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【令和２年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1
成人対象事業「おもしろ
生活まなび塾」

健康で明るく充実した毎日を過ごすための知識
と教養を身につけるとともに、学習意欲の意欲
の向上を目指す。人と人とのつながりを大切に
しながら社会参加の意識を高める内容：健活セ
ミナー、タブレット講座、ハーバリウムつくり、お
掃除の極意、ハープミニコンサート

62 BG

2
団塊の世代男性対象
「清水台おとこ塾」

団塊の世代や退職後の男性が地域活動へ参
加する場を提供し地域の活性化を目指す。ま
た、知識と教養を高め、地域活動に貢献する人
材を育成することを目的とする。内容：鬼瓦づく
り、健活セミナー、ラダーゲッター、陶芸、歴史
講座

18 AG

3
青少年対象事業
「しみずだいジュニア教
室」

地域との連携を図りながら様々な体験や学習
の場を提供することにより、自主性や協調性を
養い心身ともに健康で明るい青少年を育てる。
内容：アイシングクッキーづくり、プログラミング
づくり、敬老の日のプレゼント(こけ玉づくり)、ロ
コモ(ストレッチ体操)、親子ミニ門松づくり、書初
め

73 C

4
市民学校
「パッチワーク教室」

物つくりをとおして趣味の幅を広げ日々の暮ら
しを充実させ生活の向上を図る。
内容：パッチワーク作品の制作

61 I

5
清水台のびのび公民館
サマースクール

小学生を対象に夏休み期間中の行動範囲を広
げる為公民館の部屋を開放し、勉強や読書等
自由に活用してもらう

6 C

6
金透小学校家庭教育
学級

子どもを持つ保護者を対象として、家庭・学校・
公民館が連携し、家庭教育に関する学習や在
校生の保護者や地域住民の相互交流の機会を
提供することにより、家庭や地域の教育力の向
上を目指す。内容：教育講演会(新型コロナウイ
ルス今後の感染対策について)

36 C

7
芳山小学校家庭教育
学級

子どもを持つ保護者を対象として、家庭・学校・
公民館が連携し、家庭教育に関する学習や在
校生の保護者や地域住民の相互交流の機会を
提供することにより、家庭や地域の教育力の向
上を目指す。

66 C

8 こはらだ学級
心豊かで充実した日々を過ごせるよう、新しい
ことに挑戦し幅広い知識と教養を身につけるこ
とを目的とする。

15 BG

9 こはらだ男塾
日々を有意義に過ごし生きがいあふれる第二
の人生をおくるため、当講座での活動を通して
地域への貢献と参画への足がかりとする。

104 AG

10
こはらだこどもチャレン
ジ

地域の方々の協力を得、学校や家庭ではでき
ない多様な体験をさせる機会をつくり、異年齢、
異世代の関わりを持つことで社会性を身に付け
ることを目的とする。

79 C

11
高齢者対象事業
「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、心身の健康を
維持する。内容：講義・調理・バス研修等

97 BG

市町村生涯学習行政に関する調査票
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12
地域に根ざした学習充
実事業
「芳賀おとこ塾」

「こだわり、腕まくり、仲間づくりで地域デ
ビュー！」をキーワードに団塊世代男性の地域
理解と仕事で培った経験や実績の地域活用、
健康保持を目的とする。内容：陶芸・ドローン・
日本酒講座・オカリナコンサート・健康教室（感
染症予防）

73 AG

13
青少年対象事業
「はがっこクラブ」

　地域の方の協力を得ながら,学校や家庭では
味わえない多様な体験をとおして、子ども達の
世界が広がる気づきを与えるきっかけづくりと、
想像力を育み自主性と社会性を身に付ける。内
容：感想文、手話、工作、ダンス、ドローン、書初
め

138 C

14
芳賀のびのびサマース
クール

芳賀小学校児童を対象に、夏休み期間中の居
場所づくりと、活動範囲を広げることを目的に、
公民館の和室等を開放し、勉強・読書などに活
用してもらう。内容：学習の場の提供　映画鑑賞

39 C

15
成人学級「開成学びの
社」

健康で明るい、いきいきとした生活を送るため
に、仲間づくりをしながら心豊かな人間性を育
むことを目的とする。内容：笑いヨガ、脳トレ、足
もみ、フラワーアレンジメント

70 BG

16

団塊の世代の地域参
画支援を通じた地域づ
くり事業「開成メンズ倶
楽部」

様々な学習機会の提供により、生活の更なる充
実と地域の連帯感の高揚を図るとともに、男性
の積極的な地域参画の機械への一助とし、地
域コミュニティ活動の活性化を図る。内容：金
融、瞑想、健康と栄養、ひょうたんランプ

19 AG

17
青少年対象事業「絵
画・書初め、オセロ」

小学生を対象に様々な学習の機会を与え、自
主性や協調性を養い友情を深めるとともに健康
で明るい青少年を育てることを目的とする。内
容：親子陶芸、書初め

37 C

18
高齢者学級「名倉（みょ
うそう）学園」

高齢者を対象に、健康で楽しく生きるために学
級の仲間と共に交流を図りながら、心豊かで潤
いのある生活を送ることが出来るようにしてい
く。内容：陶芸・野菜ソムリエから学ぶ・民謡・五
輪の歴史を学ぶ・リンパフットケア

42 BG

19 成人女性「桜友学園」

今度の豊かな人生えお過ごすために知識を習
得し受講生同士の交流を図り心豊かな潤いの
ある生活を送る地域活性化の一助とする。内
容：手話・風呂敷でエコラッピング・クリスマス
リース作り・リンパマッサージ

36 BG

20

セカンドライフ世代の地
域参画支援を通じた地
域づくり事業「名倉の
キャンパス」

地域コミュニティー活動の活性化や、地域教育
力の向上、セカンドライフ世代の持つ多種多様
な知識や技術を生かして地域活動に参加する
ためのきっかけづくりとする。内容：防災教室、
スマホ基礎知識とスマホ決済につて、ドローン
講座

28 AG

21
青少年対象事業「桜
塾」

体験や学習の機会を提供し、子供達が学年の
枠を超えてともに活動することで交流を深め自
主性や協調性・創造性を養う。内容ヒップホップ
ダンス・バスボム作り

43 C

22
市民学校「健康体操教
室」

興味のある方に参加を促し体験してもらうと共
に地域相互の親睦をはかる。内容：健康体操

46 I

23
レクリエーション事業
「フォークソングコン
サート」

音楽を聴くことで心が潤い元気になり、参加者
同士が繋がり地域活性の源となる。内容：コン
サート

56 I

24 男のわいわい塾

いろいろな年代の男性が集まり、多彩なプログ
ラムに挑戦し良き仲間を作る。地域づくりの一
員として活躍する端緒とする。内容：脳トレ、ア
ウトドアライフ、テラリウム作り、館外学習（三春
方面）、笑って免疫力UP、福島のお酒講座、食
育講座

104 BG
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25 くわの友・遊学園

60歳以上の男女が、健康で生きがいのある充
実した生活を送るために趣味や教養を身につ
ける。また、性別や年齢を超えた交流により地
域活動に参加するきっかけづくりとする。内容：
フォークソングコンサート、レザークラフト、健康
体操、館外学習（福島方面）、救命救急講習、ツ
ボマッサージ

92 BG

26 くわの　子育てサロン

核家族化が進み、桑野地区も親と子だけの世
帯が多い。子育て中の保護者が孤立して悩み
をひとりで抱え込まないように親同士の交流の
場をつくり、親として自信を深める一助とする。
地区社会福祉協議会と協力して開催。内容：オ
リエンテージョン、自由遊び

4 C

27 くわのっ子スクール

夏・冬の長期休みや季節行事で、日頃体験でき
ない体験学習・創作活動を通じて、創造性や協
調性を養い地域との交流を促進することを目的
とする。内容：パーティーごはんづくり、交通安
全ポスター、盆踊り太鼓教室、納涼流しそば、
オリジナルキャンドルづくり、ドローン体験教室、
書初め、節分会

65 C

28
つなぐ・つながる・地域
づくり

地域の実情、現代的課題や社会的問題などを
考えながら、私達ができることから行動する。地
域とのつながりを希薄にしないために「なんでも
みんなでやる」を目的とする。内容：古関裕而曲
ミニコンサート、シナプソロジー教室、実用ペン
字、パーソナルカラー診断、館外学習（二本松）
等

126 BG

29
桑野のびのびサマース
クール

小学生を対象に夏休み期間中の活動範囲を広
げるため、公民館の小集会室、研修室等を開放
し、勉強、読書などに自由に活用してもらう。内
容：学習の場の提供

102 C

30
高齢者対象事業「さわ
やか学級」

高齢者が地域との繋がりをもちながら、いきい
きと生活するため、現代社会で必要な知識や教
養を習得し、生きがいをもって暮らすための学
習機会を提供する。内容：おなか元気教室、マ
リンバコンサート、赤べこ絵付け、イスに座って
体操、出前講座「こおりやま」印の農産物

99 BG E

31
女性対象事業「きらめ
き学級」

心豊かで生きがいのある人生を送るため、自ら
社会生活上の様々な課題について学習し、必
要な教養や知識を身につけるとともに、地域活
動等の中で反映させていくことを目指す。内容：
心からだのリフレッシュ、出前講座「知って得す
るくらしの知識」、ヨーグルトのひみつ、美容頭
皮ケア等

118 BG E

32
地域デビュー「男の休
日クラブ」

退職後に、それぞれの個性や能力を十分に活
かしながら、健康で生きがいとやりがいをもって
暮らしながら地域づくりに貢献できる人材の育
成を目的とする。内容：出前講座（こおりやまの
新産業創出と企業立地）、マリンバコンサート、
つる工芸、花植え作業、カーリンコン、美術鑑賞
「ダリの世界」

58 AG E

33
地域に根ざした学習充
実事業「久留米押し絵
伝承教室」

伝統の久留米押し絵を実際に一から作製し、文
化祭に展示し、地域行事への参加と伝統文化
を啓蒙する。内容：押し絵

64 AG

34 市民学校「陶芸教室」
市民の多様な学習ニーズや地域の実情、現代
的課題や社会問題などに応じ、生涯にわたる学
習の機会を提供する。

66 I

35 桃見学級

健康で明るく充実した毎日を過ごすため知識と
教養を身につける。また、受講生同士の交流を
深めることで、地域活動や社会参加への意識を
高める。「内容：音楽ミニコンサート、消費生活
センター・地域保健課による出前講座、健活セ
ミナー、漢字おもしろ話、ハウスクリーニング、
和菓子づくり等

124 BG E
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36 男のこだわり塾

団塊の世代の地域参画や男性の家庭や地域で
の生活の充実を目的とする。「内容：音楽ミニコ
ンサート、空気鉄砲づくり、河川課出前講座、篆
刻、書を学ぶ、相続、味噌作り、心を豊かにする
笑いという魔法」

93 AG E

37 トライキッズスクール

高校生ボランティア、男塾ボランティアなど様々
な年代の人々との体験を通して、お互いを思い
やる気持ちや達成感を味わい、健全な育成を
図る。「内容：空気鉄砲作り・卓球・カロム体験」

44 C D

38 ボランティア体験講座

小学生児童や地域住民ボランティアなど様々な
世代の方々と触れ合うなかで、自分自身の可
能性と必要性に気づく。「内容：事前研修・のび
のびサマースクールでのボランティア」

39 A D

39
市民学校「姿勢改善運
動教室」

身体のゆがみや筋肉の張りをストレッチでほぐ
して、姿勢保持できる筋力を獲得する

39 I

40
成人対象事業「ガーベ
ラ学級」

様々な体験をとおして参加者同士和気あいあい
と交流を深め、地域行事に関わりながら心身と
もに豊かなゆとりあるくらしづくりを目的とする。
内容：陶芸、ヨガ、園芸、コンサート、味噌作り

93 BG

41 MEN'S CLUB　PART１4

団塊の世代を中心に、新たな仲間づくりの中で
親睦を深め、地域行事への支援、公民館事業
への協力者となることを目指す。内容：脳力向
上、はんこづくり、ヨガ、コンサート、
暮らしの知識

59 AG

42 おおしまきっず
異学年との交流や体験活動をとおして、個性や
能力を伸ばし社会性を身につけ主体的に行動
できることを目指す。内容：ブックトーク、書初め

112 C

43 星の宅配便
郡山市ふれあい科学館との共催で年次ロー
テーションにより天体観測を実施

18 C

44
大島小学校家庭教育
学級

家庭教育学級　内容：、家庭学習講話、意見交
換会、アロマワックス

29 C

45 まなびの広場

心豊かな人生を過ごすために多分野について
学習し、世代・性別を越えて交流することによ
り、地域貢献活動につなげる。内容：笑いヨガ、
ニュースポーツ、出前講座（法律相談、ちぎり
絵）

44 BG E

46
日本の季節を彩る歳時
記

昔から受け継がれてきた日本の心と美しい季節
の慣わしについて大人と子どもが世代を超えて
共に学び、人への気配り、心遣いの意味を再認
識できる機会とし、現代の暮らしに潤いを与え
次世代へ伝え残す

17 I

47
青少年対象事業　げん
きっ子くらぶ

様々な体験を通し気づき考え行動できる子ど
も、さらに、自分で考え体を動かし体感する中か
ら、いろいろな分野を学ぶことの楽しさ創意工夫
することの楽しさを味わう。

35 C

48
薫のびのびサマース
クール

夏休み期間中、公民館和室を子供たちに開放
し、学習や交流の場にしてもら

37 C

49
薫小学校家庭教育学
級

家庭教育学級　内容：講話、体そう教室、アロマ
講座、鑑賞教室、

89 C

50
郡山第一中学校家庭
教育学級

家庭教育学級　内容：市政きらめき出前講座
「やってみよう！乳がんのセルフチェック」さんか
く教室「思春期の伝えてほしい性の情報」、ﾄｰﾙ
ﾍﾟｲﾝﾄ、ボディメンテナンス

53 C E

51
成人対象事業「あかぎ
の広場」

健康づくり、仲間づくり、生きがいを目的に地域
住民が楽しく学び語りあう憩いの場として交流
や親睦を図る。「ひょうたんランプつくり」、運動、
音楽講座等

70 BG
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52
男性対象事業「チャレン
ジ講座」

地域コミュニティ活動の活性化や、地域の教育
向上、福祉、子育て、環境問題など地域におけ
るさまざまな知識や技術、経験を活かして地域
活動に参加するための足懸りとして、またこれ
からの第二の人生を有意義なものにしてもらう
きっかけづくりとして、本講座を開講する。

44 AG

53
青少年対象事業「あか
ぎジュニア夏休み教室」

夏休み中の小学生を対象に体験学習・創作活
動等を通して創造性や協調性を養うとともに、
異学年や地域住民との交流を図る。」「交通安
全ポスター」「ちりめんモンスター探し」など

60 C D

54
市民学校「あかぎ美術
部」

地域住民が共通の趣味を通し楽しく語り合い、
芸術への造詣を深めながら健康づくりと地域相
互の親睦を図る「点描で描くあかぎの森」

24 I

55
青少年対象事業「あか
ぎジュニアスクール」

管区内の小学生を対象に様々な体験学習や異
学年や世代間交流、親睦を通し自主性、協調
性、思いやりを育てる。「書道」、「凧づくり」等

40 C

56
市民学校「歴史講座」
そこが知りたい郡山の
歴史

生きがいのある充実した生活を送るため。自ら
の健康を考え、趣味や教養を身に付ける。ま
た、性別や年齢の枠を超えた交流から、地域活
動に参加するためのきっかけづくりの一助とす
る。「郡山の面白い歴史」

82 I

57
赤木小学校家庭教育
学級

生け花教室 5 I

58
赤木のびのびサマース
クール

小中学生を対象に、夏休み期間中、公民館の
和室等を開放し、勉強、読書など自由に活用し
てもらう。

70 C

59
団塊の世代事業「東部
１ＵＰ講座」

充実した人生を送るため各種分野の知識を学
び仲間と地域での居場所づくりで自己を高め
る。内容:認知症サポーター養成講座、介護予
防、防災対策、法律講座、館外研修（福島）、園
芸教室

