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【令和４年度生涯学習関連事業（講座）　実施予定】 市町村名 喜多方市

№
事業名

（講座名）
開催予定日 事業概要 会場

参加対象者
（費用）

事務局名
（担当課名）

電話番号 HPアドレス 分野
成果発
表の場
を含む

オンライ
ン活用

ICTスキ
ル、情
報リテラ
シー

1 楽々チャレンジみんなの教室 6月～1月
　作品作り、体験学習、料理、体操などの様々な体験を通し
て、参加者同士の交流を図り、新たな自分づくりを応援す
る。

喜多方プラザほか 市民 中央公民館 0241-24-4811 http://www.city.kitakata.fukushima.jp 2

2
マットピラティススクール
（昼の部）

6月～3月
　年齢や性別を問わず無理なく行えるマットピラティス運動
で、ストレス解消や心身の健康増進を図る。

喜多方プラザほか 市民 中央公民館 0241-24-4811 http://www.city.kitakata.fukushima.jp 7

3 スキルアップ事業（漢字能力検定試験） 6月～12月
　自ら目標を定めて「日本漢字能力検定」を受験することで、
自己のスキルアップを図る。

喜多方プラザほか 市民 中央公民館 0241-24-4811 http://www.city.kitakata.fukushima.jp 9

4 人づくり指針に関する講演会 5月～2月
　「喜多方市人づくり指針」に沿ったテーマで講演会を開催
する。

喜多方プラザほか 市民 中央公民館 0241-24-4811 http://www.city.kitakata.fukushima.jp 1

5 地域の学校との連携事業 5月～3月
地域の小学校と連携し、生涯学習を推進するため講師派遣をす

る。 喜多方プラザほか
第一・第二小学校
児童

中央公民館 0241-24-4811 http://www.city.kitakata.fukushima.jp 7

6 青少年育成講座 7月～１月 　「音楽は友達」コンサートや演劇鑑賞会などを開催する。 松山公民館ほか
保育所　　　幼稚園
小学校他

松山公民館 0241-22-0663 2

7 レクリエーション広場 10月
　松山町子ども会育成会と連携し親子で参加できる教室を
開催する。

松山公民館ほか 松山小学校児童 松山公民館 0241-22-0663 2

8 さわやか健康クラブ卓球教室 4月～3月 　誰でもできる身近な卓球を通じ、健康と仲間作りをする。 松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 7

9
さわやか健康クラブ太極拳ゆったり体
操教室

4月～3月
　安全に無理なく楽しく骨盤と背骨を動かし、全身の筋肉を
バランスよく鍛える。

松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 7

10 『自然を散策する会』ネイチャーウォーク ４月～2月
　自然の中をウォーキングしながら仲間と交流,歴史を勉強
しながら散策しマイナスイオンでリフレッシュする。

松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 7

11 切り絵工房・松山 4月～3月
　手先を動かしながら楽しく仲間づくり。初心者でも簡単に素
敵な作品が出来る。

松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 2

12 ぶらりのんびり街なかウォーク 4月～2月
　自然に親しみながら仲間との交流を通して心と体の健康
づくりを楽しむ。

松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 7
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13 元気の素づくり 4月～11月
　自然を愛し、自然に生きる。野菜づくりを通して　自分でつ
くり自分で食べる贅沢さを分かち合い、研修や勉強会を通し
て地域連携をはかる。

松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 2

14
ものづくりの教室
ぶきっちょクラブ

5月～2月
　ジャンルを問わない「ものづくり」に挑戦し、オンリーワン作
品を作る楽しさを実感する。

松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 2

15 遊学カレッジ 5月～2月
　自分の人生を社会と関わりながら、いきいきと輝いて生き
るために好奇心と探究心を忘れずに楽しく学び学習する。

松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 7

16 花の楽校 5月～11月 　「花が好きな人大集合」研修や勉強会で花作りを学ぶ。 松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 2

17 わいわいそば道場 11月～12月
　新そばの季節に２回にわたり、自分でそばを打てる講習会
にする。初心者大歓迎で開催する。

松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 2

18 謡曲教室 1月～2月 　会津の伝統文化の小謡に挑戦して、伝承する。 松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 6

19 中村婦人学級 4月～3月
　地域内の女性が、学習会や地域の行事への積極的な参
加などを通じて地域の連携と交流を図る。

松山公民館ほか 地区女性 松山公民館 0241-22-0663 2

20 吉志田婦人学級 4月～3月
　地域内の女性が、学習会や地域の行事への積極的な参
加などを通じて地域の連携と交流を図る。

松山公民館ほか 地区女性 松山公民館 0241-22-0663 2

21 びっくり！松ぼっくり 4月～3月
  年間を通して親子でも家族でも誰でも参加して楽しめる講
座を開催。色々なことを楽しく学ぶ。

松山公民館ほか 市民 松山公民館 0241-22-0663 2

22 燦燦広場 4月～2月
　トレンドな社会の問題や食育・健康に関する講座や軽ス
ポーツなどを楽しむ。

松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 7

23 つなごう　おらがまちの文化財 ４～７月
　町内にある文化財は、維持活動が難しくなってきている。
後世に伝えるために文化行事等を町民に知ってもらう。

松山公民館ほか 松山町民 松山公民館 0241-22-0663 6

24 松山町民教養講座 １月 　松山町民を対象とした一般教養講座。 松山公民館ほか 成人 松山公民館 0241-22-0663 1

25 学校・学習支援　　　　　ボランティア 5月～12月
　松山小学校農業科支援員として野菜作りや紙すきの指導
や趣味・特技を活かす。

松山公民館ほか 松山小学校児童 松山公民館 0241-22-0663 2
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26 松山町民運動会 8月
　松山町の町民が協力し、競技とレクリエーションを実施し、
親善と融和を図り、地域ぐるみで健康作りの楽しい一日とす
る。

松山公民館ほか 松山町民 松山公民館 0241-22-0663 7

27 松山町敬老会 9月 　松山町区長会はじめ各種団体が開催する敬老会。 松山公民館ほか 敬老者 松山公民館 0241-22-0663 9

28
第１０回
松山公民館まつり

10月
　地域の拠点施設としての広い理解と、町民との交流･連帯
を「まつり」を通じて深める。

松山公民館ほか 松山町民 松山公民館 0241-22-0663 9

29 第２６回松山町文化作品展 10月
　オンリーワン作品を募集し、町民の皆様の力作を展示す
る。

松山公民館ほか 松山町民 松山公民館 0241-22-0663 9 ○

30 松山町民新春のつどい 1月 　松山町民新年会。伝統芸能を鑑賞しながら交流。 松山公民館ほか 松山町民 松山公民館 0241-22-0663 9

31 かみさんみやキッズ 6月～1月
　多種多様な体験・活動を通し、子供たちの心豊かな成長を
育む。

上三宮公民館ほか 小学生 上三宮公民館 0241-22-0912 2

32 Let's自然登 4月～11月
　美しい四季折々の山々を楽しく学習しながら巡り歩く、ワン
デイハイク。

上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 7

33 書道教室 4月～3月
　一人ひとりのペースに合わせて、様々な書体に幅広く対
応。

上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 6

34 にこにこ卓球教室 4月～3月
　卓球を通じ、体力増進・町民や他地域との交流を目的とす
る。

上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 7

35 男 厨 苦 楽 夫 4月～3月
　男性も積極的に厨房に入れるように苦労しながらも楽しく
健康を維持する為の調理等を体験してもらう。

上三宮公民館ほか 男性 上三宮公民館 0241-22-0912 2

36 ✿hanaだより 5月～12月
　季節の花々を日々の生活に様々な形で取り入れ、日常生
活を豊かにする。

上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 2

37 旬菜クッキング 5月～12月 　様々な旬の素材を使った料理教室を行う。 上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 2

38 四季彩楽講 5月～11月
　四季折々の素材を題材にし、季節をはがきに描く初心者
向けの講座。地域へのボランティア等も行う。

上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 2
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39 癒っと時間 5月～3月
　忙しい毎日の生活をリフレッシュ！
　日常に癒しの時間を見い出す。

上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 9

40 そば打ち教室 11月 　新そばの時期に合わせて打ち方のコツを学ぶ。 上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 2

41 上三宮みらい塾 4月～3月 　小学校にて家庭教育についての講演会などを行う。 上三宮公民館ほか
小学生
保護者

上三宮公民館 0241-22-0912 2

42 わいわい塾 4月～2月 　講話・体験・鑑賞などによる学習、交流。 上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 2

43 楽々元気ＵＰ 6月～12月
　シナプソロジ―という簡単な動作で、脳を刺激し活性化を
与え、認知・運動機能を向上させる。

上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 7

44 生き生きセミナー 6月～12月
　健康・防犯・防災など高齢者の体力・生活力向上の為の講
座。

上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 7

45 ふるさと上三宮 ７月
　上三宮の歴史や文化を再認識し、地域の誇りと郷土愛を
育む。

上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 1

46 人づくり講演会 10月
 海外での生活や経験から感じた思いから、我々が次世代
へ未来をどのように描き繋げるべきかを一緒に考える。

上三宮公民館ほか 市民 上三宮公民館 0241-22-0912 9

47
上三宮町長寿会・小学校との公民館美
化運動

6月 　公民館花壇への花植えを通し、世代間交流を図る。 上三宮公民館ほか
会員
小学生

上三宮公民館 0241-22-0912 2

48
上三宮町まちづくり推進委員会・小学校
との公民館美化運動

6月
　公民館花壇への花植を通し、学校と地域住民の交流の場
とする。

上三宮公民館ほか
会員
小学生

上三宮公民館 0241-22-0912 2

49
子供会育成会・青少年育成市民会議と
の地域美化運動

6月 　地区での花植え。 上三宮公民館ほか 会員 上三宮公民館 0241-22-0912 2

50 体育協会・公民館との雪あそびフェスタ 2月 　遊樹館前の空き地を利用し、雪遊びで交流を図る。 上三宮公民館ほか
会員
小学生

上三宮公民館 0241-22-0912 7

51 なんでも達人派遣 通年
　色々な特技や趣味を持っている地域の方々（達人）を小学
校（クラブ活動など）へ派遣する。

上三宮公民館ほか 小学生 上三宮公民館 0241-22-0912 2
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52 町合同歓送迎会 4月 　小学校、児童館、駐在所、公民館の職員異動に伴い行う。 上三宮公民館ほか
町民
各関係機関

