教室などの子供が健やかに育
つ教室

140 I D

県中 古殿町 17
子育て支援事業親子交流
会

食育に関する体験学習を通した子育てする家庭同士の交流 20 I
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県中 古殿町 18 スケート教室 スケートを通じて参加者相互の親睦と、基本的な技術を習得する 20 I
県中 古殿町 19 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 40 I
県中 古殿町 20 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。 25 I

県中 古殿町 21 レインボー水中運動教室
プールに浸った状態で身体を動かし、普段使わない筋肉を使って健康増
進を図る

10 I

県中 古殿町 22 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 30 I
県中 古殿町 23 一般水泳教室 水泳の基礎を学ぶ 30 I
県中 古殿町 24 プール大学 温水プール浴で健康の維持増進を図る 60 I
県中 三春町 1 まほらっこ教室

放課後子どもプラン推進事業により、放課後児童の安心・安全な居場所
つくり

350 CF AB

県中 三春町 2 学校支援地域本部事業
地域の人材を学校現場に活用し、教師の負担軽減と地域の学習能力の
向上　　４校取組み

400 CF AB

県中 三春町 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

1,200 C D

県中 三春町 4
森と湖に親しむさくら湖自
然観察教室

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 114 ACF BDE

県中 三春町 5 金環日食特別観望会 金環日食観察会 200 FI B

県中 三春町 6
JAXA筑波宇宙センター見
学

筑波宇宙センターとつくばエキスポセンタープラネタリウム見学 40 CF B

県中 三春町 7 親子野外活動教室 親子陶芸教室、昆虫採集、天体の観察 30 CF B
県中 三春町 8 宇宙学校 小・中学生を対象とした、宇宙科学の専門家と子どもたちとのふれあい 120 CFH BD

県中 三春町 9
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。ネイチャ
ゲーム、講演会、パネルディスカッション

400 ACFH BDE

県中 三春町 10
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 493 FI B

県中 三春町 11 うつくしまみずウォーク 楽々コース、10ｋｍコース、20ｋｍコースに分かれて開催 1,782 FI B

県中 三春町 12
町民スキー・スノーボード
教室

スキー・スノーボード技術の習得のため開催 40 I

県中 三春町 13
春季特別展・夏季企画
展・秋季企画展

「愛姫と三春の姫君」「三春ＡＲＴＳ＆ＣＲＡＦＴＳ×丈六焼」「田村月斉と子
孫たち」

3,400 HI BD

県中 三春町 14 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 250 I B

県中 三春町 15
中央児童クラブ・岩江児
童クラブ・御木沢児童クラ

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じて行う。 99 C B

県中 三春町 16 さくら湖マラソン 三春ダムさくら湖周辺で16部門に分かれて開催 1,161 FI B

県中 三春町 17
東誠三ベートーヴェンピア
ノソナタ全曲演奏会第８

交流館自主事業ソナタ 350 I B

県中 三春町 18 歴史講座 三春の歴史の概要についての講座を実施　5月～12月　30人×8回 145 I B

県中 三春町 19
ミュージカル「おもひでぽ
ろぽろ」

三春交流館「まほら」開館１０年記念事業 249 I B

県中 三春町 20
小松亮太withラスト・タン
ゴ・センセーションズ

交流館自主事業 397 I B

県中 三春町 21
日野皓正ジャズコンサー
ト

交流館自主事業 352 I B

県中 三春町 22
ニューイヤーコンサート２
０１３

交流館自主事業 256 I B

県中 三春町 23 文化祭 文化芸術事業の推進 5,800 F B
県中 小野町 1 少年の主張大会 中学生を対象とした少年の主張（作文コンクール）７月 340 C

県中 小野町 2 書初め大会
小・中学生を対象とした書初め大会
１月

110 C

県中 小野町 3
サマーキャンプ中学生の
翼

国際交流と語学研修を目的に、町内の中学２年生を対象としたアメリカ研
修。７～８月の１０日間

14 I

県中 小野町 4 英会話教室 町民を対象とした英会話教室（１０人×２５回） 100 GI
県中 小野町 5 寿大学 ６５歳以上を対象とした高齢者学級（２００人×８回） 1,600 GI
県中 小野町 6 パソコン教室 初級・中級のクラス別（初級コース8回×36名）＋(中級コース８回×53名） 712 E

県中 小野町 7
小町ふれあいフェスタ
（産業祭・文化祭）

町民の作品展示発表など
１１月

14,000 F

県中 小野町 8 レディースセミナー 女性学級（１５人×４回） 60 AI
県中 小野町 9 成人式 成人式式典。１月 130 I
県中 小野町 10

スプリングフェスティヒバ
ル

町民の歌や演奏の発表会。３月 300 F
県中 小野町 11 自分史講座

自分自身の生きてきた証を書き記し、新しい自分を発見する。（10名×3
回）

30 GI
県中 小野町 12 小学生水泳教室 小学３～６年生対象（７月・４０人×５回） 180 I
県中 小野町 13 親子水泳教室 小学１、２年生と保護者（８月・２０人×５回） 100 I

県中 小野町 14
町民ふれあいスキー・ス
ノーボード教室

町民を対象にしたスキー・スノーボード教室（２月） 40 I

県中 小野町 15
行政区対抗壮年ソフト
ボール・家庭バレーボー

町民を対象にした壮年ソフトボール・家庭バレーボール大会（６月） 400 F

県中 小野町 16 小学生水泳大会 町内小学生の水泳大会（７月） 400 F
県中 小野町 17

町民グラウンドゴルフ大
会

町民を対象にしたグラウンドゴルフ大会（９月） 260 F

県中 小野町 18
こまち湖健康ウォーク・マ
ラソン大会

こまちダムにてウォーク・マラソン大会（９月） 160 F I

県中 小野町 19 町民大運動会 ４年に一度の運動会（１０月） 2,000 F
県中 小野町 20 町長杯武道大会 町民を対象にした剣道、柔道大会（１２月） 85 F

県中 小野町 21
ビーチバレーボール行政
区親善交歓会

町内４０歳以上の女性を対象としたビーチバレーボール大会（２月） 86 F

県中 小野町 22 室内ゲートボール大会 町民を対象としたゲートボール大会（２月） 88 F
県中 小野町 23 ちぎり絵体験講座 町民を対象としたちぎり絵体験　（１１月） 15 G･I
県中 小野町 24 こどもの日おたのしみ会 小学生を対象とした読み聞かせ（５月） 20 C
県中 小野町 25 クリスマスおたのしみ会 小学生を対象とした読み聞かせ（１２月） 20 C

県中 小野町 26
わらべうたとふるさとかる
たであそぼう

小学生を対象とした事業。わらべうたやカルタで昔の遊びを体験（１月） 20 C

県中 小野町 27 節分を楽しもう 小学生を対象とした事業。節分の由来を知り実際に豆まきをする（２月） 20 C

県南 白河市 1 家庭教育学級
家庭教育の推進を図る。市内のすべての保育園、幼稚園、小学校、中学
校で実施

7,089 C

県南 白河市 2 白河英会話教室 英会話教室を通した国際理解 332 I ○

県南 白河市 3
白河市幼小中高ＰＴＡの
集い

教育上の問題を研修会等を通し、解決を目指す 235 C

県南 白河市 4
白河市青少年健全育成
推進大会

功労者表彰、少年の主張発表 845 F

県南 白河市 5
福島県少年センター連絡
協議会研修会

少年補導員の資質を高める研修 11 A A

県南 白河市 6 白河市出前講座 市民の学習支援 878 I

県南 白河市 7
『市民共学』バイキング講
座

市民ボランティアによる講座 185 F C

県南 白河市 8 文化財巡り 文化財巡り 14 I

県南 白河市 9
福島大学白河サテライト
教室

福島大学の教授陣による教室 234 G D

県南 白河市 10 キッズシアター 演劇鑑賞教室 2,431 I
県南 白河市 11 白河地域成人式 成人者を祝福し、成人としての自覚を養う 576 I
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県南 白河市 12 表郷地域　成人式 成人者を祝福し、成人としての自覚を養う 77 I
県南 白河市 13 大信地域　成人式 成人者を祝福し、成人としての自覚を養う 43 I
県南 白河市 14 東地域　成人式 成人者を祝福し、成人としての自覚を養う 150 I
県南 白河市 15 生涯学習講演会 講演会 180 F

県南 白河市 16
白河市民総合文化祭美
術展覧会

芸術文化の振興 1,157 F

県南 白河市 17 しらかわ音楽の祭典 音楽文化の振興 3,700 F
県南 白河市 18 白河市囲碁・将棋まつり 囲碁・将棋を通した芸術文化の振興 400 F B

県南 白河市 19
キッズ☆カルチャースクー
ル

生け花教室、合唱教室など 446 F

県南 白河市 20 市民芸能大会 芸術文化の振興 800 F
県南 白河市 21 しらかわ駅伝競走大会 高校生以上の駅伝大会 2,300 I
県南 白河市 22 スポーツフェスティバル ニュースポーツのギネスに挑戦する 500 I
県南 白河市 23 スポーツ教室 ジュニアトランポリン、ジュニアボルダリング、ヨガなど 370 I
県南 白河市 24 市民総合体育大会 市民による総合体育大会 1,519 I
県南 白河市 25 体育館無料開放 スポーツの振興 1,127 F

県南 白河市 26
市立図書館
ちびっこおはなしのくに

学齢前・乳幼児対象 679 I

県南 白河市 27
市立図書館
ブックスタート

１０ヶ月検診時に絵本をプレゼントする 521 I

県南 白河市 28
市立図書館
手づくり絵本展

手作り絵本の展示 605 I

県南 白河市 29
市立図書館
おはなし会

素話や読み聞かせの中から創造力を育て読書の楽しみへと導く 265 I

県南 白河市 30
市立図書館
手作り絵本教室

絵本教室 11 I

県南 白河市 31
市立図書館
大人向け上映会

大人向け映画の上映会 481 I

県南 白河市 32
市立図書館
子ども向け上映会

子ども向け映画の上映会 426 I

県南 白河市 33
市立図書館
図書館利用促進講演会

講演会 100 I

県南 白河市 34
市立図書館
夏のおはなし会

読み聞かせ・おはなし会 31 I

県南 白河市 35
市立図書館
冬のおはなし会

読み聞かせ・おはなし会 26 I

県南 白河市 36
市立図書館
江戸の切り紙
「紋切りあそび」講座

講座 14 I

県南 白河市 37
市立図書館
郷土講演会
「小峰城の成立と展開」

講演会 132 I

県南 白河市 38
市立図書館
おはなし講座
「絵本の選び方」

講座 14 I

県南 白河市 39
市立図書館
夏休み映画特集

映画上映 98 I

県南 白河市 40
市立図書館
こどもの日　こども上映会

映画上映 33 I

県南 白河市 41 しらかわ盆踊り大会 公民館クラブ会長会主催による盆踊り大会 6,000 I
県南 白河市 42 公民館発表会 公民館利用クラブによる発表会 880 F
県南 白河市 43 公民館習作展 公民館利用クラブによる作品展 900 F

県南 白河市 44
中央公民館教室
「旗宿・本沼・双石・小田ノ
里白梅学級」

高齢者向け講座 613 I

県南 白河市 45
中央公民館教室
「かんたんお菓子教室」

お菓子教室 145 I

県南 白河市 46
中央公民館教室
「男の料理教室」

男性向け料理教室 143 I

県南 白河市 47
中央公民館教室
「大人のちょっとこだわり
教室」

日常の暮らしの中の色やライフスタイルにちょっとしたこだわりをもって取
組本質に迫る

230 I

県南 白河市 48
中央公民館教室
「日曜午後のサロン」

ちょっと憂鬱な日曜午後に自分自身の趣味や知識教養を身につける。 142 I

県南 白河市 49
中央公民館教室
「シニア初心者パソコン教
室」

シニア向けパソコン教室 140 I

県南 白河市 50
中央公民館教室
「はじめての社交ダンス教
室」

初心者対象に社交ダンスのマナーとステップの基本を学び、心身のリフ
レッシュと教室の交流を図る

355 I

県南 白河市 51
中央公民館教室
「楽しく学ぶサイエンス教
室」

サイエンス教室 159 I

県南 白河市 52
中央公民館教室
「リフレッシュ教室」

健康体操、ウォーキング、エアロビクス、グランドゴルフなど 375 I

県南 白河市 53
中央公民館教室
「レディースセミナー」

女性として幅広い知識と教養を身に付ける。 430 I

県南 白河市 54
中央公民館教室
「文化財教室」

郷土及び県内の文化財等の学習 301 I

県南 白河市 55
中央公民館教室
「初めての万葉集教室」

古来から親しまれている日本最初の歌集「万葉集」を取り上げ、和歌の形
態・技巧などを学ぶ

114 I

県南 白河市 56
中央公民館教室
「さわやかカルチャー教

園芸、一般教養、健康体操など 237 I

県南 白河市 57
中央公民館教室
「子どもステップ教室」

宿泊学習や見学学習を通して他の学校や学年の子たちとの交流を図る 198 I

県南 白河市 58
中央公民館教室
「自然探勝トレッキング教
室」

山や森の自然を楽しみながら歩く 216 I

県南 白河市 59
中央公民館教室
「音楽鑑賞教室」

クラシックをより楽しむ。歌曲・ヴァイオリン・ハープ等の生演奏を鑑賞 496 I

県南 白河市 60
中央公民館教室
「青年サークルカルチベ」

独身男女のための自分磨きと仲間づくり 197 I

県南 白河市 61
中央公民館教室
「楽らく国語塾」

再び国語を学ぶ楽しさを味わう 211 I

県南 白河市 62
中央公民館教室
「健康ジャン雀教室」

脳トレに最適な麻雀を、純粋なゲームとして楽しく学びながら思考力や判
断力を磨く

378 I
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県南 白河市 63
中央公民館教室
「白寿学級」

交通安全講習会、健康講座など 410 I

県南 白河市 64 【表郷】春の文化展 表郷文化団体による作品展示 250 F
県南 白河市 65 【表郷】芸能まつり 表郷文化団体芸能サークルによる芸能披露 200 F

県南 白河市 66
【表郷】表郷地区親善ゴル
フ大会

親善ゴルフ大会 40 F

県南 白河市 67
【表郷】地区対抗野球・
ティーボール大会

ティーボール大会 440 F

県南 白河市 68
【表郷】地区対抗ソフト・バ
レーボール大会

地区対抗ソフト・バレーボール大会 440 F

県南 白河市 69
【表郷】天狗山旗争奪東
北関東壮年軟式野球大

壮年軟式野球大会 1,000 F

県南 白河市 70
【表郷】ファミリーハイキン
グ

健康増進を図り家族の絆を深める 28 F

県南 白河市 71
【表郷】表郷文化祭・華道
展

市民文化祭・華道展 1,100 F

県南 白河市 72 【表郷】わんぱくスクール スポーツ教室、和太鼓教室など 287 I

県南 白河市 73
表郷図書館
「おはなし読んで」

幼児、低学年向け読み語り 207 I

県南 白河市 74
表郷公民館教室
「生き生き講座」

視察研修など 161 I

県南 白河市 75
表郷公民館教室
「パソコン教室」

パソコン教室 8 I

県南 白河市 76
表郷公民館教室
「福寿学級」

高齢者学習講座 351 I

県南 白河市 77
表郷公民館教室
「ふるさと子ども体験塾」

運動、木工工作など 51 I

県南 白河市 78
表郷公民館教室
「ふるさと子ども体験塾」

自然文化体験、手作り体験などを通して異学年、地域の人々との交流を
図る

30 I

県南 白河市 79
表郷公民館教室
「こだわり食の体験教室」

地元産の材料を使い、和菓子、うどん等の本格的な作り方を体験する 149 I

県南 白河市 80
表郷公民館教室
「自然探勝教室」

日光白根山など 76 I

県南 白河市 81
表郷公民館教室
「歴史探訪教室おくのほ
そ道」

多賀城市、白石市視察など 121 I

県南 白河市 82
【大信】大信地区市民ゴル
フ大会

ゴルフ大会 60 I

県南 白河市 83
【大信】体育の日スポーツ
施設無料開放

スポーツ施設無料開放 21 I

県南 白河市 84
【大信】福島県民の日体
育施設無料開放

体育施設無料開放 118 I

県南 白河市 85
【大信】白河地区中学校
親善野球大会

野球大会 264 F

県南 白河市 86
【大信】大信地区市民球
技大会

市民による球技大会 285 F

県南 白河市 87
【大信】大信地域市民綱
引き大会

市民による綱引き大会 90 F

県南 白河市 88
【大信】地区市民バレー
ボール大会

市民によるバレーボール 128 F

県南 白河市 89 【大信】大信地域　文化祭 芸能発表会・記念音楽祭 343 F

県南 白河市 90
【大信】伝統行事継承事
業「だんごさし」

小正月に「豊作祈願」「一家繁栄」などの願いを込め、各小学校で行う 74 I

県南 白河市 91
大信図書館
手作り絵本教室、絵本展

手作り絵本教室 14 F

県南 白河市 92
大信図書館
絵で見るお話しの会

絵本の読み聞かせや紙芝居、エプロンシアターをすることにより感性を育
てる

75 I

県南 白河市 93
大信図書館
読み聞かせ教室

読み聞かせ教室 838 I

県南 白河市 94
大信図書館
ブックトーク

あるテーマを題材とした絵本や児童書を数冊紹介し、本に対する興味を
もたせる。

394 I

県南 白河市 95
大信図書館
移動図書館

移動図書館 1,254 I

県南 白河市 96
中山義秀文学館
中山義秀文学賞「公開選
考会」

中山義秀文学賞の公開選考会 110 F

県南 白河市 97
中山義秀文学館
中山義秀文学賞　受賞記
念講演会

受賞者の講演会 181 F

県南 白河市 98
中山義秀文学館
文学ツアー

会津方面の文学ツアー 30 I

県南 白河市 99
大信公民館教室
「シニア健康体操教室」

ストレッチ体操などを通して、健康で長生きできるよう心身の健康づくりと
仲間づくりを行う

261 I

県南 白河市 100
大信公民館教室
「ガーデニング教室」

土づくり、苗の育て方や手入れなどを学習しながら、ガーデニングや鉢植
えの花を育てる

97 I

県南 白河市 101
大信公民館教室
「郷土料理教室」

郷土料理教室 31 I

県南 白河市 102
大信公民館教室
「上新城地区高砂学級」

高齢者として豊かな人生を送るための学習。 36 I

県南 白河市 103
大信公民館教室
「中央高砂学級」

高齢者として豊かな人生を送るための学習。 111 I

県南 白河市 104
大信公民館教室
「リフレッシュ塾」

教養講座・料理や健康教室等を通して、感性豊かで知的好奇心を高め
る。

142 I

県南 白河市 105
大信公民館教室
「お役立ち健康教室」

ボールエクササイズ、ツボレッチ、リンパマッサージやヨーガの基本と実
技

207 I

県南 白河市 106
大信公民館教室
「わくわく少年教室」

126 I

県南 白河市 107
大信公民館教室
「グローバルクレイフラ
ワー教室」

クレイアートの素晴らしさに触れながら、樹脂粘土を使用して完成度の高
い花を制作する

32 I

県南 白河市 108
世代間交流グランドゴル
フ

グランドゴルフ 56 F
県南 白河市 109 そば打ち体験教室 そば打ち体験教室 17 I
県南 白河市 110

【東】ひがしこども伝承太
鼓

伝承太鼓 25 I

県南 白河市 111
【東】しらかわ郷里マラソ
ン大会

地元の小中高生・親子中心の大会 1,287 F

県南 白河市 112
【東】東地域文化祭芸能
発表会、作品展覧会

芸能発表、作品展覧会 1,100 F

県南 白河市 113
【東】東音楽フェスティバ
ル

音楽愛好団体による発表会 200 F
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県南 白河市 114
東公民館教室
「健康教室」

健康教室 33 I

県南 白河市 115
東公民館教室
「男性料理教室」

家庭で簡単にできる体に良い男性のための料理教室 37 I

県南 白河市 116
東公民館教室
「レディースセミナー」

女性としての幅広い知識と教養を磨き、余暇活動の楽しさや広い視野に
立ったものの考え方を身に付ける

112 I

県南 白河市 117
東公民館教室
「東光学園」

高齢者学級 528 I

県南 白河市 118
東公民館教室
「東子ども教室」

様々な体験学習を楽しみながら、集団行動や思いやりの気持ちの大切さ
を学ぶ

180 I

県南 白河市 119
東公民館教室
「東ふるさと教室」

東地区のふるさとを見直し、郷土の歴史と文化と生活のよさを学習する 51 I

県南 白河市 120
東公民館教室
「古文書解読講座」

古文書解読講座 78 I

県南 白河市 121
東公民館教室
「将棋教室」

将棋教室 33 I

県南 白河市 122
東図書館
うぐいす号巡回

各学校を巡回する移動図書館 330 I

県南 白河市 123
東図書館
図書館であそぼう

図書館の楽しみ方 84 I

県南 白河市 124
東図書館
手作り絵本教室

本をつくる喜びや楽しさを味わう 25 I

県南 白河市 125
東図書館
夏のお話会

素話や読み聞かせ 35 I

県南 白河市 126
東図書館
おたのしみクリスマス会

絵本の読み聞かせ、紙芝居と親子のふれあい 65 I

県南 白河市 127
東図書館
冬のお話会

素話や読み聞かせ 27 I

県南 白河市 128
東図書館
図書館に行こう

遠隔地からバスで来館し、利用法とマナーを学ぶ 254 I

県南 西郷村 1 寿学級
｢趣味の講座｣として健康体操、絵画、カラオケ、園芸の4教室を実施。（4、
5、6、7、8、9、10、11月　　全１１回）

764 I E

県南 西郷村 2 小中学生英会話教室 道の尋ね方や案内等、状況に応じた講座を実施。（全３回） 108 I
県南 西郷村 3 おはなし会 村内小学校5校に年１回講師を派遣。（5、6、7、10、11月　５回） 576 C E
県南 西郷村 4 ふれあい体験塾