108 AG

60
女性対象事業「東部令
明人講座」

現代社会に必要な知識を習得し知性と教養を
高め、地域貢献や地域の発展に寄与する。内
容：筋トレ、川柳、パステルアート、バス研修（須
賀川）腸活（中止）お正月のお花

49 BG

61 市民学校「歴史講座」

歴史を通して教養を高め、ゆとりある心を養うと
ともに、、楽しく学び参加者同士の親睦を図る。
阿武隈川の舟運について・三春の歴史・疫病と
信仰

137 I

62
青少年対象事業「白岩
たけのこクラブ」

ドローン体験講座（プログラミングを学び視野を
広め、他学年との交流を図る）
けん玉教室（運動感覚やバランス感覚、集中力
を養う）

21 C

63
青少年対象事業「東部
どんぐりクラブ」

いろいろな体験活動に楽しく参加して児童と地
域住民相互の親睦と交流を深める。内容:世代
間交流グラウンド・ゴルフ大会、ドローン体験教
室、書初め教室

20 C

64
東部のびのび公民館サ
マースクール

小中学生を対象に夏休みの期間中の活動の範
囲を広げるため公民館の会議室を開放し勉強、
読書等自由に活用してもらう　内容：公民館開
放

10 C

65
東芳小学校家庭教育
学級

ポーセラーツ作り・親子読書会
親の繋がりが生まれ、仲良くなることができた。
活動内容が作品として残り家庭内の話題となる
とともに良い思い出になった。

23 C

66
白岩小学校家庭教育
学級

親子工作教室「ひょうたんランプ」
スマホ・ケータイ安全教室
コロナ感染拡大防止のため内容が限られ、また
中止にせざるを得ない状況にあった。

85 C

67 橘ときめき大学
豊かな生涯学習と地域づくりを目指して多様な
内容持つ幅広い学習機会を提供する。内容：民
俗文学・文学・歴史学・論語・邦楽の世界

137 BG
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68 橘いきいき講座

心身ともに健康で豊かな生活を送るため、知識
や技能の習得、趣味の拡大や健康増進の推進
などを通して、仲間づくりや地域社会への参加
意欲を高める。内容：花作り・郷土の歴史・脳ト
レ・美術造形（ひょうたんランプ）・館外学習（福
島）・健康教室・捨て方のお作法

156 BG

69 橘わくわくスクール

様々な活動を通して体験したことから、自主性
や協調性を培い、心身ともに健康な青少年を育
てる。内容：夏休みの課題・レクリエーション体
操・カードゲーム・英語で遊ぼう・作って遊ぶバ
ルーンアート

42 C

70 橘おとこ塾

人生を楽しく充実して生きるための支援として、
家庭や地域での居場所づくり、仲間づくりの機
会を提供するとともに、積極的な地域参画の機
会を図る。内容：コーヒー談義・一閑張り・宿場
まち郡山・ドローン・酒の肴・利き酒

71 AG

71
市民学校「ものづくり講
座ステンドグラスラン
プ」

余暇を有意義に過ごし豊かな人生を送るため
に、趣味講座を手がかりに良き仲間づくりをす
る。内容：ステンドグラスランプ製作

51 I

72
橘小学校「学習サポー
トボランティア」

橘小学校２年生生活科「町たんけん」サポート 8 C

73 令和学級（成人学級）

健康で生き生きとした生活を送るために、自ら
の生活を見直しながら趣味や教養を広め活力
ある日常生活を送る。
内容：タブレット講座、蒔絵作成講座、ウォーキ
ング講座、緑ケ丘周辺の自然観察講座

72 BG

74
団塊世代地域デビュー
講座
「いきいき塾」

定年後のライフステージに応じた学習機会の提
供と、地域での生きがいを見つけ、学習生相互
の親睦を図る。　　内容：古関裕而の作曲・マー
ブルアート・呼吸筋体操・キャッシュレス決済

45 AG

75
市民学校「デジカメ講
座」

楽しみながら趣味などを学び、日常に必要な知
識・技能を習得し、地域住民の豊かな心と親睦
を目的とする。内容：風景・花の写真・実際に街
へ出て花や建築物などを撮ったり・自分のお気
に入りのポートレイト

76 I

76
市民学校「パソコン講
座」

パソコン講座を通して、受講生同士の交流を深
める。地域活動貢献できる人材育成を目的とす
る。内容：どうがを挿入・文字列の折り返し・エク
セルでの名簿作成・動画の加工と修正

55 I

77
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はか
り、地域の明るく元気な高齢者になることを目的
とする。内容：知って得するくらしの知識、タイル
工作、絵手紙、コグニサイズ（脳トレ）、マジック
ショー

84 BG

78
女性学級「とみたスマイ
ル」

日々の生活をレベルアップし、今後の人生を心
身ともに豊かに過ごすために、知識を習得し知
性と教養と体力を高め、健康で明るい家庭と地
域に貢献する。内容：こんなときどうする～災害
から身を守るために～、ウォーキングエクササ
イズ、テラリウム、呼吸筋体操、レジュフラワー、
リンパマッサージ

99 BG

79
青少年対象事業「とみ
たコロンブス学園　ミニ
門松づくり」

青少年の健全育成を図るため、体験活動や学
習の機会を提供し、その中で違う学校や学年の
子ども達がふれあい協調性や創造性を養う。内
容：ミニ門松づくり

18 C

80
富田のびのびサマース
クール

小学生児童を対象に、夏休み期間中の活動範
囲を広げるため、公民館の会議室を開放し、勉
強、読書等自由に活用してもらう。

6 C

81 さわやか大学

豊かで生きがいのある人生作りを推進し学び続
ける楽しさや必要な知識を身につける。また、
仲間づくりを通して、閉じこもりの防止や地域活
動への参加も支援する。内容：明治食育セミ
ナー、ストレッチ、和紙絵、フラワーアレンジメン
ト、民話と琴の鑑賞

35 BG
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82 チャレンジ学級

団塊の世代の定年後の第二の人生を生き生き
と心豊かに過ごすために、いろいろな活動を通
して人と人とのつながりを大切に、学ぶ喜びと
社会貢献への意識を高める。内容：明治食育セ
ミナー、デコパージュ、ウェーブリングストレッ
チ、フラダンス鑑賞、琴と民話の鑑賞

20 AG

83 元気東っ子クラブ

小学生を対象に自主性と協調性を培い、いろい
ろな体験を通して、思いやりの心を育てると共
に健康で明るい青少年を育成していくことを目
的とする。内容：ポスター作り、マーブルアート、
だんごさしと民話、書初め）

60 C

84 富貴学級

余暇を有効に活用するため心身の健康につい
ての知識や、快適に過ごすための生活の知恵
などを学ぶ。また、地域住民と連帯感を深め仲
間とともに積極的な社会参加への意識高める。
内容：明治食育セミナー、クリスマスのリース作
り、骨盤矯正体操、スマートフォンの活用法、琴
と民話の鑑賞

56 BG

85
市民学校「心と体のデ
トックス講座」

健康的に過ごすためにデトックスを学び、参加
者同士の交流を図り、心身共に充実した余暇を
過ごす。内容：ヨーガ、食の安全講座（きらめき
出前講座）、ハーブリース作り、リンパマッサー
ジとデトックス講座、野菜の食育講座

47 BG E

86
市民学校「戦国武将と
城」

歴史好きな人はもちろん、苦手な人でも、名前
と名称は馴染みのある戦国武将と城をテーマ
に、歴史に興味をもってもらう。内容：織田信長
と安土城、豊臣秀吉と大坂城、徳川家康と江戸
城、蒲生氏郷と会津鶴ヶ城、伊達政宗と郡山の
諸城

83 I

87
青少年対象事業「こど
ものロコモ（運動器症候
群）予防教室」

青少年の健全育成を図るため、青少年健全育
成推進富田地区協議会との共催で、こどものロ
コモティブシンドローム（運動器症候群）予防に
ついて運動、食事面で学ぶ。内容：アイシング
クッキー作り、ヒップホップダンス

31 C

88
富田東のびのび公民館
サマースクール

小学生の児童を対象に、夏休み期間中の活動
範囲を広げるべく、公民館の和室・集会室を開
放し、夏休み期間中の課題や学習の補足など
に活用してもらう。また、社会教育指導派遣制
度を利用し、先生に児童の学習のお手伝いをし
ていただく。内容：自主学習

29 C

89 ふれあい笑学校

 成人女性を対象に充実した健康で明るい生活
をおくるため、趣味や教養を身に付け参加者同
士の交流を深め楽しい時間づくりの場となるよ
う支援する。（講和、クラフトバンドでリース作
り、ストレッチ体操）

45 BG

90 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し実施する。講座
内容：脳トレ、革工芸、カーリンコン

24 AG

91
富田西小学校家庭教
育学級

富田西小学校に通学している保護者を対象と
し、情報交換や体験をとおし親睦を図る。

22 C

92
高齢者対象事業「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、高齢者が健康でいきいきと輝ける町つくりを
目指す。内容：気象防災講座、ポーセラーツ、館
外学習（福島方面）、音楽講座、郡山ブランド野
菜、キムチ作り

154 BG

93
成人対象事業「男組
パートⅦ」

地域活動に取り組むきっかけや仲間作りの交
流の場を提供し、尚且つ地域デビューを支援
内容：気象・防災講座,インド料理、元気にカーリ
ンコン、館外学習（会津ころり三観音めぐり）、
琴・尺八・三味線コンサート、民話を聞こう！

99 AG
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94
成人対象事業「槻ノ木
レディ―ス学級」

楽しみながら学習することにより、健康で生きが
いのある心豊かな生活を送ることを目指す。内
容：気象・防災講座、シャドーボックス教室、館
外学習（会津ころり三観音めぐり）、琴・尺八・三
味線コンサート、リフレッシュ講座、味噌つくり講
座

77 BG

95
青少年対象事業「槻ノ
木わんぱくひろば」

さまざまな体験をとおして子供たちの「生きる
力」を育み、自ら考え行動する力を身につけ、地
域活動に積極的に参加できるこどもを育てる。
内容：けん玉教室、寄せ植え教室、クリスマス
ケーキづくり、書初め教室、物づくり

44 C

96
大槻のびのびサマース
クール

夏休みの課題等の学習支援 80 C

97 大成遊学塾

健康で、文化的なゆとりを身につけ豊なゆとり
ある社会生活を送ることを目的とする。内容：ア
マビエ豆だるま、病気と信仰、新型コロナウィル
スについて、病気に負けない食事、病気になり
にくいエクササイズ、巻紙語り

133 BG

98
団塊世代地域デビュー
講座「大成れいわ塾」

団塊世代が地域とのかかわりを持つためのきっ
かけを作るとともに、地域社会の中での自分の
役割を再考させることを目的とする。内容：津軽
三味線、骨盤体操、災害は生き物、ポーセラー
ツ、心のストレッチ

62 AG

99 大成キッズスクール
学年を越えた子ども達が、活動をとおして自主
性や協調性を学ぶことを目的とする。内容：星
の宅急便、ランプ作り、キッズダンス

43 C

100
大成のびのび公民館サ
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
囲を広げるため、公民館の会議室を開放し、勉
強、読書等自由に活用してもらう。

5 C

101
市民学校「戊辰戦争と
ふくしま」

郷土の歴史を学習し、郡山市、大成地域への
愛着を深めることを目的とする。

121 I

102
市民学校「ふくしまの名
君」

郷土の歴史を学習し、郡山市、大成地域への
愛着を深めることを目的とする。

162 I

103 市民学校「夜ヨガ」
健康増進、運動不足解消、生きがい探しや仲間
つくりをし、充実した生活を送ることを目的とす
る

94 I

104 秋桜ふれあい楽園

毎日を楽しく生きるをテーマに、生きがいある充
実した生活を送るために、自らの健康を考え趣
味や教養を身につけながら、自主的な運営を促
し、性別、年齢の枠を超えた交流から、地域活
動に参加するきっかけをつくる。内容：減塩教
室、館外学習（福島市方面）、エネルギー講座
（東北電力）等

80 BG

105
おいでよ！！こうみん
かん♪♪

週休二日制で土曜日に家に一人でいる子ども
が沢山いると推測されるので、学びや遊びの場
を提供するとともに、異学年との交流や、学校
では体験できないような講座を通じて社会体験
を積む場所を提供する。内容：「早寝・早起き・
朝ごはん・朝うんち」「おしえて！やさい博士！」
等

42 C

106 小山田いなせ塾

教養を高めながら、相互の親睦を深め、助け合
いの精神を培う。内容：「地球の食卓ー食品ロ
ス」「安積疏水」「ユニバーサルデザイン」「クリス
マスリース」「フォークソング」

66 BG

107 夏休み宿題助け舟！

共働きなどで日中親がいない家庭も多いので、
夏休みに一人で宿題に悩まずにすむよう、学習
場所を提供し、宿題のアドバイスをいただき、学
習の一助とする。内容：ポスター・絵画

15 C
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108
万葉集の世界（市民学
校）

生きがいのある充実した生活を送るため、趣味
や教養を身につける。万葉集をとおして参加者
の交流をはかり、仲間づくりを進める一助とす
る。内容：万葉集

32 I

109
小山田小学校家庭教
育学級

家庭教育学級　内容：企画検討会、ふで文字体
験、ポーセラーツ、スイーツデコ、ひょうたんラン
プ作り、ペットボトルソープ作り、閉講式

76 C

110
高齢者対象事業「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
生の豊な経験や知識を地域活動に活かすた
め、学級生相互の親睦を図りながら学び行動す
る市民を目指す。
(内容：シニアライフプランニング・ステンシル
バッグ・リンパケア・三味線演奏鑑賞）

45 BG

111
女性対象事業「こすも
す学級」

成人女性対象に楽しく親睦を図りながら、家庭
生活にすぐ役立つ学習や交流の場を提供す
る。              (内容:食育講座、カラー診断、ひょ
うたんランプづくり、フラワーアレンジ）

52 BG

112
成人対象事業「きらびと
学級」

地域コミュニティの活性化や仲間づくりなど、第
二の人生を有意義なものにし、地域活動に取り
組むきっかけをつくる。楽しみながらいろいろな
ことにチャレンジする。内容：防災講座、ノル
ディックウォーキング、スマホ教室、寄せ植え

44 AG

113
青少年対象事業「わく
わくクラブ」

小･中学生を対象に様々な体験学習の場を提
供することにより、友達づくりや異学年交流の機
会を持ち自主性や協調性を養い健康で明るい
青少年を育成する。内容：書初め、エコバック作
り樹脂粘土制作

106 C

114
青少年対象事業「わん
ぱく空手教室」

空手道を体験することで、礼法の心得・集団で
活動するために必要な協調性・自分の周りの人
達を思いやれる心を養うことを目標とする。内
容：空手教室

8 C

115
市民学校「ストレッチ体
操教室」

近年話題になっているロコモティブシンドローム
等、健康に関する諸問題基礎知識を学び、運動
の仕方を学習し、生活習慣を改善する。内容：
ストレッチ、ヨガ

23 I

116
成人対象事業「チャレン
ジあさか」

毎日を健康で生き生きと生活できるようにする
ために、様々な分野への学習機会を提供し、受
講生相互の親睦を深めることを目的とする。内
容：ロコモ、苔玉、ノルディックウォーキング、こ
おりやまの魅力

39 BG

117

セカンドライフ世代の地
域参画支援を通じた地
域づくり講座「あさか
塾」

地域活動に参加できる人材育成を目的とする。
を最終目的に掲げ、まずは、公民館事業への
参加を呼び掛ける講座とした。（ひょうたんラン
プ作り・ヨガ体験・フラワーアレンジメント）