上三宮公民館 0241-22-0912 9

53 上三宮町民運動会 43987 　上三宮小学校と町民の交流と体力向上。 上三宮公民館ほか 町民 上三宮公民館 0241-22-0912 7

54 上三宮町敬老会 44078 　長寿を祝う。 上三宮公民館ほか 77歳以上 上三宮公民館 0241-22-0912 9

55 公民館まつり＆親子まつり 10月
　町民の交流・生涯学習の発表や体験教室・作品展・模擬
店の開催。

上三宮公民館ほか
町民
講座受講生

上三宮公民館 0241-22-0912 9 ○

56 上三宮町新春懇談会 1月 　文化講演会と新春の交歓会。 上三宮公民館ほか
町民
講座受講生

上三宮公民館 0241-22-0912 9

57 岩月わんぱく教室 4月～12月
　他団体と協働しながら、青少年の教養と感性を育む野外
教室を開催する。

岩月公民館ほか
児童
保護者

岩月公民館 0241-22-1324 2

58 なのはな学級 4月～3月
　日常生活や社会を女性の目線でとらえ、様々なことを体験
しながら学習する。

岩月公民館ほか
40歳以上
女性

岩月公民館 0241-22-1324 2

59 Iづくりクラブ 4月～3月 　「食」をテーマに手作りの料理を楽しく作る。 岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 2

60
エンジョイ
手芸クラブ

4月～3月 　様々な手芸にチャレンジし、技術の向上と交流を図る。 岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 2

61 雛ひなクラブ 4月～3月
　古布などを活用し、お互いに教え合いながらつるし雛飾り
を作る。

岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 2

62 やさしいピラティス 4月～3月
　簡単な動きで骨盤調整や、インナーマッスルを鍛え、体と
心のリセットを行う。

岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 7

63 切り絵やんべ！ 5月～3月
　デザインカッターで切り抜くアートを楽しみながら集中力を
養う。

岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 2

64
めんけぇ～！
パッチワーク講座

5月～10月 　パッチワークの技工を習得し愛らしい作品をつくる。 岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 2
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65 謡曲教室 5月～2月 　古きよき伝統文化を若い世代に繋ぐため、祝謡を学ぶ。 岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 6

66 花と私のやさしい時間 5月～3月
　簡単なフラワーアレンジや寄せ植えなどを、季節ごとに楽
しむ。

岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 2

67 いにしえ物語 5月～3月 　日本古来の文化や美学を移動学習や座学で学ぶ。 岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 1

68 民謡教室 6月～3月 　古きよき伝統文化を若い世代に繋ぐため、民謡を学ぶ。 岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 6

69 男前の料理教室 6月～2月
　男性が楽しく料理に挑戦できるよう、いろんなスキルを身
に着ける。

岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 2

70 おじゃまし隊 ７月 　見学や体験を通して、地域の良さを再発見する。 岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 2

71 冬に楽しむ　　　　　クラフトバンド 12月～3月 　紙バンドを使って日常に潤いを持たせる作品を作る。 岩月公民館ほか 成人 岩月公民館 0241-22-1324 2

72 学びのいろは講座 5月～2月
　ものづくりや学習会・社会見学などを行ない、様々な分野
から学びの機会を得る。

岩月公民館ほか 市民 岩月公民館 0241-22-1324 2

73 みんなdeわいわい料理教室 5月～3月
　休日に開催し、お菓子やパンなどの少し手の込んだ料理
を楽しく作る。

岩月公民館ほか 市民 岩月公民館 0241-22-1324 2

74 もみの木学級 4月～3月
　健康で明るい家庭、住みよい町づくりをめざして、仲間づく
りをしながら楽しく学習する。

岩月公民館ほか 女性 岩月公民館 0241-22-1324 2

75 大仏学級 4月～3月
　激変する社会の課題を学習しながら、地域の可能性を見
出す機会づくりとする。

岩月公民館ほか 男性 岩月公民館 0241-22-1324 3

76 スキー・スノーボード教室 2月
　実際にスキー場へ行き、指導者から基本的な指導やスキ
ルアップを学び、冬のスポーツの楽しみを体験する。

岩月公民館ほか
児童
保護者

岩月公民館 0241-22-1324 7

77 ふるさと歴史探訪 5月～3月
　身近な歴史・自然・文化への関心を高め、郷土を愛する心
を育む。

岩月公民館ほか 市民 岩月公民館 0241-22-1324 1
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78 美化活動 6月～12月
　公民館利用者が協働で館内外の美化活動とともに交流を
図る。

岩月公民館ほか 公民館　　利用者 岩月公民館 0241-22-1324 2

79 ニュースポーツ大会 11月
　多団体と連携し、手軽な運動で老若男女の交流を図り
ニュースポーツに親しむ。

岩月公民館ほか 町民 岩月公民館 0241-22-1324 7

80 新春講演会 1月 　各種団体が一堂に集まる新春座談会での講演会 岩月公民館ほか 町民 岩月公民館 0241-22-1324 9

81 高齢者運動会 6月
　町内在住の高齢者が一堂に会し、競技やレクリエーション
種目を通して、日頃の運動不足を補いながら体力の維持増
進を意識づける機会とする。

岩月公民館ほか 65歳以上 岩月公民館 0241-22-1324 7

82 敬老会 8月
　多年にわたり社会に貢献された高齢者を敬い、その長寿
を皆で祝う。

岩月公民館ほか 77歳以上 岩月公民館 0241-22-1324 9

83 町民運動会 9月
　地域の老若男女が一致協力し、競技を通して親睦と融和
を図りながら、地域ぐるみで健康づくりを行う機会とする。

岩月公民館ほか 町民 岩月公民館 0241-22-1324 7

84 交遊館まつり 11月
　日頃の学習や練習の成果を発表する場として開催し、広く
公民館活動を周知することで、地域の文化向上や活性化に
寄与する。

岩月公民館ほか 市内外 岩月公民館 0241-22-1324 9 ○

85 新春座談会 1月
　町民が一堂に集い新春を祝うとともに、我が町と喜多方市
の更なる発展を願いながら、相互のより強い連帯感が醸成
される機会とする。

岩月公民館ほか 町民 岩月公民館 0241-22-1324 9

86 関柴キッズくらぶ 7月～3月
　ものづくりの楽しさを体験したり、伝統について学んだり、
お菓子作りにチャレンジしたりする。移動学習（1回）も予定。

関柴公民館ほか 小学生 関柴公民館 0241-23-1614 2

87 親子体験教室 2月
　音楽や芸能を親子で鑑賞することで、感動を共有し心の触
れ合いを図る。

関柴公民館ほか 未就学児と保護者 関柴公民館 0241-23-1614 2

88 さーくる・ピラティス 4月～3月
　やさしいピラティスで体幹を鍛えて姿勢を整え、健康維持
を目指す講座。

関柴公民館ほか 市民 関柴公民館 0241-23-1614 7

89 ３B体操教室 4月～3月
　ボール・ベル・ベルターという道具を使って、リズムに合わ
せて楽しく運動する講座。

関柴公民館ほか 市民 関柴公民館 0241-23-1614 7

90 リフレッシュ！健康教室 4月～3月
　心身ともに健康にを目標に、エアロビクスを親しみやすく健
康増進を目的とした講座。

関柴公民館ほか 市民 関柴公民館 0241-23-1614 7
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91 スマイル手芸サークル 4月～3月
　編み物・手芸を通して、楽しく癒されながら、いつまでもしな
やかな精神（こころ）を維持し、世代間交流を図りながら、腕
を磨いていく。