自然、文化、科学体験等の事業を実施。（7、8、9、11、12、1、3月　全７
回）

314 G
県南 西郷村 5 地区公民館出前講座 村内各地区公民館で出前講座を実施。　(７月　２回) 22 I
県南 西郷村 6

西の郷少年少女合唱クラ
ブ

芸能発表会や音楽鑑賞会で日頃の練習の成果を発表した。（全14回） 259 I
県南 西郷村 7 はじめての絵本ひろば 3、4ヶ月児の健康相談時に実施。（5、7、9、11、1、3月　全６回） 180 C E ○
県南 西郷村 8 ふるさと講座 歩いて文化財巡りや自分史講座等を実施。（6、9、10、11、3月　全10回） 139 I
県南 西郷村 9 文化ふれあい教室 須賀川市文化センターにて音楽鑑賞会を実施。 22 I
県南 西郷村 10 パソコン教室 ワードとエクセルの２講座を実施。（ワード、エクセルともに全５回ずつ） 151 I
県南 西郷村 11 クレイアート教室 粘土で菜の花やポインセチア等を作成。（前期、後期ともに５回ずつ） 155 I
県南 西郷村 12 図書ボランティア講座 絵本作りや自分史作りを実施。（9、10、11月　１０回） 100 H
県南 西郷村 13 韓国語教室 日本語を軸にした初心者向けの講座を実施。（全５回） 203 I
県南 西郷村 14 成人式 167名の出席者のもと厳粛に開催された。 167 G
県南 西郷村 15 異文化体験事業 天栄村のブリティシュヒルズで実施。（２泊３日） 25 D

県南 西郷村 16 少年の主張大会
各小・中学校の児童、生徒による発表。（小学生5名、中学生6名、特別発
表者3名）

184 F

県南 西郷村 17 音楽鑑賞会 全日本合唱コンクールに出場した、有名校を招待し実施。 800 F ○
県南 西郷村 18 文化祭芸能発表会 第29回芸能発表会を開催。（プログラム数33） 338 F ○
県南 西郷村 19 文化祭作品発表会 作品展示会等を実施。（11月2日～4日） 917 F ○

県南 西郷村 20
西郷単位制総合大学講
座

入学者１６名、在校生４８名。各種学習活動にかかわり、教養・健康・夢な
どの生活満足度の向上を図る。

282 FI

県南 西郷村 21 バスケットボール講習会
白河旭高校男子バスケットボール顧問の室井真仁教諭の指導のもとドリ
ブル、パス、シュートの精度を高める練習を行った。

120 I

県南 西郷村 22 村民登山大会 第4１回村民登山大会を福島県のアルツ磐梯　西大巓で実施した。 75 I

県南 西郷村 23 ふくしま駅伝
第24回ふくしま駅伝大会に出場。（記録5時間33分38秒。総合18位。村の
優勝）

25 F

県南 西郷村 24 村内一周駅伝大会 小学生から成人まで全38チームの参加で開催。 494 G
県南 西郷村 25 西の郷ロードレース大会 西郷村のＰＲや地元アスリートの発掘（１０月２８日） 893 F ○
県南 西郷村 26 健康ウォーキング教室 ふるさと講座の一環 69 I E

県南 西郷村 27
源流の郷観桜健康ウォー
キング

運動の日常化と体質の改善をテーマとし全村民に普及する。 300 G E ○

県南 西郷村 28 マット運動教室
元ソウル五輪日本代表選手の信田美帆さんを講師に招きマット運動教室
を行った。

76 I

県南 西郷村 29 トレッキング講座
講座を楽しむことを目的とし、山行計画、緊急時の対応を身に付ける。（４
～９月）６回

120 FI

県南 西郷村 30 シニアソフトボール教室 ソフトボールを通じて交流を深めることを目的とする。 33 I
県南 泉崎村 1 成人学級 全体学習での講演やクラブ活動（月１回１１回） 740 I A ○

県南 泉崎村 2 家庭教育学級
子育ての講演、また、学校教育と社会教育の連携を図る（保・幼・小・中
対象年７回）

478 C

県南 泉崎村 3 こども体験くらぶ 様々な体験活動により仲間作り（小４～小６対象月１回で５月～２月） 153 I A

県南 泉崎村 4 親子教室
発見をテーマに体験学習や物作りをし、親子の交流を図る（小１～小３対
象　月１回で７月～２月）

18 C

県南 泉崎村 5 庭木剪定教室 季節の樹木に剪定を実施（５月～１０月　毎月１回第２土曜日） 53 I ○
県南 泉崎村 6 盆栽教室

盆栽の植替えと手入れ・盆栽の剪定（５月～１０月・３月　月１回第３日曜
日）

36 I ○
県南 泉崎村 7 COOK＆Cooking フランス料理の実技（６月～１１月　月１回第１月曜日） 106 I ○
県南 泉崎村 8 絵画教室 水彩画の書き方を学ぶ（５月～１１月　月１回第３日曜日） 56 I ○

県南 泉崎村 9
英会話教室
（成人一般男女を対象）

英語に親しみ講師と受講生の交流を深める（６月～３月　毎週水曜日） 320 I

県南 泉崎村 10 貯筋会
健康維持のため筋肉を鍛える（前期４月～９月　後期１０月～３月で週１
回）

632 I
県南 泉崎村 11 村民ハイキング ハイキング全員完歩を実施（山形県山寺） 40 I
県南 泉崎村 12 夏休みこども会 人形劇・手遊び・ゲーム等 120 I D
県南 泉崎村 13 村民文化祭 作品展示・バザー・出店 ― F､I
県南 泉崎村 14 芸能発表会 カラオケ・民謡・ダンス等の発表会 ― F､I
県南 泉崎村 15 囲碁大会 村文化祭に併せて囲碁大会を開催（年１回） ― I
県南 泉崎村 16 クリスマスこども会 人形劇・楽団等の公演（対象者幼児～小４） 180 C
県南 泉崎村 17 泉崎村音楽祭 幼・小・中村民参加の音楽祭（年１回） ― F
県南 泉崎村 18 成人式 式典（年１回） 116 I
県南 泉崎村 19 スポーツ教室 各種スポーツの実技（前期５．６月・後期９・１０月の週１回） 253 I

県南 泉崎村 20
平成２４年度朝日ラバー
杯中学生卓球大会

卓球大会（年１回） 200 I B

県南 中島村 1 成人式
村内の中学校を卒業した人及び村内で２０才を迎える成人に対し新成人
の式典を開催（１月実施）

70 A

県南 中島村 2 パソコン講座
村民及び村外を対象にパソコンの基礎知識を身につけてもるために実施
（年３回）

54 D･E A ○
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県南 中島村 3 アルカデア友の会
小学生を対象に様々な体験を通して集団活動・知識を身につけるために
実施（月１回　）

360 G

県南 中島村 4 子ども連絡協議会
村内各地区の子ども会を支援するために代表者の連絡調整組織・及び
文化祭作品展示等を実施（年間）

380 G

県南 中島村 5 スポーツ民謡
民謡にスポーツの動きを取り入れ健康増資を図る為に考案された教室
（月１回）

240 I

県南 中島村 6 書道教室 １人１学習を目標に公民館主催による学習講座（月１回） 120 I

県南 中島村 7 クラウン大学
外に出る機会の少ない高齢者に対し月毎のテーマを決めて学習してもう
講座（月１回）

360 G

県南 中島村 8 英会話教室 １人１学習を目標に公民館主催による学習講座（月１回） 120 I
県南 中島村 9 絵画教室 １人１学習を目標に公民館主催による学習講座（月１回） 120 I

県南 中島村 10 ナイスレデイ教室
婦人教育の一環として村内の女性を対象に教養を高めて貰うために教室
生がテーマを決め実施（月１回）

230 G

県南 中島村 11 文化講演会 村民等の教養の向上を目ざし年１回実施（２月） 300 G
県南 中島村 12 村民文化祭 村内の各種団体及び個人の作品発表の場として文化祭を実施（１１月） 1,400 F
県南 中島村 13 囲碁・将棋大会 村民文化祭の共催事業として大会を実施（１１月） 100 F
県南 中島村 14 芸能発表会 公民館で活動している各種団体・サークルが集い発表会を実施（１１月） 500 F A
県南 中島村 15

絵本の読み聞かせ・お話
会

保育ボランテアによる絵本の読み聞かせやお話会（月１回） 96 C
県南 中島村 16 村民グラウンドゴルフ大会 高齢者の楽しめるグラウンドゴルフを村民対象に実施（７月） 50 G
県南 中島村 17 村民ゴルフ大会 村民を対象に村主催による大会を実施（９月） 120 G B
県南 中島村 18 なかじまの里スポーツ祭り 幼・中・高・成人と村民を対象にマラソン大会・各種イベント大会を合同で実施（１０月）600 G
県南 中島村 19 市町村対抗縦断駅伝 ふくしま駅伝大会の参加（１１月） 2,000 F A
県南 中島村 20 子ども教室 子どもプラン事業としての事業の実施（年間） 120 C

県南 中島村 21 県民スポーツ大会
スポーツの振興の一環として県主催の大会を、村予選から県南大会へと
実施（６月・８月）

60 I

県南 矢吹町 1 かえるっぱふれあい学級 豊かな人間性を養い、家庭生活や地域活動に役立てる。 220 I

県南 矢吹町 2 企画展示事業
学習意欲の向上
ロビー等に創作作品を展示し普及を図る。

1,500 I

県南 矢吹町 3 矢吹ジュニアげんきクラブ 野外活動を通しての仲間づくり。 220 I

県南 矢吹町 4 シニア・リーダー
野外活動などの指導者養成を図る。
地域活動への参加を通しリーダー育成を図る。

80 A

県南 矢吹町 5
ことぶき大学
（高齢者学級）

毎月開催の本講座及び生花等の12分科部、研修旅行等で学びながら生
きがいを作る。

6,000 I

県南 矢吹町 6 外国語・日本語教室 韓国語教室、日本語教室を開催する。 520 I

県南 矢吹町 7
あゆり祭
（町民文化祭）

一般町民による自主参加・自主決定・自主運営による発表や展示を行
う。

6,700 I

県南 矢吹町 8 スキー教室 正しい滑走法を学び、安全に楽しく体力作りを図る。 25 I
県南 矢吹町 9 真夏の夜の鼓動 太鼓フェスティバル等により文化振興を図る。 450 I
県南 矢吹町 10 おはなし会 絵本の読み聞かせを通して、読書の推進を図る。 384 I

県南 矢吹町 11
中畑清旗争奪ソフトボー
ル大会

スポーツ少年団の部と女子中学生の部のソフトボール大会を通し、ス
ポーツ振興と親子での夏の思い出作りを図る。

2,000 I

県南 矢吹町 12 巡回図書 保育園等へ巡回図書を行い、本に触れる機会を増やす。 1,769 I
県南 矢吹町 13

ふるさとの森芸術村企画
展

芸術文化の鑑賞を通し情操と教養の向上を図る。 8,000 I
県南 矢吹町 14 町民講座 矢吹町歴史講座、子ども囲碁教室、ＩＴ教室 250 I

県南 矢吹町 15 男の遊悠塾
団塊の世代を含めた定年退職後の町民が充実した時間を過ごせるよう
趣味等の講座を開催する。

80 B

県南 矢吹町 16 婦人学級
矢吹東・中畑・三神の各地区公民館（10学級）で教養と親睦を深め、地域
づくりを目指す。

1,200 I

県南 矢吹町 17 成人式 成人者で実行委員会を組織し、手作りの式典を挙行する。 161 I

県南 矢吹町 18
三鷹市・矢吹町子ども交
流会

姉妹市町の小学5・6年生を対象にキャンプを通し両市町交代で主催交流
することで相互の親善を図る。

120 I

県南 矢吹町 19
矢吹町文化センター自主
事業

芸術文化の鑑賞を通し情操と教養の向上を図る。 2,210 I

県南 矢吹町 20 少年の主張大会 中学生が日頃考えていること、感じていることを発表する。 80 I
県南 棚倉町 1 青少年健全育成環境浄化ＰＴＡ活動 教育講演会、親子ふれあい活動等 4,500 C
県南 棚倉町 2 青少年の主張発表会 青少年が日頃考えている様々な事柄の発表 250 C
県南 棚倉町 3 まなびと学園 ふるさと再発見、伝承活動（ヨガ、調理実習、歴史講座） 172 I
県南 棚倉町 4 成人式 新成人者を祝福し成人としての自覚と責任を促す 162 C
県南 棚倉町 5 民族芸能体験学習 八槻都々古別神社の御田植 130 G
県南 棚倉町 6 ハイキング 尾瀬ハイキング 35 I
県南 棚倉町 7 親子スケート教室 親子のふれあいづくり 31 I
県南 棚倉町 8 ふれあい学級 小学生との交流・奉仕活動・議会傍聴等 323 I
県南 棚倉町 9 寿大学 趣味を主体とした学習（園芸盆栽、俳句、演歌、民謡） 610 I
県南 棚倉町 10 文化祭 町民の発表、鑑賞の機会の提供と文化意識の高揚 1,000 F
県南 棚倉町 11 新春風まつりたこあげ大会 たこ作りを通して親子のふれあいづくり 130 C
県南 棚倉町 12 スポーツ教室 健康増進・体力の向上・スポーツに親しむ 500 I
県南 棚倉町 13 ホッケーの町づくり ホッケーの普及・町づくりの増進 4,000 I

県南 矢祭町 1 町民ハイキング
町民のコミュニケーションの場と青少年の健全育成、自然保護の重要性
を目的に開催(９月）

100 G ○

県南 矢祭町 2 矢祭ふれあい駅伝大会 市町村交流と青少年の育成や地域スポーツの振興を目的に開催（12月） 800 C A ○

県南 矢祭町 3 市民講座の開催
広く町民を対象にコミュニケーションと趣味の幅を広げることを目的に開
催(１０回）

100 I

県南 矢祭町 4 手づくり絵本教室の開催
絵本を通して親子のコミュニケーションの場を提供することを目的に開催
(８月）

30 C

県南 矢祭町 5 絵本作家との交流会
絵本を通して親子のコミュニケーションの場を提供することを目的に開催
(10月）

40 C

県南 矢祭町 6 ふるさと探検隊
小学生を対象に、身近な施設を利用し遊び・学びを通して健全育成を図
ることを目的に開催(5月～１月の６回開催）

300 F

県南 矢祭町 7 矢祭町文化祭 町民参加型の総合文化祭を開催(11/1～11/3） 1,000 F

県南 矢祭町 8
町民プールコスモバレー
大会

生涯健康を目指し、誰もが自由に参加できる水中バレー大会を開催し町
民のコミュニケーションの場を提供していく

200 G ○

県南 塙町 1 自然体験キャンプ 小・中学生を対象にキャンプ（7月） 39 C
県南 塙町 2 青少年の主張大会 小学生・中学生・高校生による意見発表（11月） 10 C
県南 塙町 3 はなわ探検隊 小学生を対象に体験活動（6～2月　隊員50名　9回） 335 C

県南 塙町 4
体験活動・ボランティア推
進センター事業

ボランティアによる学校支援活動（年間） 193 C E

県南 塙町 5 体験活動ボランティア 高校生による児童の体験活動の運営補助等（6～2月　登録35名　11回） 133 C
県南 塙町 6 子育て講座 次年度小学校入学予定者の親を対象に講話(11月　2回) 79 C
県南 塙町 7 教養講座 幼稚園親子のコミュニケーション作り（6月）3回 298 C
県南 塙町 8 文化講演会 一般を対象に講演会（11月） 300 I
県南 塙町 9 文化財めぐり 小学生を対象に町指定文化財の見学（10月・2月　３回） 74 C
県南 塙町 10 長寿学園 60歳以上を対象に一般教養・健康生活に関する学習（5月～2月） 283 I
県南 塙町 11 地域学級 登録16学級の支援（通年　36回） 489 F
県南 塙町 12 なかよしルーム 就学時前の子どもを持つ親子の交流（4～3月　12回） 167 C
県南 塙町 13 絵画教室 一般を対象にデッサンと写生（4～3月　24回） 52 I
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県南 塙町 14 短期講座 一般を対象とした教室（アロマテラピー・押し花・パソコン・ポーセラーツ） 130 I
県南 塙町 15 塙子ども教室 小学生を対象に体験・交流活動（5～2月　35回） 1,547 C
県南 塙町 16 町民登山 町民を対象にハイキング（7月） 57 I
県南 塙町 17 学校開放講座 児童・地区住民を対象に演劇鑑賞（7月） 91 I
県南 塙町 18 地区館開放講座 小学生・一般を対象に教室（10月・12月） 203 I

県南 塙町 19 第５１回文化祭
町民の芸能発表・作品展示・大会（11月）発表16団体、作品出品1,890点、
各大会参加１８９人

F

県南 塙町 20 成人式 新成人を対象(132名） 109 I
県南 鮫川村 1 第１７回少年主張大会 小・中・高校生が日頃考えていること、感じていることを主張する大会 300 F D

県南 鮫川村 2
第１６回こども俳句・短歌・
詩のコンクール

小・中・高校生を対象に作品を募集し、審査・表彰を実施した。また作品
集の発行を行った。

200 F D

県南 鮫川村 3
第５回家族への短い手紙
作戦

小・中学生とその保護者を対象に、普段なかなか言葉に出して言えない
ことを手紙に綴って交換しあった。

300 F D

県南 鮫川村 4
福島大学児童文化研究
会夏期巡回公演

保育園児・幼稚園児を対象に、福島大学の文化研究会に体を動かして楽
しむ公演を行ってもらった。

100 I D

県南 鮫川村 5 第６５回成人式 新成人者を祝う式典 100 A

県南 鮫川村 6
村民こぞって子どもの教
育を考える会

児童、生徒の保護者を対象に、地域、学校、行政より提言者を募り、家庭
教育の重要性と実際を提言してもらった。

110 C D

県南 鮫川村 7 放課後子ども教室
学校の放課後や休日を利用して子どもたちと地域の人が関わる機会を設
け、子どもたちの健全な育成と地域教育力の向上を図った。

1,000 C C,D

県南 鮫川村 8 学校支援地域本部事業 学校の要望に応じ、地域ボランティアを募ってその手助けを行った。 100 C D
県南 鮫川村 9 芸術鑑賞事業 県のファミリーシアターと民音音楽協会の公演を各学校で行った。 500 I D
県南 鮫川村 10 音楽発表会 村内の学校、愛好会が一同に会し、日頃の練習の成果を披露した。 500 C D

県南 鮫川村 11 親子読書教室
年８回、５才までの子どもとその保護者を対象に、読み聞かせ、紙芝居、
工作などを行った。

65 I

県南 鮫川村 12 おはなしの森 年42回、小学校児童と一般村民を対象に、読み聞かせなどを行った。 537 I

県南 鮫川村 13 チャレンジスクール
小・中学生とその保護者を対象に、さめがわ和紙を使った事業、合宿、ス
キーなどを行った。

250 C､I B

県南 鮫川村 14 家庭教育学級
村内各小中学校生とその保護者を対象に、講話や講演、パソコン教室な
どを行った。

400 C D

県南 鮫川村 15 ＩＣＴ講習会
一般の村民を対象に、地域より講師を依頼し、パソコンの基本動作など
の講座を行った。

50 D D

県南 鮫川村 16 社会学級
村内の高齢者を対象にレクリエーションや村外視察研修を行い、高齢者
の生きがいづくりを行った。

600 I

県南 鮫川村 17 キッズダンス教室
村内の小学生から希望者を募り、流行のダンスを習う講座を実施し、村
の高齢者介護施設でその成果を披露した。

120 F,I E

県南 鮫川村 18
自分みがき講座
「ガーデニング」

自分の作りたい庭をスケッチし、それに近づけられるようなガーデニング
講座を実施した。

20 F,I

県南 鮫川村 19
自分みがき講座
「絵手紙」

本格的な「絵手紙」の書き方を学習し、家に飾れるような作品を作成し
た。

30 F,I

県南 鮫川村 20
自分みがき講座
「簡単洋食講座」

洋食の基本を学び、地元産の野菜の調理方法などを学習した。 15 F,I

県南 鮫川村 21
自分みがき講座
「編み物」

マフラーを２種類編み上げる講座を実施した。 20 F,I

県南 鮫川村 22
自分みがき講座
「水墨画」

村内の水墨画愛好会が解散したことを受け、それを楽しむ団体を育成す
るため実施し、平成25年度は新しい愛好会を立ち上げることとなった。

10 F,I

県南 鮫川村 23
自分みがき講座
「お裁縫」

村内のパッチワーク愛好会が公民館での定期的な活動を行わなくなった
ことを受け、その再興を図るため実施し、平成２５年度も継続して実施し

50 F,I

県南 鮫川村 24
自分みがき講座
「カラーセラピー」

カラーセラピーという、心を癒す事業を行った。 10 I

県南 鮫川村 25
第６７回健康づくり夏季球
技大会

青年、壮年、ＯＢの参加によるソフトボール・バレーボール大会を行った。 300 I

県南 鮫川村 26
第２１回鮫川村村民ゴル
フ大会

ゴルフ愛好者を募り、ゴルフを通じて村民どおしの交流を図った。 100 I

県南 鮫川村 27
第２３回村民駅伝競走大
会

村内の地区対抗で駅伝競走大会を行った。 500 F

県南 鮫川村 28
第１４回親善インディアカ
大会

インディアカを通して、村民の親睦を図った。 100 F

会津 会津若松市 1 院内御廟歴史散策会 市内の貴重な史跡である院内御廟における学芸員の解説つき散策会 100 G･I
会津 会津若松市 2 会津若松市民文化祭 市内各所において9月～11月の期間に様々な文化行事を開催、支援する 37,000 F B

会津 会津若松市 3
第24回会津若松市鶴ヶ城
健康マラソン大会

会津若松市のシンボル「鶴ヶ城」周辺をコースとするマラソン大会の開催 4,366 C･F B･E ○

会津 会津若松市 4 第59回市民水泳大会 部門・種目別の競泳及び飛び込み競技大会の開催（8月） 641 F

会津 会津若松市 5
平成24年度　ジョイスポー
ツデー

年齢や障害の有無に関わらず楽しめるニュースポーツの体験事業を開
催（9月）

1,621 F ○

会津 会津若松市 6
第12回市民ソフトバレー
ボール大会

ニュースポーツの一つであるソフトバレーボール大会を開催（12月） 200 F

会津 会津若松市 7 第57回市民体育祭 競技愛好者の種目別（9種目）交流大会を開催（2月） 1,530 F
会津 会津若松市 8 第56回市民スキー大会 年齢別アルペンスキー競技会を開催（2月） 222 F