26 AG

118
分館出張事業「ミニ門
松づくり」

地域に密着した分室及び各分館で開催するた
め公民館の存在が身近となり、地域住民が主
体的活動することにより、地域住民が利用しや
すい公民館づくりを目指す。

10 I

119
分館出張事業「気功体
操講座」

地域に密着した分室及び各分館で開催するた
め公民館の存在が身近となり、地域住民が主
体的活動することにより、地域住民が利用しや
すい公民館づくりを目指す。

17 I

120
安積中学校家庭教育
学級

子どもを持つ保護者として、家庭・学校・公民館
が連携し、家庭教育に関する学習及び在校生
の保護者と地域住民交流の機会を提供するこ
とにより、家庭や地域の教育力の向上を目指
す。内容：学校長講和、合同学習会・講演会、
手打ちうどん作り、ラテアート教室

18 C

121
市民学校「初夏の健康
体操」

健康不足を解消し、運動習慣を身につけるため
の一助とする。内容：健康体操

52 I

122
しばみやサマーキッズ
「えびね和紙で作るラン
プシェード（灯ろう）」

学校や学年を越えた仲間作り、他の地域の伝
統的なものにふれながら、協調性や学習意欲を
養うことを目的とする。内容：ランプシェード作り

21 C
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123 夏休み開放教室
夏休みの子供の居場所作りとして、公民館の空
いている部屋の解放。夏休みの学習に取り組
む。

4 C

124 しばみや男塾

家にこもりがちな男性が公民館に出かけ、仲間
をつくることで地域との交流を広げ、地域の活
性に貢献する人材の育成を目的とする。内容：
手話、健康体操、書道、館外研修、合唱、終
活、和菓子作り

111 AG

125
しばみやキッズサーク
ル「ミニ門松作り」

学校や学年を越えた仲間作り、地域の伝統的
なものにふれながら、協調性や学習意欲を養う
ことを目的とする。

25 C

126
成人対象事業「ボラン
ティアしてみ隊」

定年退職後、自宅にこもりがちな団塊の世代を
対象に、地域デビューのきっかけを作る。青少
協柴宮地区協議会・地域・公民館等のボラン
ティアとして活動し、地域・世代間の交流も図
る。

30 AG

127
フラワーアレンジメント
お正月用

生きがいのある充実した生活を送るため、フラ
ワーアレンジメントを通して趣味や教養を身に
着ける。

24 I

128 しばみや学級

地域の人々が集い、学び、触れ合うことで生き
がいを見出し、心身ともに健康で豊かな生活を
送ることを目的とする。内容：防災講座、食育セ
ミナー、歴史、木工制作、ヨガ、館外研修、音
楽、味噌作り

115 BG

129 みなみ・まだまだ道場

一般教養や健康増進などを取り入れ、今後の
生活設計に役立て、学習をとおして仲間づくりと
生きがいのある生活を送ることを目的とする。
内容：バス研修（ワイナリー他）、切り絵、和菓
子、ハーバリューム、お金の成り立ち、救急法、
ミニコンサート寄植え、餅つき。

69 BG

130 安積南子ども広場

年間を通して子ども達に「学ぶ」「心身の健全な
発達」この大きな２つの目標に向けて各事業を
展開する。内容：大切な人へのプレゼント、夏祭
り、バス旅行（自衛隊）、科学実験、絵画教室、
文化祭参加小物作り、ミニコンサート、クリスマ
ス小物作り、餅つき大会、書初め、オセロ・将棋

109 C

131 みなみ男倶楽部

現役を退いて家にとじこもりがちな男性に、まず
家から出てもらうことを目標に公民館デビューを
促し、新しい仲間と出会い新しいことへチャレン
ジしながら、新しい自分を見つけてもらう。内容：
物づくり、歴歴、旅行体験記、ミニコンサート、み
そ・そば作り。

70 BG

132 南四季スローライフ

四季を感じさまざまな体験をとおして参加者同
士和気藹々とスローライフを楽しむことを目的と
する。内容：トールペイント、寄せ植え、ミニコン
サート、リハビリ体験、マクラメタペストリーつく
り、スローストレッチ体操。

71 BG

133
さわやかにチャレンジ
学級

健康で明るく過ごせるように、潤いのある内容
で教養や知識を身につけ、友だちづくりを通して
生き生きとした生活を送ることを目的とする。内
容：気功体操、終活お片付け教室、白河だるま
絵付け体験、ワイヤーリース作り、養生気功

49 BG

134 ゆる～くママ友講座

親子ともにリフレッシュし、参加者同士の交流を
深め仲間づくりにつながることを目的とする。
内容：絵本読み聞かせ・スマホ写真撮影方法・
料理教室（配信）・きらめき出前講座24

49 C E

135
青少年対象事業「わく
わくサマースクール」

夏休みの活動場所を提供し、異年齢の交流や
いろいろな学習の機会を持つことにより、自主
性、協調性を育て仲間作りをする。内容：ポス
ター、樹脂粘土でフレームつくり

50 C
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136
青少年対象事業「な
がっち～あつまれ」

学校ではできない色々な体験をすることにより、
子供たちの好奇心を高め、健全な育成を図るこ
とを目的とし、主に永盛小学校の児童を対象に
実施する。内容：親子料理教室・書初め練習・リ
モート体験・お菓子作り

50 C

137
ながもり男性マスター
ズ

男性への様々な学習機会の提供により、生活
の更なる充実と地域の連帯感の高揚を図るとと
もに、男性の積極的な地域参画の機会への一
助とする。内容：笑いと健康、苔玉つくり、落語
会、、歴史講座、ミニ門松つくり

62 AG

138 市民学校「気功体操」
運動不足を解消し、健康寿命を維持していくた
めの運動習慣をつくるきっかけづくりの一助とす
る。内容：気功体操

35 I

139
レクリエーション事業
「冬の健康教室」

運動不足になりがちな冬期間に気軽に身体を
動かし、ストレス解消や健康増進に役立てると
共に参加者相互の親睦を図る。
内容：気功

13 I

140
青少年対象事業「家族
ふれあいわくわく講座・
お花を楽しもう」

校外での学習を通して、児童同士がお互いに助
け合い親睦を深める。体験学習により、技術を
習得するとともに、学習意欲と知識の幅を広げ
る。内容：家族で楽しくお花を学ぶ。世代間交
流。

11 C

141
出張事業「おじゃましま
す」

日頃より興味を持ち学習を希望していたこと
が、気軽に実現できることにより、新しい学習へ
の意欲を持ち、参加者同士の親睦を図る。

29 I

142
成人対象事業「アカシ
ア学園」

日常に役立つ学習として、幅広い内容にふれる
ことにより、余暇を有効に活用するヒントを見つ
け、暮らしに一層の充実を図る。　内容：お香を
楽しむ、脳力UP講座他

45 BG

143
穂積小学校家庭教育
学級

内容：講座打合せ、陶芸教室 24 C

144
三穂田中学校家庭教
育学級

内容：高校説明会、講話 56 C

145
三穂田のびのびサマー
スクール

夏休み期間中の活動範囲を広げるため、公民
館の会議室、和室等を開放し、勉強、読書等自
由に活動してもらう。

53 C

146
高齢者対象事業「寿講
座」

現代社会に高齢者として、学習や仲間づくりを
通じて生きがいを持って、明るく住みよい地域を
作るための強調性と実践力を養う。内容：体操
講座、民話語り部、懐メロ

60 BG

147
市民学校「健康体操教
室」

教室を通して、受講生同士の仲間作りと、心の
ゆとりを養う。内容：体操教室

23 I

148
青少年対象事業「書初
め教室」

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

13 C

149
逢瀬のびのび公民館サ
マースクール

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

5 C

150
高齢者学級「たちばな
学園」

地域の教育向上を図るとともに豊富な経験を活
かして地域活動に参加するためのきっかけづく
りの一助とする。また豊かに充実した生活を送
るための学習の機会とする。【内容】日本遺産
「一本の水路」・ポーセラーツ・知っておきたい法
律の話・フラワーアレンジメント

59 BG

151 シニアうねめ太鼓講座
体を動かす機会が少なくなってきている高齢者
の体力づくりと仲間づくりを目的とする。【内容】
講話・バチの持ち方構え方・曲の習得

68 BG
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152
青少年事業「片平げん
きっず」

子どもたちの心身の健全と、スポーツをとおして
体力の増進と強調・融和の精神の養成を目的と
する。【内容】折り紙教室・お花入りボールペン
作り・ハロウィン小物入れ作り・クリスマスリース
作り

55 C

153 歴史講座

豊かな生活をおくるために、知識や教養を高め
るための機会を提供し、地域の教育力向上に
寄与する。【内容】疫病と信仰のかかわり（感染
症の歴史について）郡山の歴史１・２・３（古代か
ら鎌倉時代・武士の時代・幕末から明治につい
て）

54 I

154 着物リフォーム講座

資源の再利用と日常生活の余暇の利活用、受
講生同士の仲間づくり、生きがいづくりを目的と
する。【内容】うわっぱりをつくる→裁断（ヘラ付
け・背縫い）制作→縫い方（脇縫い・衿付け・袖
縫い）ヒモ付け

47 I

155 健康体操教室

心身ともに健康で豊かな生活を維持するため
に、体力の向上を図るとともに、健康について
の意識を高める機会とする。【内容】ストレッチ・
筋力アップ体操、マッサージ体操・自分で押せ
るツボ押し法

57 I

156
団塊の世代講座「シニ
アカレッジきくた」

多種多様な技術や経験をもつ団塊世代の地域
活動参加への足懸りとすることを目的とし、地
域のコミュニティ活動の活性化・教育向上の一
助とする。内容：出前講座（ｽﾄｯﾌﾟ地球温暖化）、
陶芸、郡山ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ野菜を学ぶ講座、畳縁ﾘｰｽ作
り、歴史講座、三味線ｺﾝｻｰﾄ、館外学習（会津
方面）

105 AG E

157
青少年対象事業「こど
もの広場」

コロナ禍が続く影響で不自由な生活を強いられ
ている子供たちの日頃のストレス解消と、健全
な育成と協調性を育む.内容（夏休みの宿題お
助け、星空観察、クリスマスデザート作り、クリ
スマスコンサート鑑賞）

92 C

158
市民学校「三味線に親
しむ」

生涯学習の一環として、教養・趣味・健康・文化
などに興味を持つ機会をつくり、集団による学
習から協調性を養い、生きがいを見出すことを
目的とする。内容：三味線の基本知識、技法を
学びさくらさくら、藤田川音頭を演奏する。

52 I

159
喜久田「のびのび公民
館サマースクール」

例年より短い夏休みの中で小学生・中学生を対
象に課題を解決する時間を有意義に過ごすた
め公民館の部屋を開放し、勉強、読書等自由に
活用して交流を図れる機会を作るために行う。

47 C

160
青少年対象事業「日和
田キッズスクール」

年中行事を通して様々な体験をし、家族との絆
を深める契機とする。また、異年齢の参加者同
士が協調し、創造性を育む。内容：ドローン操縦
体験、夏まつり、アイシングクッキー作り、クリス
マス会、折り紙、ペーパークラフト

176 C

161
女性対象事業「リフレッ
シュ学級」

心身の健康のため、いくつになっても学ぶことを
忘れず、その成果をそれぞれの日常生活や地
域づくりに活かすことを目的とする。内容：熱中
症予防、夏まつりボランティア、ハウスクリーニ
ング、マーブルアート、館外学習（白河市）、フラ
ワーアレンジメント、エレクトーン演奏鑑賞

91 BG

162
青少年対象事業「高倉
人形・人形浄瑠璃体験
ワークショップ」

福島県指定重要有形民俗文化財「高倉人形」を
後世に伝えるために、三人遣いを体験、稽古
し、人形浄瑠璃の人材を育成する。

116 ABC

163
団塊の世代の地域参
画支援を通じた地域づ
くり事業「ひわだ塾」

団塊の世代や高齢者が地域活動に参加して、
社会貢献をしながら楽しい仲間づくりをし、生き
生きとした人生を過ごすきっかけづくりとする。
内容：出前講座（浸水被害対策）、夏まつりボラ
ンティア、陶芸、正月飾りつくり、館外学習（会津
方面）、エレクトーン演奏鑑賞

111 AG E

164
日和田のびのび公民館
サマースクール

小学生児童等を対象に、夏休み期間中の活動
範囲を広げるため、公民館の会議室を開放し、
勉強、読書等自由に活用してもらう。

15 C
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165
高倉小学校家庭教育
学級

家庭教育学級　内容：開講式・講話　教育講演
会（食育について）　閉講式・講話

95 C

166
成人対象事業「富久山
ふれあい学級」

共同学習を通して、教養を高め健康で豊かな生
活をおくることができる。また、明るい家庭や社
会づくりに役立てることを目的とする。内容：気
功、リンパマッサージ、ちぎり絵、心の健康、ア
ロマテラピー、クリスマスリース作り

139 BG

167
団塊世代地域デビュー
入門講座「富久山楽ゆ
う塾」

生きがいのある充実した生活を送れるように、
自分を磨き、新たな仲間づくりや地域活動に参
加するためのきっかけづくりとする。内容：外国
出身のご近所さん、美しい文字を書く、マーブル
アート講座、郡山のブランド野菜を知ろう、健康
寿命をのばす楽しい運動プログラム、郡山の神
社と神様

123 AG

168
成人対象事業「メンズカ
レッジふくやま」

様々な分野を学ぶことで教養を高め関心を持
ち、日常生活を充実したものにし参加者同士の
親睦を図る。内容：イスｄeタップダンス、終活を
考える、海老根うちわと和紙が応援太鼓、川
柳、ドローン体験、美味しいお酒を知る

84 BG

169
市民学校「It's a small
world～世界の文化を
体験しよう！」

各国の文化に対する知識を深め、体験を通して
国際人としての相互理解と親睦を図る。内容：
ネパールの文化を学ぶ、台湾式足つぼセルフ
マッサージ、イギリスの紅茶文化と入れ方を学
ぶ、インドの文化とスパイスの使い方を学ぶ

50 BG

170
行健第二小学校家庭
教育学級

校長講話・あんフラワーづくり、お正月飾り作り 31 C

171
明健小学校家庭教育
学級

校長講話 15 C

172
富久山のびのび公民館
サマースクール

小中学生を対象に、夏休み期間中の活動範囲
を広げるため、公民館の会議質などを開放し、
勉強、読書など自由に活用してもらう。

0 C

173 親子でリフレッシュ講座

子育ての知識や親としての心構えを習得し、不
安や悩みを軽減する。また、参加者同士の交流
や情報交換を通して、子育ての大切さを見出し
ながら気分転換を図る。内容：ポーセラーツ・読
み聞かせ本の選び方・体と心を調えるヨーガ・
パネルシアター

32 C

174 ＫＯＵＴＫＵ・音楽の森

年齢を問わず、みんなでいろんな音楽を身近に
感じながら鑑賞し、心を豊かにいやせるじかん
となるようにする。また、三世代交流の場、地域
の親睦の場となるようにする。（内容）郡山北工
業高等学校吹奏楽部コンサート・音楽豆知識講
座（①古関裕而の音楽　②ブラーヴォ！クラッ
シック）

82 I

175
女性学級「マドンナ学
級」

受講を通して相互の親睦を深め、健康で明るい
家庭と地域づくりを目指し、必要な知識と教養を
身に付けることを目的とする。

106 BG

176 ＫＯＵＴＫＵプチ作品展

コロナウィルス感染拡大防止のため中止となっ
てしまった文化祭の代わりに、地域住民が困難
な状況のなかでも文化活動を続けた成果を一
般に公開し相互に鑑賞しあうと共に、より親睦を
深め、生活文化の振興と明るく住みよい地域つ
くりを推進する。

146 F

177
青少年対象事業「行徳
チャレンジ教室」

子供たちに様々なことにチャレンジする機会を
提供し、学校の学習とは違う体験をすることで
社会性や協調性をつくりあげる。また、コロナの
影響で家ですごす時間が多くなり、家族で楽し
む工夫ができるための一助となるようにする。

113 C
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178
高齢者学級「ゆうゆう学
園」

健康で明るく楽しい生きがいのある人生を送る
ために、知識と教養を高め、学級生相互の親睦
を図る。内容：病院出前講座（お薬の話）、お地
蔵さん作り、ストレッチ体操、館外学習（福島方
面）、ミニ門松作り、講談風巻紙語り