関柴公民館ほか 市民 関柴公民館 0241-23-1614 2

92 絵手紙教室 4月～3月
　白いハガキは心のキャンバス！何気ない暮らしのひとこま
を描いていく。

関柴公民館ほか 市民 関柴公民館 0241-23-1614 2

93 いろいろ手芸くらぶ 5月～11月
　クラフトバッグ作りやレジンに挑戦！手芸好きの腕磨き講
座。

関柴公民館ほか 女性 関柴公民館 0241-23-1614 2

94 夢づくり未来塾 6月～12月
　好奇心旺盛な女性たちが料理や園芸、色々なことにチャレ
ンジする。ベテランママさんの才能を余すところなく発揮する
講座。

関柴公民館ほか 女性 関柴公民館 0241-23-1614 2

95 コスモスクッキングくらぶ 7月～12月
　主婦の目線から、美味しくて手軽、簡単に作れる料理のこ
つを楽しく伝授してもらう。

関柴公民館ほか 女性 関柴公民館 0241-23-1614 2

96 ＴＭクッキングスクール 7月～12月
　身体にやさしい食材を使って、健康増進を目的とした料理
の手法を学ぶ講座。

関柴公民館ほか 女性 関柴公民館 0241-23-1614 2

97 大人のペン字教室 9月～11月
　きれいな文字は大人の嗜み、誰もが憧れる美しい文字の
書き方を学ぶ講座。

関柴公民館ほか 市民 関柴公民館 0241-23-1614 2

98 会津型を学ぼう 5月～11月
　県指定重要有形民俗文化財である喜多方の染型紙「会津
型」を活用した作品を作るとともに、歴史についても学習す
る。

関柴公民館ほか 市民 関柴公民館 0241-23-1614 6

99 花のアトリエ 5月～2月
　初心者でも楽しく学べるフラワーアレンジメントで季節の花
を素敵に飾る講座。

関柴公民館ほか 市民 関柴公民館 0241-23-1614 2

100
パッチワークサークル〈ローズ・ガーデ
ン〉

1月～3月
　パッチワークの技術向上はもちろん、同じ趣味を持つ仲間
作りのための交流も図る。

関柴公民館ほか 女性 関柴公民館 0241-23-1614 2

101 ほっとたいむ 5月～11月
　思春期を迎えた子どもを持つお母さんを対象とした講座。
手芸や料理で自分磨きをしながら、母親同士の情報交換、
日ごろのストレス解消の場とする。

関柴公民館ほか 女性 関柴公民館 0241-23-1614 2

102 家庭教育支援事業 9月～10月
　就学時健診時、保護者が集まる機会を利用し、子育てに
ついて学習する。

関柴公民館ほか
新入学児童の保護
者

関柴公民館 0241-23-1614 2

103 松の実サークル 4月～3月
　高齢女性が集い、各種体験や世代間交流に参加すること
により、日々の生活を活性化する。

関柴公民館ほか 女性 関柴公民館 0241-23-1614 2
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104 父来倶楽部 6月～12月
　退職を機に時間に余裕がある団塊世代の男性を対象に、
生涯の趣味探し・気の合う仲間探しを応援する。

関柴公民館ほか 男性 関柴公民館 0241-23-1614 2

105 講演会予定 10月 　関柴地区内の史跡や歴史についてのかかわりを学ぶ。 関柴公民館ほか 市民 関柴公民館 0241-23-1614 1

106 講演会予定 1月～3月
　「喜多方市人づくりの指針」を周知・実践していくための講
演会等を開催する。

関柴公民館ほか 市民 関柴公民館 0241-23-1614 1

107 青少年育成事業 2月～3月
　青少年育成関柴地区会議主催の事業。地域の大人と子ど
もが交流を図ることのできる事業を計画する。

関柴公民館ほか 小中学生 関柴公民館 0241-23-1614 2

108 関柴町民大運動会 9月
　行政区ごとに競い合うことによって、近隣住民(老若男女)
の懇親を深め、他行政区との交流も図る。

関柴公民館ほか 関柴町民 関柴公民館 0241-23-1614 7

109 関柴町敬老会 9月
　戦中・戦後の激動の時代を生き、今日の日本繁栄の礎を
築いた敬老該当者の長寿をお祝いする。

関柴公民館ほか 敬老者 関柴公民館 0241-23-1614 9

110 関柴町文化作品展 11月 　関柴町民、講座生の力作を展示。 関柴公民館ほか 関柴町民 関柴公民館 0241-23-1614 9 ○

111 新春関柴のつどい 1月
　関柴町民が公民館に集い、新春を寿き、お互いの多幸を
願いながら親睦を深める。

関柴公民館ほか 関柴町民 関柴公民館 0241-23-1614 9

112 熊っ子歴史塾 4月～12月
　歴史講話会や史跡巡りなどを通して、郷土の歴史、先人
の功績を学ぶ。

熊倉公民館ほか 小学生 熊倉公民館 0241-22-1801 1

113 あつまれ熊っ子　"こども応援塾" 7月～1月
　小学校の長期休暇を利用して、宿題や工作など地域の方
と学ぶ。

熊倉公民館ほか 小学生 熊倉公民館 0241-22-1801 2

114 中高生のつどい 11月
　交流の場を設けることにより、将来に向けての自覚と認識
を持たせ、健全育成を目的とする。

熊倉公民館ほか 中・高校生 熊倉公民館 0241-22-1801 2

115 はじめてのスマホ教室 4月～7月 　基礎から使い方を学び、スマートフォンに親しむ。 熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 2

116 ゆるトレ！ 6月～12月 　ストレッチなどの軽い運動を行い、健康増進をはかる。 熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 7
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117 筆ペンDE美文字 5月～10月
　身近な筆ペンの書き方とともに、漢字のなりたちなどを学
ぶ。

熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 2

118 パッチワーク　　教室 4月～10月
　基礎から応用まで、いろいろな手法を学び、オリジナル作
品を作る。

熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 2

119 華道教室 4月～2月 　季節の花を生けて、生活にも華やかさを取り入れる。 熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 6

120 歌謡教室 4月～3月 　カラオケを楽しみながら、ストレス発散、脳を活性化する。 熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 6

121 太極拳教室 4月～3月 　無理のないゆっくりとした動きで、健康づくりを目的とする。 熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 7

122 吹き矢教室 4月～3月
　正しい姿勢と腹式呼吸を身に着け、ストレス解消や健康増
進を目的とする。

熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 7

123 きらめき　　　サークル 4月～3月
　歴史や文化に触れ、様々な体験を通して、教養と見聞を深
める。

熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 1

124 くまぐら         歌声喫茶 5月～12月
　懐かしい童謡・唱歌を楽しく歌い、声を出すことによってス
トレス解消を目的とする。

熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 2

125 やさしい　   　　切り絵教室 6月～10月
　初心者から簡単に作れる切り絵。楽しみながら、自律神経
を整える。

熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 2

126
くまちゃんの
料理教室

7月～2月
　安全・安心をモットーに、地場産の食材を使い、料理を通し
て食育も学習する。

熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 2

127 編み物教室 12月～2月
　暖かいベストや帽子など、交流を深めながらゆっくりと作品
を仕上げていく。

熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 2

128 家庭教育         支援事業 10月
　就学時健診など、保護者が集まる機会を利用し、子育てに
ついて学習する。

熊倉公民館ほか 未就学児と保護者 熊倉公民館 0241-22-1801 2

129 小学校、公民館     タイアップ事業 1月～2月
　地域のお年寄りとの昔遊びなど交流を通して、豊かな感性
を培う。

熊倉公民館ほか 小学生 熊倉公民館 0241-22-1801 2
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130 ふれあい        歴史講座 4月～3月 　地域の史跡や歴史についての関わりを学ぶ。 熊倉公民館ほか 60歳以上 熊倉公民館 0241-22-1801 1

131 和み学級 4月～3月
　世代間交流や、地域のボランティアなど、健康で生きがい
のある人生を見出すため、幅広い支援活動を行う。

熊倉公民館ほか
女性
60歳以上

熊倉公民館 0241-22-1801 2

132 天寿クラブ 4月～3月
　より生き生きとした生活を送るため、積極的に地域活動を
行う。

熊倉公民館ほか 60歳以上 熊倉公民館 0241-22-1801 2

133 健幸くまぐら 6月～7月
　熊倉町の自然の絶景を満喫しながらウォーキングし、健康
増進と地元の産業を学習する。

熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 7

134 わがまち探求 6月～12月 　先人から継承されている喜多方の文化を体験・習得する。 熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 6

135 町民講座 5月～2月
　喜多方市の偉人の教えを風土や文化、歴史等に基づき広
く学ぶことを目的とし、講演会を実施する。

熊倉公民館ほか 市民 熊倉公民館 0241-22-1801 1

136 花いっぱい運動 6月
　和み学級と熊倉児童クラブ館合同で、花壇作りをし、世代
間交流を目的とする。

熊倉公民館ほか
児童・
60歳以上

熊倉公民館 0241-22-1801 2

137 名人派遣講座 10月
　先人に学ぼうの授業の一環として、クラブ活動の時間を利
用して熊倉町の名人に教わり学習する。

熊倉公民館ほか
小学生
4～6年生

熊倉公民館 0241-22-1801 2

138 熊倉町民夏季          スポーツ大会 7月
　インディアカ、ゲートボール、フットベースボールの3種で競
い、健康増進や交流を目的とする。

熊倉公民館ほか 町民 熊倉公民館 0241-22-1801 7

139 熊倉町民       大運動会 9月
　子どもから大人まで、町民が一体となり健康増進に努め
る。

熊倉公民館ほか 町民 熊倉公民館 0241-22-1801 7

140 熊倉町敬老会 9月 　区長会や婦人実行委員が中心となって、敬老者を祝う。 熊倉公民館ほか
町民
77歳以上

熊倉公民館 0241-22-1801 9

141 熊倉公民館      まつり 10月
　町民の手による魅力ある企画と運営を通し、公民館で学
ぶ各種教室・講座における学習成果の発表の場とする。

熊倉公民館ほか 町民 熊倉公民館 0241-22-1801 9 ○

142 熊倉町民冬季        スポーツ大会 12月
　熊倉体協、子ども会育成会が主催で、綱引き、ドッジボー
ル、クロリティの３種で競い合う。町民の健康増進を目的と
する。

熊倉公民館ほか 町民 熊倉公民館 0241-22-1801 7
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143 熊倉町　　　　　新春のつどい 1月
　全町民対象で、町民の顔合わせを目的とし、第１部に公民
館が主催する新春講話会、第２部に区長会が主催する新春
交歓会があり、毎年100名が集結し、にぎやかに行われる。