会津 会津若松市 9
夏休み宿題大作戦
作戦その１　自由研究

小学生を対象に、夏休みの宿題（自由研究）の補助を目的とした講座（下
学年2回、上学年2回　8月）

52 C

会津 会津若松市 10
夏休み宿題大作戦
作戦その２　読書感想文

小学生を対象に、夏休みの宿題（読書感想文）の補助を目的とした講座
（下学年2回、上学年2回　8月）

46 C

会津 会津若松市 11 はじめての茶道体験教室
小学生を対象に、日本の伝統文化である茶道に触れながら、作法を通し
て日常生活にも活用できる礼儀やマナーを学ぶ。（年3回　2月）

42 I

会津 会津若松市 12
デジタルカメラで君も名カ
メラマン（いにしえ夢街道
を撮る）

小学4～6年生を対象に、デジカメで写真を撮ることを通して、写真の楽し
さを味わう。（年3回　6･月）

9 I

会津 会津若松市 13 季節のスイーツ教室
青少年を対象に、お菓子作りを通じて食や料理へ関心を持ってもらうとと
もに、家庭で練習の成果を披露することにより家族とのコミュニケーション
の向上を図る。（年２回　2～3月）

20 I

会津 会津若松市 14
放課後子ども教室
あいづっ子クラブ

　放課後に、楽しく過ごせる居場所を提供し、公民館利用団体との交流の
機会を設け、児童の健全育成を目指す。（年21回　6～12月）

1,680 C

会津 会津若松市 15
會津稽古堂
バンドクリニック

中高生を対象に、稽古堂音楽スタジオの音響機器の正しい使用方法を学
び、技能や知識の向上を図るとともに、若者の文化の振興と音楽スタジ
オの利用推進を図る。（年3回）

165 I

会津 会津若松市 16 ダンス教室
小学生を対象に、リズムに乗って踊ったりみんなで踊る楽しみを学ぶとと
もに、ダンスを通じて表現力や社会性などえお身につけることを目標にす
る（年７回　８～９月）

98 C･F

会津 会津若松市 17
絵本のレシピにチャレン
ジ！

5歳以上の親子を対象に、絵本にまつわるレシピでお菓子を作り、「食」と
「本」を結ぶ体験を通して絵本への興味を促すとともに、食育に関する情
報を提供する。（年1回　9月）

30 C

会津 会津若松市 18 わんぱく星空観察会
青少年を対象に、理科離れが叫ばれる今、天文観測を行い、理科に興味
を持ってもらう。（年1回　9月）

66 I

会津 会津若松市 19 人づくり講座
５０歳以上を対象に、会津若松市の歴史や様々な学びを通して、趣味づく
り・生きがいづくり・仲間づくりについて学ぶ。(年6回　6～11月）

150 B
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会津 会津若松市 20 PTA研修会
生涯学習の視点に立ち、地域の教育力を高めるためのＰＴＡ活動や子ど
もたちの健全な成長について学習する。また、研修をとおして各ＰＴＡ間
の交流を図り、新しいネットワークづくりを進める。（年８回　6～10月）

624 C

会津 会津若松市 21 家庭教育講座
就学前の子を持つ保護者に家庭教育講座を実施し、健全な子育てに寄
与する。家庭教育講座の実施、「あいづっこ宣言」の啓発、食育等（年20
回　10・2月）

1,105 C

会津 会津若松市 22 録音テクニック講座 音楽スタジオを使って、録音技術のテクニックを会得する。(年1回　2月） 5 I
会津 会津若松市 23 漆蒔絵教室

会津の伝統産業、漆蒔絵技法を理論的・実践的に学ぶ。（年15回　5～12
月）

255 I ○

会津 会津若松市 24
会津若松市史大学
第Ⅳ期

会津若松市史をテキストに、会津の歴史や伝統文化を４年間かけて学
ぶ。（年11回　4～2月）

440 I

会津 会津若松市 25
會津稽古堂開館一周年
記念事業
渡部潤一氏講演会

會津稽古堂開館一周年を記念して、渡部潤一氏の講演会を実施する。
（年1回　4月）

150 I

会津 会津若松市 26

「八重の桜」放送決定記
念事業
「松尾しより女史　野口信
一氏　座談会」

新島八重を主人公としたマンガの作者である松尾しおり女史と野口信一
氏の対談及び原画展を通じて八重の桜への関心を高め大河ドラマを成
功させることを目的とする。

対談108
原画展560

I

会津 会津若松市 27
立正大学
デリバリーカレッジ

立正大学の協力を得て、専門の教授陣が興味深いテーマをわかりやすく
解説する講座（年4回　6～7月）

105 I

会津 会津若松市 28 會津稽古堂まつり
広く市民に対し生涯学習にかかる活動の実践する機会を提供して、生涯
学習の一層の振興を図ることを目的に開催する。(年1回　9月）

3,876 F･G ○

会津 会津若松市 29 ライブリックシアター 図書館所蔵の映像資料を上映する。(年12回　4～3月） 622 I ○

会津 会津若松市 30
地区公民館での読み聞か
せ

子どもの読書活動の推進を図るため、各地区公民館において読み聞か
せの場を提供する。

40 C

会津 会津若松市 31 古文書講座　初級編
古文書読解のための基礎講座（高校生以上を対象に7～12月に10回程
度実施）

360 A.I

会津 会津若松市 32
ようこそおはなしのへや
へ

読み聞かせ、工作等で、読書の動機付けを図る。（幼児～小学校中学年
とその保護者を対象、夏休み中に実施）

49 C

会津 会津若松市 33 たのしい冬のおはなし会
読み聞かせ、紙芝居等で、読書の動機付けを図る。（幼児・児童を対象と
し、冬休み中に実施。）

54 C

会津 会津若松市 34 たのしい春のおはなし会
読み聞かせ、紙芝居等で、読書の動機付けを図る。（幼児・児童を対象と
し、春休み中に実施。）

108 C

会津 会津若松市 35 外国語のおはなしのへや
外国語の絵本の読み聞かせやゲームを行い、日本語以外を母国語とす
るこどもの読書活動を支援すると共に、外国語の絵本に触れる機会を提
供し、絵本の楽しさを伝える。（幼児・児童を対象とし、夏休み・冬休み中

７月・３３
２月・２６

C

会津 会津若松市 36
子どもの読書週間行事
「ライブリックシアター」

子どもの読書週間に合わせ、図書館所蔵の映像資料の上映により、絵本
の楽しさを紹介し、読書への動機付けを図る。

142 C

会津 会津若松市 37 読み聞かせ講座
乳幼児に絵本を読み聞かせる意義や楽しさ、読み聞かせの方法を具体
的に学び、実践できる人材の養成を図る。（18歳以上を対象とし、6月～7
月に3回実施）

81 A･C･I ○

会津 会津若松市 38 絵本の世界
子供たちに絵本の楽しさと読書の喜びを伝えることを目的に絵本作家仁
科幸子先生による読み聞かせとワークショップを実施。

35 I

会津 会津若松市 39
図書館ボランティア養成
講座

学校図書室で活動できるボランティアを養成し、子どもたちが利用しやす
い図書館づくりを進める。（年3回　10月）

21 C

会津 会津若松市 40 歴史おもしろ塾
「八重の桜」が放映されるにあたり、主人公の「山本八重」について学ぶ。
（年6回、6月～11月）（25名×6回）

30 I

会津 会津若松市 41 自然探訪講座 貴重な高山植物を歩きながら自然観察する。（6月8日、定員25名） 18 I

会津 会津若松市 42 絵手紙教室
初心者でも簡単に描ける「ちぎり絵」の技術を学習する。（年7回、5月～11
月）（10名×7回）

10 I

会津 会津若松市 43 神指の歴史講座 神指地区の伝説を交え、会津の歴史について学習する。（9月8日） 23 I
会津 会津若松市 44 神指地区文化祭 神指地区の文化祭を予定（11月4日、神指分館） 650 F

会津 会津若松市 45 こうざしっ子クラブ
英語を楽しく学び、レクリェーションを体験する。（年10回、6月～7月、9月
～11月）　（21人×10回）

37 C B

会津 会津若松市 46 放課後子ども教室
放課後、地域の方々の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活動、交流活
動等の取り組みを実施することにより、子供達が、地域社会の中で健や
かにはぐくまれる環境作りを推進する。（６月～１２月　63回）

604 C C

会津 会津若松市 47 週末チャレンジ
北地区の子どもと大人を対象に、様々な体験活動を行うことにより、コミュ
ニケーションを図る。（６月～１２月　５回）

104 C

会津 会津若松市 48
夏休みは公民館であそぼ
う

小・中学生が夏休み期間を、規則正しく楽しく過ごすための居場所づくり
を目的に、利用が少ない夕方の時間帯に施設を開放し、地域の方々の参
加を得ながら様々な体験活動を行う。(20回)

210 C

会津 会津若松市 49
自然体験や創作活動などを通して親子のコミュニケーションを図る。（５月
～２月　8回）

237 C C

会津 会津若松市 50 地域で考える教育講演会
子ども達を取り巻く状況状況や子ども達が抱える問題について、家庭や
地域社会が理解をし、課題を明らかにするとともにその克服に向けて、子
ども達と一緒に考えます。（９月）

38 C D ○

会津 会津若松市 51 永和ものづくり楽校
地域に長年伝わってきた伝統行事や習俗及びそれにまつわる食をはじ
めとする生活文化について、その技術を学びながら理解を深める。（６月
～１２月　１４回　）

330 I D

会津 会津若松市 52 講座「八重の桜」
平成２５年大河ドラマ「八重の桜」の放映前に、新島八重の生涯とその時
代背景を学習することを通して、ドラマを深く理解するとともに、会津女性
の生き方を学ぶ。（７月～１２月　６回　）

240 I

会津 会津若松市 53 大人のマジック教室
手軽に楽しめるマジック（奇術）を学ぶことにより、コミュニケーション能力
を高めるとともに趣味の幅を広げる。（１０月～１２月　６回）

75 I

会津 会津若松市 54
永和再発見！～歩いて知
る「まち（永和）」の良さ～

ウォーキングを通して心身ともに健康な身体作りをするとともに、永和地
区の歴史・自然に触れる。（６月～１１月　６回　）

60 I E

会津 会津若松市 55 永和卓球教室
卓球を通して心身ともに健康な身体作りをするとともに、基礎から学ぶこ
とを通して、卓球の楽しさを知る。（５月～７月　６回　）

118 I

会津 会津若松市 56 アクションレディース
社会情勢の変化に対応した女性の生き方を学ぶ。平成２４年度は、「原発
災害と私たちの暮らし」を重点テーマとして学ぶ。（５月～１２月　１１回　）

96 G D･E ○

会津 会津若松市 57 高野いなほ大学
人生を豊かに生涯現役を目指し、生きがいのある健康な生活を送るた
め、楽しみながら学習を行う。（５月～１２月　８回　）

128 G E

会津 会津若松市 58 町北高齢者学級
生きがいをもって、地域社会活動に参加できるよう心身ともに健康な高齢
者を養成する。（５月～１２月　８回　）

162 G E

会津 会津若松市 59 第３３回北地区文化祭
住民の自主的な文化活動の活性化と北地区の風土に根ざした文化の振
興を図ることを狙いとする。（１１月）

900 F E

会津 会津若松市 60
民話口演会「第１１回語る
蕎麦から福きたる」

民話三団体が合同して日頃の学習の成果を発表し、広く一般の方への
学習機会を提供する。（１２月）

159 F ○

会津 会津若松市 61 ＡＥＤ操作講習会
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の操作を中心に心臓マッサージなど必要な
救命手当ての学習を行う。（７月）

17 I

会津 会津若松市 62
第７回高野地区ウォーキ
ング大会

ウォーキングを通して心身ともに健康な身体作りをするとともに、永和地
区の自然や自然を学びます。（9月）

54 I E

会津 会津若松市 63 チャレンジ・キッズ 小学５・６年生を対象にした体験型の講座（年８回） 86 C B

会津 会津若松市 64 南チャレンジ・キッズ
子育て支援事業、放課後児童の健全育成、6月から12月までの土日及び
夏休み期間を除く毎日

1,949 BC

会津 会津若松市 65 ことぶき学級 高齢者を対象にした生きがい事業（年8回） 203 ABF E
会津 会津若松市 66 こけ玉教室 インテリアとしてのこけ玉つくりの教室　（年4回） 68 F I
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会津 会津若松市 67 ガーデニング教室 ガーデニングの基礎として、剪定を中心にした学習会（年7回） 86 F I A
会津 会津若松市 68 ウオーキング教室 健康増進のためのウオーキング教室　（年4回） 75 A E
会津 会津若松市 69 青木山の山開き 地区の里山に親しむ事業　4月29日　　１回 300 B C

会津 会津若松市 70
影絵公演（地域支援事
業）

福島大学生による影絵公演と折り紙講座、対象を特定しない（地域の
時々の要望に応じて支援・実施する事業）1回

35 C CD

会津 会津若松市 71
昔遊び指導（地域支援事
業）

高齢者と小学生1年生を対象にした交流事業１回 98 AG C

会津 会津若松市 72
交通安全教室（地域支援
事業）

地区交通安全協会による交通安全教室１回 35 A C

会津 会津若松市 73
環境美化事業（地域支援
事業）

地域の公共施設や通学路などに花プランターを設置し、育てる環境美化
事業　年１３回

658 C C

会津 会津若松市 74 門田地区文化祭
公民館施設利用者による文化祭事業作品展示、芸能等の発表、地域の
農産品の販売など１回

1,700 AF I CE

会津 会津若松市 75 門田地区運動会 門田地区住民による住民を対象にした運動会１回 1,200 ABF

会津 会津若松市 76 わらべ塾
自然体験・生活体験活動を中心に、生きる力や知恵また自分で考えられ
る力を養うことを目的に実施。（年12回、5月～3月　6名）

51 C

会津 会津若松市 77
Warabeマイスターズ   ク
ラブ

わらべ塾の運営サポートを中心にボランティア活動による体験活動を
行った。（年12回、5月～3月　1名）

5 A,C

会津 会津若松市 78
家庭教育講演会－大戸
小中ＰＴＡとの共催－

八重の生き方から子育てについて考える講座を実施。（10月） 34 C

会津 会津若松市 79 おいしく食育料理教室
　地域の伝統料理や家庭料理、地元の野菜を使った健康料理など食に
対する知識を深めながらおいしい料理の再発見を目指し実施。（年6回、6
月～11月　20名）

74 F,I

会津 会津若松市 80 通信俳句講座
　俳句を詠む力・知識の向上。また、吟行会（移動句会）を通じて相互交
流を図ることを目的に実施。（年9回、5月～1月　17名）

149 F,I

会津 会津若松市 81 生きがい講座
　高齢期や高齢準備期における様々な問題について学習や体験を通して
理解を深める講座を実施。（年8回、5月～12月　34名）

222 B,F,I E

会津 会津若松市 82
第41回大戸町文化祭共
催事業

　町民の自主的な文化活動の活性化を図り、個性豊かな文化の創造と発
展を目的とし、学習成果の発表などを行った。（11月）

200 F,G

会津 会津若松市 83
第40回大戸町民大運動
会

　運動会競技を通して大戸町民の健康の増進を図るとともに、町民相互
の親睦を図りながら実施。（8月）

200 G

会津 会津若松市 84
子どもの居場所づくり事
業（大戸チャレンジクラブ）

  放課後や週末に学校施設や社会教育施設等を活用し、子どもたちにス
ポーツ文化活動などの体験活動や地域住民との交流活動を図りながら
実施（年21回、6月～12月　14名）

160 C

会津 会津若松市 85 生涯学習講座
  多様な学習ニーズに応え、小中学校の学年行事、地区のグループや
サークルの企画による学習活動の支援、地域の子ども・学校PTA・婦人・
成人・高齢者・団塊の世代を対象とした出前講座を実施。（年16回、4月～

183 B,G,I

会津 会津若松市 86 スポーツ吹矢教室
  腹式呼吸による体調の改善、標的を狙うスポーツに共通する精神集中
力向上とストレス解消を目的に実施。（年36回、4月～3月　26名）

277 I

会津 会津若松市 87 広報誌「大戸岳」の発行
  毎月１日、大戸公民館の学習講座の募集や地域の温かい情報、各種
機関・団体の予定等を掲載発行。（年12回）

I

会津 会津若松市 88 げんき塾
学校では体験できないさまざまな学習課題や体験学習を通じて、自ら学
ぶ姿勢・判断力を養う。

70 C

会津 会津若松市 89 転入者講座 転入されて間もない女性に会津を知ってもらうための学習。 48 G

会津 会津若松市 90 一箕シルバー大学
高齢者の健康維持のための学習や創作活動をとおして、生きがいのある
生活を送ることを目指す。

331 I

会津 会津若松市 91 歴史講座
赤瓦に改修した鶴ヶ城の見学や歴史上の人物に焦点をあて、歴史を考
察する。

166 I

会津 会津若松市 92
地域発見！街ウォッチン
グ

地域の名所旧跡などの現地踏査と新たな見所の発見。 85 G

会津 会津若松市 93 減災を学ぼう
我が家や地域の災害をどう防ぐか、被害を最小限に抑えるかを考え、学
ぶ講座。

24 G

会津 会津若松市 94
海幸山幸・地域の絆交流
会

震災で浜通り地域から避難されている方々との交流を通じて、地域の特
性を互いに理解し絆を深め、生活の中に取り入れることのできるよう学ぶ

92 G A

会津 会津若松市 95 一箕地区文化祭
地区住民の個性豊かな文化の創造発展に資するため、文化活動を奨励
するとともに、参加と鑑賞の機会を提供する。

1,200 F

会津 会津若松市 96 東チャレンジクラブ
放課後や週末等に子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、
子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推
進する。　（6月～12月　30回）

400 C C

会津 会津若松市 97 こどもあそび塾
学年の枠をこえた仲間づくりとさまざまな体験活動を中心とした学習をす
る。　（5月～12月　8回）

171 C C

会津 会津若松市 98 親子なかよし広場
幼児の冬期における身体を動かす場の提供とともに、同年代の子どもを
持つ保護者の交流を図る。（2月～3月　3回）

12 C

会津 会津若松市 99
オヤジの放課後
男のいけ花講座

日本の伝統文化である華道に触れる事により、日本情緒あふれる表現を
生活に取り入れ、男性がより格好良くなれることに努める。（5月～7月　4

24 B

会津 会津若松市 100
オヤジの放課後
男の料理教室

団塊の世代の新たなスタートに向けての学習活動。プロの料理人から技
を学び、生活に役立てる。（3月　1回）

14 B

会津 会津若松市 101

女性のためのリフレッシュ
講座
～心とカラダのほぐし方
Part2～

心と体を癒す技法を学習し、自分なりのストレス解消法を見つける。併せ
て、風土豊かな地元「会津」の食材を使ったヘルシーな料理を学ぶことに
より、いきいきとした健康的な生活が送れるようにする。（5月～9月　4回）

57 I

会津 会津若松市 102
アンの島、プリンス・エド
ワード島へ

小説「赤毛のアン」の背景を実技を通し楽しみ学ぶ。（5月～10月　4回） 44 E､I C

会津 会津若松市 103 郷土史教室

東山地内から飯盛山にかけての歴史を考察し、会津における歴史の流
れを再認識する。さらに、会津若松および周辺に存在する鉱山および地
下資源について学び、会津における近代の歴史を考察する。（前期6月
2回、後期9月～10月　2回　計4回）

98 I

会津 会津若松市 104 健康ウォーキング教室
安全で効果的なウォーキングや運動の基礎知識を習得し、自分に合った
ウォーキングが継続できるようにする。　　　（6月～7月　2回）

39 G､I E

会津 会津若松市 105
八重の桜講座
～新島八重・白虎隊・会
津新撰組・娘子軍徹底解

平成25年の大河ドラマ「八重の桜」の放映を機会に、新島八重について
学ぶ。（6月～12月　7回）

264 I

会津 会津若松市 106
第24回東地区文化祭
（共催事業）

地区住民の自発的な文化活動の活性化を図り、豊かな文化の創造と発
展に寄与し、あわせて地区住民に鑑賞する機会を提供し積極的な参加を
勧める。　（11月3、4日）

1,300 F

会津 会津若松市 107 少年少女探検隊
児童を対象に体験学習をとおし、自主性・積極性や奉仕の精神を養うこと
を目的に実施。（年６回、７～１２月）

40 C

会津 会津若松市 108 湊小読み聞かせタイム
昼休みやスクールバス待ち時間を利用し、地域の方々がボランティアで
読み聞かせ、紙芝居などを実施。

195 C

会津 会津若松市 109 女性講座
趣味を通じて、地域における女性相互の融和と仲間作りを目的に、折り
紙教室を実施。（年４回、６～８月）

90 I

会津 会津若松市 110 湊みのりの大学
高齢者を対象に明るく楽しく豊かな人生を送るため、健康な体作りと生き
がいを求て実施。（年９回、６～２月）

581 I

会津 会津若松市 111
子育て・孫育て　in
ＭＩＮＡＴＯ

学社連携・融合事業として、地域家庭の教育力向上と活性化を目的に実
施。

252 C B

会津 会津若松市 112 湊さぎ草おとな塾
地域におけるネットワークの更なる形成を目的に実施。（年９回、６～２
月）

361 B･I
会津 会津若松市 113 湊町文化祭 ２日間にわたり、地区総合文化祭を実施。 400 F
会津 会津若松市 114 さぎ草植栽講習会 湊の花「さぎ草」の植栽・育て方についての実技・講習を実施。 30 I
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会津 会津若松市 115 さぎ草・山野草展
地区住民の交流と自然保護活動に対する機運を高めるとともに、湊町の
賑わいを創造するため、展示会を実施。