117 BG E

179
市民学校「ミニチュア粘
土教室」

男女問わず物作りの楽しさを知り受講生同士の
親睦を深め学習意欲の向上を図る。（内容）節
句飾り作製①おひな様飾り②端午の節句飾り
③赤べこ作り

87 I

180
団塊の世代「男のふれ
あい講座」

地域活動やボランティア活動への参加を目的
に、仲間との出会いを楽しみながら、知識と教
養を深め、地域デビューを果たす。内容：ひょう
たんランプ作り、健康教室、防災講座、ボラン
ティア

40 AG

181
行徳のびのび公民館サ
マースクール

行徳小学校児童対象に、不規則な瀬克になり
がちな夏休みを、有意義な学習や活動ができる
ように公民館の部屋を開放し活用してもらう。

47 C

182
八山田のびのびサマー
スクール

行健第二小学校児童を対象に、夏休み期間中
の居場所づくりと、活動範囲を広げることを目的
に、公民館の集会室等を開放し、勉強・読書な
どに活用してもらう。

40 C

183
成人対象講座「お正月
フラワーアレンジメント
講座」

お正月に向けてフラワーアレンジメントに触れる
ことで生活に潤いを与え、生きがいのある充実
した生活を送るためのきっかけ作りの一助とす
る。

17 I

184
女性学級「きらり☆ウー
マン」

いきいきとした人生をおくるために知識を習得
し、知性と教養を高め地域の発展に寄与する。
内容：骨盤体操,プリザーブドフラワー,館外研修
（須賀川方面）,リンパマッサージ,デトックス料理,
折り紙

42 BG

185 ふるさと・良いとこ学級

「ふるさと」を湖南町も含め広く郡山と位置づけ
そのふるさとの昔から伝わることや、またこれか
ら先へ向けての良いところを学び、未来へと繋
げることを目的とする。内容：粘土像ラリー、さ
つま芋のつるでリース作り、館外学習(三春方
面）、ミュージックカフェ見学、しめ縄作り

37 BG

186 親子体験教室

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

22 C

187 市民学校「健康教室」

運動不足になりがちな冬場の健康増進と参加
者相互の親睦を図ることを目的とする。内容：健
康講話,マットサイエンス,呼吸筋体操,ウエーブリ
ング

23 I

188
湖南小中学校家庭教
育学級

家庭教育学級　内容：館外学習（二本松方面）、
心肺蘇生法講習会、音楽鑑賞会、骨盤トレーニ
ング

134 C

189
市民学校「健康水中
ウォーキング教室」

健康に関する知識の学習。室内でストレッチ体
操などをおこなってから、ユラックス熱海のプー
ルに移動して、水中でウォーキングをしたり、体
操をする。内容：水中ウォーキング

70 I

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

86 ABC

191
女性対象事業
「女性学級あすなろ」

地域相互の親睦を深め、健康維持や仲間づくり
の楽しさを学習する。
内容：お香デザイン体験、骨盤ヨガ、実用書道、
レザークラフト、イスを活用した体操、ハンドベ
ル（体験を含む）

74 BG

192 熱海チャレンジキッズ

地域の子ども達が普段経験することの出来ない
体験活動や交流活動を通して、地域活動の楽
しさを知ってもらい、公民館活動に積極的に参
加するきっかけづくりとする。内容：ハロウィン
リースづくり、写真立てづくり、寄せ植え、書き初
め

43 C
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193
地域デビュー講座
「GOGOあたみ」

団塊の世代を対象に自分の住む地域で生きが
いや仲間づくりのきっかけを支援し、交流を通し
て健康で明るい家庭と地域づくりに役立つ情報
交換の場をつくる。内容：作品づくり、卓球、熱
海町歴史講座、ハーバリウムボールペンづく
り、三世代交流会サポートボランティア（中止）

91 AG

194
熱海のびのび公民館サ
マースクール

小学生児童等を対象に、夏休み期間中の活動
範囲を広げるため、公民館の会議室を開放し、
勉強や読書等で自由に活用してもらう。内容：
学習の場の提供

2 C

195 さわやか女性学級
様々な学習を通して知識を広め、情勢としての
意識と教養を高めんがら明るく充実した生活を
送ることを目的とする。

80 BG

196 田村寿大学

高齢者の社会共用を目的として様々な研修の
場を設け、積極的に社会と関わることで人材育
成を図る。また、事業を通して生きがいをつく
り、健康増進、地域の人々との交流などに役立
つことを目的とする。

28 BG

197
団塊世代の地域デ
ビュー「粋な男塾」

講座を通して多種多様な経験を地域活動に生
かしてもらうことにより、地域貢献・新しい仲間
づくり・生きがいづくりの一助としてもらうことを
目的とする。また、体験講座や啓発・教養講座
を通しても同様の目的である。

72 AG

198
元気！元気！たむらっ
子

小学生を対象に、学校・学年を問わず活動範囲
を広げ新進ともに健やかな青少年の育成を推
進することを目的とする。

45 C

199 守山じめ伝承講座

しめ縄づくりを学ぶことで、「守山じめ」の伝統を
継承しながら、季節の行事を大切にし新年を寿
ぐ気持ちを育む。また、世代を問わず交流の輪
を広げ、地域の活性化につなげる。

38 I

200
守山小学校家庭教育
学級

子どもを持つ保護者を対象として、家庭・学校・
公民館が連携し、家庭教育に関する学習及び
在校生の保護者と地域住民の相互交流の機会
を提供することにより、家庭教育の教育力の向
上を目指す。

15 C

201
田村のびのび公民館サ
マースクール

夏休み期間子ども達が、充実した生活を送るた
め、公民館を開放し自ら学習し友人と教えあっ
たり学ぶ楽しさを身につける

65 C

202
青少年対象事業「チャ
レンジ教室」

体験活動を通して仲間づくりや地域の方との交
流を図り、子ども達の自主性・社会性を育み青
少年の健全育成を目的とする。内容：けん玉、
高瀬の民話、高瀬ウォークラリー、テラリウム、
食育講座、書初め

85 C

203 高瀬スマイル塾

自らの生きがいのある生活を目指し、教養を高
め、健康で豊かな生活をするための興味づくり
を促進することを目的とする。内容：ユニバーサ
ルデザイン、ランプシェード、健康講話、健康体
操、カードゲーム、津軽三味線と語り

101 BG

204
地域おこし講座「高瀬い
いとこ見つけ隊」

高瀬地区の「歴史と郷土」のよさや「自然環境」
の現状と課題を認識することで、地域の魅力や
共有すべき課題などを明かにすると共に、学ん
だことを伝え合う活動を通して、地域住民の自
助力・共助力を高めることを目的とする。

57 AB

205
団塊世代地域デビュー
講座「高瀬男塾」

地域活動に取り組むきっかけづくりや、仲間づく
りの交流の場を提供し、地域デビューを支援す
る。
内容：洪水被害とゲリラ豪雨について、点描曼
荼羅画、法律知識、薬やサプリメントの話

38 AG

206
高瀬「のびのびサマー
スクール」

小・中学生を対象に、夏休み期間中の活動範
囲を広げるため、公民館の会議室、和室等を開
放し、勉強、読書など自由に活用してもらう。内
容：自主学習、バルーンアート教室

42 C
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207
成人対象事業「秋桜学
級」

生きがい作りの一環として心身の健康の維持を
図り、地域社会との親睦を深めつつ、文化教
養、社会の変化に対応するための学習「意欲を
高める。内容：モグラ退治空き缶の風車づくり・
健康講和・免疫を高めるハーブの利用法とコ
サージュづくり・健康体操

53 BG

208
成人対象事業　団塊講
座「二瀬ハッピーライ
フ」

生きがいのある充実した生活を送るため、自ら
の健康を考え趣味や教養を身につける。また、
性別や年齢の枠をこえた交流から地域活動に
参加するためのきっかけ作りの一助とする。内
容：采女物語と脳トレ・韓国料理・ｴﾈﾙｷﾞｰの話・
ツボ押し健康法・カーリンコン教室

73 AG

209 らくらく♪スマホ教室

スマートフォンの使い方を、基本から学び、社会
生活の向上と、各自のレベルアップを図り、受
講生同士の親睦を深める。内容：携帯（スマホ）
の使い方（基本操作・インターネット・googleマッ
プ・LINE）

30 I

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

13 I

211
成人対象事業「竹灯籠
教室」

二瀬では、初めての講座なので、手探りな部分
もありましたが、竹林の荒廃を止め竹の有効活
用が少しでもでき年齢の枠をこえた交流もあり
皆さん満足されていました。次年度の開催も期
待しているという声を多くいただきました。内容：
竹灯籠作り

32 I

212
青少年対象事業　冬の
「二瀬っ子元気くらぶ」

様々な体験や学習を通して、子ども達の自主性
や協調性を養い、健康で明るい青少年に育てる
と共に、新たな知識の習得を図り、児童一人一
人の自主性と協調性を身に付ける。内容：干支
の絵付け教室、書道教室、カーリンコン大会

27 C

213
青少年対象事業　公民
館開放「二瀬サマース
クール」

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

3 C

214
セカンドライフ対象事業
おとなの西田楽園

西田町の現状や課題を学び、様々な形で地域
ん事業に参加する。その様々な事業を通して、
自分の知識を高めるだけでなく今後の地域活
動に生かしていく。内容：ゲリラ豪雨に備えま
しょう（出前講座）会津の仏教史、館外学習（会
津三観音）消費トラブル最前線（出前講座）

31 AG E

215
青少年対象事業「わん
ぱく教室」

学校の学習とは違う体験をすることで、物づくり
やスポーツ、学ぶことの楽しさを知り、児童同士
が学年を越えてお互いに助け合い親睦を深め
る。内容：夏休みポスター教室

5 C

216
高齢者対象事業「いき
いき学級」

高齢者の仲間づくりの推進を図るとともに趣味
や教養を身に付け健康で明るく生きがいのある
生活を確立するためきっかけづくりの一助とす
る。内容：介護保険（出前講座）口笛コンサー
ト、歌と健康体操、キャンドルクラフト、健康体
操、かるめ焼き、館外（白河）

30 BG E

217
女性対象事業「オリー
ブ・クラブ」

地域の女性が集い、日常の身近な問題や活動
を通して交流と親睦を深め、心身ともに健康に
過せるようにする。内容：出前講座（郡山印の農
産物講座）、元気な身体つくり、温泉の話、体幹
トレーニング、お正月のお花

42 BG E

218
いきがい＋団塊チャレ
ンジ合同講座

日常生活に必要な知識や技術習得と、個人の
もつ関心や興味を喚起し、自己啓発を促し暮ら
し・地域の改革を図る。内容：絵手紙教室・寄せ
植え七宝焼き・ウォーキング・お正月フラワーア
レンジメント

126 AG

219
青少年対象事業「こど
も講座」

学校では体験できないことや他校生との交流、
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。

68 C
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220 ハンドベル演奏講座
学校では体験できないことや他校生との交流、
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。

38 I

221
高齢者出前講座「暮ら
しいきいきライフ講座」

高齢者が講座を通してゆとりある心身を養い、
ソーシャルディスタンスを保ちながら楽しく触れ
合うことと親睦を深めることを目的とする。With
コロナ時代に健康二次被害を防ぐため、生活ア
クティブ体操の実践を促した。

9 BG

222
地域に根ざした学習充
実事業「海老根手漉き
和紙伝承講座」

中田町に古くから伝わる海老根手漉き和紙を後
世に伝えるため、歴史や伝統を体験から学び、
理解する。

117 AB

223
公開講座「オランダを学
ぼう！」

オリンピック・パラリンピックに向けて、異文化を
知ると共に、国際交流の意義と強調を理解す
る。内容：オランダの歴史と文化を学ぶ。

9 I

224
市民学校「冬の体操教
室」

日常生活にゆとりの心を養い、地域住民同士の
ふれあいと、よりよい仲間作りと、健康的な心と
体力作りを目的とする。

43 I

225 メンズ学びクラブ
オリンピック・パラリンピックに向けて、異文化を
知ると共に、国際交流の意義と強調を理解す
る。内容：オランダの歴史と文化を学ぶ。

32 BG

226 市民学校「切り絵講座」
切り絵の作品作りをすることにより、その技法を
と、作品を作り上げる楽しさを学んだ。また、参
加者同士の親睦も図った。

47 I

227
宮城小学校家庭教育
学級

家庭教育学級　内容：講話、ニュースポーツ体
験、講話

75 C

228
海老根小学校家庭教
育学級

家庭教育学級　内容：スマホ・ケータイ安全教室 108 C

229
宮城中学校家庭教育
学級

家庭教育学級　内容：教養委員会、親子体験活
動

53 C

230
御舘中学校家庭教育
学級

家庭教育学級　内容：伝統芸能、 43 C

231
郡山市青少年健全育
成推進大会

健全育成功労者表彰、青少年の発表 約200 A E

232
郡山市「少年の主張」コ
ンクール

募集期間：6月～12月
発表大会の開催：2月

約4,400
（応募数）

A E

233
音楽都市こおりやま二
分の一成人コンサート

市内の小学４年生を対象に、音楽の鑑賞機会
を提供するとともに、鑑賞マナーを学ぶ機会を
提供する。

2,907 G・I E

234
第23回音楽都市こおり
やまふれあいコンサー
トオンライン公演

郡山市出身で世界的に活躍している本名徹次
氏の企画による演奏動画をYouTubeにて配信。

- G・I E

235 ホールコンサート
市民に気軽音楽に親しんでもらうために、身近
な場所で開催している演奏会。

50 G・I E
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236
文化芸術活動奨励事
業「アートでエール。コ
ンテスト」

ウェブサイトやYouTube上で配信する動画作品
を募集し、新型コロナウイルス感染拡大の影響
により、音楽、演劇、舞踊、伝統芸能等の活動
の自粛や縮小を余儀なくされている市民の文化
芸術活動継続の支援と再開への気運を醸成す
るとともに、ポストコロナにおける動画配信等の
新たな活動及び発信手段の普及啓発を図る。

217 F・G・I

237
東京藝術大学と郡山市
の連携動画撮影事業

東京藝術大学と連携して、未来を担う青少年・
指導者の人材育成と地域文化の向上を図る。

- Ｇ・Ｉ D

238
プラネタリウム番組投
映「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を投映す
る。

7691 G

239
プラネタリウム番組投
映「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を投映する。

4108 G

240
プラネタリウム番組投
映「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
組を投映する。

1776 G

241
プラネタリウム番組投
映「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を投映する。

3710 G

242 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す
る。

2967 G

243 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約２ケ月ごとにメ
ニューを替えて開催する。

2428 G

244
音楽コンサート「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投映する。

3772 G

245
プラネタリウム番組投
映「ドーム映像番組」

夏休みや冬休みにドーム映像番組を投映す
る。

7293 G

246 展望ロビーパネル展

展望ロビーを活用し、宇宙や科学及び企画内
容に沿ったパネル展示を行うことで、無料ゾー
ンでの宇宙や科学の普及を図るとともに、有料
ゾーンへの誘導や興味喚起を行う

- G

247
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、現代に分けて紹介する。

1296 G

248

スペースパーク企画展
「電車のおもちゃで遊ぼ
う!」・「ﾜｰﾙﾄﾞｵﾌﾞｻｲｴﾝｽ
＆ｻｳﾝﾄﾞ」・「ﾛﾎﾞｯﾄﾌｪｽ
ﾃｨﾊﾞﾙ」・「ようこそ、ふ
わふわｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸへ!」