熊倉公民館ほか 町民 熊倉公民館 0241-22-1801 9

144 書道教室 4月～3月
　筆の持ち方や姿勢といった書道の基本から、応用までレベ
ルに合わせて指導。小学2年生～大人まで幅広い年代が受
講。

慶徳公民館ほか 小学生以上 慶徳公民館 0241-22-1901 6

145 慶徳！スポーツアカデミー 4月～7月
　子どもの体力向上を目的とし、行事等に合わせたスポー
ツ、また、鉄棒やトラック競技、ボール投げといった体育の授
業に役立つものまで、運動全般を基礎から楽しく学ぶ。

慶徳公民館ほか 小学生 慶徳公民館 0241-22-1901 7

146 ふれあい大夢 夏・冬休み
　長期休業期間を利用して、施設見学や運動教室、もの作
りなどSDGsの学習にも関連した将来に役立つ体験活動を
実施。

慶徳公民館ほか
小学生・
保護者

慶徳公民館 0241-22-1901 2

147 座！いろり 夏・秋・冬
　絵本の読み聞かせや紙芝居、地域の語り部による昔語り
など、見る、聞く、体験するお話会。

慶徳公民館ほか 幼児以上 慶徳公民館 0241-22-1901 2

148 ピンポンデー 4月～3月
　誰もが気軽に参加でき、卓球を通して交流と健康増進を図
る。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 7

149 菊作り教室 4月～11月
　観賞用の大菊を苗作りから丁寧に育て、作品展に展示す
る。また、講座生同士が教えあい育てることで、交流と親睦
も兼ねる。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 2

150 大人のゆうゆう倶楽部 4月～3月
　鑑賞教室やもの作り、生活の知恵等を学び、交流と健康
増進を図る新しい生きがいづくりの講座。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 2

151 なごみカフェ 6月～3月
　誰もが集い、趣味や情報交換など午後のひと時を自由に
過ごすカフェを開催。自分の得意なことを活かし、参加者同
士が教えあい、交流を図る。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 2

152 伝説と歴史探訪 7月
　先人たちが築いてきた足跡、郷土の歴史や伝統文化、地
域に伝わる伝説を移動学習を交えて学ぶ。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 1

153
ゆったりヨガ
教室

5月～11月
　軽い動きと呼吸方を学び、日頃の運動不足解消にやさし
いヨガを体験。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 7

154
会津の
いいとこどり

6月～11月
　会津一円を巡り歩き一歩踏み込んで会津のいいところを
学習する。郷土の魅力を再発見し教養を高める。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 1

155 わくわくMama 6月～12月
　運動や物作りなど、忙しい毎日を送るお母さんがリフレッ
シュする時間を持ち、交流やスキルアップを図る。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 2
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156 作ってみんべぇ 6月～3月
　和裁、洋裁、料理など様々なものを楽しく手作りする講座。
作品は2月の合同作品展に展示。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 2

157 震災教育 9月
　複合災害の経験や教訓、復興のあゆみについて最新の施
設を見学しながら学習する。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 9

158 スポーツdayけいとく 6月～1月

　バレーボール・卓球・インディアカ等のスポーツを体験。怪
我の予防と基礎練習を目的として地区大会の前に教室を開
催。初心者でも指導者が基礎から指導し、年齢問わず誰で
も参加できる。家族みんなで参加し、地域や親同士の交流
も兼ねる。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 7

159 子育てセミナー 9月
　慶徳小学校に入学する就学児の保護者を対象とし、講習
会を実施。また、親同士の交流や情報交換の場を設け入学
の壁に悩む保護者の支援を図る。

慶徳公民館ほか 未就学児・保護者 慶徳公民館 0241-22-1901 2

160
歌ってみんべぇ
カラオケ教室

4月～3月
　声を出して歌うことで、ストレス発散と認知症予防に！毎
月2回の開催。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 7

161 からだ活性健康講座 7月～12月
　自らの体に目を向け、講話や体験をとおして｢健康に長生
き｣を目指す講座。医療機関の講師を招く。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 7

162 慶徳稲荷神社御田植祭鑑賞会 44379
　児童が早乙女踊りや篠笛を練習し、国の重要無形民俗文
化財に指定された慶徳稲荷神社御田植祭に参加する。地域
と保存会、学校教育との連携事業で練習は10回位。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 1 ○

163 町民講座 44570
　風土や文化、歴史等に基づき、町民対象の講演会を実
施。喜多方市の偉人の教えを学び広く浸透させ、青少年の
健全育成や個性豊かな人材の育成を目的とし開催する。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 1

164
地域の文化財
めぐり

9月
　慶徳小学校6年生の授業、地域学習において、慶徳の歴
史や伝統文化、文化財等について現地学習の支援。

慶徳公民館ほか 小学生 慶徳公民館 0241-22-1901 1

165 講師派遣講座 6月～1月
　小学校や地域の団体と協力して、講師を派遣する出前講
座を開催する。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 2

166 慶徳町町民球技大会 6月
　ソフトボールとバレーボールを中心に、町民の体力向上と
親睦を図ることをねらいとする。

慶徳公民館ほか 町民 慶徳公民館 0241-22-1901 7

167 慶徳町民ハイキング 6月
　気軽に参加できるコースを設定・選択し町民の健康増進を
図るとともに交流を深める。

慶徳公民館ほか 町民 慶徳公民館 0241-22-1901 7

168 慶徳町町民大運動会 8月
　幅広い世代の町民が集う運動会を実施。地域全体が連携
することで町民の親睦と体力増進、また、明るく活力ある地
域づくりを目指す。

慶徳公民館ほか 町民 慶徳公民館 0241-22-1901 7
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169 慶徳町敬老会 9月
　77歳以上の地域を担ってきた方々に敬意を表し開催する。
表彰、記念品、祝謡、アトラクションなどで祝う。

慶徳公民館ほか 町民 慶徳公民館 0241-22-1901 9

170 慶徳公民館まつり 10月
　町民の作品を一堂に展示して互いに鑑賞しあい、体験
コーナーや模擬店、チャリティーバザーなどで交流を深め
る。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 9 ○

171 慶徳町町民スポーツ交流大会 11月
　インディアカと卓球を中心に、町民の体力向上と親睦を図
ることをねらいとする。

慶徳公民館ほか 町民 慶徳公民館 0241-22-1901 7

172 慶徳町新春のつどい 1月
　新年を迎え町民や各種団体の交流、新年の抱負等を語り
合い親睦を深める。第1部講演会、第2部新春セレモニーと
交歓会を開催。（第60回記念講演会）

慶徳公民館ほか 町民 慶徳公民館 0241-22-1901 9

173 慶徳公民館合同作品展 2月
　公民館の教室生が今年度製作した作品を展示、来館者に
鑑賞してもらい情報交換や交流を深める。

慶徳公民館ほか 市民 慶徳公民館 0241-22-1901 9 ○

174 農業科卒業証書作り 11月
　豊川小学校農業課程の野菜や稲穂を押花にし、農業科修
了証書を作成する。

豊川公民館ほか 小学6年生 豊川公民館 0241-22-0266 2

175 まなびの杜 夏・冬休み
　夏休みや冬休み期間に、ボランティアの協力で、宿題を応
援し、レクレーション等で、地域の人と交流できる場所をつく
る。

豊川公民館ほか 小学生 豊川公民館 0241-22-0266 2

176 “和”のたしなみ 5月～9月
　日本人なら一度は体験しておきたい、茶道と和装（着付
け）の、和の心を学ぶ。

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 6

177 菊づくり講座 4月～11月
　地元の喜多方菊愛好家を講師に、大菊・ドーム菊・小菊な
ど、初心者でも上手に育てる、菊づくりの基本を学習する。

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 2

178
脳トレ＆
ウエルビクス教室

4月～3月
　脳を活性化させ、有酸素運動・筋力づくり・柔軟運動を組
合せ、日頃の運動不足を解消する。

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 7

179 フラダンス教室 4月～3月
　ハワイアンミュージックで心を癒し、ゆったりとした動きで体
幹を鍛え、心身ともに健康になる教室。

豊川公民館ほか 女性 豊川公民館 0241-22-0266 7

180 太極拳教室 4月～3月
　健康増進をはかりながら太極拳を窮めさらに親睦を深め
ながら活動する。

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 7

181 さーくるカトレア 4月～3月
　地域の交流とふれあいを求め活動するなかで、女性として
の教養と、見聞を深める。

豊川公民館ほか 女性 豊川公民館 0241-22-0266 2

喜多方市14



№
事業名

（講座名）
開催予定日 事業概要 会場

参加対象者
（費用）

事務局名
（担当課名）

電話番号 HPアドレス 分野
成果発
表の場
を含む

オンライ
ン活用

ICTスキ
ル、情
報リテラ
シー

182
書の会
（書道教室）

4月～3月
　初心者から有段者まで、形にとらわれず個人の希望の内
容で進める。

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 6

183
手わっさ教室
（手芸）

4月～3月
　”和気あいあい”を合言葉に活動。編み物から和裁洋裁、
小物作りなど、得意分野を教えあいながら作る。

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 2

184 生花教室 4月～3月 　季節季節の花で、さりげなく活け、生活に彩りを添える。 豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 6