200 I

会津 会津若松市 116 自ビール作り教室
公民館へ足を運ばないような人（特に男性）を対象に、住民相互の交流を
図るため、オリジナルビール作りを実施。

32 B･I

会津 会津若松市 117 しめ縄作り講習会 地域の方を講師に迎え、講習会を実施。 14 I

会津 会津若松市 118 トゲチョ☆チャレンジ
自然とのふれあい、各種体験活動、地域イベントへの参加
６月～１２月　　５回

55 CG B

会津 会津若松市 119 ことぶき大学
軽スポーツ、歴史の学習、手工芸、一般教養講座等　（６０歳以上）
５月～１２月　　８回

147 G

会津 会津若松市 120 女性を愉しむ会
講座の企画相談、手工芸、調理実習等（女性）
５月～１２月　　８回

79 AG

会津 会津若松市 121 身近な歴史教室
会津の歴史と、北会津地域の歴史を比較しながら学習
５月～１２月　　９回

62 G  

会津 会津若松市 122
お楽しみ交流会
表現あそびワークショップ

劇団風の子東北によるワークショップ（３月１回） 15 CG  

会津 会津若松市 123 北会津地区成人式
会津若松市北会津地区成人式の準備と式典開催。８月１５日 （合併前か
らの地域開催）

66 D  ○

会津 会津若松市 124 北会津文化祭 作品展示会、舞台発表会、模擬店、各種体験コーナー等（１１月１回） 1,000 F  ○

会津 会津若松市 125
ふるさとｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ事業
スノーバトル大会

北会津独自のルールで楽しむ雪合戦でﾌｧﾐﾘｰの部、一般の部に分かれ
て対戦（１月１回）

239 G B

会津 会津若松市 126
ふるさとｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ事業
北会津地域運動会

綱引き、リレー等、競技の実施（９月１回） 1,000 G B

会津 会津若松市 127
地域ふれあい公民館
（巡回公民館）

集落の集会施設に出向いての生涯学習活動の提供。地域の協力により
２町内会で開催

23 G B

会津 会津若松市 128 河っ子クラブ
小学高学年(4年～6年生）が集い、地域の方の指導を受け様々な活動を
実施。

36 C

会津 会津若松市 129
河東地区スキー＆スノー
ボード教室

初級者から上級者までのクラス別スキー講習並びに初級者を対象とした
スノーボード講習を実施

58 I

会津 会津若松市 130 河東地区町民書初展 地域子ども会の新年活動と連携して、書初会と展示会を実施（１月） 222 C

会津 会津若松市 131 わくわく夢塾
団塊世代を対象に、生活術やレクリエーション、友だちづくりを目指して実
施（年１０回　４月～１２月）

232 B

会津 会津若松市 132 おやじ倶楽部
団塊世代の男性を中心に、職業人から地域人としての変貌を目指す学習
を実施（年６回　１２月～翌年３月）

58 B

会津 会津若松市 133 いきいき大学
高齢者がいつまでも元気に生きがいをもって生活していくための学習を
実施（年１１回　４月～翌年２月）

1,003 G

会津 会津若松市 134 河東地区文化産業祭
地域で活動する文化団体や住民の活動成果の発表と地域産業の振興を
目指して実施（１１月）

1,200 F

会津 会津若松市 135 河東地区町民運動会 町内地域対抗で運動会を実施（９月） 600 F

会津 会津若松市 136
河東地区町内一周駅伝
競走大会

町内地域対抗で駅伝競走大会を実施（１１月） 200 F

会津 会津若松市 137 河東地区歩け歩け運動
夏と秋の２回にわたり、自然散策を兼ねた町民ハイキングを実施（年２回
７月と１０月）

53 G

会津 会津若松市 138 学園キッズクラブ
放課後の学校施設を利用して地域の大人たちの指導による子どもの居
場所を提供。

804 C

会津 喜多方市 1 なんでもやってみ隊
期間：5月～12月、実施回数：8回、対象：小学生1～6年生、内容：物づくり
体験、自然体験他

145 C

会津 喜多方市 2 ひらめきっこ教室
期間：5月～11月、実施回数：9回、対象：小学3年～中学3年生、内容：工
作や発明

126 C

会津 喜多方市 3 男のための「雑楽」講座
期間：5月～1月、実施回数：9回、対象：男性、内容：研修旅行、作品づく
り、体験学習、料理

100 B

会津 喜多方市 4
野菜づくりビギナー講座
夏季

期間：5月～7月、実施回数3回、対象：問わず、内容：野菜づくり 26 I

会津 喜多方市 5
野菜づくりビギナー講座
冬季

期間：12月～2月、実施回数：3回、対象：問わず、内容：野菜づくり 10 I

会津 喜多方市 6 自然遊歩道巡り
期間：5月～11月、実施回数：4回、対象：問わず、内容：県内の遊歩道巡
り

71 I
会津 喜多方市 7 郷土歴史講座

期間：5月～11月、実施回数：7回、対象：問わず、内容：会津の文化や歴
史

211 I
会津 喜多方市 8 昔ばなし伝承館 期間：5月～3月、実施回数：10回、対象：問わず、内容：語りべの養成 184 A

会津 喜多方市 9
レクリエーションダンス教
室

期間：5月～3月、実施回数：21回、対象：問わず、内容：レクリエーション
ダンス

367 I

会津 喜多方市 10 はつらつチャレンジ塾
期間：5月～12月、実施回数：8回、対象：問わず、内容：何ごとにも興味を
持ってチャレンジ

120 G､I

会津 喜多方市 11
知的のんべえのための酒
づくり講座

期間：1月～2月、実施回数：2回、対象：20歳以上、内容：自酒づくり 210 I

会津 喜多方市 12
家庭教育支援「もも」連携
講座

期間：5月～3月、実施回数：4回、対象：子育て中の方、内容：子育て支援 92 C

会津 喜多方市 13 ハッピーママ
期間：5月～11月、実施回数：13回、対象：子育て中の方、内容：育児に役
立つ学習

178 C

会津 喜多方市 14
のびのび広場　みんなで
あそぼ

期間：5月～11月、実施回数：14回、対象：親と子、内容：親子運動あそび 302 C

会津 喜多方市 15 子育てセミナー
期間：随時、実施回数：3回、対象：幼稚園児とその保護者、内容：家庭教
育力の向上

160 C

会津 喜多方市 16 喜多方中央大学
期間：4月～11月、実施回数：8回、対象：60歳以上、内容：幅広い分野の
学習やレクリエーション

447 B

会津 喜多方市 17 中央公民館出前講座 期間：随時、実施回数：3回、対象：問わず、内容：出前での講座 42 G､I

会津 喜多方市 18
桧枝岐歌舞伎　やるべえ
や　上映会

期間：9月15日、実施回数：1回、対象：問わず、内容：桧枝岐歌舞伎の上
映

195 I B

会津 喜多方市 19 喜多方市民文学散歩
期間：6月27日～28日、実施回数：1回、対象：問わず、内容：「武相荘」（東
京都町田市）見学

25 I

会津 喜多方市 20 青少年育成講座 期間：8月～3月、実施回数：3回、対象：青少年、内容：演奏会 225 C

会津 喜多方市 21 わらべの会
期間：5月～2月、実施回数：19回、対象：一般成人、内容：語りべ、読み聞
かせの方の養成・実践

137 F

会津 喜多方市 22
松山町少年少女球技大
会

期間：10月8日、実施回数：1回、対象：松山地区小学生、内容：球技大会 86 D
会津 喜多方市 23

学校学習支援ボランティ
ア

期間：5月～11月、実施回数：13回、対象：農業支援員、内容：実技 72 A
会津 喜多方市 24 遊学カレッジ 期間：5月～2月、実施回数：8回、対象：一般成人、内容：生涯学習 136 G

会津 喜多方市 25 元気の素づくり
期間：5月～11月、実施回数：7回、対象：一般成人、内容：野菜づくりに関
する学習

131 D

会津 喜多方市 26 花の学校 期間：5月～11月、実施回数：5回、対象：一般成人、内容： 37 Ⅰ

会津 喜多方市 27
「自然を散策する会」
ネイチャーウォーク

期間：4月～2月、実施回数：7回、対象：一般成人、内容：登山・ハイキン
グを通して健康づくり

209 Ⅰ

会津 喜多方市 28 わいわい　そば道場 期間：12月、実施回数：2回、対象：一般成人、内容：そば打ち講習 17 Ⅰ
会津 喜多方市 29 謡曲教室 期間：1月～2月、実施回数：4回、対象：一般成人、内容：実技 47 F
会津 喜多方市 30 囲碁・将棋松山クラブ 期間：4月～3月、実施回数：12回、対象：一般成人、内容：実技 94 Ⅰ
会津 喜多方市 31 町民教養講座 期間：1月20日、実施回数：1回、対象：一般成人、内容：講習会 150 Ⅰ

会津 喜多方市 32
わが家の旦那は有迷シェ
フ！？　男の料理

期間：6月～12月、実施回数：2回、対象：男性、内容：料理教室 26 I

会津 喜多方市 33
さわやか健康クラブ
「ゆったり太極拳教室」

期間：4月～3月、実施回数：21回、対象：一般成人、内容：実技 276 I
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会津 喜多方市 34
子育て支援サークル
かるがもクラブ

期間：5月～6月、実施回数：2回、対象：子育て中の方と未就学児、内容：
子育て講座

43 I

会津 喜多方市 35 吉志田婦人学級
期間：4月～3月、実施回数：11回、対象：各地区婦人、内容：調理・手芸・
講座等

65 G

会津 喜多方市 36 中村婦人学級
期間：4月～3月　　実施回数：12回
対象：各地区婦人
内容：調理・手芸・講座等

63 G

会津 喜多方市 37 子育てセミナー 期間：6月20日、実施回数：1回、対象：松山幼稚園、内容：子育て講座 26 C

会津 喜多方市 38 燦燦学級
期間：3月、実施回数：2回、対象：高齢者、内容：健康講演会・太極拳ゆっ
たり体操

37 G

会津 喜多方市 39 第２回てくてくウォーク
期間：6月30日、実施回数：1回、対象：一般成人、内容：ウォーキング、史
跡めぐり

52 I

会津 喜多方市 40 松山町文化作品展 期間：4月23日～29日、実施回数：1回、対象：松山町民、内容：作品展示 32 F
会津 喜多方市 41 松山公民館まつり 期間：11月18日、実施回数：1回、対象：松山町民、内容：文化祭 300 F､I

会津 喜多方市 42
松山町新春囲碁将棋交
流大会

期間：2月24日、実施回数：1回、対象：松山町民、内容：囲碁将棋大会 30 I

会津 喜多方市 43 わいわい塾
期間：4月～2月、実施回数：12回、対象：一般、内容：歴史探訪や講演。ス
ポーツ等での交流

168 B･I D

会津 喜多方市 44 にこにこ運動倶楽部 期間：通年、実施回数：79回、対象：一般、内容：運動倶楽部 445 I
会津 喜多方市 45 隷書体書道教室 期間：通年、実施回数：22回、対象：一般、内容：書道教室 108 Ⅰ
会津 喜多方市 46 料理倶楽部 期間：年間、実施回数：2回、対象：一般、内容：料理教室 20 A･I

会津 喜多方市 47 子育てセミナー
期間：6・11月、実施回数：2回、対象：園児・保護者、内容：講話・親子でレ
クリエーション

54 C E

会津 喜多方市 48 高齢者安全講座 期間：7月、実施回数：1回、対象：高齢者、内容：高齢者安全講座 17 I
会津 喜多方市 49 スポーツ民謡教室 期間：通年、実施回数：36回、対象：一般、内容：実技 223 I A

会津 喜多方市 50 カラオケ「歌ってみっ会」
期間：通年、実施回数：20回、対象：一般、内容：カラオケで楽しくリフレッ
シュ！

246 I

会津 喜多方市 51
手芸教室「手わすらすっ
ぺ」

期間：通年、実施回数：43回、対象：一般、内容：手芸教室 596 A･I
会津 喜多方市 52 園芸教室 期間：5月、実施回数：1回、対象：一般、内容：園芸教室 6 I
会津 喜多方市 53 そば打ち教室 期間：11月、実施回数：1回、対象：一般、内容：そば打ち体験 16 B･I
会津 喜多方市 54 ミニ門松づくり 期間：12月、実施回数：1回、対象：一般、内容：門松づくり 16 I
会津 喜多方市 55 まほろば街道巡り 期間：9月、実施回数：1回、対象：一般、内容：移動学習 15 I
会津 喜多方市 56

三嶋神社太々神楽観賞
会

期間：9月、実施回数：1回、対象：一般、内容：移動学習 150 I
会津 喜多方市 57 凧作り教室 期間：2月、実施回数：1回、対象：園児・児童・保護者、内容：凧作り 15 C
会津 喜多方市 58 大仏教室

期間：4月～3月、実施回数：10回、対象：成人男性、内容：男性だけの講
座

35 G

会津 喜多方市 59 もみの木学級
期間：4月～3月、実施回数：9回、対象：成人女性、内容：女性だけの趣味
講座ほか

23 G

会津 喜多方市 60 ミセス学級
期間：4月～3月、実施回数：6回、対象：40歳からの女性、内容：学ぶ・作
る・遊ぶ・楽しむ婦人学級

16 G

会津 喜多方市 61 手作りクラブ 期間：4月～3月、実施回数：9回、対象：一般、内容：料理と手芸講座 23 A

会津 喜多方市 62
ホッと一息いやしたいむ
（花と私のやさしい時間）

期間：4月～3月、実施回数：4回、対象：一般、内容：簡単フラワーアレンジ
メント

32 Ⅰ

会津 喜多方市 63
ホッと一息いやしたいむ
（みゆき先生のお菓子の
時間）

期間：4月～3月、実施回数：4回、対象：一般、内容：お菓子づくり 40 Ⅰ

会津 喜多方市 64 エンジョイ手芸クラブ 期間：4月～3月、実施回数：19回、対象：一般、内容：手芸 22 I
会津 喜多方市 65 おはなしの部屋

期間：5月～11月、実施回数：5回、対象：就学前の親子、内容：読み聞か
せ

38 C
会津 喜多方市 66 子育てセミナー 期間：4月～3月、実施回数：2回、対象：園児、保護者、内容：講演会 108 C

会津 喜多方市 67 スマイリーくらぶ
期間：6月～3月、実施回数：14回、対象：成人女性、内容：仲間と趣味の
時間を作る

221 I

会津 喜多方市 68 ３B体操教室
期間：4月～3月、実施回数：14回、対象：一般成人、内容：心地よい運動
で心身のリフレッシュ

148 I

会津 喜多方市 69 絵手紙教室 期間：6月～12月、実施回数：12回、対象：一般成人、内容：絵手紙教室 147 I

会津 喜多方市 70 編み物教室
期間：11月～3月、実施回数：14回、対象：成人女性、内容：簡単なベスト
作りから挑戦

229 I

会津 喜多方市 71 パッチワーク教室
期間：1月～3月、実施回数：7回、対象：成人女性、内容：和気あいあいと
作品作りに挑戦

113 I

会津 喜多方市 72 はじめての韓国語教室 期間：6月～10月、実施回数：10回、対象：一般成人、内容：韓国語教室 81 I
会津 喜多方市 73 書道教室 期間：4月～3月、実施回数：25回、対象：成人、内容：実技 416 I
会津 喜多方市 74 さーくる・ピラティス

期間：4月～3月、実施回数：43回、対象：一般成人、内容：心身のリフレッ
シュ

233 I

会津 喜多方市 75 ほっとたいむ
期間：4月～3月、実施回数：11回、対象：幼稚園・小学生保護者、内容：母
親たちによる手芸等のサークル

184 C,I

会津 喜多方市 76 サークル・きらり
期間：6月～11月、実施回数：6回、対象：幼稚園・成人女性、内容：料理、
手芸等のサークル

47 I

会津 喜多方市 77 コットン・グランマ
期間：4月～12月、実施回数：10回、対象：成人女性、内容：年配の女性に
よる趣味のサークル

141 I

会津 喜多方市 78 父来倶楽部
期間：6月～1月、実施回数：7回、対象：成人男性、内容：お父さん同士で
楽しく学び合い

61 B

会津 喜多方市 79
おらがまち再発見ウォー
ク

期間：10月、実施回数：1回、対象：希望者、内容：地区内史跡探索ウォー
ク

40 I
会津 喜多方市 80 中高生のつどい 期間：11月、実施回数：1回、対象：中学・高校生、内容：中学高校生対象 44 C

会津 喜多方市 81 きらめきサークル
期間：4月～3月、実施回数：5回、対象：成人、内容：講話や研修のほか、
親睦を深める

62 G

会津 喜多方市 82 書道教室 期間：4月～3月、実施回数：22回、対象：成人、内容：実技 149 I
会津 喜多方市 83 華道教室 期間：4月～3月、実施回数：5回、対象：成人、内容：実技 34 I
会津 喜多方市 84 太極拳教室 期間：4月～3月、実施回数：22回、対象：成人、内容：実技 70 I
会津 喜多方市 85 パッチワーク教室 期間：4月～9月、実施回数：12回、対象：成人、内容：実技 136 I

会津 喜多方市 86 編み物教室
期間：12月～2月、実施回数：6回、対象：成人、内容：帽子、ベスト、セー
ターなどの製作

83 I

会津 喜多方市 87 ビューティフル・マンデイ
期間：4月～3月、実施回数：44回、対象：成人、内容：ストレッチでインナー
マッスル強化

220 I

会津 喜多方市 88 子育てセミナー
期間：7月・10月、実施回数：2回、対象：幼稚園児・保護者、内容：講演や
親子で楽しむレクリエーション

70 C

会津 喜多方市 89 あつまれ熊っこ
期間：8月・1月、実施回数：2回、対象：小学生・保護者、内容：親子エアロ
ビクス、そば打ち教室

60 C

会津 喜多方市 90 絵本に親しもう
期間：5月～11月、実施回数：5回、対象：1～3歳児・保護者、内容：本の読
み聞かせ

52 C

会津 喜多方市 91 ふれあい歴史講座 期間：4月～3月、実施回数：7回、対象：成人、内容：地元歴史の講座 93 I

会津 喜多方市 92 和み学級
期間：4月～3月、実施回数：7回、対象：成人女性、内容：高齢者女性向け
の講座

47 I

会津 喜多方市 93 書道教室
期間：5月～3月、実施回数：35回、対象：小学生以上、内容：基礎から上
級指導まで

555 I

会津 喜多方市 94 座！いろり
期間：5月～3月、実施回数：10回、対象：幼児以上、内容：基礎から上級
指導まで

260 C

会津 喜多方市 95 親子ふれあい大夢
期間：夏休み、冬休み、実施回数：2回、対象：小学生親子、内容：体験活
動

58 C

会津 喜多方市 96 歴史探訪
期間：11月10日、実施回数：1回、対象：一般、内容：八重の桜ゆかりの地
巡り

16 I
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会津 喜多方市 97
いっしょにやんべ！（成人
学級）

期間：6月～3月、実施回数：10回、対象：60歳以上、内容：お茶体験・移動
学習

108 B

会津 喜多方市 98 喜多方いいとこどり 開催期間：7月～2月、実施回数：3回、対象：一般、内容：蔵めぐり 52 I

会津 喜多方市 99 ぬい物あそび
開催期間：11月～3月、実施回数：10回、対象：一般、内容：眠っている布
を使っての縫い物

96 I

会津 喜多方市 100 慶徳婦人学級 期間：6月16日、実施回数：1回、対象：婦人、内容：健康講座 10 I
会津 喜多方市 101 陶芸教室 期間：8月9日、実施回数：1回、対象：一般、内容：花器・抹茶椀製作 8 I
会津 喜多方市 102 スポーツdayけいとく 期間：6月1日、実施回数：1回、対象：一般、内容：スポーツ教室 98 I

会津 喜多方市 103 子育てセミナー
期間：6月・2月、実施回数：2回、対象：幼稚園児・保護者、内容：講演や親
子で楽しむレクリエーション

44 C

会津 喜多方市 104 高齢者学級
期間：5月～1月、実施回数：3回、対象：高齢者、内容：移動研修・世代間
交流等

28 G

会津 喜多方市 105 太極拳教室 期間：4月～3月、実施回数：20回、対象：一般、内容：実技 80 I
会津 喜多方市 106 お茶にしませんか？ 期間：5月～11月、実施回数：14回、対象：一般、内容：生涯学習 84 I
会津 喜多方市 107 町民登山 期間：6月3日、実施回数：1回、対象：町民、内容：鳥屋山登山 14 I

会津 喜多方市 108
おらが町生涯学習特別事
業

期間：4月～7月、実施回数：、対象：小学生4年生以上、内容：慶徳お田植
えまつり

500 C,F

会津 喜多方市 109 水墨画教室 期間：4月～10月、実施回数：11回、対象：一般、内容：実技 44 I
会津 喜多方市 110 スポーツ民謡教室 期間：4月～3月、実施回数：43回、対象：一般、内容：スポーツ民謡 200 I
会津 喜多方市 111 フラダンス教室 期間：4月～3月、実施回数：67回、対象：一般、内容：フラダンス 860 I
会津 喜多方市 112 太極拳教室 期間：4月～3月、実施回数：39回、対象：一般、内容：太極拳 390 I
会津 喜多方市 113 書の会 期間：5月～3月、実施回数：18回、対象：一般、内容：実技 93 I

会津 喜多方市 114 サークルふれあい
期間：6月～2月、実施回数：10回、対象：一般、内容：移動学習・健康講座
ほか

110 G I

会津 喜多方市 115 友歩倶楽部
期間：5月～3月、実施回数：2回、対象：一般、内容：身近な地域のよさを
再発見

53 I

会津 喜多方市 116 かんたんピラティス教室 期間：5月～3月、実施回数：20回、対象：一般、内容：ピラティス 123 I
会津 喜多方市 117 手わっさ教室 期間：5月～3月、実施回数：20回、対象：一般、内容：手芸作品づくり 200 I
会津 喜多方市 118 町民教養講座 期間：1月20日、実施回数：1回、対象：一般成人、内容：講習会 100 Ⅰ