中央機関などで行っている巡回展や企画展を
開催した。

8882 G D

249
「鉄道の日『鉄道フェス
ティバル』

鉄道の日を記念し、鉄道ジオラマや鉄道関連資
料を展示した鉄道展を開催する。

434 G

250 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する。

183 G

251 団体利用向け科学教室

小学校の団体向けに、各学年の学習内容に合
わせた実験を行うと共に、科学館ならではの発
展的な内容の実験などを体験して頂くサイエン
ススクールを開催する。

1418 G
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252 学校向け巡回展
ホワイエ企画展で使用したパネル作品を市内
小中学校に貸出す巡回展を開催する。

- G

253 星の宅配便
市内の各地域に出向き、星空の観察などを行う
観望会を公民館と共催で開催する。

160 G E

254 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
出前講座を開催する。

35 G

255 高校天文部支援事業
高校天文部等との交流を深め、天文に関する
知識や技術面からクラブ活動を支援する。

51 G

256 クラブ活動
天文科学クラブを主宰し、科学教育の普及を行
う。

229 G

257 講演会
天文や宇宙開発などに関わる機関等と連携し、
宇宙や科学に関する興味関心を高めることが
できる講演会を専門講師を招き開催する。

100 G D

258
星空案内人資格認定
講座

豊かな知識と経験からおいしいワインを選んで
くれるソムリエのように、星空や宇宙の楽しみ方
を教えてくれる「星のソムリエ：星空案内人」を養
成する講座を開催する。

47 A、B、G

259 天文カレッジ
探求層である高校生以上の大人を対象に天文
学の話題や天体観測の手法を学習する講座を
開催する。

156 G

260 科学ゼミナール
大学等と連携して科学に関する講座を開催す
る。

54 G D

261 駅前観望会

駅前において、天体望遠鏡などを使用し、少し
の時間でも気軽に参加でき、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開催
する。

70 G

262 天体観望会
一般に大きな話題となりそうな天文現象を対象
に、天体に関する興味関心を深めるため、観望
する天体に関する講座と観望会を開催する。

25 G

263 企画パネル展
宇宙劇場ホワイエ、展示ゾーンにおいて、事業
に合わせた写真パネル展を開催する。

- G

264 3D天文シミュレーション
立体視により地球から宇宙の果ての姿までを紹
介する。

816 G

265
ふくしま星・月の風景
フォトコンテスト

福島県で撮影された星・月の風景の写真コンテ
ストの作品を通して、多くの自然風景が残され
ている福島県と星を関連付けて、広く県外に紹
介する。

- G

266 ベビープラネタリウム
乳幼児とその保護者が、気兼ねなく楽しむこと
ができるプラネタリウム番組を投映する。

483 G

267
いきいきプラネタリウム
教室

高齢者が天文を楽しく学ぶことができるプラネタ
リウム番組を投映する。

47 G

268 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を夜間投
映する。

250 G
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269
こどもまつり事業
（昔の遊びコーナー）

東北文化の日の無料開放に合わせて昔の遊び
コーナーを設置。（10月31日、11月1日）

116 I B、E 〇

270
こども語り部事業
（語り部による民話を聞
く会）

中止 － F、I B、E 〇

271
昔の遊びワークショップ
（竹水鉄砲を作って遊
ぼう）

小学生とその保護者を対象に、昔の遊び道具
である竹水鉄砲を作って遊ぶワークショップを
実施。（8月8日）

9 F、I B、E 〇

272
令和２年度郡山市開成
館企画展示事業

企画展「立岩家文書と辿る安積開拓の歴史」を
実施。（10月1日～11月23日）

2,386 I E 〇

273
文化財で聴く伝統楽器
演奏会（お琴演奏会）

企画展開催に合わせ、琴奏者によるお琴の演
奏会を、安積開拓官舎で実施。（10月25日）

31 I B 〇

274
魅力発見！民話の世
界（語り部による民話を
聞く会）

企画展開催に合わせ、市内で活動している語り
部による昔語りを聞く会を、安積開拓官舎で実
施。（11月7日）

15 I B 〇

275

企画展記念講演会「安
積疏水工事が始まる前
年［明治11（1878）年］
の出来事～測量日誌に
みるファン・ドールンの
郡山滞在6日間を中心
に～」

企画展開催を記念し、講演会を実施。
（11月３日）

83 I B、E 〇

276
教育普及活動講座①
「安積疏水をめぐる技
術者と技能者」

安積開拓と安積疏水の歴史を広く周知するた
めの研修会を実施。（12月18日）

35 I B、E 〇

277
教育普及活動講座②
「桑野村の入植者につ
いて」

コロナ感染防止対策のため延期、地震により中
止（当初1月15日予定）

－ I B、E 〇

278
令和２年度郡山市開成
館案内ボランティア育
成事業（研修会）

開成館案内ボランティアを対象に、知識の向上
を図るための研修会と打合せ会を実施。（3月
28日）

9 H B、E 〇

279
日本遺産パネル展示事
業「知ろう！日本遺産」

日本遺産を市民等へ理解を促す機会を創出す
るため、日本遺産に関するパネルを展示する。
（１月～２月１３日）

91 I E 〇

280 ボランティア研修
大安場史跡公園ボランティアを対象に、スキル
アップを図る研修を実施した。（館内2回）

延べ62人 H

281 企画展記念講演会
企画展「群集墳の時代」に関連した講演会を7
月に、企画展「富久山町の歴史」に関連した講
演会を12月に実施した。

延べ101人 I

282 歴史講演会
古墳時代中期に関する講演会を10月に実施し
た。

57人 I

283 歴史講座
地域の歴史に関する講座を10月と２月に実施し
た。

延べ58人 I

284 歴史散歩 中止 I
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285 歴史ウォーク 蝦夷穴横穴墓群を8月に見学した。 21人 I

286

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

けんしん郡山文化センター所有のコンサートピ
アノを舞台で弾くことができる楽器体験プログラ
ムとして実施　　開催月：6月(9時～19時)

21 I

287
財津和夫コンサート
2020
with 姫野達也

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － I B

288
オーケストラメンバーに
よる楽器奏法レッスン

山形交響楽団員による楽器奏法講習会及びミ
ニコンサートを実施
6月：弦楽器　9月：木管楽器　10月：金管楽器・
打楽器
※弦楽器/金管楽器・打楽器は新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止

19
（受講者）

I

289 エントランスコンサート
山形交響楽団木管アンサンブルメンバーによる
エントランスコンサートを実施
開催月：9月　公演回数：1回

38 I

290

アウトリーチプログラム
～文化センター芸術宅
配便～山形交響楽団ブ
ラスクインテット演奏会

山形交響楽団の金管楽器奏者５名が市内の学
校で演奏する出張コンサートを実施
9月：市内小学校2校
11月：市内小学校2校

885 I

291 舞台技術講座 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － I

292 NHK交響楽団郡山公演 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － I

293 GReeeeNコンサート 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － I B

294 ホール探検ツアー
けんしん郡山文化センターのバックヤードが見
れる見学会を実施
実施月：8月　回数：2回

34 I

295
こおりやま寄席
春風亭昇太独演会

笑点でお馴染みの春風亭昇太さんによる独演
会を実施
実施月：9月　公演回数：1回

267 I

296 高橋真梨子コンサート 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － I B

297
ベルリン・フィルハーモ
ニー弦楽五重奏団

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － I

298 中川晃教コンサート
ミュージカル界の貴公子と呼ばれる中川晃教さ
んのコンサートを実施
実施月：10月　公演回数：1回

309 I

299 器楽の祭典 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － F

300 若手落語まつり
人気を博している若手落語家たちによる落語会
を実施
実施月：10月　公演回数：1回

145 I
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301
プラハ放送交響楽団郡
山公演

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － I

302 綾小路きみまろショー 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － I B

303
こおりやま寄席
三遊亭好楽独演会

笑点でお馴染みの三遊亭好楽さんによる独演
会を実施
実施月：12月　公演回数：1回

96 I

304
ドラゴンクエスト
コンサート

山形交響楽団がドラゴンクエストⅠ・Ⅱ・Ⅲのセ
レクション曲を演奏するコンサートを実施
実施月：12月　公演回数：1回

751 I

305 音楽の絵本コンサート

動物たちがクラシックやアニメ音楽・童謡などの
音楽を演奏する親子で楽しめるクラシックコン
サートを実施
実施月：12月　公演回数：2回

590 I

306
高嶋ちさ子
ヴァイオリンコンサート

高嶋ちさ子さんによるヴァイオリンコンサートを
実施
実施月：1月　公演回数：1回

773 I B

307
こおりやま寄席
新春言祝ぎ席

笑福亭鶴光さんや柳家権太楼さんによる落語
会を実施
実施月：1月　公演回数：1回

163 I

308
菅・弦・打楽器奏法
講習会

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － I

309 郡山市民俗芸能大会
2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震
の影響により施設に被害がでたため中止

－ I

310 演劇ワークショップ
演劇づくりの手法を学ぶワークショップを実施
実施月：3月

16 I

311
ケロポンズファミリー
コンサート

2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震
の影響により施設に被害がでたため中止

－ I

312
辻井伸行ピアノリサイタ
ル

2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震
の影響により施設に被害がでたため中止

－ I B

313
郡山吹奏楽団スプリン
グコンサート2020 with
宮川彬良

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － F

314
アマデウス室内管弦楽
団
第33回定期演奏会

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － F

315
第31回 郡山ウインドア
ンサンブル定期演奏会

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － F

316
第41回おかあさんコー
ラスまつり

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － F

317
創立25周年 コーラル・
ラ・シャントゥーズコン
サート

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － F
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318
郡山市民オーケストラ
特別演奏会〔第71回公
演〕

市民コンサートホール（共催）として開催
開催月：12月

268 F

319

スウィングマーマレーズ
ジャズオーケストラ
アンコールコンサート
2020

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － F

320
福島中央テレビ郡山少
年少女合唱団 第44回
定期演奏会

市民コンサートホール（共催）として開催
開催月：12月

211 F

321
郡山ジュニアフィルハー
モニーオーケストラ
ニューイヤーコンサート

市民コンサートホール（共催）として開催
開催月：１月

137 F

322
安積合唱協会
第27回定期演奏会

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － F

323
郡山演劇研究会
「ほのお」自主公演

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 － F

324
朗読集団10パーセント
定期公演

市民演劇ホール（共催）として開催
開催月：12月

59 F

325 郡山市美術連盟展
2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震
の影響により施設に被害がでたため中止

－ F

326 市民ギャラリー展
郡山市美術連盟加盟団体によるグループ展
（通年）

－ F

327 アートギャラリー展
郡山市内のアマチュア団体・高校部活などによ
るグループ展（随時）

－ F

328
企画展「こおりやま文学
の森20年の歩み」

開館20年の歩みを特別企画展を中心に 182 Ｇ・Ｉ 〇

329
特別企画展「あんびる
やすこ作品展」

児童文学作家あんびるやすこの原画と作品を
紹介

5,206 Ｇ・Ｉ 〇

330
特別企画展「若き久米
正雄と第四次『新思
潮』」

若き久米正雄と作家志望の学生たちの同人誌
制作にかけた思いを紹介

2,787 Ｇ・Ｉ 〇

331 文学講演会 新型コロナウイルス感染対策のため中止 0 Ｇ・Ｉ 〇

332 文学講座
古典から近代文学まで幅広い講座を開催（年９
回）

226 Ｇ・Ｉ 〇

333 文学の集い
文学と気軽に接するために俳句や絵本にふれ
るイベントを開催（年２回）

936 Ｃ・Ｇ・Ｉ 〇

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

8,611 Ｃ・Ｇ・Ｉ 〇
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335 三汀賞入賞作品展 三汀賞の入賞作品を展示 320 Ｃ・Ｇ・Ｉ 〇

336 おでかけ文学館 市内公共施設及び学校への出張展示 1,201 Ｃ・Ｇ・Ｉ

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

55
Ｂ・Ｃ・
Ｇ・Ｉ

〇

338
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

110 Ｆ・Ｇ・Ｉ 〇

339
郡山市児童作文コン
クール優秀作品展

新型コロナウイルス感染対策のため中止 0 Ｃ・Ｆ 〇

340 出前講座 求めに応じて講座の講師を務める 123 Ｇ・Ｉ

341 博物館実習 学生・大学の求めに応じて実習を行う 0
Ａ・Ｄ・Ｅ・

Ｈ
Ｄ

342 市民古文書教室Ⅲ期
当館所蔵の古文書を解読し、近世郡山地方の
歴史を学習した。（1月、30名×4回）

102 G・I

343
企画展「近世の街道・
宿場～行き交う人・モノ
～」

生産に工夫を凝らし、物流を担い、消費生活を
向上させていった、当時の人々の姿を収蔵資料
で紹介した。

1621 I 〇

344
第27回郡山市民スポー
ツ・レクリエーション祭

17種目のニュースポーツ等を開催し、市民に体
験する場を提供する。

1,034 F,G B 〇

345
郡山市民体育祭総合
開会式（郡山市民体育
祭各種大会）

29の種目大会で市民の健康増進、体力の維持
向上、参加者同士の交流を図る。（R2地区体育
祭の実施なし）

10,901 F,I B

346
第15回郡山カップ福島
県フットサル選手権大
会

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

1,980 F B 〇

347
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。

不明 A,G

348 中高齢者スポーツ教室
市内在住・在勤の５０歳以上対象に健康体操や
気功体操等５種目を行った。
（１０～３月全１５回、定員１５０名）

871 I

349 卓球教室

市内在住・在勤の卓球初心者・初級者を対象に
卓球の初歩的な技術とルールを学び、ゲーム
に取り組んだ。
（９月全５回、定員６０名）

157 I

350 トランポリン教室

市内在住・在勤の初心者・初級者を対象に、空
中でのバランス感覚を養う。
（４・５月全４回、定員５０名）
※中止

- I

351
ターゲットバードゴルフ
教室

市内在住・在勤を対象に、初歩的な技術とルー
ルを学び、ゲームに取り組む。
（６月全１回、定員２０名）
※中止

- I
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352 小・中学生飛込み教室

市内小・中学生の方対象（親子での参加も可）
飛込み専用プールで専門家の指導下での実
技。
（７・８月全10回、定員３０名）

188 I

353 グラウンドゴルフ教室
市内在住・在勤の方を対象に基本的な技術･
ルールを学び、ゲームに取り組んだ。
（９月全4回）

86 I

354 弓道教室

市内在住・在勤の方対象に弓道の作法を学び、
初歩的な技術である射法の指導を受ける。
（６・７月全１２回）
※中止

- I

355 硬式テニス教室Ⅰ・Ⅱ

市内在住・在勤の方対象に硬式テニスの初歩
的な技術とルールを学び、ゲームに取り組ん
だ。
（Ⅰ５・６月※中止／Ⅱ１０月　各全６回）

143 I

356 バドミントン教室
市内在住・在勤の方対象に初歩的な技術と
ルールを学び、ゲームに取り組んだ。
（９・１０月全６回、定員３０名）

149 I

357 スケート教室

市内在住・在勤の方対象にアイススケートの初
歩的な技能とマナーを学び、氷上を滑る楽しさ
を体感した。
（1月全５回）

280 I

358 ソフトバレーボール
市内在住の幼・保年長と小学生を対象に、基本
的な技能を学び、ゲームに取り組んだ。
（４・５月全４回）※中止

- I

359
フラッグフットボール教
室

市内在住の幼・保年長と小学生を対象に、初歩
的段階の練習を通して、身体を動かすことの楽
しさを体感した。
（10月全4回、定員２０名）

30 I

360
体力向上トレーニング
教室Ⅰ・Ⅱ

市内在住・在勤の方を対象にトレーニングマ
シーンの使用方法を学び、筋力・体力の回復・
向上を目指した。
（Ⅰ６月、Ⅱ１０月、定員１５名）
※Ⅰ中止となり、Ⅱの対象年齢上限を撤廃し実
施した。

15 I

361

ボランティア養成講座
（初心者向）
※福島県沖地震のため
中止

おはなしボランティアを始めたい方の講座 0 A

362
ボランティア養成ステッ
プアップ講座

おはなしボランティアのレベルアップ講座 0 A

363
読書活動推進講座
（学校司書向）

小中学校図書室の利用促進 0 A

364
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 0 C B

365 利用者参加型行事
利用者参加の展示、クイズ、利用者によるおす
すめ本紹介等

0 Ｆ

366 映画会 大人向け映画の上映 0 I

367 こども映画会 幼児・小学生向けの映画の上映 0 C
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368