185
みんな知っとく
健康倶楽部

5月～2月
　ニュースポーツやウォーキングなど実際に体を動かした
り、心や体の健康の知識を学んだりと、知って得をする講
座。

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 7

186 三昧塾 5月～2月
　団塊世代のセカンドライフ応援講座
料理・陶芸・研修など様々な活動を通し生きがいづくりや仲
間づくりのきっかけをつくる。

豊川公民館ほか
男性
60歳以上

豊川公民館 0241-22-0266 2

187 くらしの彩り講座 5月～2月
　作る楽しみ・飾る楽しみで、彩り潤いのある生活空間を創
り出す講座。

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 2

188 クラフト工房 5月～3月 　エコクラフトを使って小物やバック作りを基本から学ぶ。 豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 2

189 パソコンおたすけ広場(実用編） 6月～11月 　Word、Excelで、普段活用できる内容をテーマに学習する。 豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 2

190 すくすく・さぽーと 5月～3月
　地元の保育園を訪問し、親子で楽しめる出前講座を開催
する。

豊川公民館ほか
2～6歳児と
その保護者

豊川公民館 0241-22-0266 2

191 とよかわ　ゆめ塾 4月～3月
　会員の親睦を図り、心の豊かさを求め生涯学習に勤め、
明るい郷土づくりに貢献する。

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 2

192 太極拳ゆったり体操 4月～3月
　運動不足解消と、健康増進を目的とし高齢者でも参加でき
る教室。

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 7

193 豊川ふるさと探訪 9月～11月
　町村制発足後の地域の出来事等の移り変わりを現地とゆ
かりの地を周り、見聞を広める。（今年度は昭和初期から）

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 1

194 新春教養講座 １月
　町民が一同に会する、新春交歓会の第一部教養講座とし
て”人づくり”に関する講座を開催する。

豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 9
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195 伝統行事継承 4月～3月
　地域の団体の協力をいただき、子供たちに伝統行事を体
験してもらう。

豊川公民館ほか 地域団体・小学生 豊川公民館 0241-22-0266 1

196 美化運動 6月
　まちづくり協議会会員と児童館の子供達でプランターに花
を植え、交流を図る。

豊川公民館ほか まちづくり　・児童館 豊川公民館 0241-22-0266 2

197 町民運動会 9月 　スポーツを通し地域の交流をはかる。 豊川公民館ほか 町民 豊川公民館 0241-22-0266 7

198 豊川公民館まつり 10月 　各教室の学習成果の発表の場とする。 豊川公民館ほか 市民 豊川公民館 0241-22-0266 9 ○

199 新春交歓会 1月 　新年に町民が一同に集い、交流を深める。 豊川公民館ほか 町民 豊川公民館 0241-22-0266 9

200 チャレンジキッズ組 7月～12月
　スポーツ・文化などの体験学習を通して、社会性・主体性
を養い、生きる力や想像力豊かな心を身につける。

熱塩加納公民館ほ
か

小学生 熱塩加納公民館 0241-36-2117 2

201 おきがる出前講座“まなびま選科” 随時
　要望に応じた講師をコーディネートし出張講座等を行う事
により、公民館まで足を運ぶのが難しい地区やグループ、小
規模な集まりなどにも気軽に生涯学習の機会を提供する。

熱塩加納公民館ほ
か

町民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 2

202 好きっとピラティス 4月～3月 　楽しく運動しながら心身ともに健康の維持増進を図る。
熱塩加納公民館ほ
か

市民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 7

203 スマホ楽々使い隊！ 4月～3月
　情報機器であるスマホの便利な使い方を初心者から楽しく
分かりやすく学ぶ。

熱塩加納公民館ほ
か

市民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 2

204 あつしおかのう“笑タイム” 4月～3月
　見る、作る、動く、食べる・・・様々な体験から日々の生活に
張りと潤いを補給し、わいわい楽しくスキルアップをめざす。

熱塩加納公民館ほ
か

市民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 2

205 デジカメ講座 4月～7月
  デジカメやスマートフォンを使い、写真のコツやテクニックを
学ぶ。

熱塩加納公民館ほ
か

市民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 2

206 健康トレッキング“お山歩くらぶ” 5月
　登山より気軽なトレッキングで、景色や季節の高山植物な
どを観察しながら健康増進を図る。

熱塩加納公民館ほ
か

市民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 7

207 男のやってみんべい＋α 6月～12月
  地域の中で生き生きと輝きたい男性対象の講座。制作活
動や移動学習などを通して人生の新たな楽しみを見つけ
る。

熱塩加納公民館ほ
か

男性 熱塩加納公民館 0241-36-2117 2
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208 チャレンジ・ニュースポーツ 7月
　年齢を問わず誰でも楽しめるニュースポーツを通して交流
を深める。

熱塩加納公民館ほ
か

市民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 7

209 そば打ち教室 12月
　地元産そば粉を使い、名人の指導を受け、本格的なそば
打ちを習得する。

熱塩加納公民館ほ
か

市民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 2

210 ニットカフェ（編物） 1月～2月
　冬期間を利用し、編み物が好きな方や興味のある方同
士、お互いに教え合いながら趣味の域を広げる。

熱塩加納公民館ほ
か

市民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 2

211 家庭教育講座 6月～2月
　こども園・小・中学校保護者を対象に家庭教育力の向上を
目的として、子への理解・親のあり方などを学び、自らを振り
返る機会を提供する。

熱塩加納公民館ほ
か

小中の
保護者

熱塩加納公民館 0241-36-2117 2

212 寿スクール 5月～12月
　概ね65歳以上の町民を対象に運動や制作活動、移動学
習などを通して交流を深め生涯学習に取り組む意欲を引き
出す。

熱塩加納公民館ほ
か

65歳以上の町民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 9

213 あつしおかのう郷土かるた取り大会 12月
　より多くの町民や団体等に参画する機会を提供するととも
に、まちの魅力を認識、共有し、活用するきっかけづくりとす
る。また、かるたの貸し出しも行う。

熱塩加納公民館ほ
か

町民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 2

214 郷土の偉人「瓜生岩子」に学ぶ 5月～12月

　瓜生岩子刀自が広めた「水あめ作り」を、原材料の栽培か
ら「水あめ」ができるまでの一連の作業を体験することによ
り、郷土の発展に尽くした偉人の生涯をひもとき、思いやり
の心や目標を決めやり抜く心を育む。

熱塩加納公民館ほ
か

町内小学
5年生

熱塩加納公民館 0241-36-2117 1

215 あるもんDE やっぺ 4月～3月
　地域の逸材の発掘と共に日常生活の無駄や新たな価値
観を見出すきっかけづくりを提案する。

熱塩加納公民館ほ
か

町民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 2

216 おいらもユーチューバー 4月～3月
　スマホで、撮影・編集からユーチューブにアップロードする
までをプロから学ぶ。

熱塩加納公民館ほ
か

町民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 2

217 熱塩加納町民運動会 9月
　地区の親睦と連帯を深め、明るく活力ある地域づくりを目
指す。

熱塩加納公民館ほ
か

町民 熱塩加納公民館 0241-36-2117 7

218 おとぎのくに（本の読み聞かせ教室） 4月～12月
　絵本や紙芝居などに楽しくふれあう体験活動を通して、感
受性豊かな子どもの育成を図る。

塩川公民館ほか
3歳から
小学3年生
・保護者

塩川公民館 0241-27-4174 2

219 子ども将棋教室 4月～3月 　初心者から将棋を楽しく学ぶ。 塩川公民館ほか 小学生 塩川公民館 0241-27-4174 2

220 祭囃子伝承 4月～3月 　地元の祭囃子の伝承を通して地域の文化に触れる。 塩川公民館ほか 塩川小児童 塩川公民館 0241-27-4174 1
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221 チャレンジキッズクラブ 5月～11月
　運動に遊びを取り入れたコーディネーショントレーニングを
行い、運動能力を向上させる。

塩川公民館ほか
年長児から小学2年
生

塩川公民館 0241-27-4174 7

222 子ども体験教室 7月～3月
　様々な体験活動を通して、地域環境への理解と社会経験
を深める。

塩川公民館ほか 小学生 塩川公民館 0241-27-4174 2

223 塩川まちさんぽ 4月～11月
　塩川町の自然、歴史、環境等に触れることを通して地域へ
の理解、愛着を深める。

塩川公民館ほか 塩川町民 塩川公民館 0241-27-4174 1

224 気軽にハイキング！ 5月～10月
　自然・環境豊かな地域の散策をしながら自然や地域につ
いて学ぶ。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 7

225 ウエルビクス教室 5月～11月
　エアロビクス（有酸素運動）、筋力づくり、柔軟運動を組み
合わせた手軽にできる運動を通して体力の増進を図る。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 7

226 やさしいヨガ 5月～11月
　体の中のめぐる気の流れを整えるゆったりとしたヨガで健
康の増進を図る。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 7

227 ハワイアンキルト教室 5月～11月
　ハワイアンキルトの製作を通して、パッチワーク技術を学
び、向上させる。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 2

228 楽スポ 5月～12月
　どなたでも気軽にできるニュースポーツ等の体験を通して
健康づくり、仲間づくりを図る。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 7

229 「和の道」体験教室 5月～12月 　日本の伝統文化（伝統工芸等）を体験を通して学ぶ。 塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 6

230 いろんな料理に挑戦しよう！ 6月～12月 　日頃経験できない料理を体験する。 塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 2

231 しおかわ地域学習塾 6月～2月
　地域の歴史や文化などを学ぶことを通してその魅力を再
発見する。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 1