会津 喜多方市 119 元気！元気！交流会
期間：7月～3月、実施回数：1回、対象：一般、内容：健康講座・バランス
食講座ほか

16 G I

会津 喜多方市 120 お父さんの厨房 期間：8月27日、実施回数：1回、対象：一般男性、内容：男の料理教室 8 B

会津 喜多方市 121 青少年育成DVD観賞
期間：6月12日、実施回数：1回、対象：青少年育成地区役員、内容：DVD
観賞

30 C

会津 喜多方市 122 子育てセミナー
期間：7月～11月、実施回数：2回、対象：幼稚園児と保護者、内容：子育
て講座

70 C

会津 喜多方市 123 親子生花教室 期間：4月～3月、実施回数：10回、対象：親子・一般、内容：実技 50 I

会津 喜多方市 124 豊川ゆめ塾
期間：4月～3月、実施回数：9回、対象：一般、内容：歴史・健康講座・移動
学習ほか

105 B

会津 喜多方市 125 詩吟教室 期間：4月～3月、実施回数：36回、対象：一般、内容：詩吟 200 I
会津 喜多方市 126 カラオケ教室 期間：4月～3月、実施回数：33回、対象：一般、内容：カラオケ教室 820 I
会津 喜多方市 127 地区婦人学級 期間：4月～3月、実施回数：1回、対象：一般婦人、内容：地区により開催 20 B
会津 喜多方市 128 チャレンジキッズ組 期間：6月～12月、実施回数：7回、対象：小学生、内容：体験活動 138 C
会津 喜多方市 129 放課後子ども教室 期間：4月～2月、実施回数：60回、対象：小学生、内容：交流活動など 1,660 C
会津 喜多方市 130 自然体験キャンプ 期間：8月、実施回数：1回、対象：小・中学生、内容：体験活動 7 C
会津 喜多方市 131 軽登山教室 期間：7月8日、実施回数：1回、対象：一般、内容：軽登山 39 I
会津 喜多方市 132 陶芸教室 期間：9月、実施回数：3回、対象：一般成人、内容：陶芸 18 I
会津 喜多方市 133 手遊び教室（冬季講座） 期間：1月～2月、実施回数：5回、対象：一般成人、内容：手芸ほか 72 I

会津 喜多方市 134 そば打ち教室
期間：12月～1月、実施回数：3回、対象：一般成人、内容：そば打ちの体
験学習

24 I

会津 喜多方市 135 エアロビクス教室 期間：5月～6月、実施回数：4回、対象：一般成人、内容：実技 42 I

会津 喜多方市 136 ヨガ体験教室
期間：1月～2月、実施回数：3回、対象：一般成人、内容：ヨガの初心者向
け教室

29 I

会津 喜多方市 137 絵手紙教室 期間：5月14日、実施回数：1回、対象：一般成人、内容：実技 10 I
会津 喜多方市 138 お手軽料理教室 期間：7月・12月、実施回数：2回、対象：一般成人、内容：実技 22 I
会津 喜多方市 139 家庭教育学級 期間：6月～2月、実施回数：4回、対象：幼・小中学校、内容：家庭教育 130 C
会津 喜多方市 140 おはなし会 期間：5月～1月、実施回数：8回、対象：幼・小学生、内容：読み聞かせ 70 C
会津 喜多方市 141 子育てサークル

期間：5月～2月、実施回数：10回、対象：乳幼児と保護者、内容：育児講
座

202 C

会津 喜多方市 142 寿スクール
期間：5月～12月、実施回数：8回、対象：65歳以上、内容：教養・健康・趣
味講座

274 I

会津 喜多方市 143
三ノ倉ノルディックウォー
キング

期間：10月21日、実施回数：1回、対象：一般、内容：ウォーキング 25 I

会津 喜多方市 144 本の読み聞かせ教室
期間：4月～12月、実施回数：9回、対象：幼・小学生親子、内容：読み聞か
せ

260 C

会津 喜多方市 145 チャレンジキッズクラブ
期間：5月～12月、実施回数：13回、対象：年長～小学2年、内容：コーディ
ネーショントレーニング

188 H C

会津 喜多方市 146
親子コーディネーショント
レーニング

期間：10月8日、実施回数：1回、対象：親子、内容：親子でのｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

17 H

会津 喜多方市 147 英会話教室
期間：10月～3月、実施回数：19回、対象：一般成人、内容：初級・中級
コース

171 Ⅰ

会津 喜多方市 148 しおかわ地域学習塾
期間：6月～3月、実施回数：12回、対象：一般成人、内容：史跡をめぐり、
文化、歴史を学ぶ

134 Ⅰ

会津 喜多方市 149 ティンクルくらぶ
開催期間：5月～12月、予定回数：14回、対象：一般女性、内容：手芸・料
理・陶芸など

243 Ⅰ

会津 喜多方市 150 家庭教育講座
期間：9月～10月、実施回数：4回、対象：小学校入学時の保護者、内容：
家庭教育学級

72 C E

会津 喜多方市 151 塩川あやめ大学
期間：4月～12月、実施回数：16回、対象：高齢者、内容：移動研修、交流
事業ほか

137 Ⅰ

会津 喜多方市 152 ファミリースポーツタイム 期間：4月～3月、実施回数：9回、対象：一般、内容：スポーツ体験 300 I
会津 喜多方市 153 いにしえの塩川宿探訪 期間：9月9日、実施回数：1回、対象：一般、内容：移動研修 28 I
会津 喜多方市 154 書道教室 期間：4月～2月、実施回数：33回、対象：小学生、内容：書道教室 495 C､F､I

会津 喜多方市 155 むつみ学級
期間：4月～3月、実施回数：22回、対象：一般女性、内容：移動研修、交
流事業ほか

202 F､I

会津 喜多方市 156 俳句教室 期間：4月～3月、実施回数：12回、対象：一般成人、内容：俳句教室・吟行 112 F､I
会津 喜多方市 157 墨絵教室 期間：　4月～12月、実施回数：17回、対象：一般成人、内容：墨絵教室 96 F､I

会津 喜多方市 158 盆栽教室
期間：4月～3月、実施回数：6回、対象：一般成人、内容：盆栽教室・視察
研修

90 F､I

会津 喜多方市 159 書道教室 期間：4月～3月、実施回数：37回、対象：一般成人、内容：書道教室 306 F､I
会津 喜多方市 160 レディサークル 期間：4月～3月、実施回数：16回、対象：一般女性、内容：成人女性講座 159 I

会津 喜多方市 161 太極拳教室
期間：4月～3月、実施回数：23回、対象：一般成人、内容：地区民の健
康、体力づくり

271 I

会津 喜多方市 162 パッチワーク教室
期間：11月～3月、実施回数：5回、対象：一般女性、内容：パッチワーク教
室

32 I

会津 喜多方市 162 あやめ大学
期間：4月～3月、実施回数：21回、対象：高齢者、内容：移動研修、教養
講座ほか

189 G

会津 喜多方市 163 書道教室 期間：5月～3月、実施回数：19回、対象：小学生、内容：書道教室 227 C
会津 喜多方市 164 スイーツデコ教室 期間：3月、実施回数：1回、対象：小学生、内容：小学生教室 10 C
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会津 喜多方市 165 姥堂むつみ学級
期間：4月～3月、実施回数：10回、対象：一般成人、内容：移動研修、教
養講座ほか

122 F､I

会津 喜多方市 165 押し花教室
期間：4月～3月、実施回数：10回、対象：一般成人、内容：四季の草花を
利用した押し花教室

59 F､I

会津 喜多方市 166 俳句教室 期間：4月～3月、実施回数：12回、対象：一般成人、内容：俳句教室・吟行 46 F､I

会津 喜多方市 167 たんぽぽマザーサークル
期間：4月～3月、実施回数：5回、対象：一般成人、内容：料理、手芸等の
製作ほか

31 C､I

会津 喜多方市 168 太極拳ゆったり体操教室 期間：4月～3月、実施回数：19回、対象：一般成人、内容：太極拳 227 I
会津 喜多方市 169 パッチワーク教室

期間：4月～3月、実施回数：24回、対象：一般成人、内容：パッチワーク教
室

245 I

会津 喜多方市 170 脳生き生き講座
期間：4月～3月、実施回数：11回、対象：一般成人、内容：脳の機能低下
予防

163 I

会津 喜多方市 171 冬季手芸教室 期間：12月～1月、実施回数：3回、対象：一般成人、内容：手芸等 68 I
会津 喜多方市 172 切り絵教室 期間：2月、実施回数：1回、対象：一般成人、内容：切り絵 11 G
会津 喜多方市 173 グラウンドゴルフ教室 期間：6月～11月、実施回数：9回、対象：一般成人、内容：実技講習 255 I

会津 喜多方市 174 堂島あやめ大学
期間：4月～12月、実施回数：13回、対象：一般成人、内容：移動研修、教
養講座ほか

147 F､I

会津 喜多方市 175 ジュニアリズムダンス
期間：4月～12月、実施回数：27回、対象：小学生、内容：3B体操を取り入
れたリズムダンス

810 I

会津 喜多方市 176 むつみ学級
期間：4月～2月、実施回数：11回、対象：一般成人、内容：50歳以上の女
性講座

187 F､I

会津 喜多方市 177 墨絵教室 期間：4月～12月、実施回数：9回、対象：一般成人、内容：墨絵教室 45 F､I
会津 喜多方市 178 俳句教室 期間：4月～3月、実施回数：12回、対象：一般成人、内容：俳句教室・吟行 60 F､I
会津 喜多方市 179 太極拳教室 期間：4月～3月、実施回数：24回、対象：一般成人、内容：太極拳 270 I

会津 喜多方市 180 フレッシュママ教室
期間：4月～3月、実施回数：11回、対象：一般成人、内容：料理、手芸等
の製作ほか

80 C､I

会津 喜多方市 181 あやめ大学
期間：4月～3月、実施回数：4回、対象：高齢者、内容：移動研修、教養講
座ほか

26 F､I

会津 喜多方市 182 飯豊山チャレンジ 期間：7月25～27日、実施回数：1回、対象：中学生、内容：飯豊山登山 19 C
会津 喜多方市 183 アタック沢登り 期間：8月7日　　実施回数：1回、対象：中学生、内容：沢登り体験 6 C
会津 喜多方市 184 会津発見塾２０１２ 期間：4月～11月、実施回数：7回、対象：一般成人、内容：移動学習ほか 168 I
会津 喜多方市 185 いろいろ体験趣味講座

期間：4月～3月、実施回数：12回、対象：一般成人、内容：趣味の講座ほ
か

180 F･I

会津 喜多方市 186 素人そば打ち講座
期間：6月～2月、実施回数：7回、対象：一般成人、内容：そば打ちの技術
と知識習得

56 I

会津 喜多方市 187 つるし飾り講座
期間：4月～3月、実施回数：12回、対象：一般成人、内容：縁起物のつる
し飾りづくり

300 I

会津 喜多方市 188 パッチワーク講座
期間：6月～3月、実施回数：9回、対象：一般成人、内容：パッチワーク教
室

72 I
会津 喜多方市 189 料理教室 期間：6月、実施回数：1回、対象：一般成人、内容：実技 8 I
会津 喜多方市 190 行政区　婦人学級 期間：4月～3月、実施回数：6回、対象：一般成人、内容：婦人講座 120 I

会津 喜多方市 191 10人でGO!
期間：1月～2月、実施回数：2回、対象：一般成人、内容：同じ趣味の仲間
での自主講座

16 I

会津 喜多方市 192 冬の体験講座 期間：12月～3月、実施回数：11回、対象：一般成人、内容：体験講座 96 I

会津 喜多方市 193
就学時健診時家庭教育
講座

期間：9月、実施回数：1回、対象：就学児保護者、内容：講演会 16 C

会津 喜多方市 194
やんちゃクラブ家庭教育
講座

期間：10月、実施回数：1回、対象：やんちゃクラブ保護者、内容：講演会 8 C

会津 喜多方市 195
やまと児童クラブ家庭教
育講座

期間：12月、実施回数：1回、対象：やまと児童クラブ登録保護者、内容：
講演会

9 C

会津 喜多方市 196
山都小中学校家庭教育
講座

期間：12月、実施回数：1回、対象：小中学校児童・保護者、内容：講演会 280 C

会津 喜多方市 197 長寿学園
期間：4月～3月、実施回数：10回、対象：60歳以上、内容：高齢者の教養
講座

185 I

会津 喜多方市 198
図書ボランティアとおはな
しの会

期間：4月～3月、実施回数：24回、対象：成人、内容：読み聞かせ等 72 F,G

会津 喜多方市 199
親子の広場（森のクラフ
ト）

期間：10月、実施回数：2回、対象：親子、内容：親子でクラフト体験 40 C
会津 喜多方市 200 親子の広場 期間：10月、実施回数：2回、対象：親子、内容：親子でピザ作り 20 C

会津 喜多方市 201 ３歳児絵本プレゼント
期間：10月、実施回数：1回、対象：３歳児、内容：絵本プレゼントと読み聞
かせ

26 C

会津 喜多方市 202
たかさとチャレンジスクー
ル

期間：4月～12月、実施回数：9回、対象：小学生、内容：体験活動ほか 348 C
会津 喜多方市 203 たかさとCooking食楽部 期間：7月～12月、実施回数：6回、対象：一般、内容：料理教室 24 I
会津 喜多方市 204 夏季講座　陶芸教室 期間：6月、実施回数：1回、対象：一般、内容：陶芸教室 6 I

会津 喜多方市 205
冬季講座　スポーツ民謡
教室

期間：2月～3月、実施回数：5回、対象：一般、内容：実技講習 34 I

会津 喜多方市 206 就学時子育て講座 期間：9月25日、実施回数：1回、対象：新入学児童保護者、内容：講演会 10 C

会津 喜多方市 207 高郷いきがい学級
期間：4月～12月、実施回数：9回、対象：６０歳以上、内容：講演や現地研
修など

491 B

会津 喜多方市 208 バドミントン教室 期間：4月～11月、実施回数：19回、対象：小学生・一般、内容：実技講習 152 I

会津 喜多方市 209 市民ボート体験教室
期間：4月～11月、実施回数：6回、対象：小中学生・一般、内容：ボート
(ナックルフォア)体験教室

166 I

会津 喜多方市 210
生涯学習推進特別事業
「おらがまちの文化財を訪
ねて」

期間：11月10日、実施回数：1回、対象：歴史愛好者、内容：文化財めぐり 10 I

会津 北塩原村 1
裏磐梯歴史ロマンウオー
ク

村内の旧会津米沢街道筋に眠る遺跡や山里文化をウオーキングや食文
化体験により触れ、村の魅力を広く感じる

300 A,F､G､I B､E

会津 北塩原村 2
ビーチバレーボール交流
大会

西会津町とのビーチバレーボール交流大会(年１回開催） 50 F､G

会津 北塩原村 3
各小学校村民合同運動
会

小学校・幼稚園が一体となり開催する運動会をとおして、相互理解・親睦
を図る

400 C､F E

会津 北塩原村 4
桧原地区スポーツフェス
ティバル

地区住民のスポーツを通した、異世代・地域間交流（ニュースポーツ種
目）

70 F､I

会津 北塩原村 5
家庭教育支援総合支援
事業

村内幼稚園児～中学生と保護者などを対象。読み聞かせ・食育に関する
講座などにより、各年代における課題解決や学習活動・家庭内でのふれ
あいのきっかけを作る

300 C B､E

会津 北塩原村 6
村長杯村民ふれあいゴル
フ

村民のスポーツ振興(ゴルフ）と親睦を図る 50 I

会津 北塩原村 7
旧会津米沢街道　ワン
デーマーチ

旧街道で繋がる山形県米沢市との交流ウオーキング、歴史講座 70 A､F､G､I A､E

会津 北塩原村 8 成人式 新成人を祝い、励ますための式典・アトラクションの開催 35 I E
会津 北塩原村 9 火の山杯スポーツ大会 会津管内のスポーツ少年団による、ソフトボール・バレーボール大会 400 F
会津 北塩原村 10 芸術鑑賞教室 地域の伝統文化等に触れる。（村内小学生対象） 170 I

会津 北塩原村 11 チャレンジスクール
村内の小学生を対象。異世代とのスポーツ交流、親子でクリスマス料理
などにチャレンジ

40 C､F､G､I E

会津 北塩原村 12
村民ふれあいグラウンド
ゴルフ大会

村民の体育振興と親睦を図る 50 F､I

会津 北塩原村 13 こどもの主張大会 村の将来を担う　小中学生による日常生活での体験・意見発表 70 C､F
会津 北塩原村 14 少年少女スキー教室 小中学生のスキーの技術向上と冬季間における体育振興(年２回） 65 F､I

会津 北塩原村 15 小学校地区文化祭
幼稚園・小学校の学習発表と一般住民の芸能発表を合同で開催すること
により、相互理解、文化交流を図る

400 F､I
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№ 事業名 事業概要 参加者数
事業の区分・連携等

方部 市町村名

会津 西会津町 1 おはなしの会
子どもたちに読み聞かせをとおして本の楽しさを伝え、児童の情操教育・
健全育成を図る。

114 c

会津 西会津町 2 読み聞かせ講習会
読み聞かせの技術を学び、おはなしの会の内容充実とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの拡充を
図る。

22 a  

会津 西会津町 3 家庭教育講座 家族と地域のコミュニケーションの醸成を図る 38 c b

会津 西会津町 4
学年行事や子ども会、保
育所保護者等を活用した

レクリエーションをとおして、子どもと親が触れ合える機会の充実を図る 333 c b

会津 西会津町 5 放課後子ども教室 小学１年生を対象とした放課後活動の実施 728 c b

会津 西会津町 6
放課後子ども教室
「合同休日活動」

小学校全学年を対象とし、自然体験やキャンプなどを実施 263 c b

会津 西会津町 7 学社連携教室
地域の方が講師になり、学校では体験できない学習活動、部活動補助を
実施

373 c b

会津 西会津町 8
英会話教室
（子供コース）

低学年と高学年にクラス別に実施し、英語に触れる機会をつくった 263 i

会津 西会津町 9 通学学習 家庭から離れ、他校児童と共同生活のなかで、自立心等を養う 12 d

会津 西会津町 10 少年の主張大会
次世代を担う少年が日頃感じていることや考えていることを発表し、住民
が聞くことにより、子供たちに対する理解と関心を深め、健全育成に寄与

120 c､h b

会津 西会津町 11 女性講座
多様化する現代社会において、毎日を輝いて生きていけるよう、家庭人・
社会人として、教養の向上を目指し各種講座を開催した

148 g,i b

会津 西会津町 12
英会話教室
（一般コース）

２コースに別け、日常会話がある程度できる語学力を目指す 49 i

会津 西会津町 13 成人式
実行委員会方式により自ら運営し、これからの地域を担う社会人としての
自覚を促す

83 i

会津 西会津町 14 歳百合学園
健康で明るく、心豊かに老後を過ごすため、教養講座とスポーツ講座を
実施

591 i b

会津 西会津町 15 さゆり中学
学習意欲の向上と生きがいに満ちた人生を作り出すための学習の場の
提供と生涯学習を個人（団体）から地域へと発展させる

159 a,f,g,i b

会津 西会津町 16 沖縄交流
異なった生活習慣や文化を体験し、広く見聞を広め、児童生徒の健全育
成を図る。

16 h a

会津 西会津町 17 ほっとＬＩＦＥ ４０代までの女性を対象に、美容や健康に関する講座の実施。 49 g､i b
会津 西会津町 18 さゆり短期大学 さゆり中学の卒業生を対象に、さらに深みのある学びの場を提供する 57 a､i b

会津 西会津町 19 新郷いきいき倶楽部
健康に関するテーマ、活動を通じて健康増進を図り、生きがい作りを目的
とする

241 i e

会津 西会津町 20 生涯学習発表会 日頃の生涯学習の成果を発表する場の提供 436 f､g b
会津 西会津町 21 町史を読む

町の歴史を学び、知識を深め、講師として活躍できる指導者の育成を図
る

25 a,i b
会津 西会津町 22 奥川地区郷土史講座 地区の歴史や風習などを講師や参加者間の知見発表による学習 191 a,i b

会津 西会津町 23
奥川地区生涯学習
発表会

日頃の生涯学習の成果を発表する場の提供 80 f､g

会津 西会津町 24 奥川地区書道教室 小学生から一般を対象とした書道教室 54 i b
会津 西会津町 25 文化と産業祭 町の一大イベントをとおして生涯学習の成果を発表 12,000 f､g b

会津 西会津町 26 出前講座
公民館事業に参加しにくい町民に対して学習しやすいように、地区の集
会所等を利用して学習の機会を提供する

253 g､i b､e

会津 西会津町 27 各地区運動会（体育祭） 各地区(５地区）ごとに運動会（体育祭）を開催し交流を深める 2,200 i b

会津 西会津町 28 各地区スポーツ大会
各地区においてソフトボール、バレーボール、卓球大会などを開催し、交
流を深める

1,894 g,i b

会津 西会津町 29 奥川健康マラソン 広く町内外から、ランナーを募集し、健康増進、地域の活性化に寄与する 900 f､g､i b

会津 西会津町 30
町民グラウンドゴルフ大
会

手軽に楽しめるニュースポーツの普及と日頃の練習の成果を試すために
３部門に別けて大会を開催(雨天中止）

0 f､g､i b

会津 西会津町 31
バレーボール
フェスティバル

町内愛好者による大会の実施 80 f､g､i b

会津 西会津町 32 町民カローリング大会
手軽に楽しめるニュースポーツの普及と日頃の練習の成果を試すために
２部門に別けて大会を開催

80 f､g､i b

会津 西会津町 33 スキー教室 小学生から一般を対象とした、スキー技術の習得 2 g､i
会津 西会津町 34 キッズランニングクラブ 小学生を対象に陸上競技の楽しさと技術を習得する 209 h,i b