特別映画会
※新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため
中止

大人向け映画、ドキュメンタリーの上映 0 I

369 地域映画会 地域館・分館での映画会 0 I

370 おはなし会 年齢別おはなし会の開催 0 AC

371

リサイクルブックフェア
※新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため
中止

図書館除籍資料の市民への無償提供 0 I

372 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 0 I B

373 体験学習等 小中学生の職場体験・施設見学等 0 C

374 講演会等 読書活動推進講座　ほか 0 C

375

ホールコンサート
※新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため
中止

郡山市出身あるいは、ゆかりのある音楽家によ
る無料コンサート

0 Ｆ

376
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。

615 Ｇ

377
男女共同参画関係各
種講座

　男女共同参画の推進に関する講座を男女共
同参画センター（指定管理者）主催で実施　講
座数：  15件

753
A・B・Ｅ・

Ｇ

378 こなん里山キッズ
湖南町の豊かな自然を活かして季節に適した
フィールドワークを行った。（年3回 8月サイクリ
ング・10月登山・10月そばうち）

93 C B 〇

379
野生動物たちの足跡を
見に行こう

湖南町の豊かな自然を観察し、親子で焼いも作
りを行った。（年1回　11月）

21 C C 〇

380 クリスマスおたのしみ会
クリスマスにちなんだ飾り作りやハンドベルの体
験を行う。（12月　1回）

19 C・G B・D 〇

381
炭火deバウムクーヘン
作り

バーベキューコンロを使用し親子で協力しなが
らバウムクーヘンを作る。（10月2回）

25 G B・D 〇

382 手話教室
基本的なあいさつや日常会話を学ぶ教室。（11
月　1回）

29 G B・D 〇

383 はりこ教室
はりこの赤べこ、おきあがりこぼしを作る。（11
月1回）

31 G B・D 〇

384 かんたんアート講座
やさしいイラストレーションやアニメーションを学
ぶ講座。（11月1回）

6 G B・D 〇
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385 陶芸教室
粘土を用いて自分の手でオリジナルの器を作る
教室。（8月・11月　2回）

53 G B・D 〇

386 親子日帰り体験教室
季節（お正月）に応じた作品を作る。
（1月 1回）

23 G B・D 〇

387 ウィンタースクール 季節にちなんだ工作を行う。（2月　1回） 20 C・G B・D 〇

388
市民学校「公民館デ
ビュー講座」

公民館に興味はあるけど敷居が高くて、という
方、仕事を退職してやりたいことを探している
方、そんな方々のために、人気の講座五種を行
う。

51 G、I

389
市民学校「古関裕而と
郡山市」

「オリンピック・マーチ」や「郡山市民の歌」などを
作曲した古関裕而について、その生い立ちや曲
について学び、歌う。

47 G、I

390
市民学校「必勝！ボ
ディメイク＆ダイエット
術」

講義、実践を通して生活に運動を取り入れる術
を学び、健康増進につなげる。

81 G、I

391
市民学校「終活ってな
に？」

余生を不安なく過ごすために、そして家族ととも
に人生を振り返るためにも、公民館で終活につ
いて考えてみる。

－ G、I

392
市民学校「郡山で育ま
れる農業と食」

郡山で育まれる「食」とそれを支える「農業」を
知って、郡山の魅力を考える

－ G、I

393
市民大学「立正大学デ
リバリーカレッジ」

大学教授等による興味ある専門的知識の習得
を図るとともに、集団による基礎的学習の場を
設けて学習者の仲間づくりを促進する。

15 G、I D

394
市民大学「郡山の歴
史」

大学教授等による興味ある専門的知識の習得
を図るとともに、集団による基礎的学習の場を
設けて学習者の仲間づくりを促進する。

130 G、I D

395
ICT活用啓発事業（中
央公民館）

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

14 G

396
ICT活用啓発事業（柴
宮地域公民館）

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

13 G

397
ICT活用啓発事業（芳
賀地域公民館）

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

13 G

398
ICT活用啓発事業（日
和田公民館）

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

12 G

399
ICT活用啓発事業（永
盛地域公民館）

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

15 G

400
ICT活用啓発事業（八
山田地域公民館）

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

14 G

401
転入女性のはやまーゼ
教室

郡山の文化などを学びながら、仲間づくりのきっ
かけの場を提供する。

123 B、G

郡山市　27



402
地域のびのび子育て支
援事業

少子化・核家族化等で孤立しがちな親子の仲
間づくりと居場所づくりを行うとともに、子育てに
対する不安解消を図るための情報を提供する。

1,560 C、G

403
キッズスクール「アメリ
カン・フラッグフットボー
ル」

夏休みの小学生を対象としたアメリカン・フラッ
グフットボール教室

－ Ｃ

404
キッズスクール「プログ
ラミング体験講座」

夏休みの小学生を対象としたプログラミング体
験

－ Ｃ

405
キッズスクール「読書感
想文を楽しく書こう」

夏休みの小学生を対象とした読書感想文の教
室

54 Ｃ

406

キッズスクール「リトル
シェフによる郡山野菜
を使った簡単料理講
座」

夏休みの小学生を対象とした料理教室 － Ｃ

407
キッズスクール「交通安
全ポスターを描こう」

夏休みの小学生を対象とした交通安全ポスター
の教室

28 Ｃ

408
キッズスクール「ミニ四
駆をつくろう！」

夏休みの小学生を対象としたミニ四駆をつくる
教室

－ Ｃ

409
キッズスクール「オリジ
ナルファッション小物づ
くり」

夏休みの小学生を対象としたファッション小物を
つくる教室

－ Ｃ

410
キッズスクール「ドロー
ン体験講座」

夏休みの小学生を対象としたドローン体験の講
座

30 Ｃ

411
キッズスクール「本場中
国の水餃子をつくろう」

冬休みの小学生を対象とした料理教室 － Ｃ

412
キッズスクール「プログ
ラミング体験講座」

冬休みの小学生を対象としたプログラミング体
験の講座

20 Ｃ

413
キッズスクール「キッズ
卓球」

冬休みの小学生を対象とした卓球教室 － Ｃ

414 四季の風コンサート
郡山市ゆかりの若手音楽家たちによるコンサー
ト

－ F、G

415 はやまっ子

小学生を対象に、民話を聞いたり語ったり、地
域の伝統文化や風習を学んだりすることで地域
への愛着を深めてもらうとともに、他の小学校
の児童生徒との交流を図る

270 C、Ｆ

416
ユースカレッジ木曜クラ
ブ

青年層に定期講座及び公民館事業等への参画
の機会を提供することで、青年層の活性化と人
材の育成を図る

162 A、G

417
ナイトカレッジ「いざとい
うときに備える経済の
心得」

大学教授等によるテーマを設けた専門講座を
受講することにより、高度な学術の習得と、活
力に満ち豊かさを実感できる生涯学習社会の
創造を目的とする

46 D、E、G

418
ナイトカレッジ「幸せに
なるカラダとココロ」

大学教授等によるテーマを設けた専門講座を
受講することにより、高度な学術の習得と、活
力に満ち豊かさを実感できる生涯学習社会の
創造を目的とする

49 D、E、G
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419 はやまニア
郡山市を知ってもらうための講座を行い、本市
への理解や教養を深めてもらうとともに、受講
者同士の仲間づくりのきっかけを提供する

84 D、E、G

420 郡山市総合美術展
市民文化活動の振興をはかるため、市民の美
術創作活動の成果を発表する総合美術展にお
いて、優秀な作品を表彰する。

－ F

421 こおりやま邦楽の祭典 市内の邦楽団体による演奏・演舞の発表 － F

422 郡山諸流いけばな展
日本の伝統的な芸術文化であるいけばなの普
及啓発をはかるため、いけばなを広く市民に披
露し、文化の継承発展に寄与する

－ F
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様式２

【令和２年度生涯学習関連事業　東公民館実績】 市町村名

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 カンガルークラブ
育児の情報交換の場供、リトミックなどの活動で
参加者の交流を図る。
（8月～12月：計5回）

94 C C

2 若者教養講座
教養や家トレ、創作講座を通じて、参加者の
キャリアの向上及び交流を図る。
（8月～2月：計8回））

102 I

3 YOUゆう倶楽部
健康、食育、創作などにより、自己研鑽、生きが
いづくりをする。
（8月～11月：計8回）

234 I E

4 ほのぼの学級
創作・健康講座、ストレッチ体操などを通し、心
身の健康増進、交流促進
（8月～12月：計8回）

241 I E

5 親子ふれあい教室
読み聞かせや英語活動により、親子の学びと交
流を図る。
（8月、11月：計2回）

13 C

6 こども探検隊
茶道、ドローン操縦を体験するとともに、まち探
検で路地裏を歩く歴史探訪など
（8月～12月：計7回）

60 C

7
ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養
成講座

公民館事業等の運営補助を通してのボランティ
ア活動
（8月～2月：計5回）

48 C

8 創作講座
１回目：マスクづくり（中止）
２回目：クリスマスリースづくり
（12月：計1回）

10 I

9 茶道講座
茶道の基礎を学ぶ
（10月：計3回）

19 I

10 料理講座 料理の基礎を学ぶ 中止 I

11
陶芸講座（昼・夜の
部）

陶芸の基礎技法を学び、オリジナル作品を制作
する。
（10月～1月：昼と夜でそれぞれ計6回）

122 I

12 健康体操教室
健康保持につながるヨガを学ぶ
（1月～2月：計5回）

121 I

13 バレトン講座
新しいフィットネス「バレトン」を行い、健康増進
や参加者相互の交流を図る。
（2月～3月：計5回）

120 I

14 ガーデニング講座
山野草を使った作品づくり
（10月：計1回）

11 G

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 須 賀 川 市 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等
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15 山野草展
山野草の展示会を通じ、地域住民の交流促進
（春と秋に開催）
（10月：計1回　※春は中止）

202 G

16
夏休み子ども交通
安全教室

講話、事故防止DVD上映、自転車模擬体験等 中止 C

17
学社連携・融合事
業

三中の萱刈と松明製作の支援等 中止 A E

18
クリスマスキッズ
フェスタ

レクリエーション等を行い、参加者相互のふれ
あいを図る。
（12月：1回）

72 C

19
グラウンドゴルフ交
流会

グラウンドゴルフを通して健康維持及び交流、
老人クラブへの加入促進を図る。
（9月～11月：計11回）

363 I

20
グラウンドゴルフ大
会

グラウンドゴルフを通じ、地域住民の親睦を図
る。
（10月：1回）

36 I

21 ゲートボール大会 ゲートボールを通じ、地域住民の親睦を図る。 中止 I

22
三世代交流スポー
ツ大会

スポーツを通じ、三世代の交流促進
59 G

23 新春のつどい
管内老人クラブ会員が、心身の健康増進や交
流を促進する

中止 I

24
町内・区対抗親善
球技大会

東公民館管内住民による球技大会 中止 I

25 東公民館まつり
陶芸教室、利用団体、地域住民の作品展示を
年度の集大成として実施する。
（2月：1回）

455 F

26
青少年教育講座「く
るみ絵」教室（西
袋）

来年の干支「丑(うし)」のくるみ絵制作
(12月　1回)

23 Ｉ

27
ジュニアボランティ
ア養成講座（西袋）

地区内中学生が、地域行事や公民館事業にボ
ランティアとして参加(11月　2回)

20 A,C E

28 テクノ探検隊(西袋)
小学校高学年・中学生を対象に県内の施設を
見学し、最新の科学技術を体験する。（中止）

中止 I Ｂ

29
魚つかみ大会(西
袋)

地区内幼児・小学生を対象にニジマス等のつか
み取りを実施（中止）

中止 C

30
歳時記体験教室
「だんごさし」(西袋)

地区内の小学生と高齢者が小正月行事体験講
座(1月　1回）

90 C

31
歳時記体験教室
「ミニ門松つくり」
(西袋)

地区内中学校の生徒が地域高齢者の指導のも
とミニ門松作り体験（12月　1回)

109 C
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32
成人教室「私らしさ
応援セミナー」（西
袋）

「私らしさ」を見つけるため趣味・スポーツ・一般
教養など体験(8月～11月　5回）

99 I

33 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(12
月　3回)

37 I

34
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（中止）

中止 Ｉ

35 教養講座（西袋） 初心者のための趣味講座（9月～11月　4回） 72 I

36 木曜学級（西袋）
６０歳以上を対象に一般教養など(7月～11月　5
回）

116 I

37
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　3回）

41 I

38
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（中止）

中止 C

39
生き生き健康学び
のサークル（西袋）

６０歳以上を対象に音読・計算などのドリル学
習、児童クラブ館児童との交流(9月～11月　5
回)

75 I

40
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（中止） 中止 C

41
家庭教育講座「親
子わくわくタイム」
（西袋）

親子で同じ体験をして、親子のふれあいを深め
る（8月～1月　6回）

147 C

42
西袋地区文化祭
（西袋）

公民館利用団体、個人、地区住民の発表の場
として文化祭を実施(2月）【縮小開催】

96 F

43
西袋地区さつき・盆
栽・山野草展(西袋)

盆栽愛好会との共催により展示会を実施（中
止）

中止 F

44
西袋地区球技大会
(西袋)

地区対抗ソフトボール・バレーボール・グラウン
ドゴルフ大会を実施（中止）

中止 I

45
西袋地区菊花・盆
栽・山野草展(西袋)

盆栽愛好会との共催により展示会を実施(11月) 125 F

46
西袋地区市民体育
祭

地区対抗による体育祭を実施（中止） 中止 I

47
西袋地区三世代交
流グラウンドゴルフ
大会

地区内住民を対象にグラウンドゴルフを通して
世代間の交流を図る。（11月)

160 I

48
西袋地区少年少女
球技大会

地区内の小学生を対象に球技大会を実施（中
止）

中止 C
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49
西袋地区インディ
アカ大会

地区内住民を対象にインディアカ大会を実施
（中止）

中止 I

50
西袋地区ラバーバ
レーボール大会

地区対抗ラバーバレーボール大会を実施（中
止）

中止 I

51
稲田ふれあい講座
（稲田）

高齢者と小学生の交流を図る講座を実施(年1
回、12月）

9 C

52
稲田ジュニアボラン
ティア養成講座（稲
田）

中学生が地域の行事・イベントに参加し、ボラン
ティア活動を学ぶ講座（年6回、7月～11月）

87 A,C E

53
稲田元気アップ講
座
（稲田）

成人男女を対象とした生きがいづくりや親睦を
図る体験講座(年7回、8月～12月）

100 I

54
稲田光スクール
（稲田）

成人男女を対象とした体験講座(年5回、8月～
12月、夜の部）

41 I

55 稲田金曜会（稲田）
高齢者を対象とした生きがいづくりや親睦を図
る体験講座(年8回、8月～3月）

238 I

56
親子チャレンジ講
座
（稲田）

親子を対象とした体験講座(年4回、9月～1月) 86 C

57
グラウンドゴルフ大
会（稲田）

高齢者を対象としたグラウンドゴルフ大会を実
施（10月）

40 F

58
稲田地域文化祭
（稲田）

地域住民の作品展示と愛好会等の発表会を実
施(12月5、6日)

155 F

59
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） 50 F

60
インディアカ大会
（稲田）

インディアカ大会を実施(12月) 50 F

61
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）※コロナ中止

中止 Ｃ

62
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（2月）※コロナ中止

中止 Ｃ

63
三世代交流事業
（小塩江）

稲作体験などを通して世代間交流を促進する
講座を実施（5～11月）

91 Ｃ

64
小塩江ジュニアボ
ランティア

中学生を対象としたボランティア育成を実施（5
月・9月）※コロナ中止

中止 Ｃ

65
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（8～12月、全5回）

85 Ｉ
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66
宇津峰ときめきカ
レッジ（夜コース）
（小塩江）

一般成人を対象として講義やものづくり等の体
験講座を実施（8～12月、全5回）

52 Ｉ

67
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（12～1
月、全3回）

15 Ｉ

68
小塩江いきいき学
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
（7～11月、全5回）

44 Ｉ

69
東山いきいき学級
（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
（7～11月、全5回、R2は小塩江いきいき学級と
合同開催）