232 DIY教室 9月 　無理なく楽しくできるDIY（日曜大工）の体験を提供する。 塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 2

233 冬季講座 12月～3月 　教養などの講座で楽しく学ぶ。 塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 2
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234 しおかわハッピー子育て 5月～12月
　子育て中の親子のスキンシップや保護者向け企画等によ
り子・親の交流、保護者の心身のリフレッシュを図る。

塩川公民館ほか 未就学児と保護者 塩川公民館 0241-27-4174 2

235 家庭教育講座 10月
　家庭における子育てに生かせるよう子育てに関する講演
を小学校で開催する。

塩川公民館ほか
塩川小学校新入学
児童の保護者

塩川公民館 0241-27-4174 2

236 塩川あやめ大学 4月～12月
　各種教室、移動学習などを行い、楽しく学習しながら交流
を深める。

塩川公民館ほか 地区の65歳以上 塩川公民館 0241-27-4174 2

237 大人の社会科見学 9月
　市内の企業、施設などを訪問・見学し、雇用や地域活性化
に貢献する姿を学ぶ。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 2

238 ピックアップきたかたのひと 8月
　きたかたで活躍する人の活動やその活動を体験すること
を通して喜多方のひとづくりを考える。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 2

239 防災教室 5月～11月
　災害・防災の理解・体験の場を通して防災への備えを高め
る。

塩川公民館ほか 塩川町民 塩川公民館 0241-27-4174 9

240 テクノアカデミー会津の学生と訪ねる旅 7月
　観光プロデュース学科で学ぶ学生が提案する見どころを
学生と一緒に日帰りで学ぶ。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 2

241
塩川体育館一般開放（ファミリースポー
ツタイム）

4月～3月
　塩川体育館を一般開放し、様々なスポーツなどを通して体
力の向上と家族、仲間との絆、交流を深める。

塩川公民館ほか 家族など 塩川公民館 0241-27-4174 7

242 塩川地区運動会 6月
　塩川小学校区の住民を対象に行政区対抗で実施し、地区
住民との交流を図る。

塩川公民館ほか 地区住民 塩川公民館 0241-27-4174 7

243 ボッチャ体験交流大会 9月
　パラリンピック競技種目のボッチャをとおして、健康、体力
づくり、交流を深める。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 7

244
塩川町体育祭「チャレンジフェスタin塩
川」

10月
　子どもからお年寄りまでだれでも参加できるイベントとして
体力テストや様々なスポーツに親しむ。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 7

245 塩川町文化祭 11月
　文化団体、個人、町内小中学校、施設などから様々な作
品展示や音楽芸能発表などを行い、地域の文化振興を図
る。

塩川公民館ほか 市民 塩川公民館 0241-27-4174 9

246 新春書き初め大会 1月 　年の初めに書道に親しみ、豊かな情操を培う。 塩川公民館ほか 町内小学生 塩川公民館 0241-27-4174 6
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247 塩川町民親善ボウリング大会 2月
　行政区対抗のボウリングを通して、健康の増進や交流の
促進を図る。

塩川公民館ほか 塩川町民 塩川公民館 0241-27-4174 7

248 ワイワイ英語塾 5月～3月
　3年生～6年生を対象とし、英語に親しみながら基本から実
用まで楽しく学ぶ。

堂島地区公民館ほ
か

小学3年生
～6年生

堂島地区公民館 0241-27-2362 2

249 ニコニコふれあい塾 7月～3月
　塩川町3地区(堂島・姥堂・駒形小学校）の6年生を対象に
移動学習やスポーツなどを通して交流を深める。

堂島地区公民館ほ
か

塩川町3地区(堂島・
姥堂・駒形小)　6年
生

堂島地区公民館 0241-27-2362 2

250 堂島むつみ学級 4月～2月
　各種講座や講話会、塩川3地区合同研修会などを通し生
きがいづくりや親睦を図る。堂島小学校との地域連携事業
に参加し、交流を深める。

堂島地区公民館ほ
か

堂島地区
町民女性
60歳以上

堂島地区公民館 0241-27-2362 2

251 俳句教室 4月～3月 　毎月一回の定例会を実施。年一回の合同吟行。
堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 6

252 墨絵教室 4月～12月
　月2回実施し作品展示会に出品する。年一回の合同移動
研修。

堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 6

253 盆栽教室 4月～3月
　寄せ植え教室やしめ縄作り教室の講習会開催。堂島小学
校土曜教室の講師務めるなど地域連携事業にも協力をす
る。

堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 6

254 レディサークル 4月～3月
　料理教室や手芸教室、移動研修などの活動を通し親睦を
深める。

堂島地区公民館ほ
か

堂島地区
町民女性

堂島地区公民館 0241-27-2362 2

255 太極拳教室 4月～3月
　月2回実施し健康増進を図る。花しょうぶ祭りと太極拳交流
会で表演。

堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 7

256 手わっさクラブ 6月～3月
　いろいろな手芸に挑戦し、技術を高めるとともに親睦を図
る。

堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 2

257 健康トレッキング 9月 　健康増進と自然や風景に感動する出合いをもとめる。
堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 7

258 きらり達人‼美文字にチャレンジ 11月～12月
　ボールペン字を中心にバランスを考えながら美しい文字が
書けるように学ぶ。

堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 2

259 きらり体験‼伝統クラフト 7月・11月
　喜多方の伝統文化を体験し習得することにより受け継が
れてきたすばらしさを知ることが出来る。

堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 2
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260 生け花教室 10月 　基本技法を習得し作品展示会に出品する。
堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 2

261 男の厨房！ 3月
　普段台所に立つ機会がない男性を対象とした講座。簡単
な料理を作る。

堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 2

262 健康講座 3月
　会津医療センターの出前講座を利用し、地区住民を対象
とした健康講話。

堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 7

263 家庭教育学級 10月
　子育てに関する講演会を開催し、家庭における子育ての
参考にしてもらう。

堂島地区公民館ほ
か

未就学児と保護者 堂島地区公民館 0241-27-2362 2

264 堂島あやめ大学 4月～3月
　講話会、各種講座、塩川4地区交歓会、移動研修などを行
い交流を深める。

堂島地区公民館ほ
か

堂島地区
町民
65歳以上

堂島地区公民館 0241-27-2362 2

265 民話の集い 11月
　塩川民話の会と堂島小学校6年生による昔語りの合同発
表会。

堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 6

266 人づくり指針｢未来を拓く喜多方人」 10月
　地元にゆかりのある偉人や歴史、文化財について講演会
を開催する。

堂島地区公民館ほ
か

市民 堂島地区公民館 0241-27-2362 1

267 クリーン作戦 5月 　堂島小学校とむつみ学級生で学校周辺のゴミ拾い活動。
堂島地区公民館ほ
か

むつみ学級
・小学生

堂島地区公民館 0241-27-2362 2

268 堂島グラウンドゴルフ大会 9月
　堂島地区町民を対象とし、初めての方から高齢者まで、健
康な心と体力作りをする。

堂島地区公民館ほ
か

堂島地区
町民

堂島地区公民館 0241-27-2362 7

269 ワクワク探検隊 8月・12月
　夏、冬休みの長期休みを利用し堂島地区の小学生を対象
とした移動学習や体験教室を行う。

堂島地区公民館ほ
か

小学生 堂島地区公民館 0241-27-2362 2

270 小学生グラウンドゴルフ大会 9月
　堂島老人クラブ(生長会)の方々が堂島小学校土曜教室の
講師としてルールを教え、楽しくゲームを行う。

堂島地区公民館ほ
か

小学生 堂島地区公民館 0241-27-2362 7

271 こども園との交流会 10月
　堂島あやめ大学と堂島老人クラブ(生長会)の交通安全教
室と、こども園との交流を図る。

堂島地区公民館ほ
か

あやめ大学
生長会

堂島地区公民館 0241-27-2362 2

272 堂島ニュースポーツ大会 11月
　冬場の運動不足を解消とした目的でどなたでも気軽にでき
るニュースポーツを体験し、楽しく体力作りをする。

堂島地区公民館ほ
か

堂島地区
町民

堂島地区公民館 0241-27-2362 7
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273 ミニ門松づくり 12月
　盆栽教室生が講師となり堂島小学校土曜教室の希望者
に、由来を話しながら丁寧に作り方を教える。

堂島地区公民館ほ
か

小学生 堂島地区公民館 0241-27-2362 2

274 こづゆ作り体験学習 12月
　堂島小学校の5年生と一緒に、むつみ学級生が講師となり
会津の郷土料理こづゆ作りを行う。

堂島地区公民館ほ
か

小学5年生 堂島地区公民館 0241-27-2362 2

275 だんごさし 1月
　堂島小学校の低学年と一緒に、むつみ学級生が講師とな
り団子を作り、小正月の伝統行事だんごさしを行う。

堂島地区公民館ほ
か

小学
1、2年生

堂島地区公民館 0241-27-2362 2

276 堂島地区運動会 6月
　地区住民の多数参加のもと、日頃の運動不足を解消し、
親睦を深めながら、スポーツを楽しむ。

堂島地区公民館ほ
か

堂島地区
町民

堂島地区公民館 0241-27-2362 7

277 作品展示会 10月 　公民館主催事業と地区のみなさんの作品展示。
堂島地区公民館ほ
か

堂島地区
町民

堂島地区公民館 0241-27-2362 9 ○

278 書道教室 5月～3月
　正しく丁寧な文字を書くことを目指して基礎から学ぶ。希望
者は昇級・昇段試験を受験する。

姥堂地区公民館ほ
か

小・中学生 姥堂地区公民館 0241-27-4106 6

279
うばどうkids
探検隊

7月、12月
　豊かな感性と創造力を育み、健全でたくましく生きる力を
養うため、移動学習や制作体験をする。

姥堂地区公民館ほ
か

小学生 姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

280
ニコニコ
ふれあい塾

8月、3月
　塩川町３地区（堂島・姥堂・駒形小学校）の６年生を対象に
ものづくりやスポーツなどを通して交流を深める。

姥堂地区公民館ほ
か

小学校
６年生

姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

281 親子料理教室 夏休み期間中 　小学生と保護者による料理づくりを体験する。
姥堂地区公民館ほ
か

小学生・
保護者

姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

282 姥堂むつみ学級 5月～3月
　姥堂地区の女性を対象に教養講座、移動学習、制作教室
を実施する。塩川地区交歓会に参加し交流を深める。

姥堂地区公民館ほ
か

姥堂地区
60歳以上
女性

姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

283 太極拳ゆったり体操教室 5月～3月
　イスに座ったまま出来るやさしい運動で、健康維持・筋力
アップを目指す。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 7