会津 磐梯町 1
少年教室
「ばんだいっ子クラブ」

小学生を対象(一部中学生）に地域の自然・文化、ボランティア活動、ス
ポーツ等の体験（年11回）

138 A･Ⅰ B･E

会津 磐梯町 2 子どもの居場所づくり事業 町内にある二つの小学校で、放課後に様々な体験活動を実施（３２回） 903 C E
会津 磐梯町 3 中学生そば打ち体験教室 そば打ちの体験（11月1４日） 100 A B･E
会津 磐梯町 4 ファミリースクール 保育所に通う保護者を対象に、子育てに関する講話を実施（5月26日） 54 C E

会津 磐梯町 5
幼稚園・小中学校
家庭教育委託事業

各ＰＴＡに委託し、保護者が参加する機会を利用し家庭教育事業を実施
（年　各３～４回）

1,363 C

会津 磐梯町 6 女性カレッジ 成人女性を対象に、一般教養・実技・ボランティア等を実施（年10回） 191 Ⅰ B･E

会津 磐梯町 7 パソコン教室
日常生活に役立つ活用法の習得（初心者総合・ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・
ﾃﾞｼﾞｶﾒ）５講座各５回（6月～７月）

180 Ⅰ B

会津 磐梯町 8 英会話教室 簡単な日常会話の習得（9月～11月　1２回） 117 Ⅰ E ○
会津 磐梯町 9 磐梯大学 高齢者を対象に、一般教養・歴史・趣味・軽スポーツ等の実施（１４回） 553 Ⅰ A･E
会津 磐梯町 10 まちづくり講演会 「時代を駆ける、新島八重の生涯」講師：野口　信一（１１月３日） 70 G E
会津 磐梯町 11 磐梯町文化祭 町民が一同に会して、日頃の学習成果の発表等。（11月２日～４日） 800 F E

会津 磐梯町 12
わたしの手仕事
（竹と遊ぼう）講座

竹細工の作成（6月～７月　６回） 38 Ⅰ E

会津 磐梯町 13 遊ウォーク
地元を歩こう（４月２８日）、スノーシューイエローホール（悪天候のため中
止）

27 Ⅰ A･E

会津 磐梯町 14
第２０回
磐梯町ロードレース大会

町民を対象としてロードレースの開催（５月２７日） 113 F B･E

会津 磐梯町 15 磐梯町お盆野球大会 町民・帰省者等を対象として開催（８月15日） 91 F
会津 磐梯町 16 第47回町民体育祭 町民を対象として開催（９月２日） 1,100 F E

会津 磐梯町 17
第１９回
磐梯町スキー大会

町民を対象として開催（２月１７日） 51 F B･E

会津 猪苗代町 1
猪苗代町民健康マラソン
大会

町民を対象としたマラソン大会 388 F

会津 猪苗代町 2 猪苗代町民大運動会 町民を対象とした運動会 1,100 F

会津 猪苗代町 3 ２０１２学びいな夏祭り
学びいな主催講座の成果発表と社会教育団体等の成果発表。体験コー
ナーあり

1,700 F

会津 猪苗代町 4 ２０１２学びいな秋祭り 学びいな主催講座の成果発表と文化団体や高齢者の成果発表 1,300 F
会津 猪苗代町 5 町民球技大会地区大会 町民を対象とした球技大会（７月～８月） 1,429 F
会津 猪苗代町 6 町民球技大会中央大会 町民を対象とした球技大会（９月） 350 F
会津 猪苗代町 7 町民ハイキング 町民を対象としたハイキング 112 I

会津 猪苗代町 8
母から子への手紙コンテ
スト

母親から子供に対する手紙のコンテスト 987 I

会津 猪苗代町 9 歴史講座 連歌師猪苗代兼載について学ぶ 105 I
会津 猪苗代町 10 天鏡そば打ち教室 そば打ちを基礎から学ぶ 185 I
会津 猪苗代町 11 親子リトミック教室 就園前の親子が音楽にあわせて体を動かし、感性や集中力を養う 270 I
会津 猪苗代町 12 英会話教室 町英語指導助手を迎え、本場の英語を楽しく学ぶ 409 I
会津 猪苗代町 13 パソコン講習会 基礎からマスターし、可能性を広げる 357 I
会津 猪苗代町 14 ジョイフルセミナー 女性が楽しみながら、知性と教養を高める学習 161 I
会津 猪苗代町 15 てくてく歩きま専科 自然、歴史を訪ねながら、体力増進を図る 171 I

会津 会津坂下町 1 生涯学習出前講座
町民が主催する学習会や勉強会会場に役場職員などが訪問し、町制や
制度についての講座を実施

291 G
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会津 会津坂下町 2 全会津少年剣道大会 剣道大会 200 I
会津 会津坂下町 3 成人式 成人式 250 G
会津 会津坂下町 4 青少年ボランティア事業 青少年ボランティア事業 133 G
会津 会津坂下町 5 会津坂下町放課後子ども教室推進事業 放課後における児童の安心安全な居場所づくり事業 14,000 C
会津 会津坂下町 6 高寺山山開き 高寺山文化の伝承と町民登山 200 I
会津 会津坂下町 1 第１回ばんげ子どもフェスタ７館合同による交流事業。多くの子供達に楽しんでもらえた。(５月) 300 C

会津 会津坂下町 2 青少年囲碁・将棋教室
囲碁・将棋を通して青少年の集中力向上と、世代間交流を図った。（計５
回、７月～８月）

192 C

会津 会津坂下町 3 お寺に泊まろう2012
禅寺の生活を通して、心と体の姿勢を正し,異学年や生活環境の異なる
集団生活の中で協調性を養う事が出来た(７月)。

30 C

会津 会津坂下町 4
（束松ウォークにチャレンジ　１０月）高寺公民館主催｢束松ウォーキング
大会｣に参加し、旧越後街道の歴史を学んだ。

21 C E

会津 会津坂下町 5
（少年スケート教室　１月）磐梯熱海アイスアリーナでスケート教室を開催
した。集団生活の中で協調性を養うことが出来た。

56 C E

会津 会津坂下町 6 ものづくり講座
ものづくり講座を３回開催し、第１回と第３回は「絵手紙教室」を、第２回は
ガーデニング教室を開催した。(７,１１,１２月)

50 I

会津 会津坂下町 7
まほろば、われらが郷土
歴史講座

会津坂下町の歴史(平安時代)と藤原忠実について学んだ。（計３回 、８
月～１０月）

75 I

会津 会津坂下町 8
我が家の歳時記「伝統料
理」

こづゆ、鶏肉と大根煮、なます、しょうがご飯を作り、伝統料理を学んだ。
(２月)

24 I

会津 会津坂下町 9 町民健康大運動会 地区民の親睦・健康増進・融和を図った。（１０月） 1,000 F

会津 会津坂下町 10
健康づくり３３０歳ソフト
ボール大会

知久民の体力増進と親睦融和を図った。(５月) 300 F

会津 会津坂下町 11
男女混合
バレーボール大会

町内対抗戦。地区民の親睦・融和・健康増進を図った。（１１月） 300 F

会津 会津坂下町 12 ボウリング大会
町内対抗戦とオープン戦も同時開催し、親睦・融和・健康増進・世代間交
流を図った。（２月）

53 F

会津 会津坂下町 13
シルバースポーツ大会共
催

３地区対抗戦。会員の健康増進と融和を図った。（８月） 200 F

会津 会津坂下町 14
第２回坂下公民館フェス
ティバル

坂下公民館・坂下地区地域づくり協議会合同で開催。地域住民が互いに
交流し「ぶっとい絆」をきずく事ができた。（５月）

400 F

会津 会津坂下町 15 イカダ下り大会に挑戦
イカダ製作の際に、意見を出したり作業に参加する事で社会・グループの
中で自分の役割の大切さを感じる(6～7月)

156

会津 会津坂下町 16
会津坂下町スポーツ交流
大会

坂下町７地区の代表戦(ソフト、バレー  　７月)

会津 会津坂下町 17 家庭教育講演会 会津若松市出身の落語家三遊亭兼好師匠による落語講演会(7月) 200 C

会津 会津坂下町 18 家庭教育学級
若宮幼稚園保護者と園児を対象の「親子でサッカー」（7月）、地域の高齢
者を講師に祖父母と園児を対象の「しめ縄つくり」（12月）

100 C

会津 会津坂下町 19 若宮ガキ大将教室 小学４～６年生対象、自然体験、歴史、集団活動体験ほか年間９回開催 1,980 A､C
会津 会津坂下町 20 青少年育成作文コンクール テーマ：「小学校の思い出」－感謝したいこと－をテーマに作文を募集(8

月）
56 A､C

会津 会津坂下町 21 出前講座 メイクアップ講座(5月)、キムチ講座(7月) 32 G､I
会津 会津坂下町 22 成人講座 パソコン講座『年賀状作成』(12月) 11 G､I
会津 会津坂下町 23 若郷教室(高齢者教室) 60歳以上対象、歴史学習、健康講座等　年間8回開催(4月～12月) 1,312 I
会津 会津坂下町 24 ソフトボール大会 (6月)地区民の体力増進と親睦融和 200 F E
会津 会津坂下町 25

さなぶりバレーボール大
会

(6月)地区民の体力増進と親睦融和 F E
会津 会津坂下町 26 若宮地区町民大運動会 (8月）地区民の体力増進と親睦融和 500 F
会津 会津坂下町 27 ニュースポーツ講習会 エアロビクス体験(6月）、グラウンドゴルフ講習会(10月) 140 G B
会津 会津坂下町 28 家庭バレーボール大会 (2月)地区民の体力増進と親睦融和 200 F E
会津 会津坂下町 29 健康づくり卓球大会 (3月)地区民の体力増進と親睦融和 200 F E

会津 会津坂下町 30
いきいきわかみやフェス
ティバル

文化講演会・町民作品展・地元産農産物や手作り手工芸品の販売等(10
月)

500 A､B､F､G

会津 会津坂下町 31
史跡めぐり健康ウォーキ
ング大会

地区の史跡等をウォーキクーングしながら巡り、その歴史を学んだ。(11
月)

70 I

会津 会津坂下町 32 文化講演会 講師に野口信一氏を迎え「新島八重」を講演していただいた。(10月) 80 I
会津 会津坂下町 33

第１回ばんげ子どもフェス
タ

７館合同による交流事業。多くの子供達に楽しんでもらえた。(５月) C
会津 会津坂下町 34 家庭教育学級

「幼児期の食生活について」幼稚園児とその保護者を対象に実施（7月実
施）

21 C B
会津 会津坂下町 35 わんぱくチャレンジ隊 小学生を対象に体験活動（年5回実施、8月～2月） 72 C

会津 会津坂下町 36 ひよっこクラブ
幼稚園就園前の幼児とその保護者を対象に、工作、食育、年中行事、野
外活動など年11回実施（6月～3月）

173 C

会津 会津坂下町 37 金上っ子の主張
小学生を対象にテーマを決めて作文を書いてもらい、発表・表彰する（10
月）

103 C
会津 会津坂下町 38 ちびっこ書道教室 地域の書道クラブの指導で、冬休みの課題の書初めを仕上げる（12月） 16 C
会津 会津坂下町 39 金上寺小屋 福大生講師による夏休みの宿題、自主学習(7,8月) 12 C
会津 会津坂下町 40 330歳ソフトボール大会 地区対抗、１２チームによるトーナメント（6月） 150 F
会津 会津坂下町 41 家庭バレーボール大会 地区対抗、６チームによるリーグ戦（6月） 60 F
会津 会津坂下町 42 地区民大運動会 地区対抗団体戦および個人競技（8月） 500 F
会津 会津坂下町 43

ちびっこリレーマラソン大
会

１チーム６名によるチーム対抗（10月） 120 C,F
会津 会津坂下町 44 混合バレーボール大会 地区対抗、予選リーグ、決勝トーナメント(2月) 150 F
会津 会津坂下町 45 ボウリング大会 ４部門による個人戦（12月） 49 F
会津 会津坂下町 46 ちびっこ将棋教室 将棋の基本と礼儀作法を学んだ。　　　(12月、2月) 38 C
会津 会津坂下町 47 着付け教室 浴衣の着付け(7月) 8 I
会津 会津坂下町 48 花の寄せ植え講座 季節の花の寄せ植え(6月) 15 I
会津 会津坂下町 49 かご編み講座 クラフトテープを使ったバッグ作り(9月) 24 I

会津 会津坂下町 50 教育講演会
「幼児期の食生活について」　講師に学校給食センター栄養士を迎え幼
稚園児とその保護者を対象に実施　　　（7月実施）

60 C

会津 会津坂下町 51 しめ縄・正月飾り作り 地域の名人による指導（12月） 18 B,I
会津 会津坂下町 52 熟年大学 高齢者の教養・健康づくり・交流などを目的とし、年6回実施（6月～３月） 131 B,I
会津 会津坂下町 53 金上いなほ祭り 学校の学習発表、生涯学習発表、異世代間の交流（10月） 800 C,F
会津 会津坂下町 54 金上さなぶり祭 地域住民の交流（７月） 300 F

会津 会津坂下町 55 ダニエル・カール講演会
「がんばっぺ。おらの大好きな東北～未来へつなぐ地域の絆」講師にダニ
エル・カール氏を迎え開催した。　（12月実施）

250 I

会津 会津坂下町 56 第１回ばんげ子どもフェスタ７館合同による交流事業。多くの子供達に楽しんでもらえた。(５月) C

会津 会津坂下町 57
広瀬幼稚園家庭教育学
級

広瀬公民館共催。学校給食センター栄養教諭を講師に「幼児期の食生活
について」学んだ。(7月)

20 C

会津 会津坂下町 58
広瀬幼稚園家庭教育学
級（祖父母学級）

広瀬公民館共催。会津レクリェーション公園で、園児と祖父母が一緒に楽
しく、体を使ってのびのびと遊んだ。(10月)

43 C

会津 会津坂下町 59 広瀬小学校祖父母学級
広瀬公民館共催。落語家の三遊亭圓歌師匠を迎えて「ひろせ寄席」を開
催した。(10月)

150 C

会津 会津坂下町 60 第１回チャレンジ子ども隊 広瀬地区大夏祭りに飾るエコキャンドル作りを行った。（7月） 14 C

会津 会津坂下町 61 第２回チャレンジ子ども隊
「五感を通してユニバーサルデザインを体験しよう」をテーマにバリア等に
ついて体験した。（12月）

15 C

会津 会津坂下町 62 広瀬地区文化フェスタ 広瀬小学校みつばちフェスティバルと合同で開催した。(11月) 350 F

会津 会津坂下町 63 いきいき講座
講師に浄土宗住職をお迎えして、般若心経等について講演いただいた。
（7月）

21 I

会津 会津坂下町 64 大人の嗜み講座
講師の先生をお迎えして、簡単なおつまみを調理して「洋食のテーブルマ
ナー」等を学んだ（12月）

8 I

８館合同青少年事業
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会津 会津坂下町 65 くらしの講座
広瀬公民館共催。「地元粉で蕎麦打ち体験」4班に分かれて初期段階か
ら学んだ。（9月）

32 B､I

会津 会津坂下町 66 第１回 ひろせカレッジ
講師の先生をお迎えして、地元立川にある聖天堂について「歴史講座」を
行った。（6月）

27 B､I

会津 会津坂下町 67 第２回 ひろせカレッジ 那須・日光方面移動教室（6月） 19 I
会津 会津坂下町 68 第３回 ひろせカレッジ 講師の先生をお迎えして、青木木綿について「歴史講座」を行った。（7月） 27 B､I

会津 会津坂下町 69 第４回 ひろせカレッジ
講師をお迎えして、広瀬地区文化フェスタに展示する手作りポシェット作
りを行った。（10月）

8 A､F

会津 会津坂下町 70 第５回 ひろせカレッジ 会津方面（会津の寺宝見学）移動教室（11月） 11 I
会津 会津坂下町 71

健康づくりソフトボール大
会

親睦と融和・健康づくり（6月） 300 F､I
会津 会津坂下町 72 広瀬地区大運動会 親睦と融和・健康づくり（8月） 500 F､I

会津 会津坂下町 73
健康づくりグラウンドゴル
フ大会

健康づくりと共に、異世代交流を図る（9月） 24 B､F

会津 会津坂下町 74 広瀬地区ボウリング大会 健康づくりと共に、異世代交流を図る（11月） 18 F､I

会津 会津坂下町 75
健康づくりバレーボール
大会

親睦と融和・健康づくり（2月） 300 F､I

会津 会津坂下町 76 広瀬地区大夏祭り 地区の子供と住民の交流を通して、地域を盛り上げるイベント(7月) 700 F
会津 会津坂下町 77 第１回ばんげ子どもフェスタ７館合同による交流事業。多くの子供達に楽しんでもらえた。(５月) C

会津 会津坂下町 78 ８館合同青少年事業

（少年スケート教室1月）磐梯熱海アイスアリーナでスケート教室を開催し
た。集団生活の中で協調性を養うことが出来た。

3 C E

会津 会津坂下町 79
会津坂下町スポーツ交流
大会

坂下町７地区の代表戦(ソフト、バレー７月) 30 F

会津 会津坂下町 80
８館合同青少年事業　『少
年スケート教室』

小学生３年～６年対象でスケート教室と親睦を図る（1月） 1 C E

会津 会津坂下町 81 親子宿泊研修
幼稚園児・小学生児童・保護者による体験教室と夕食作りを体験した。（8
月）

9 C､F
会津 会津坂下町 82 熟年講座 講演会・一泊研修・議会傍聴等年５回実施（5月,9月,10月,12月,2月） 135 G,I
会津 会津坂下町 83 成人講座 料理教室・フラワーアレンジメント等年３回実施（9月、11月） 28 G,I

会津 会津坂下町 84
健康づくり混合ソフトボー
ル大会

１試合５０分のトーナメント大会（6月） 200 I

会津 会津坂下町 85 館長杯ＧＧ大会 地区民の親睦融和（11月） 18 I
会津 会津坂下町 86 バレーボール大会 ３セットマッチ２セット先取で勝ち。トーナメント大会（11月） 250 I

会津 会津坂下町 87 ボウリング大会
個人競技２ゲームトータル６０歳以上と女性の方はハンデ２０Ｐあり（小学
生以上　3月）

26 I

会津 会津坂下町 88 Ｇゴルフミニ大会 地区民の親睦融和（8月） 16 I

会津 会津坂下町 89 赤べこ絵付け体験教室
単純な模様の絵付けだが、思うように描けなかったが好評の企画だっ
た。（８月）

21 I

会津 会津坂下町 90 地区大運動会 地区民の体力増進と親睦融和（9月） 400 F
会津 会津坂下町 91 新春交歓会 地区民の交流と親睦 58 A.D

会津 会津坂下町 92 子育て支援講演会
講師にスクールソーシャルワーカーを迎え子育てに関する講演会を開催
した。　　(8月)

10 C

会津 会津坂下町 93 ミニ文化祭 日頃の学習成果の発表(11月) F
会津 会津坂下町 94 歴史講演会

「上宇内薬師堂の歴史とその時代背景」について講演会を開催した。(7
月)

40 I

会津 会津坂下町 95
公民館運営委員視察研
修

公民館運営委員の資質向上
２館公民館合同にて開催(７月)

14 H

会津 会津坂下町 96
袋原地区をみんなで歩こ
う

地区の風土、歴史、自然を再度興味深く感じながら歩いた。(7月) 60 I
会津 会津坂下町 97 第１回ばんげ子どもフェスタ７館合同による交流事業。多くの子供達に楽しんでもらえた。(５月) C

会津 会津坂下町 98
会津坂下町スポーツ交流
大会

坂下町７地区の代表戦(ソフト、バレー７月) 35 F

会津 会津坂下町 99 親子ふれあい教室 親子を対象とした体験型活動（７月） 67 C 単独
会津 会津坂下町 100 8館合同青少年事業 小学校高学年生対象のスケート教室(1月) 47 C E
会津 会津坂下町 101 手芸工作教室 樹脂粘土工作　２回実施（７,８月） 36 I 単独
会津 会津坂下町 102 野外視察研修 史跡・文化財施設等の視察研修（11月） 13 I 単独
会津 会津坂下町 103 家庭バレーボール大会 地域住民の交流と親睦を図る（2月） 150 I
会津 会津坂下町 パッチワーク・つるし雛作成 119 I 単独
会津 会津坂下町 4月～3月　８回実施
会津 会津坂下町 105 親子料理教室 親子や友達と参加して夏向けのメニューを作った。（8月） 18 I 単独
会津 会津坂下町 地区対抗戦　ソフトボール・バレーボール 472 G B
会津 会津坂下町 町民運動会・グラウンドゴルフ
会津 会津坂下町 107 公民館運営委員研修 運営委員のスキルアップを図る（2月） 8 H E
会津 会津坂下町 108 やはたわいわい祭り 学習発表の場の提供・作品展示等（11月） 250 F B
会津 会津坂下町 109 地区大運動会 地区民の体力増進と親睦融和（8月） 300 F
会津 会津坂下町 110 地区新春交歓会 地域住民の交流と親睦を図る 55 B B

会津 会津坂下町 111
史跡探索健康ウォーキン
グ大会

地区の史跡等をウォーキクーングしながら巡る。(10月) 35 I 単独

会津 会津坂下町 112 ミニ集会講演会
講師を招いて「地域で育てる健やかな子供たち」について講演会を開催し
た。(7月)

42 C

会津 会津坂下町 113 第１回ばんげ子どもフェスタ７館合同による交流事業。多くの子供達に楽しんでもらえた。(５月) C

会津 会津坂下町 114 ８館合同青少年事業

（少年スケート教室1月）磐梯熱海アイスアリーナでスケート教室を開催し
た。集団生活の中で協調性を養うことが出来た。

47 C E

会津 会津坂下町 115
会津坂下町スポーツ交流
大会

坂下町７地区の代表戦(ソフト、バレー７月) F

会津 会津坂下町 116 トトロの会読み聞かせ 子供対象の絵本のを読み聞かせを行った　(8月) 4 C

会津 会津坂下町 117 高寺少年教室
小学生を対象に、自然観察・宿泊学習等体験学習を通じ協調性・観察力
を育む（年9回開催）

72 C

会津 会津坂下町 118 ８館合同教室 各催しを通じ各地区との交流を図る（年２回開催） 16 C E

会津 会津坂下町 119 高寺文化財教室
史跡の見学及び歴史講座の開催
（８月現地研修　３月歴史講演会）

77 I

会津 会津坂下町 120 高寺歴史･自然教室
地元の貴重な歴史･自然を再認識しまた後世まで語り継いでいくための
講座（講義４回、現地研修１回）

60 H

会津 会津坂下町 121 高寺親子教室
親子ふれあい、共同学習の場の設定
「水族館・サッカー観戦」（8月）「お月見コンサート」(9月)「テーブルマナー
教室」（9月）3回実施