4 Ｉ

70
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（8
～11月、3回実施、親子18組）

50 Ｃ、Ｉ

71
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
（8～2月、全7回、親子44組）

90 Ｃ、Ｉ

72 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）※コロナ中止

中止 Ｆ

73
グラウンドゴルフ大
会
（小塩江）

高齢者を対象とした大会を実施（6月）
※コロナ中止

中止 Ｆ

74
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）
※コロナ中止

中止 Ｆ

75 宇津峰祭（小塩江）
小・中学校文化祭との共催により、作品展示、
学習・芸能発表、ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ等の交流事業を実
施（10月）※コロナ中止

中止 Ｃ、Ｆ Ｅ

76

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（10月）

33 Ｃ、Ｆ

77
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（12月）
※コロナ中止

中止 Ｆ

78
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）

3 Ｆ

79
成人教室「大人の
流儀」（仁井田）

成人男女を対象に講座を実施した。（一般教
養、健康づくり等）(8月～11月 5回)

73 B、Ｉ

80
地域づくり事業
（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 A B、Ｅ

81
移動園芸(研修)教
室
（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 I

82
やまなみ学校（3学
級）（仁井田）

60才以上高齢者を対象に講座を実施(一般教
養、健康管理、社会参加等)(8月～12月 6回)

90 I E
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83
子育て支援「キラキ
ラ学級」（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 C E

84
家庭教育移動講座
（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 C E

85
ジュニアボランティ
ア研修講座
（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 A、Ｃ

86
親子社会科見学
（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 C

87
食育講座「男性料
理教室」（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 I

88
仁井田地区さつき
展
（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 I

89
仁井田地区親善球
技大会（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 Ｆ

90
仁井田地区市民体
育祭
（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 Ｆ

91
仁井田地区文化祭
（仁井田）

一般・園児、児童生徒等の作品展示と一般公開
( 2日間)

213 F E

92
仁井田地区芸能発
表会（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 F

93
スポーツレクリェー
ション教室
（仁井田）

市スポーツ推進員等を指導者とし、軽スポーツ
教室を実施(10月～11月 4回)

89 F

94
仁井田地区バレー
ボール大会
（仁井田）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

0 F

95
家庭教育講座【大
東】

親子を対象とした体験講座
（3月　1回実施）

37 Ｃ

96
フレンドリークラブ
（成人教育）【大東】

成人のための教養講座
（8月～11月　6回実施）

92 Ｉ

97
親子いろいろ体験
講座（青少年教育）
【大東】

自然体験や社会見学などさまざまな体験学習
（9月～3月　5回実施）

86 C、Ｉ

98 中学生講座【大東】
地区内中学生が、公民館事業や地域行事にボ
ランティアとして参加（12月、2月）

5 A、C

99
大人の趣味講座
【大東】

様々な趣味の体験講座
（2月～3月　2回実施）

14 Ｉ
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100
ほがらか教室（高
齢者教育）【大東】

高齢者の健康づくりと教養講座
（7月～12月　8回実施）

247 Ｉ

101
マスターズクラブ
（高齢者教育）【大
東】

50歳～60歳代向け教養講座
（9月～12月　5回実施）

36 Ｉ

102
球技大会(バレー
ボール)【大東】

地区バレーボール大会（10月） 59 Ｆ

103
球技大会(グラウン
ド・ゴルフ)【大東】

個人・区対抗グラウンド・ゴルフ大会
（10月）

85 Ｆ

104
球技大会（ドッジ
ボール）【大東】

チーム対抗ドッジボール大会（11月） 95 Ｆ

105 菊花展【大東】 菊花及び盆栽の展示（11月⇒中止） － Ｆ

106
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） 800 Ｆ

107
文化のつどい・敬
老会【大東】

大東地区文化祭及び敬老会（2月）、
公民館フェスティバルと同時開催

800 Ｆ

108
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　（4月～
3月　8回実施）

178 Ｃ

109
ガッツ！わいワイ
自然塾（長沼）

小学4～6年生を対象に、ものづくりやスポーツ
講座等を実施した。（9月～1月　7回）

75 Ｃ Ｃ　・Ｄ

110
成人学級・オープン
講座（長沼）

成人を対象に、ものづくりや教養講座を実施し
た。（7月～3月　12回）

217 G,Ｉ

111 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
般教養講座等を実施した。（8月～2月　11回）

188 Ｉ

112
親子ふれあい教室
（長沼）

親子を対象に、ものづくりや料理講座等を実施
した。（9月～12月　4回）

54 Ｃ

113 文化まつり（長沼）
地区住民の芸術作品や、学習の成果等を発表
する場として開催した。（展示数841点）

218 Ｆ

114 書初め展（長沼）
2月6日から26日までの期間、小・中学生、高校
生、一般の愛好者の書初め作品を展示した。
(展示数184点)

358 Ｆ

115
登録ボランティア派
遣（世代間交流事
業）（長沼）

幼稚園児～中学校生徒と高齢者との交流事業
を実施した。（1回）

1 A,C

116
カローリング大会
（長沼）

10月14日に、全世代で手軽に楽しめるカローリ
ングの大会を開催した。（6チーム参加）

18 I
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117
スポーツレクリエー
ション（長沼）

地区住民の運動不足解消及び健康増進を目的
に開催した。（10月～1月　3回）

40 I

118
歴史探索健康
ウォーキング（長
沼）

長沼地区の歴史を学ぶとともに、地区住民の運
動不足解消と健康増進を目的に開催した。（10
月　1回）

25 I

119
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
（８月～１月）　全６回

45 Ⅰ

120
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（８月～１
２月）

270 Ⅰ

121
親子ふれあい教室
（岩瀬）

親子で楽しめる事業としてウインナー作りやクリ
スマスリース作り等を開催
（１０月～３月）全４回（うち１回は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため中止）

63 Ｃ

122 tetteスクール
市内在住・在勤の方を対象に、教養講座やもの
づくり講座などを実施した。（6月～2月、7回）

111 G、I C、E

123
tetteスクールファミ
リー

市内の家族を対象に、教養講座やものづくり講
座を実施した。（6月～12月、7回）

129 G、I B、E

124
tetteスクールシニ
ア

60歳以上の方を対象に、健康講座や教養講座
などを実施した。（9月～3月、6回）

116 G、I B、E

125 tetteシネマ
市民を対象に芸術性の高い映画を上映した。（8
月～12月、7回(関連イベント含む)）

1283 I B

126 須賀川市民大学
写真家の岩根愛氏を講師に迎え、同時期に開
催していた写真展の作品などにまつわる講演を
12月4日に実施した。

42 A、G、I B

127 U20-fes
等施設利用者の10代の学生らによる音楽祭を
開館2周年記念事業の一環として12月26日に開
催した。

80 C、F

128 tetteで青春
開館2周年記念事業として、1月9日から11日に
かけて、市内高校生による合同文化祭を実施し
た。

523 C、F

129 須賀川市文化祭
絵画や書、俳句などの作品を発表。踊りや演奏
は録画した映像を上映した。（年1回、10～3月）

3887 F

130
tetteライブラリーシ
アター

図書館所蔵のDVDを鑑賞するイベント。（年8
回、6～12月）

259 I

131 絆事業
本市出身又は本市にゆかりのある方によるイベ
ントを開催した。（7月・10月の2回開催）

121 I

132
若手アーティスト応
援事業

11月28日・29日に、本市出身の音大生によるピ
アノとフルートのコンサートを開催した。

90 B、F

133
tetteでウルトラ長
寿体操

高齢者の引きこもり防止及びコロナ禍の運動不
足によるフレイル防止のため、市長寿福祉課と
連携して実施。(6月から。毎週水曜日)

342 I E
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134 すかがわ国際短編映画祭

令和3年1月30日、31日
短編映画上映、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催
（2日間、2ホール）予定であったが、
コロナウイルス感染症により中止

(　―　)

― Ｉ
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様式２

【令和２年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力
の状況

県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1
図書館滝根分館おはな
し会

本の読み聞かせを通して本の楽しさを知ること
で読書運動を啓発することを実施。

54 C

2 冬のおはなし会
幼稚園・小学生を対象に冬にちなんだおはなし
会の実施。

31

3
ジュエルソープ作り教
室

幼稚園・小学生を対象にジュエルｿｰﾌﾟ作りの教
室を開催。

37 I

4 大越町家庭教育学級
家庭が果たす役割を見つめ直す機会となるよ
う、保護者に家庭でできるよう子育てに関する
学習機会を提供する。

0 Ｃ

5
大越町青少年学級「の
びのびチャレンジスクー
ル」

体験活動・交流等の諸活動により青少年の創
造性や可能性を育成する

43 Ａ・Ｉ

6 大越町女性学級
体験学習や社会参加を通じて女性の生涯学習
に取り組み、地域活動に積極的に参加すること
を目的とする。

0 Ｇ・Ｉ

7
大越町高齢者学級「ふ
れあい学級」

高齢者が自ら学習意欲持ち知識と教養を身に
つけ、交流を通じた仲間づくりと社会参加を目
的とする。

0 Ｇ・Ｉ

8 子ども球技大会
児童生徒が学校では学ぶことのできない地域
内の集団活動と親睦を図る。

0 Ａ・Ｃ

9 大越町文化祭 芸術文化の振興を図ることを目的とする 0 Ｂ・Ｆ Ｂ

10 大越町文化財巡り
県内の遺跡・城跡などを散策し当時の歴史を巡
る

0 Ｉ

11 大越町歴史講演会
歴史講演会を通じて先人が学んだ歴史に理解
を深める

0 Ｉ

12
大越町行政区スポーツ
大会

各行政区において運動会等を行い健康維持と
体力増進を図り、地域住民の親睦を図る

0 F

13
図書館大越分館おはな
し会

読み聞かせを通し絵本の楽しさを知ることで読
書習慣を啓発する。

401 Ｃ

14
青少年学級
「チャレンジ教室」

児童を対象に様々な体験に触れさせ、豊かな
心や生きる力また協力する力を育むことを目的
に実施(木工教室1回のみ)

18 Ｃ・I

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 田 村 市 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

田村市　1



15

田村市都路グリーン
パーク杯争奪スポーツ
少年団ソフトボール大
会

豊かな自然環境の中で沢山の友情を育み、大
会を通じて、青少年の体力の向上と健全育成を
目的として実施。

450 Ａ・Ｆ Ａ

16

田村市都路グリーン
パーク杯争奪スポーツ
少年団バレーボール大
会

豊かな自然環境の中で沢山の友情を育み、大
会を通じて、青少年の体力の向上と健全育成を
目的として実施。

550 Ａ・Ｆ Ａ

17
常葉町青少年学級「ア
ソベンチャークラブ」

小学１～６年生登録者を対象に木工教室を実
施。（１回）

18 Ｃ・I

18 常葉町女性学級
常葉町在住の女性を対象にフラワーアレンジメ
ント教室を実施。（１回）

7 G・I

19
常葉町高齢者学級「寿
学級」

６５歳以上の登録者を対象に移動学習「いわき
方面」を実施（１回）

17 G・I

20
かぶと虫杯「少年サッ
カー大会」

スポーツ少年団によるサッカー大会を開催 450 F

21
かぶと虫杯「少年少年
学童野球大会」

スポーツ少年団によるサッカー大会を開催 590 F

22
図書館大越分館おはな
し会

読み聞かせを通し絵本の楽しさを知ることで読
書週間を啓発する。

230 Ｃ

23
図書館滝根分館おはな
し会

本の読み聞かせを通して本の楽しさを知ること
で読書運動を啓発する。

85 Ｃ

24
こども司書養成講座
～めざせ！図書館員～

図書館の仕事を通して学校図書館や地域で図
書館利用の推進者となる人材を育成する。

8 C

25 おはなし絵本講演会 地域の読書活動推進に関する講演会の実施。 46 I

26 ブックスタート事業
ブックスタートサポーターを育成し、4か月・10か
月健康診査でブックスタート及びフォローアップ
を実施。

675 C E

27 図書館はなし会
乳幼児対象の読み聞かせや、児童対象のおは
なし会、大人向けのおはなし会などを実施

18 C

28 学校支援おはなし会
児童・幼児を対象に、市内教育施設（小学校・
幼稚園）で読み聞かせなどを実施

1,324 C

29 児童施設等おはなし会
就学前幼児等を対象に、市内保育所、こども園
等で読み聞かせなどを実施

232 C

田村市　2



様式２

【令和２年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力

の状況
県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1
花画美塾
（ガーデニング講座）

町民を対象にガーデニングの知識や技術習得
のため講座を開設した。
（年7回　 6月～3月）

42 A

2 アドベンチャークラブ
小学３年生～６年生を対象に青少年教室として
実施した。
（年4回　9月～3月）

40 A

3 ジョイフルライフ講座
20歳～65歳までの女性を対象に体験学習等を
実施した
（年6回　9月～2月）

66 Ｉ

4
大人の講座「男性専
科」

成人男性を対象に、自発的・自主的な学習機会
を提供するため実施した。
（年5回　9月～2月）

18 Ｉ

5 秋の文化祭
鏡石町公民館を中心に、展示部門、大会部を
実施した。（１０月・１１月実施）

573 Ｆ

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 鏡 石 町 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

鏡石町　1



様式２

【令和２年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力
の状況

県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 第５６回天栄村文化祭
２日間にわたり、村内の様々な団体等の作品展
示や発表を実施した。

906 Ｆ Ｅ 〇

2 成人学級
幅広い年代を対象に交流の場として実施した。
（全２回）

34 Ｇ

3 寿大学
高齢者学級として月1回、様々な活動を実施た。
（全８回）

151 Ｇ Ｅ

4 手芸教室
趣味の充実や交流を図る教室として実施した。
（全１０回）

91 Ⅰ

5 絵手紙教室
趣味の充実や交流を図る教室として実施した。
（全６回）

24 Ⅰ

6 てんえい歴史教室
天栄村の歴史や文化を学ぶ機会を提供した。
（全３回）

49 Ⅰ

7
スキー・スノーボード教
室

体力増進と交流の場を提供するスポーツ教室と
して実施した。

7 Ⅰ

8 スケート教室
体力増進と交流の場を提供するスポーツ教室と
して実施した。

19 Ⅰ

9 読み聞かせ会
幼稚園児、小学低学年の親子を対象に絵本を
通して読書への関心を促し、親子の触れ合いを
図った。（全１０回）

84 Ⅰ

10
てんえいアクティビティ
クラブ

ふるさと教育の一環に村の自然や文化を学ぶ
場として実施した。

179 Ⅰ

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 天 栄 村 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

天栄村　1



様式２

【令和２年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力
の状況

県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 子育て講演会
新入学児童の検診時に合わせ、食育の大切さ
についての講演会を開催した（10月）

75 C E

2 活き生きライフ講座
心身ともに健康で人生を快適に送れるよう、作
品製作や健康教室を4回実施した

46 I

3 第73回成人式 新成人を祝い励ますために実施した（1月） 103 I E

4
家族への手紙コンクー
ル

児童生徒が家族に対しての思いや日頃の感謝
の心を培うため実施（7月）

180 C

5
ぼくもわたしもチャレン
ジャー

毎月１回土曜日に小学4～6年生を対象に体験
活動を計5回行った。なお姉妹都市との交流事
業も実施した（9月～2月）

52 I A,B

6 子ども図書事業
幼児と保護者を対象に絵本の読み聞かせや新
刊図書の紹介を実施。毎月第4土曜日、第2・4
木曜日に実施。

35 I B 〇

7
ペットボトルロケット発
射体験

小学生低学年を対象に夏休みの体験教室とし
てペットボトルロケットの作成と発射体験を行っ
た（8月）

11 I

8 古文書寺子屋
古文書を読むことができる人材の育成等を目的
とし、古文書教室を前期後期併せて12回開催し
た（6月・7月・10月・11月）

164 H､I 〇

9 親子ふれあい鉱物教室
親子で鉱山跡の見学、鉱物採取を行い、楽しみ
ながら理解を理解を深める事業を実施（8月）

22 H､I

10 カメラ教室
一眼レフでワンランク上の写真を撮影したい初
心者向けの短期集中講座を2日間開催（11月）

24 H､I

11 ピラティス教室
自分自身の身体に意識を向け体幹の筋肉を整
えて美しい姿勢、均等のとれた体型を目指すた
めの教室を6回開催（11月12月）

51 H､I

12 ウッドワーク教室
彫刻刀などを使って、自分だけの木のスプーン
をつくる教室を開催（10月）

12 H､I

13 スケート教室
小学校4・5・6年生を対象にスケートの滑り方を
身につけ、ウインタースポーツを楽しむため実
施（1月）

11 H､I

14 ハーバリウム教室
小学生以上を対象に個性を生かした作品を作
成し自己表現力を高めるため実施（3月）

13 H､I

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 石 川 町 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