284 脳トレ講座 5月～3月
　認知症予防講座。読み書きや計算など楽しみながら勉強
し、笑いで脳を生き生き元気にする。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 7

285 俳句教室 5月～3月
　17文字の中に情景やイメージを想像し俳句を詠む。３地区
公民館の俳句教室との合同吟行に参加し交流を深める。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 6
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286 クラフトバンド教室 5月～11月
　クラフトバンドのカットから編み方までの基礎を学び作品を
制作する。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

287 ピラティス教室 5月～3月
　胸式呼吸を用いインナーマッスルを強化することにより、自
然治癒力を向上させる。

姥堂地区公民館ほ
か

女性 姥堂地区公民館 0241-27-4106 7

288 染め縫い物教室 6月～11月
　会津型の染め型紙を作り、藍染めや草木染めなどの作品
に仕上げる。伝統文化に触れるとともに普及にも努める。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

289
グラウンドゴルフ
教室

6月～11月 　運動不足解消に気軽にスポーツに親しみ交流を深める。
姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 7

290 いい感じの漢字講座 7月～10月
　古代文字の意味や成り立ちを学び、古代の人々の生活や
思考のしかたを理解する。古代文字による刻字制作も体験
する。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

291
パークゴルフ
教室

7月、10月
　初心者でも簡単にできるスポーツで、運動不足の解消に
努める。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 7

292 初めての切り絵教室 10月～11月
　初心者向けの講座で、様々なテーマによる切り絵を体験
する。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

293 ｍａｍａ教室 9月～12月
　子育て世代のヤングママを対象にものづくりや料理教室な
どで交流を深める。
(託児付き）

姥堂地区公民館ほ
か

育児中の
女性

姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

294 初めての押し花教室 11月～12月
　初心者向けの講座で、野草・野菜などを使ってタペストリー
などを制作する。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

295 ニットくらぶ 11月～2月
　それぞれのテーマにより編んで楽しい、着て楽しいものを
作る。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

296
フラワーアレンジ
メント教室

12月 　お正月をテーマにしたフラワーアレンジメントを制作する。
姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

297 旬野菜の料理教室 1月
　幅広い世代を対象に季節野菜を使った様々な料理方法を
学ぶ。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

298
健康スノーシュー
ハイキング

2月
　冬季間の運動不足解消を兼ねて、フカフカの雪の上をス
ノーシューを履いて気軽にウィンタースポーツを楽しむ。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 7
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299 健康講話会 2月 　医療機関等の出前講座を利用した健康講座を開催する。
姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 7

300 家庭教育講座 9月
　就学児健康診断の機会に姥堂小学校において講演会を
開催し、家庭における子育てについて学ぶ。

姥堂地区公民館ほ
か

新入学児童の保護
者

姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

301 姥堂あやめ大学 4月～3月
　姥堂地区の65歳以上の高齢者を対象とした教養講座、移
動研修、制作教室を実施する。塩川地区交歓会に参加し交
流を深める。

姥堂地区公民館ほ
か

姥堂地区
町民
65歳以上

姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

302 生涯学習推進特別事業講演会 11月
　姥堂歴史探訪として地域の歴史や様々な文化財等につい
ての講演会や現地研修会を開催する。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 1

303 喜多方市人づくりの指針講演会 12月
　喜多方市ひとづくりの指針に基づき、先人の生き方や教え
を学ぶ講演会を開催する。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 1

304 夏の夜の星空観測会 夏休み期間中
　姥堂小児童と地区町民を対象に、星に関する説明及び夏
の星座観測を喜多方天文同好会と共同開催する。

姥堂地区公民館ほ
か

小学生、保護者、地
区町民

姥堂地区公民館 0241-27-4106 4

305 ニュースポーツ交流会 11月
　姥堂小及びスポーツ推進委員の協力により、児童と講座
生がニュースポーツ体験を通して世代間交流を図る。

姥堂地区公民館ほ
か

姥堂小児童及び高
齢者

姥堂地区公民館 0241-27-4106 7

306 クリーンアップ作戦 11月
　姥堂小の授業（ボランティア活動）の清掃奉仕に講座生も
参加し、共同作業を通じて世代間交流を図る。

姥堂地区公民館ほ
か

姥堂小児童及び講
座生

姥堂地区公民館 0241-27-4106 2

307 姥堂地区町民運動会 6月
　地区町民を対象に、幼児から高齢者までふれあい楽しめ
る地区対抗戦の運動会を実施する。

姥堂地区公民館ほ
か

姥堂地区
町民

姥堂地区公民館 0241-27-4106 7

308 姥堂地区グラウンドゴルフ大会 9月
　初めての方から高齢者まで誰でも参加でき、日ごろの運動
不足を解消する。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 7

309 姥堂地区作品展示会 10月
　公民館の講座生の作品や地区住民の自慢の作品を展示
披露する。

姥堂地区公民館ほ
か

市民 姥堂地区公民館 0241-27-4106 9 ○

310 ジュニアリズムダンス教室 4月～12月
　簡単なダンス等で体を動かす事によって体力の向上を図
り、放課後の子供同士の交流の場とする。

駒形地区公民館ほ
か

小学生 駒形地区公民館 0241-27-8515 7

311 こまがたっ子　楽習くらぶ 4月～3月
　小学生を対象として、地域見学やものづくり等の様々な体
験活動を実施する。

駒形地区公民館ほ
か

小学生 駒形地区公民館 0241-27-8515 2
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312 ニコニコ　　　ふれあい塾 7月～3月
  塩川町3地区（堂島・姥堂・駒形小学校）6年生対象に移動
学習を通して交流を深める。

駒形地区公民館ほ
か

小学6年生 駒形地区公民館 0241-27-8515 2

313 駒形むつみ学級 4月～2月
　女性学級として、手芸・料理等の趣味やふれあいを推進
し、知識・技術の向上と交流を図る。

駒形地区公民館ほ
か

駒形地区
町民
60歳以上

駒形地区公民館 0241-27-8515 2

314 駒形墨絵教室 4月～12月
　墨で描くことを通じて、季節感や日常の風景等を描くことを
楽しむ。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 2

315 フレッシュママ教室 4月～3月
　手芸教室や年中行事の実施などを通じて、女性としての
知識・技術の向上と交流を図る。

駒形地区公民館ほ
か

女性 駒形地区公民館 0241-27-8515 2

316 こまがた太極拳教室 4月～3月
　体力の向上と健康の増進を図り、愛好者が集うことによる
ふれあいづくりと交流を図る。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 7

317 パソコン教室 4月～3月
　初心者を対象として、簡単で基本的なパソコンの操作を学
ぶ。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 2

318 目指せ匠！！ものづくり教室 4月～3月
　昔から伝わる様々なものづくりを体験し、次世代への技術
継承のきっかけとする。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 2

319 田舎でも英語塾 4月～2月
　簡単な日常会話程度の英語を学び、英語に親しむ機会を
作る。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 8

320 スポーツ健康教室 4月～3月
　どなたでも気軽にできるニュースポーツ等の体験や健康講
話会を通して健康づくり、仲間づくりを図る。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 7

321 元祖！！いい感じの漢字講座 4月～3月
　古代文字、漢字について学ぶとともに、誰もが憧れる美し
い文字の書き方を学ぶ。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 2

322 館長の「気になる講座」シリーズ 4月～3月
　e-スポーツや健康麻雀で、コミュニケーションと脳の活性
化を図り健康増進に努める。また、知って得する勉強会等の
開催。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 7

323 スマホ・タブレット研修会 6月～8月
　情報弱者に対する取組みとして、スマホ・タブレット研修会
を開催。情報端末の操作技能の向上を図る。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 2

324 家庭教育講座 9月～10月
　子育てにおける講演会を小学校において開催し、家庭に
おける子育ての参考としてもらう。

駒形地区公民館ほ
か

新入学児童の保護
者

駒形地区公民館 0241-27-8515 2
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325 駒形あやめ大学 4月～1月
　高齢者を対象として、生きがいづくりや健康づくりを行い、
お互いの交流を楽しむ。

駒形地区公民館ほ
か

駒形地区
町民
65歳以上

駒形地区公民館 0241-27-8515 2

326
駒形見聞録
(講演会・移動学習）

4月～3月
　主に地元に関連したテーマに沿って学習し、地域の活性化
を図るとともに、地元の良さを改めて見直す機会とする。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 1