48 C

会津 会津坂下町 122 ミニ文化祭
日頃の学習成果の発表
「束松峠ウォーキング大会」と合わせ同時開催（１０月）

150 F

会津 会津坂下町 123 高寺少年書道教室 習字力をアップし昇級に挑戦し向上力を養う。毎月２回開催 192 C
会津 会津坂下町 124 俳句会 毎月1回開催 72 I
会津 会津坂下町 125

健康づくりソフトボール大
会

地域住民の健康増進と親睦（６月開催14チーム参加） 200 F
会津 会津坂下町 126 束松峠ウォーキング大会

地区内外から参加を集うことにより、地域の活性化・交流を図る（１０月開
催）

150 F

会津 会津坂下町 127
健康づくり家庭バレー
ボール大会

地域住民の健康増進と親睦（2月開催14チーム参加） 240 F

会津 会津坂下町 128 高寺こどもクラブ
小学生を対象に、自然観察・宿泊学習等体験学習を通じ協調性・観察力
を育む（週2回開催）

100 C

会津 会津坂下町 129 運営委員視察研修
広瀬･川西･八幡公民館と合同開催し運営委員の資質向上・交流を図る(7
月)

10 H
会津 会津坂下町 130 高寺地区新春交歓会 地域住民の親睦交流 50 I
会津 会津坂下町 131 高寺「桜の花まつり」 地域住民の親睦交流(6月) 40 I

106 スポーツ行事

104 手芸サークル教室
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会津 会津坂下町 132 第１回ばんげ子どもフェスタ７館合同による交流事業。多くの子供達に楽しんでもらえた。(５月) C
会津 湯川村 1 小学生自然体験学習 一泊二日の日程で、尾瀬の自然を観察する 15 I
会津 湯川村 2 中学生音楽鑑賞会 本物の音が食え御体験する 150 I
会津 湯川村 3 村民芸能発表会 村民相互の文化芸能の育成を図り、村民の文化芸能の発表の場 340 F

会津 湯川村 4 文芸作品発表会
俳句、短歌、詩、川柳を村民から広く作品を募集し選者の講評を得て優
秀作品を発表、表彰する

257 I

会津 湯川村 5 生涯学習講演会
中央から講師を呼んで青少年問題や家庭教育、生涯学習に関する講演
会を開催

100 C E ○

会津 湯川村 6 湯川村塾
健康講座や研修旅行等第二の人生を有意義なものとして活かす事業の
実施

37 B
会津 湯川村 7 女性学級（あじさい） 健康講座や趣味の講座、研修旅行をとおして有意義な生活展開の実施 17 I
会津 湯川村 8 ヘルシークラブ 健康づくりのための運動（全身運動・筋肉トレーニング・ストレッチなど） 21 I
会津 湯川村 9 家庭教育子育て支援 幼児を対象にした子育てを支援するサークル 7 I
会津 湯川村 10 茶道教室 茶道の基本、割り稽古、盆略点前、薄茶点前の作法、お茶会 13 I
会津 湯川村 11 お料理教室 簡単な料理技術の習得、健康や環境問題のお話 26 I
会津 湯川村 12 読書教室 ブックトーク、読書まつり、本のリサイクルや人形劇、昔語り 6 I
会津 湯川村 13 読み聞かせお話し教室 本や昔話の読み聞かせ、お話づくりやお話しお楽しみ会 17 I
会津 湯川村 14 手づくり絵本教室 親子で世界に一冊しかない絵本づくり、鑑賞会 8 I
会津 湯川村 15 少年少女探検隊 年３回、海、山、川の自然探索、野外活動 25 I

会津 柳津町 1 放課後子ども教室
子供達に安全、安心で健やかな居場所の提供。（｢ジャンプやないづ｣週２
回。｢杉の子サークル｣週１回）

3,380 C

会津 柳津町 2 青少年の主張発表大会 社会の現状や将来の希望、体験等の発表。（１１月） 11 C
会津 柳津町 3 ジュニア英会話教室 国際化に向けた実践教育。（月１回） 110 C
会津 柳津町 4 ジュニアリーダースクール 自然体験から仲間づくりと協調性を学ぶ。（８月） 17 C
会津 柳津町 5 やなぎ学級 心豊かな生きがい学習。（月１回） 165 G
会津 柳津町 6 高齢者学級 高齢者の社会的能力を高める生きがいづくり。（月１回） 1,300 G
会津 柳津町 7 伝統工芸教室 伝統工芸の継承と余暇の活用。（５日間） 60 E
会津 柳津町 8 料理教室 家庭料理の工夫と栄養のバランスを考え実施。（月１回） 90 B･I
会津 柳津町 9 ふれあい文庫 読書活動推進と読書ボランティアの活動。 100 C
会津 柳津町 10 町文化祭 芸術、文化作品の展示。（１１月） 500 F

会津 柳津町 11
第57回町民ソフトボール
大会

ソフトボールの普及と町民の融和、健康増進。（６月） 250 F

会津 柳津町 12 町民運動会 各地域住民の健康と親睦、融和。（９月・　１０月） 1,150 F

会津 柳津町 13
第39回町民バレーボール
大会

バレーボールの普及と町民の融和、健康増進。（１１月） 350 F

会津 柳津町 14 タウンリレーマラソン マラソンの普及と町民健康増進。（９月） 85 F
会津 柳津町 15 赤べこトータルスポーツ 元気で健康な連帯感あふれる生涯スポーツの振興を目的に実施。 200 I
会津 柳津町 16 各種団体連絡協議会 各機関との連携強化と行事調整。 35団体 G
会津 柳津町 17 海外派遣

国際化に対応できる青少年の育成と体験学習を目的に実施。（２年に１
回）

28 C
会津 三島町 1 きりのこ隊 子どもの居場所つくり事業 400 C
会津 三島町 2 子育て講演会 保育所保護者・保育所入所前保護者を対象に講演 30 C
会津 三島町 3 おばあちゃんの味 小学校が地域の老人と共に郷土料理を調理し会食する。 80 C
会津 三島町 4 三島町文化祭 町民の作品の展示・芸能発表等 500 F
会津 三島町 5 婦人講座 婦人団体を中心として行う事業 20 I
会津 三島町 6 ビーチバレーボール大会

健康づくりをテーマに誰でも気軽にできるスポーツとして普及している大
会

240 F
会津 三島町 7 桐の里町民運動会 健康づくりをテーマにスポーツを通して町民の交流を図る 500 F
会津 三島町 8 分館講座支援 地域分館で開催する講座への講師謝礼等の支援 40 G
会津 三島町 9 ワンダークラブ 乳幼児をもつ家庭の支援事業 110 C
会津 三島町 10 エアロビクス教室 健康づくりをテーマに誰でも気軽にできるスポーツとして活動 30 I
会津 三島町 11 太極拳 健康づくりをテーマに誰でも気軽にできるスポーツとして活動 240 I
会津 三島町 12 スキー教室 町民の体力向上に努める 60 I
会津 三島町 13 すってんころりんピック 気軽に楽しめるイベントを開催し雪に親しむ 110 I
会津 三島町 14 ウォーキング教室 健康づくりをテーマに誰でも気軽にできるスポーツを普及する活動 50 I
会津 金山町 1 少年少女球技大会 小学生を対象にドッジビーの講習とゲーム 52 C

会津 金山町 2 山っ子スクール
三島町・昭和村・金山町の小学校４・５・６年生が夏休みを利用して登山
やキャンプを体験

20 C A

会津 金山町 3 私の言いたいこと発表会 小学生から高校生まで、将来の夢や自分の日ごろ考えていることを発表 195 C E

会津 金山町 4 放課後子ども教室
放課後の時間を活用し、地域の人たちとの交流や、伝統行事・スポーツ・
お菓子づくりなどを体験

1,974 C

会津 金山町 5 こめらっこ広場 小学生を対象に、自然体験、高齢者とスポーツ交流、登山を実施 110 C E

会津 金山町 6 こんにちは先輩
プロとして活躍中の金山町出身の先輩から、社会人として自立するため
の心構え等を学ぶ

37 D

会津 金山町 7 夏休み・冬休み学習塾 夏休みや冬休みなど長期休業中の学習会や習字教室など 55 C

会津 金山町 8 こまどり学級
６０歳台の女性を対象にした移動教室、創作活動、スポーツ、ボランティ
ア活動

106 I

会津 金山町 9 白寿学級
７０歳以上の男女を対象に移動教室、創作活動、スポーツ、ボランティア
活動

108 I
会津 金山町 10 ファミリーシアター 児童劇「大どろぼうホッツェンプロッツ」の観賞会 93 C
会津 金山町 11 かねやま民話まつり 金山昔語りの会が旧五十島家住宅で実施 20 F
会津 金山町 12 映画鑑賞会 映画の上映(５回） 250 I C
会津 金山町 13 パソコント講習会 初心者を対象にパソコン操作から年賀状作成までの講習を行った 90 E
会津 金山町 14 ものづくり講座 漆ろうそく制作体験、マタタビざる制作体験 146 I C ○
会津 金山町 15 地区文化祭 ４地区館で各地区の特色を活かした地区文化祭を実施 500 F
会津 金山町 16 文化講演会 三遊亭好楽一門の落語家による寄席（古典落語等） 200 I

会津 金山町 17
第２０回両沼西部巡回美
術展

柳津、三島、昭和、金山の４町村住民の絵画、彫塑、写真、書道、短歌、
俳句などの作品を展示

60 F A

会津 金山町 18
第１３回文化協会総合発
表会

１９の加盟団体が、舞台発表や活動の成果を展示（3月） 300 F

会津 金山町 19
青少年健全育成町民会
議への支援

町内６地区の健全育成への支援（年間） 100 C

会津 金山町 20 家庭教育学級 町内各保育所・小中学生を持つ親の家庭教育を支援（5機関で実施） 150 C
会津 金山町 21 スキー、スノーボード教室 冬季スポーツの普及と健康増進を目指して実施（1月） 29 I
会津 金山町 22 町民登山 浅草岳登山により、健康増進と世代交流を実施 20 I E
会津 金山町 23 ３Ｂ体操講習会 ３Ｂ体操の講習会 60 I
会津 金山町 24 文化協会支援 １９の団体が加盟する町文化協会運営の支援（年間） 280 G
会津 金山町 25 体育協会支援 ３５０名余りが加盟する体育協会運営の支援（年間） 350 G

会津 金山町 26
新島八重ハンサムウーマ
ン歴史探訪

JR只見線を利用して大河ドラマ館及び鶴ヶ城見学 25

会津 金山町 27 町民ウォーキング 桧原湖畔９ｋｍでの健康増進と世代間交流 39 I E
会津 金山町 28 こぶし学級 視察研修、趣味の講座、学習会等 80 I

会津 金山町 29
家庭バレーボール審判員
講習会

家庭バレーボールの審判員の養成と新ルールの確認等 18 H

会津 金山町 30 子ども読書活動推進事業 働く親の子育て支援のための読み聞かせ及び紙芝居の実施 49 C
会津 昭和村 1 桜ウォークに参加しよう 喜多方市で開催の「桜ウォーク2012」に参加 17 I A
会津 昭和村 2 ヨガ体験教室（全２回） ヨガの基礎とポーズに挑戦 42 I
会津 昭和村 3 パソコン教室（全５回） インターネットとデジカメの活用法を学ぶ 26 I
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会津 昭和村 4 陶芸教室 陶芸の成形まで制作 9 I

会津 昭和村 5
アンデス・マクロビオティッ
ク料理教室

「マクロビオティック」のお話と調理実習 10 I

会津 昭和村 6
アロマに触れてみません
か

アロマの虫よけスプレー作りとアロマクリームのハンドトリートメント 13 I
会津 昭和村 7 プリザーブドフラワー教室 季節のプリザーブドフラワーを使ったフラワーバスケット制作 16 I

会津 昭和村 8
会津・漆の芸術祭見学ツ
アー

漆の芸術祭展示会場の見学（喜多方市） 10 I B

会津 昭和村 9 蕎麦打ち教室 蕎麦打ちの一連の作業を体験し新蕎麦を味わう 8 I
会津 昭和村 10 しめ飾り作り教室 門口用のしめ飾りの制作 22 I B
会津 昭和村 11 地産地消料理教室 地元の素材を使った調理実習 20 I E

会津 会津美里町 1
放課後子ども教室
「GO郷トライ塾」

子どもたちに安全で安心して過ごせる場所の提供はもちろん、地域住民
と関わり、豊かな心を育む。60回実施。

1,050 C

会津 会津美里町 2
放課後子ども教室
「本郷二小寺子屋教室」

子どもたちと地域住民の参画を得て、勉強やスポーツ・体験学習・地域住
民との交流活動を行う。40回実施。

1,080 C

会津 会津美里町 3
放課後子ども教室
「ニッキーあいらんど」

子どもたちに安全で安心して過ごせる居場所を提供し、各種体験活動を
通じて豊かな心を育み、人間性、社会性を身に付ける。34回実施。

2,415 C

会津 会津美里町 4
放課後子ども教室
「風の子スクール」

子どもたちに安全で安心して過ごせる場所を提供する。27回実施。 480 C

会津 会津美里町 5
学校週５日制対応事業
「茶道・琴教室」

趣味体験学習。各々毎月1回実施。 334 C

会津 会津美里町 6 郷土芸能伝承教室 高田甚句の太鼓実習と世代間交流 293 C
会津 会津美里町 7 ニッキーのお話会 絵本や紙芝居による豊かな情操を育てる。8回開催。 220 C
会津 会津美里町 8 ヤンボラにいつる ボランティア活動を通しての人間形成・仲間づくり。11回実施。 167 C

会津 会津美里町 9 いきいき体験事業
科学技術や優れた芸能鑑賞などの域田体験を通して、情緒豊かな人間
形成を図る。夏休み期間に3回実施。

108 C

会津 会津美里町 10 うるおい学級 知識と教養を高め、社会奉仕する精神を育む。12回開催。 140 A

会津 会津美里町 11 いさすみ楽園
いろいろな学習活動を通して、生きがいをみいだす。冬季間はクラブ活動
を実施。

780 I

会津 会津美里町 12 美里大学 新しい生活課題やより深い知識・教養を取得する。12回開催。 563 I

会津 会津美里町 13 本郷はだつ塾
健康と教養を身につけ生きがいのある生活を送るための学習をする。10
回開催。

261 I

会津 会津美里町 14 成人セミナー 成人としての知識と教養を身につける。 1,380 I
会津 会津美里町 15 家庭教育講座 望ましい家庭教育のあり方及び家庭づくり 582 C
会津 会津美里町 16 新寿学級 健康で老後の生きがいと楽しみを得る。6回開催。 79 I
会津 会津美里町 17 文化祭 地域文化の振興と町民の交流を図る。３地域で開催。 7,450 F
会津 会津美里町 18 図書まつり 図書室の充実を図るための読み聞かせ、イベントの実施 100 C
会津 会津美里町 19 リズム体操公演 福島大学生によるボランティア公演 103 F D
会津 会津美里町 20 明神ケ岳山開き 自然とふれあい、体力づくり。６月第１日曜日。 261 I ○

会津 会津美里町 21
会津美里ふれあいウォー
ク2012

体力増強と競技力の向上及び参加者の交流。中止。 1,022 I E ○

会津 会津美里町 22 町民スポーツ大会 ソフト・バレー・バトミントン・その他 3,508 I
会津 会津美里町 23 町民スキー教室・大会 体力増強と競技力の向上及び参加者の交流 330 I E ○

会津 会津美里町 24 ジュニア文芸
文学への関心を高めるため、町内の小中学生から作品を募集し、優秀作
品の表彰式を２月に開催。

1,700 I

会津 会津美里町 25 文化財保存・活用事業 文化財の保存、活用を図る。各種歴史講座の開催。 502 I
会津 会津美里町 26 運動会の開催 地域住民の交流・体力づくり 4,392 I
会津 会津美里町 27

イザベラバードと歴史探
訪

地域の歴史探訪ウォーキング 110 I ○
会津 会津美里町 28 少年教室 遊びや奉仕活動、宿泊研修、野外活動、仲間づくり 924 I

南会津 下郷町 1 なんでも挑戦隊
小学４～６年生を対象に、ふるさとの自然、文化、行事や物づくりを体験
する。（年８回）

55 C

南会津 下郷町 2 つくしんぼう学級
幼児と親とのふれあいを図りながら、幼児の知能と情操を高める。（年１０
回）

95 C E
南会津 下郷町 3 家庭教育学級 家庭教育における親の役割について学習する。３地区で実施　（年５回） 133 C

南会津 下郷町 4 遊歩道歩くべ講座
市町村にある遊歩道を散策し、自然保護の意識の高揚と仲間づくり。２班
制で実施（年６回）

96 I

南会津 下郷町 5 いにしえロマン講座
市町村に点在する様々な歴史や文化に関する資源を再発見する。２班制
で実施（年６回）

118 I

南会津 下郷町 6 登山講座
安全な登山を実践するため、近隣の名山を楽しみ、生きがいと健康づくり
をする。（年６回）

89 I

南会津 下郷町 7 プリザーブドフラワー講座 趣味の世界を広げ、手芸の知識・技術を習得する。（年５回） 38 I
南会津 下郷町 8 健康吹矢教室 吹矢を習得し、体力の維持と健康増進（年１３回） 98 I
南会津 下郷町 9 はつらつ太極拳教室 太極拳を習得し、体力の維持と健康増進（年１３回） 148 I
南会津 下郷町 10 初めてのパソコン講座 パソコンの技術を習得する。（年７回） 119 E
南会津 下郷町 11 そば打ち講座 そば打ちの知識や技術を習得する。（年４回） 27 I
南会津 下郷町 12 実年大学校 高齢者に必要な社会性や知識を身につける。（年８回） 290 A
南会津 下郷町 13 地域高齢者学級 高齢者に必要な社会性や知識を身につける。３地区で実施。（年５回） 296 I
南会津 下郷町 14 文化祭・農業祭 文化祭・農業祭を実施（１１月） 1,630 F E
南会津 下郷町 15 芸能祭 各団体の発表会（１１月） 9団体 F
南会津 下郷町 16 新春書初展 小学生以上の書き初めを展示（１月） 387 F
南会津 下郷町 17 ふるさと写生展 ふるさと下郷の風景を写真で表現した作品を展示　（８月） 15 F
南会津 下郷町 18 町民ハイキング 雄国沼ハイキング（６月　雄国沼） 20 I
南会津 下郷町 19 町内緑の文化財撮影 町内のみどりの文化財を撮影（５月　町内） 10 I
南会津 下郷町 20 町民登山 那須連峰（１０月　栃木県） 12 I

南会津 檜枝岐村 1 ひのえまたオコジョクラブ
小学生を対象に自然体験、芸術文化見学、スポーツ教室、料理教室の実
施した。

105 C.D A.B

南会津 檜枝岐村 2 村民大運動会 小学校・中学校・児童館・村民合同運動会（９月） 200 C E
南会津 檜枝岐村 3 村民球技大会

ソフトボール・バレーボール・ドッジボール・ゲートボール・グラウンドゴル
フ

108 F
南会津 檜枝岐村 4 ちびっこクラブ 乳幼児を持つ親子同士の交流（年６回） 115 C E
南会津 檜枝岐村 5 村民雪上運動会 スキー記録会、雪上レクリエーション 150 C.F E
南会津 只見町 1 カルガモクラブ 季節行事開催や交流事業を行う（年10回開催） 305 C
南会津 只見町 2 みんなですくすく 親子で体験できるイベントの実施（年4回開催） 116 C
南会津 只見町 3 成人教育 視察研修、地域資源を活かして生花を楽しもう、郷土料理の伝承等 21 I

南会津 只見町 4
湖岸健康マラソン＆
ウォーキング大会

健康増進を目的としたマラソン＆ウォーキングの実施 160 C B

南会津 只見町 5 県民スポーツ大会町予選 バレー、ソフト競技を実施 60 B A
南会津 只見町 6 勾玉づくり講座 古代のアクセサリー作り 60 I ○
南会津 只見町 7 土器づくり講座 縄文土器の作成 20 I ○
南会津 只見町 8 日帰りキャンプ 川遊びを中心にした体験事業 21 C
南会津 只見町 9 成人式 記念式典 51 D･I
南会津 只見町 10 星空観察会 星座の観察会 4 I B
南会津 只見町 11 ファミリーシアター 児童劇公演の実施 300 C A
南会津 只見町 12 ちびっこ球技大会 バレー、ソフト競技を実施 100 C B
南会津 只見町 13 町駅伝競走大会 町内にて駅伝競走大会を実施 450 F B

南会津 只見町 14
放課後子ども教室（ただ
みこども教室・あさひこど
も教室・めいわこども教

放課後を安全に楽しく過ごすための事業（各地区週２回開催） 4,000 C
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南会津 只見町 15 子育てひろば事業
放課後時間を活用し子どもの心身を家庭と協力しながら育む事業
（週２回及び不定期開催）

2,000 C

南会津 只見町 16 町文化祭 町民の芸術作品等の発表、展示 1,500 F B
南会津 只見町 17 土器焼き講座＆火熾し体験 土器づくり講座にて作成した土器を野焼きする。火おこしも体験する。 20 I
南会津 只見町 18 ふくしま駅伝 50 F
南会津 只見町 19 町民文芸コンクール 町内から文芸作品を募集し、審査、表彰行う。（表彰は3月） 250 F
南会津 只見町 20 青少年健全育成標語募集 町民から標語を募集し、審査、表彰を行う（表彰式は主張大会と同日） 300 G
南会津 只見町 21 青少年健全育成主張大会 主張発表者を募集し、大会を行う。 100 G
南会津 只見町 22 町民スキー大会 町民対象のスキー大会 250 F B
南会津 只見町 23 つる細工教室 伝統技術の伝承を目的に小学生対象に実施 30 I B