石川町　1



様式２

【令和２年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力
の状況

県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 一貫張り教室
女性が日本の伝統工芸を学び、参加者間の親
睦を深めた。

14 Ｂ Ｂ

2 父と子の料理教室
フレンチを経営しているシェフを講師に迎え、父
子でつくる料理の指導を行った。

6組12名 Ｉ Ｂ

3 ＤＩＹ教室（ベンチづくり）
森林環境交付金事業を活用し、福島県産材を
使用して、木製ベンチを作成した。

17 Ｂ Ｂ

4 ＤＩＹ教室（表札づくり）
森林環境交付金事業を活用し、福島県産材を
使用して、表札を作成した。

14 Ｂ Ｂ

5 ダンス教室
ANAｴｱｰｻｰﾋﾞｽ福島のﾀﾞﾝｽﾕﾆｯﾄ「ﾌﾗｲﾔｰｽﾞ」を
講師に仲間と楽しくダンスを学び体力の向上を
図った。

90 F Ｂ

6 味噌造り教室
一からみそ作りを行い、参加者間の交流を図り
親睦を深めた。

10 Ｉ

7 村民文化祭
文化団体や一般村民、児童、生徒の作品を展
示し、村民文化祭を開催。
（新型コロナの影響により作品展示のみ）

539 F E

8
図書事業
読み聞かせ会

子ども向けに絵本専門士が読み聞かせを行
い、子供と大人の交流の場を設けた。

30 Ｉ

9 さるなしウォーク
玉川村内を歩くウォーキングイベントを開催。た
まかわ健康フェスタと同日開催。

500 Ｉ Ｂ 〇

10 村民卓球大会
村民がスポーツを通して親睦を深めつつ、体力
の向上を図った。

90 F

11 レザークラフト教室
温かみのある本革を使用し革製のバッグを作成
し、参加者の交流を図った。

10 Ｂ

12 ゴルフ教室
ゴルフの楽しさと個々のスキルアップを目指し、
参加者間の交流を深めた。

104 Ｉ Ｂ

13
こけしの絵付け体験教
室

森林環境交付金事業を活用。福島県の伝統工
芸であるこけしの絵付け体験を通じて伝統工芸
の伝承に触れた。

13 Ｉ Ｂ

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 玉 川 村 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

玉川村　1



様式２

【令和２年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力
の状況

県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 かるがも学級 親子での共同学習（年2回　9月～12月） 47 I

2 たけのこ教室 小学生のリーダー養成（年5回　8月～12月） 133 A

3 菅布祢太鼓子ども教室 伝統文化伝承子ども教室（年15回　4月～11月） 218 I

4
家庭教育支援推進事
業

家庭でのしつけ等の学習の機会と訪問型相談
対応、保護者間の交流

78 C

5 レディースセミナー
女性リーダーの育成（昼の部：年3回、夜の部：
年3回の2部構成　7月～10月）

66 A

6 地区教養教室 自主計画の教養講座（依頼により） 25 I

7 大人の教養講座

・写真撮影上達講座（6月）
・DIY講座（9月）
・そば打ち体験講座（11月）
・健康ストレッチ教室（12月）

35 I

8 文化祭
一般村民の作品展示・音楽祭・農作物品評会
（10月）

1093 F

9 村民登山 「浄土平」登山（9月） 28 I

10
体力番付2020
ひらた場所

体力チェックのスポーツの祭典（10月） 100 F

11 勤労者野球大会 事業所等対抗野球大会（8月） 70 F

12 福島県縦断駅伝大会
開成山陸上競技場から福島県庁まで50.2㎞の
縦走駅伝競走（11月）

50 F

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 平 田 村 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

平田村　1



様式２

【令和２年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力
の状況

県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1
家庭教育支援事業
(子育て講座)

子どもを持つ親に対して、子育て講座を実施。
乳幼児・思春期・就学児検診時の子育て講座

45 C E

2 ボランティア推進活動
現役時代に培った知識をスキルアップし本の読
み聞かせの学習会を実施しながら町内の学校・
保育所・福祉施設で実施

16 C

3 チャレンジ少年教室
子ども達の豊かな人間性を養い学校外活動を
通して、子供たちに体験学習を実施(田植・屋外
活動・スケート)

102 C

4 みそ汁大学 潤いのある老後の生活を感じる事業の実施 208 G

5 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

中止 I

6 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)

中止 B

7 スポーツ大会 バレー・ソフト大会の実施 116 G

8
花火の里ロードレース
大会

子どもから大人まで誰でも気軽に参加できる
ロードレース大会を実施

中止 F 〇

9 青少年育成会議
地域・学校・家庭がそれぞれの役割を連携し青
少年の育成事業を実施

39 C

10 芸能祭
公民館利用団体が集い、日頃練習した成果を町
民に発表する

中止 F

11 総合文化祭 公民館及び長部局において実施 中止 F B・E

12 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

68 I

13 体幹トレーニング教室
体を動かす楽しさを理解し、健康増進に繋げる
とともに仲間づくりをする。

126 I

14 ハーブ教室 ハーブの栽培方法、各種利用方法を学ぶ 42 I

14 飾り巻き寿司教室
各シーズンにぴったりな飾り巻き寿司を楽しく作
る

18 Ⅰ

15 ちりめん細工教室
手芸を通してものづくりの楽しさを実感し、仲間
づくりをする

90 I

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 浅 川 町 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

浅川村　1



様式２

【令和２年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力
の状況

県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 ひまわり学級
６０歳～６９歳程度の方の生きがいづくりや健康
学習など（７月～２月　６回）

80 Ｉ

2 悠遊学級
７０歳～７９歳程度の方の生きがいづくりや健康
学習など（７月～３月　６回）

139 Ｉ

3 寿大学
８０歳以上の方の生きがいづくりや健康学習な
ど（７月～３月　６回

122 Ｉ

4 大人の趣味発見講座
ラテアート、コーヒーの入れ方等、趣味拡大及び
出会いの場の提供

9 Ｉ

5 英会話教室 日常会話を学び、国際交流を図る（５回） 38 Ｄ・Ｉ

6 タブレット相談会
タブレット操作の疑問や分からない点を相談す
る

2 Ｉ

7 キッズ広場
遊具を開放し、広いスペースでの遊び場を提供
することで、児童・保護者のリフレッシュを図る
（１回）

5 Ｉ

8 親子ふれあい事業 親子料理教室により子供が健やかに育つ教室 37 Ｉ C

9 馬とのふれあい教室
乗馬・エサあげなど、ばん馬とのふれあいを通し
て命や文化を大切にする心をはぐくむ

31 Ｉ

10 スポーツ教室（各種）
スポーツを通して青少年の健全育成を図る。（ソ
フト、剣道、ミニバス）７月～３月

2374 Ｉ

11 めだか親子教室
親子で水に親しみ、遊びを通して体力の向上及
び健康保持増進を図る。（６回）

20 Ｉ

12 こどもドルフィン教室 水泳の基礎を学ぶ。小学１～３年生対象（６回） 238 Ｉ

13 ジュニア飛魚教室 水泳の基礎を学ぶ。小学４～６年生対象（６回） 132 Ｉ

14 中学水泳教室 合理的で安定した泳ぎの修練を図る 9 Ｉ

15 一般水泳教室 水泳の基礎を学ぶ（前期１０回、後期１０回） 33 Ｉ

16 プール大学
温水プール浴で健康の維持増進を図る（年間を
通して）

350 Ｉ

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 古 殿 町 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

古殿町　1



様式２

【令和２年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力
の状況

県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1 まほらっこ教室
放課後子ども総合プラン事業により、放課後児
童の安心・安全な居場所づくり

277 C E

2 児童クラブ事業
放課後などに留守家庭となる児童の遊びおよび
生活を支援し、児童の健全育成を図る。

183 C E

3
地域に拓く児童クラブ
事業

子どもの体験を豊かにするための事業を年間を
通して実施　　　ボランティア活動、ミニシア
ター、料理教室、おりがみ教室、理科クラブ、体
育館で遊ぼう

141 C E

4
保健福祉課
きらめき「健康出前講
座」

病気の予防や健康づくりなど、気になることや知
りたい情報のご希望に合わせて、町保健師や栄
養士などが地区集会所等へ出張

0 A,I E

5 朗読講習会 朗読の基礎を学ぶ講習会を実施 74 Ａ

6 図書館司書体験
小学5年生から高校生を対象に、三春町民図書
館において図書館司書の仕事を体験してもらう

3 AD

7 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

47 C

8 藤田浩子さん講演会
三春町ゆかりの幼児教育家藤田浩子さんを講
師に迎え、読み聞かせや昔話の語り、昔遊びな
どについての講演会を実施

開催中止 C

9 製本講座 製本の基礎を学ぶ講座を実施 開催中止 C

10 さくら湖マラソン大会 三春ダムさくら湖周辺で16部門に分かれて開催 開催中止 AI Ｅ

11
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

開催中止 A

12 うつくしま・みずウオーク

三春ダム（さくら湖）周辺を歩くことにより、「環境
保全」と「自然環境との共生」「水環境」に対する
関心を高め、美しい郷土づくりに寄与するととも
に健康づくりに役立てることを目的とする。

開催中止 C

13 町民トレッキング教室
トレッキングを通じ、町民の健康増進、体力向上
を目的とするとともに、自然環境の大切さを感じ
ることを目的とする。

18 I

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 三 春 町 ）

事業の区分・連携等

№ 事業名 事業概要 参加者数

三春町　1



14 町民スキー教室 スキー技術の習得のため開催 18 A

15
春季企画展　館蔵資料
から－ハコ―何が入っ
ているの？

四角い入れ物を指す言葉「ハコ」。しかし入れ物
は多種多様で、人が暮らす家そのものも箱であ
るともいえる。入れ物として作られたさまざまな
ハコと、その中身を収蔵資料で楽しんでもらい
たい。

90 GI 〇

16
普通選挙運動開始120
年展（仮）

三春が生んだ自由民権運動家河野広中が、最
晩年までかかわっていた普選運動のミニ展示

2234 GI 〇

17
秋季企画展　昭和の三
春（仮）

昭和初期～50年代ごろまでに撮影された写真
や、描かれた絵から、かつての三春の姿を見
る。

1215 GI

18
産業課・福島民報社共
催
「三春ウォーク」

町内の神社仏閣などの史跡や里山の秋景色を
楽しむ、体験型観光、及び参加者の健康増進と
観光資源のＰＲを目的とした事業

開催中止 I B 〇

19
森と湖に親しむさくら湖
自然教室2020

三春ダムさくら湖周辺において、水上探検教
室、昆虫観察教室、水生生物観察教室の開催。

開催中止 I

20
さくら湖自然環境フォー
ラム2020

自然環境の変化の推移における自然の重要性
を再認識する。講演会、体験実験等

ネット配信 I

21
有馬靖彦とデキシー
ジャイブ

交流館自主事業。 開催中止 ＨＩ ＢＤ 〇

22
小山実稚恵ピアノリサ
イタル

交流館自主事業。 開催延期 ＨＩ ＢＤ 〇

23
（予定）林家三平・春風
亭一之輔二人会

交流館自主事業。 111 ＨＩ ＢＤ 〇

24
保健福祉課　国民健康
保険健康づくりゲート
ボール大会

国民健康保険加入者の健康維持増進のための
町民の健康づくりを目的とする。

開催中止 F 〇

25
健康づくりカローリング
教室

三世代スポーツ「カローリング」をとおして健康
づくりの推進を図ることを目的とする。

延べ258人 I Ｅ

26
保健福祉課国民健康
保険健康づくりグラウン
ドゴルフ大会

国民健康保険加入者及び町内高齢者を対象と
して、健康維持増進のための健康づくり、仲間
づくりを目的とする。

開催中止 F 〇

27 町民パソコン教室

パソコン初心者を対象に、パソコンの使い方、一
般的なワープロソフト、表計算ソフトの使い方、
インターネットの利用法などを学習する。通常の
講座に加え、地区での講座も希望があれば対
応を検討する。

開催中止 I Ｂ 〇

28 文化祭 文化芸術事業の推進 2249 I Ｂ 〇

三春町　2



様式２

【令和２年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力
の状況

県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

1
2020こまちふれあい
フェスタ

町内の芸術文化団体、高齢者学級、学校と協
力しての文化芸術作品の展示

0
(新型コロナの
影響で中止)

F E 〇

2 おやこ体験くらぶ
町内の小学生が親子で芸術・異文化等の体験
を通じて触れあうことを目的に開催

0
(新型コロナの
影響で中止)

D E

3 英会話教室
成人を対象に英会話や異文化に触れる機会と
して開催。

16 I

4 新社会人講座
一般成人を対象に社会生活のマナーや常識等
について学ぶ講座

0
(新型コロナの
影響で中止)

E

5 生涯学習講演会 著名人を招聘して生涯学習講演会を開催
0

(新型コロナの
影響で中止)

G E 〇

6 ペアレントトレーニング
子育てに悩みを抱える保護者を対象に、こども
と向き合う手法を学ぶことにより、より良い子ど
もの育成を図る。

0
(新型コロナの
影響で中止)

D

7 少年水泳教室
町内の小学生（中・高学年）を対象に心身の鍛
練と技術力の向上を図るため水泳教室を開催
する。

88 B

8 親子水泳教室
町内の小学生（低学年）を対象に、親子で参加
することによって、親子の絆の醸成と技術向上
を図る。

72 B

9
健康づくりウォーキング
教室

継続的な運動を推進するため、ウォーク大会を
開催し、町民の体力向上・環境意識の醸成を図
る。

23 G E 〇

10
町民ふれあいスキー・
スノーボード教室

冬季における町民の体力向上とスキー・スノー
ボードの技術向上を図る。

45 G

11 こども図書館員講座
小学生を対象とした、図書館業務・司書業務の
体験講座

20 C

12
2021スプリングフェス
ティバル

芸術文化部門において、単独で発表会を催すこ
とが困難な団体の共同の発表会を開催すること
によって交流を図る。

0
(新型コロナの
影響で中止)

F E 〇

13
青少年育成書きぞめ大
会

青少年の健全育成を目的に、書きぞめ大会を
開催し、日本の伝統芸術でもある書道の技術向
上と健やかな成長を図る。

102 F

14 高齢者学級「寿大学」
高齢者へ学習の場を提供することにより、生き
がいづくりと高齢者相互の交流の場を創出す
る。

107 D

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 小 野 町 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等

小野町　1



15 小野町美術展秋季展 町民の美術作品を展示する。
0

(新型コロナの
影響で中止)

F

16 小野町美術展冬季展 町民の美術作品を展示する。
0

(新型コロナの
影響で中止)

F

17
小野町小学校・中学校
美術展

町内の小中学校の児童生徒の絵画作品や立体
造形物を展示

200 F

18 卒園児絵画展
町内の幼稚園・保育園の卒園児の絵画作品を
展示

150 F

19 読書マラソン
読書に親しむきっかけづくりとして、100冊読破
を目標に実施。

122 A

20 ブックスタート
0歳児と保護者に絵本の大切さを知ってもらうこ
とを目的に絵本と啓発資料の入ったブックス
タートバックをプレゼント

35 A

21 読書スタート
読書に親しむきっかけ作りとして、小学１年生を
対象に自分で選んだ絵本や物語の本を図書館
バックに入れてプレゼント

80 A

22 アートの入口講座
創作活動に触れることによって、芸術文化へ慣
れ親しむ環境を作る。

20 I

15 音楽鑑賞教室
町内で招聘が困難な管弦楽等のコンサートを見
学することで、普段触れることができない生の芸
術に触れる。

0
(新型コロナの
影響で中止)

G

小野町　2