南会津 只見町 24
芸術・文化・スポーツ優秀
選手表彰

芸術・文化・スポーツにおいて優秀な成績を修めた町民を表彰 60 F

南会津 只見町 25 地域人材育成事業
幅広い分野において地域リーダーを育成するため、１０の類型ごとに募集
し、１期２ヶ年継続で講座を開催する。（２期、３期、４期生）

188 A B･E

南会津 只見町 26 只見学推進事業
只見おもしろ学ガイドブックを作成し、学校の総合学習や各種成人教育、
生涯学習事業での活用を図り推進する。

100 I

南会津 只見町 27 子ども読書活動推進事業
子どもの読書活動推進計画を策定し、家庭・地域・学校が連携し、環境づ
くり及び体制づくりを推進する。

30 C

南会津 只見町 28 シニア教育 給食試食体験、視察研修、パソコン教室、伝統工芸講座等 170 I
南会津 南会津町 1 まちづくり出前講座 サークルや学校の依頼により、町職員が講義を行う。 801 G E
南会津 南会津町 2 放課後子ども教室 放課後の子どもの居場所と体験活動を提供し、地域の教育力を養う。 6,286 C
南会津 南会津町 3 青少年健全育成事業 青少年の主張大会・ボランティア活動、子どもひなんの家巡回活動 1,090 C

南会津 南会津町 4 家庭教育支援事業
学童期子育て講座(小学生）・明日の親となる中学生と乳幼児のふれあい
教室

625 C

南会津 南会津町 5 各種スポーツ大会 子どもから高齢者まで参加できる各種スポーツを実施 4,180
F･G

I
南会津 南会津町 6 芸術文化振興事業 美術展「風121」たじま、展キッズシアター、児童生徒作品展 1,400 G

南会津 南会津町 7 文化ホール事業
文化ホールアウトリーチ事業、文化ホール自主事業、イエルク・デームス
ピアノコンサート、爆笑パフォーマンスショー
イルカコンサート

4,000
F･G

I
○

南会津 南会津町 8 民俗文化財保存事業 展示・体験学習・年中行事体験学習・藍染講座 10,152
G･H

I
○

南会津 南会津町 9 公民館講座 青少年から高齢者までの領域で地域ごとに講座開催、文化祭 3,509
F･G

I
南会津 南会津町 10 図書館事業 ブックスタート事業、わくわくとしょかんワーク、学級文庫貸出事業 1,062 G･I ○

相双 相馬市 1 まちづくり出前講座
学習会や会合などの場に市や関係機関の職員、またはボランティア市民
講師が出向き、講座を実施

1,465 G E

相双 相馬市 2
就学時健康診断の機会を
利用した子育て講座

家庭教育の推進を図るため、就学時健診の機会を利用して子育て講座
を実施（10月～11月）

309 C･I C

相双 相馬市 3
応急仮設住宅生涯学習
講座

仮設住宅生活者の生きがいづくりや心身のリフレッシュ、地域コミュニティ
づくり

2,809 I

相双 相馬市 4 親子体操教室
親子が触れ合う機会のひとつとして、屋内でもできる親子体操教室を実
施。

78 I
相双 相馬市 5 成人式 新成人を祝福する式典 418 I E
相双 相馬市 6 姉妹都市交流事業 姉妹都市とスポ少及び少年使節団交流 210 A G E
相双 相馬市 7 音楽の郷づくり推進事業 そうま音楽夢工房による演奏会の実施（４回実施） 740 I

相双 南相馬市 1
南相馬市子ども体験活動
事業

自然体験活動（ファレストパークあだたら）の実施 41 C D,E

相双 南相馬市 2
南相馬市子どもサイエン
ス体験事業

科学体験（つくば科学フェスティバル）の実施 16 C D,E

相双 南相馬市 3 生涯学習まちづくり事業 学習機会の提供（出前講座講座の実施回数215回） 4,857 B,F,G B

相双 南相馬市 4
報徳精神がいきづくまち
づくり事業

ふるさと教育の推進（学校への副読本配布）、学習機会の提供（講演会
開催）ほか

131 G A,E

相双 南相馬市 5 成人式事業 平成２４年度南相馬市成人式を開催した 560 I E

相双 南相馬市 6 生涯学習講演会事業
市民に学習の機会を提供する生涯学習講演会実行委員会に補助金を交
付した

384 G

相双 南相馬市 7
家庭教育支援総合推進
事業

大学公開講座、就学時検診子育て講座（小学校１０校）開催、家庭教育
講座（幼稚園３団体、保育園２団体）を実施した団体への助成金交付。

948 C D

相双 南相馬市 8
青少年ボランティア活動
推進事事業

中学生職場体験・福祉体験の支援、体験活動ボランティア情報誌の発行
（１回5,000部）

D B

相双 南相馬市 9
生涯学習情報誌発行事
業

生涯学習情報誌発行(4/1発行・2,3000部） H,I

相双 南相馬市 10
女性教育セミナー（鹿島
生涯学習センター事業）

趣味・教養：軽スポーツ等（年６回） 162 I B,E

相双 南相馬市 11
ひこばえ学級（鹿島生涯
学習センター事業）

高齢者向け講座：交通安全教室、認知症予防教室等（年３回） 83 I B,E

相双 南相馬市 12
各種短期セミナー（鹿島
生涯学習センター）

ヨーガ教室３回、きり絵教室３回、ハーブ＆アロマｄe健・食・美教室３回、
洋菓子教室３回、フラダンス教室３回

228 I B

相双 南相馬市 13
編み物教室（鹿島生涯学
習センター）

編み物教室（１１回） 245 I B

相双 南相馬市 14
成人大学（市内生涯学習
センター共通事業）

政治・経済・文学・歴史等の教養講座（１０回） 727 I A,B,G

相双 南相馬市 15
家族ふれあい広場事業
（市内生涯学習センター
共通事業）

恵方巻き作り、野馬追検定、陶芸教室、和凧作り等（５回） 85 C B,E

相双 南相馬市 16
原町女性学級（原町生涯
学習センター事業）

女性向け一般教養講座・実習(７回） 266 I B,D,E

相双 南相馬市 17
原町高齢者学級（原町生
涯学習センター事業）

高齢者を対象とした健康・教養講座・実習(６回） 88 I B,E

相双 南相馬市 18
バラエティー講座（原町生
涯学習センター事業）

趣味・教養講座・実習（４回） 60 I B

相双 南相馬市 19
短期セミナー（原町生涯
学習センター事業）

フラダンス教室（３回） 79 I B

相双 南相馬市 20
女性学級（太田生涯学習
センター事業）

女性向け講習・講話（３回） 53 I B,E

相双 南相馬市 21
高齢者学級（太田生涯学
習センター事業）

生け花教室（１３回） 111 I B

相双 南相馬市 22
高齢者学級（太田生涯学
習センター事業）

菊づくり教室（７回） 57 I B

相双 南相馬市 23
花・花工房（太田生涯学
習センター事業）

押し花の作品制作（１１回） 82 I B

相双 南相馬市 24
太極拳教室（太田生涯学
習センター事業）

太極拳の実技指導（２４回） 250 I B

相双 南相馬市 25
太田村史を学ぶ会（太田
生涯学習センター事業）

太田村史を教材に郷土の歴史を学ぶ会（１５回） 305 I B

相双 南相馬市 26
切り絵教室（大田生涯学
習センター事業）

切り絵の作品制作（１１回） 119 I B
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相双 南相馬市 27
女性学級（大甕生涯学習
センター事業）

女性向け講習・講話（３回） 39 I B

相双 南相馬市 28
高齢者学級（大甕生涯学
習センター事業）

高齢者を対象とした講習・講話（７回） 114 I B,E

相双 南相馬市 29
パッチワーク教室（大甕生
涯学習センター事業）

パッチワークの作品創作・鑑賞等（２２回） 221 I B

相双 南相馬市 30
切り絵教室（大甕生涯学
習センター事業）

切り絵の作品制作（１１回） 70 I B

相双 南相馬市 31
健康ヨーガ教室（大甕生
涯学習センター事業）

ヨーガの実技講習（２２回） 217 I B

相双 南相馬市 32
女性学級（高平生涯学習
センター事業）

女性向け講習・講話（４回） 86 I B,E

相双 南相馬市 33
高齢者学級（高平生涯学
習センター事業）

高齢者を対象とした講習・講話（５回） 125 I B,E

相双 南相馬市 34
子育て広場（高平生涯学
習センター事業）

家庭教育講話、実技講習等の実施（１０回） 175 I B

相双 南相馬市 35
絵手紙教室（高平生涯学
習センター事業）

絵手紙の作成（２３回） 212 I B

相双 南相馬市 36
フラダンス教室（高平生涯
学習センター事業）

フラダンスの実技講習（２３回） 449 I B

相双 南相馬市 37
ヨーガ教室（高平生涯学
習センター事業）

ヨーガの実技講習（３４回） 497 I B

相双 南相馬市 38
ふるさと歴史講座（高平
生涯学習センター事業）

高平地区の歴史・文化について調査研究（１２回） 107 I B

相双 南相馬市 39
女性学級（石神生涯学習
センター事業）

女性向け講座・実習（７回） 92 I B,E

相双 南相馬市 40
若妻学級（石神生涯学習
センター事業）

親子そば打ち体験教室（１回） 28 I B

相双 南相馬市 41
高齢者学級（石神生涯学
習センター事業）

高齢者を対象とした講座・実習（７回） 168 I B

相双 南相馬市 42
ふる里味塾講座（石神生
涯学習センター事業）

ふるさと料理実習（５回） 98 I B,E

相双 南相馬市 43
報徳講座（石神生涯学習
センター事業）

報徳の教えと復興に向けた活動及び環境整備を実施（７回） 57 I B

相双 南相馬市 44
おりがみ教室（石神生涯
学習センター事業）

おりがみ教室（１回） 21 I B

相双 南相馬市 45
石神和紙人形教室（石神
生涯学習センター事業）

和紙人形の製作（３回） 22 I B

相双 南相馬市 46
石神書道教室（石神生涯
学習センター事業）

書道教室（２回） 15 I B

相双 南相馬市 47
石神教養講座（石神生涯
学習センター事業）

教養講座（１回） 40 I E

相双 南相馬市 48
女性学級（ひがし生涯学
習センター事業）

園芸教室１回、教養講座３回、スポーツ教室１回、文化鑑賞２回など 185 I B､E

相双 南相馬市 49
しらゆり学級（ひがし生涯
学習センター事業）

文化鑑賞２回、園芸教室１回、健康教室１回、スポーツ実技２回、教養講
座２回

182 I B

相双 南相馬市 50
陶芸教室（ひがし生涯学
習センター事業）

陶芸の作品制作（２２回） 111 I B

相双 南相馬市 51
太極拳教室（ひがし生涯
学習センター）

太極拳の実技講習（２２回） 306 I B

相双 南相馬市 52
ヨーガ教室（ひがし生涯学
習センター事業）

ヨーガの実技講習（４３回） 719 I B

相双 南相馬市 53
ＡＥＤ体験教室（ひばり生
涯学習センター事業）

ＡＥＤ機器の実技講習（１回） 22 I B

相双 南相馬市 54
絵手紙教室（ひばり生涯
学習センター事業）

絵手紙の作成（２９回） 403 I B

相双 南相馬市 55
フラダンス教室（ひばり生
涯学習センター事業）

フラダンスの実技講習（２４回） 846 I B

相双 南相馬市 56
ヨーガ教室（ひばり生涯学
習センター事業）

ヨーガの実技講習（２４回） 1,108 I B

相双 広野町 1 東日本大震災及び原子力災害に伴い事業中止
相双 楢葉町 1 成年セミナー 生涯学習を目指し、様々なテーマで学習・交流活動を行った。（年６回） 60 I A
相双 富岡町 1 成人式 成人（二十歳）祝賀式典開催 131 I B,E
相双 川内村 1 うつくしま・みずウォーク 民友主催（西郷村）でのうつくしまみずウォーク参加　10月20日 6 I B ○
相双 川内村 2 カラオケ教室

震災後活動のきっかけとなるように講師を派遣し教室をおこなった10月
10日

9 I E ○
相双 川内村 3 太極拳教室

震災後活動のきっかけとなるように講師を派遣し教室をおこなった9月29
日

8 I E ○
相双 川内村 4 フラダンス教室

震災後活動のきっかけとなるように講師を派遣し教室をおこなった10月
24日

17 I E ○

相双 川内村 5
健康づくりソフトバレー
ボール大会

技術の向上、村民の交流深め、健康づくりを推進する。10チーム2月24日 41 I E ○

相双 大熊町 1 フレンドリー教室
様々なイベントをとおして友達との絆を育み、大熊町を背負う次代のリー
ダー育成を目的としています。(年6回　５月～３月　9人×6回)

54 A

相双 大熊町 2
海幸・山幸　地域の絆交
流事業

会津若松市一箕町公民館との事業。様々なイベントを通して絆を深め、
文化交流を図る。(年5回　５月～９月　11人×5回)

55 B A

相双 双葉町 1 郷土文化教室 一般成人を対象に避難先の町の歴史や文化について学習する 220 I
相双 双葉町 2 健康生活学級 一般成人を対象に健康管理に関する学習や健康体操などを行う 410 I
相双 双葉町 3 高齢者大学 高齢者・一般成人を対象に生きがいづくり、出会いの場の提供を行う 335 I
相双 双葉町 4 婦人学級

婦人を対象に年間計画に沿った事業の開催。ボランティア、趣味、研修な
ど

1,152 I
相双 双葉町 5 成人式事業 二十歳を祝し式典及び祝いの会を開催 195 I
相双 双葉町 6 芸能発表会 町文化団体による芸能発表会及び伝統芸能の発表 1,200 F
相双 双葉町 7 総合美術展 町文化団体による書、絵画、写真などの展示 152 F
相双 双葉町 8 福島駅伝競走 福島県縦断駅伝競走 70 F A

相双 双葉町 9 ふるさとの祭り2012
「ふるさとの祭り2012」において双葉町で古くから踊られていた伝統芸能
を発表する

40 F A

相双 浪江町 1 出前講座 10名以上で自主的に企画・学習するグループに講師を派遣する 149 I

相双 葛尾村 1 わんぱく教室
小学１～６年生を対象とした自然活動、世代間交流事業等（４月～２月
年１１回）

151 C B

相双 葛尾村 2 大正琴教室 大正琴（４月～３月　月２回） 192 I
相双 葛尾村 3 舞踊教室 舞踊（４月～３月　月１回） 72 I
相双 葛尾村 4 民謡教室 民謡（４月～３月　月１回） 84 I
相双 葛尾村 5 パッチワーク教室 パッチワーク（毎週水曜日） 648 I
相双 葛尾村 6 寿学級 高齢者を対象に研修会・講演会・生活講座等（４月～３月　年１１回） 357 G
相双 葛尾村 7 女性学級 女性を対象にした講演・研修会等（４月～１月　年５回） 74 D･G
相双 葛尾村 8 生き生き学習講座 芸術鑑賞・講演会 35 G E
相双 葛尾村 9 公民館まつり 成果発表・講演会　他　（９月　） 200 F･I B･E

相双 葛尾村 10 生涯学習カレンダー 行事カレンダー作成・配布 650 G
相双 葛尾村 11 成人式 ２０歳のお祝い 17 G
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事業の区分・連携等

方部 市町村名

相双 葛尾村 12 ふれあい教室 ウォーキング・ハイキング（会津坂下町） 28 C
相双 葛尾村 13 スポーツ教室 三屋裕子とのスポーツ交流 48 F B
相双 新地町 1 新地町職員出前講座 １０人以上の学習者に対して、職員を派遣し町事業を説明 152 A
相双 新地町 2 移動学級 生涯学習している団体への講師謝礼の一部補助 17 I

相双 新地町 3
姉妹都市・友好都市シニ
アリーダー研修交流会

姉妹都市交流事業（地域学習・レクリェーション・グループ学習）（８月） 26 C A

相双 新地町 4 成人式 式典、記念セレモニー、フリートーク（１月） 63 A
相双 新地町 5 家庭教育学級 子どもを持つ親に対して、子育て講座を実施（５回） 316 C
相双 新地町 6 しんち未来塾 コンサート＆交流事業 2,544 A D
相双 新地町 7 男女共生のつどい 講演会・コンサート 80 G ○
相双 新地町 8 読書活動ボランティア 児童館での子どもの遊び相手、図書館での書架整理、昔語り 20 C

相双 新地町 9
宝くじスポーツフェアド
リームベースボール

指導者クリニック、少年少女ふれあい野球教室、ふれあい講演会など 1,500 I

相双 新地町 10 ふくしま駅伝 市町村対抗福島県縦断駅伝大会 50 F

相双 新地町 11
新地町生涯学習フェス
ティバル

公民館各種教室、展示、体験等 1,200 F

相双 新地町 12 公民館各種教室 文化・健康・教養を高める各種教室 231 I
相双 新地町 13

青少年健全育成町民会
議

少年の主張大会 420 C
相双 新地町 14 スポーツ講演会 スポーツ講演 100 G
相双 新地町 15 生涯学習講座 カラダ・カエル・レシピ教室（料理教室） 20 G
相双 飯舘村 1 金婚式・賀寿祝等 該当者への褒状授与と祝賀（老人クラブ単位） 5箇所で開催 156 I

相双 飯舘村 2 総合文化展事業
村内で創作活動をしている方、園児、児童、生徒の作品展示及び文化芸
能発表などの場として開催

2,330 G E

相双 飯舘村 3
生命と地球、沖縄でのま
でいの旅事業

３泊４日、沖縄での命の尊さ・環境教育の体験・感動学習 56 C A

相双 飯舘村 4 成人式 成人者で実行委員会を組織し、手作りの式典を挙行する。 60 G
相双 飯舘村 5 絵手紙教室 村民を対象に３回実施 35 I

相双 飯舘村 6
村民グラウンドゴルフ大
会

村民相互の親睦と交流を深める。男女別16ホールストロークマッチ 135

相双 飯舘村 7
思いやりまでいラリーピン
ポン大会

村民の交流と運動不足の解消 180

相双 飯舘村 8 １人１趣味活動支援事業 教養、趣味等のグループ学習時講師謝の助成 29 I
相双 飯舘村 9 ふくしま駅伝大会 特別措置により後半のみの出場 10 F

相双 飯舘村 10
家庭教育支援総合推進
事業

家庭教育学級等講座開催。２回開催 190 C B

相双 飯舘村 11 避難者支援事業
各スポーツ教室
県青少年会館の体育館の開放

1,300 I B

相双 飯舘村 12
パートナーシップ協定事
業

ニットーボールネサンススポーツ福島と協定を結び、施設を開放する 209 I B

いわき いわき市 1
学校・家庭・地域パート
ナーシップ推進事業

学校・家庭・地域が連携しながら地域ぐるみの人づくりを目指して、各学
校が公民館や地域と連携しながら学社連携・融合及び学校支援等の取り
組みを進めるとともに、各関係機関との連携・協力体制づくりを推進す

－
A,B,C,D,

F,G
B,C,D,E

いわき いわき市 2
いわき防災サマーキャン
プ事業

子どもたちの防災意識を高め、「生きる力」を育むことを目的に、小学生を
対象として、防災をテーマとした宿泊体験や体験学習プログラムを行う防
災キャンプを実施する。また、地区実行委員会を設置して地域住民の参
画を得ながら実施することで、地域防災力の強化、地域の絆づくりにつな
げる。※連絡調整館単位の６ブロックからそれぞれ会場（公民館や学校

185
A,B,C,F,

G
B,C,D,E

いわき いわき市 3
いわき・わくわく「しごと
塾」事業

子どもたちの職業観や郷土に対する愛着や帰属意識を醸成することでい
わきの復興を担う人材を育成することを目的に、小学生を対象として、地
元の産業や個性豊かな職業に従事されている方々を講師に迎えた職業
体験を実施する。また、体験した内容をアーティストとともに検証しながら
作品化するワークショップ、その成果を発表し、未来について語り合うキッ
ズミーティングを開催する。
※連絡調整館単位の６ブロックからそれぞれ実施公民館を選定して実

58
A,C,D,F,

G
B,C,E

いわき いわき市 4 公民館事業 各公民館（市内36館）で年次計画による講座等を実施。 85,166
A,B,C,D,
E,F,G,I

B,C,E

いわき いわき市 5 市役所出前講座事業 市職員を講師として地域に派遣し、市民の学習活動を支援。 6,366 G B,E

いわき いわき市 6
いわきヒューマンカレッジ
（市民大学）

市民の多様で高度なニーズに対応するため、高等教育機関と連携した講
座を開設。続ヘルスサイエンス学部、地域経済学部、環境再生学部、い
わき学部（各学部定員55名、７回実施）

2,332 A,B,D,G,I D ○

いわき いわき市 7
生涯学習市民講師活用
事業

人材を広く市民から発掘し、その豊富な知識・経験を活用し、公民館や自
治会等での自主的な学習活動に講師として派遣（講師派遣に係る講師謝
金を助成）。※実施回数＝79回

4,363
A,B,C,F,

G
B

いわき いわき市 8
いわきまなびあいバンク
緊急調査等事業（県緊急
雇用創出基金事業）

震災による登録者及び登録団体の被災状況について確認・調査を行い、
いわきまなびあいバンクのシステム情報を更新。また、登録者を活用した
事業（IT講習会及び相談会）を開催。

305
A,B,C,D,
E,F,G

B,D,E

いわき いわき市 9 成人式事業
地区ごとの実行委員会方式により、市内13会場で地域性豊かな成人式
を開催

2,993 I B,E

いわき いわき市 10 生涯学習プラザ事業 年次計画により生涯学習プラザにおいて講座等を実施。 2,847
A,B,C,D,
E,F,G,I

B,C,E

いわき いわき市 11 生涯学習フェスティバル
生涯学習プラザを拠点に活動する団体・サークルと市民との交流を通し
て、さらに親睦を深め、広く生涯学習を推進する（２月開催予定）

2,681 F,G B,C,E