327
人づくりの指針推進事業(講演会・移動
学習）

4月～3月
　喜多方市人づくりの指針に基づき、郷土の発展などに尽く
した先人の生き方や教えを学ぶための講演会などを行う。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 1

328 駒形小学校・地区合同運動会 6月上旬
　駒形小学校と地区の合同運動会を開催し、学校と地域住
民の楽しい交流の場とする。

駒形地区公民館ほ
か

小学生・
町民

駒形地区公民館 0241-27-8515 7

329 地域連携事業 4月～3月
　地域内での自然保護や地域づくりに取組む団体等からの
報告や講演会を開催し、情報の共有化と地域の活性化に取
組む。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 2

330 駒形地区文化祭 10月下旬
　毎年10月の下旬に地区の文化祭を開催し、各種教室等の
作品展示や発表等を行い、収穫の秋と様々な文化等を楽し
む。

駒形地区公民館ほ
か

市民 駒形地区公民館 0241-27-8515 2 ○

331 書道教室 5月～11月 　受講生の技能や希望に応じた指導を重視する。 山都公民館ほか 小学生以上 山都公民館 0241-38-2053 6

332 山都で遊び隊 10月～12月
　ハロウィーン（10月）とクリスマス（12月）の季節の行事で参
加者の交流を図る。

山都公民館ほか
幼児と保護者およ
び
小学生

山都公民館 0241-38-2053 2

333 ネイチャーくらぶ 5月～11月
　①小学生以上②成人を対象に心身の健康と交流を目的と
した自然体験講座を実施する。

山都公民館ほか 小学生以上 山都公民館 0241-38-2053 7

334 すこやか子ども教室 6月〜2月

　長期休業中を活用して「宿題かたづけ隊」として町在住の
ボランティア講師により町内の小学生を対象に学習の指導
支援を行ったり、「ニュースポーツ教室」として町内の小中学
生を対象にスポーツ推進委員を講師としてニュースポーツを
実施したりする。

山都公民館ほか 小中学生 山都公民館 0241-38-2053 2

335 縫ぬい倶楽部 5月～3月
　パッチワークや季節ごとのつるし飾りを制作し、作品展示
等を行う。

山都公民館ほか 市民 山都公民館 0241-38-2053 2

336 ヨガ教室 5月～3月
　ヨガの呼吸とポーズで健康増進と心身のリフレッシュを図
る。

山都公民館ほか 市民 山都公民館 0241-38-2053 7

337 山都で学び隊 5月～12月
　テーマの異なる座学での講義や移動学習を通して、会津
内外の歴史や文化を学ぶ講座。

山都公民館ほか 市民 山都公民館 0241-38-2053 1
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338 そば打ち体験講座 5月～12月
　山都そばの打ち方・基礎知識を初級コースと中級・上級
コースの２グループにわかれて学ぶ講座。

山都公民館ほか 市内外 山都公民館 0241-38-2053 2

339 家庭教育講座 9月
　就学時健診において、保護者の集まる機会を利用して子
育てについて学習する。

山都公民館ほか 保護者 山都公民館 0241-38-2053 2

340 脳活楽楽講座 5月～10月
　認知機能に良い影響を与えてくれるシナプソロジーを活用
して楽しく脳の活性化を図る。

山都公民館ほか 60歳以上 山都公民館 0241-38-2053 7

341 長寿学園 5月～3月
　教養講座をはじめ、移動学習や体験学習などを通じ明るく
生き生きとした長寿社会の実現を目指す。

山都公民館ほか 町民（60歳以上） 山都公民館 0241-38-2053 9

342 山都めぐりあるき 8月
　ふるさと山都の自然にふれあいながら、歴史や文化を学
ぶとともに、参加者の健康増進と親睦を図る。

山都公民館ほか 市民 山都公民館 0241-38-2053 1

343 ふるさとの偉人に学ぶ 10月
　喜多方の偉人である瓜生岩子刀自について講師を招いて
学び、その生き方や考え方から自らを見つめなおすことがで
きるようにする。

山都公民館ほか 市内外 山都公民館 0241-38-2053 1

344 行政区成人学級 7月～3月 　行政区内のグループの要望により講師を派遣する。 山都公民館ほか
町内の行政区グ
ループ

山都公民館 0241-38-2053 9

345 町民運動会 44808
　運動会を通して町民の健康増進、体力の向上を図るととも
に、町民が一堂に会して競技することにより、町民の親睦を
深め豊かなまちづくりに役立てる。

山都公民館ほか 山都町民 山都公民館 0241-38-2053 7

346 ふるさと山都の文化祭
10月22日・10月23
日

　町民の文化活動の成果を発表し、文化・芸術への理解を
深め、町民相互の交流を図る。

山都公民館ほか 市内外 山都公民館 0241-38-2053 9 ○

347 行政区対抗バレーボール大会 44892
　バレーボールを通して健康・体力を高め、バレーボール技
術の向上を図るとともに、町民の親睦を深める。

山都公民館ほか 山都町民 山都公民館 0241-38-2053 7

348 町民ボウリング大会 44976
　ボウリングを通して、冬期間の運動不足解消と町民の親
睦を図る。

山都公民館ほか 山都町民 山都公民館 0241-38-2053 7

349 たかさとチャレンジスクール 4月～12月

　地域資源や人材を活用しスポーツや自然体験、工作など
にチャレンジする。
　予定事業の主な内容は、鳥屋山登山、新郷第1、第2発電
所内の発電タービン建屋を見学、地域内に生息する市指定
天然記念物の「ギフチョウ、キマダラルリツバメ」の観察会を
予定。

高郷公民館ほか 町内小学生 高郷公民館 0241-44-2263 2

350 こども応援塾 7月・12月
　夏休み、冬休みの期間を利用して、宿題や自由研究など
を行う場として地域の人材を活用し実施する。

高郷公民館ほか 町内小学生 高郷公民館 0241-44-2263 2
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351 ヨガ教室 5月～10月
　ヨガのポーズと呼吸法で、日ごろあまり使わないような筋
肉をほぐし、健康維持と運動不足の解消を目指す。

高郷公民館ほか 成人 高郷公民館 0241-44-2263 7

352 エアロビクス教室 5月～11月
　リズムに合わせて楽しく体を動かし、日頃の運動不足を解
消しながら体力づくりを目指す。

高郷公民館ほか 成人 高郷公民館 0241-44-2263 7

353 ものづくり教室 11月～12月
　手作り体験で技術を習い、作り上げる楽しさと親睦を深め
ながら活動する教室。

高郷公民館ほか 市民 高郷公民館 0241-44-2263 2

354 健康吹き矢教室 4月～3月
　吹き矢の体験により、腹式呼吸を使うことによる体調の改
善、緊張の緩和、肺機能活性化。　標的を狙うスポーツ共通
する精神力向上とストレス解消を図る。

高郷公民館ほか 市民 高郷公民館 0241-44-2263 7

355 健康卓球教室 4月～3月
　卓球を通して体力づくり、動くボールに対応することによる
脳の活性化、認知症の予防を図る。

高郷公民館ほか 市民 高郷公民館 0241-44-2263 7

356 はじめてのパソコン教室 1月～3月
　初心者の方がパソコンの楽しみ方をマスターできる内容の
教室。

高郷公民館ほか 市民 高郷公民館 0241-44-2263 2

357 就学時子育て講座 9月
　小学校入学前の子どもを持つ保護者が参加する就学時健
康診断等の機会を活用した子育て講座。

高郷公民館ほか
新入学児童
の保護者

高郷公民館 0241-44-2263 2

358 高郷いきがい学級 5月～12月
　教養講座、軽スポーツ、移動学習など幅広い高齢者の学
習を目指す。

高郷公民館ほか
市民・成人
60歳以上

高郷公民館 0241-44-2263 2

359 大人の社会科見学 未定 　歴史・文化施設等を見学し、教養を深める移動教室。 高郷公民館ほか 市民 高郷公民館 0241-44-2263 1

360 雷神山ふれあい遊歩道ウォーク事業 11月
　旧雷神山スキー場～ふれあいランド高郷(温泉)間が遊歩
道として再整備されたのを契機に、ふるさとの自然にふれあ
い、健康増進と親睦を図る。

高郷公民館ほか その他 高郷公民館 0241-44-2263 7

361 地域の歴史講座 10月 　高郷町の歴史を学ぶ講演会の開催。 高郷公民館ほか 町民 高郷公民館 0241-44-2263 1

362
出前講座
(移動公民館)

12月～3月 　各地区やグループの要望により、講師等を派遣する事業。 高郷公民館ほか 町民 高郷公民館 0241-44-2263 9

363 町民親善グラウンドゴルフ大会 6月
　スポーツを通して健康と体力づくりのための大会を開催し
ます。町体育協会と共催事業。

高郷公民館ほか 市民 高郷公民館 0241-44-2263 7
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364 町民親善パークゴルフ大会 7月
　スポーツを通して健康と体力づくりのための大会を開催し
ます。町体育協会と共催事業。

高郷公民館ほか 市民 高郷公民館 0241-44-2263 7

365 たかさと町民大運動会 44808
　運動会を通して町民の健康増進、体力の向上を図るととも
に、町民が一堂に会し競技することにより、町民の親睦を深
めながら豊かなまちづくりに役立てる。

高郷公民館ほか 市民 高郷公民館 0241-44-2263 7

366 町民親善ゲートボール大会 10月
　スポーツを通して健康と体力づくりのための大会を開催し
ます。町体育協会と共催事業。

高郷公民館ほか 市民 高郷公民館 0241-44-2263 7

367
たかさとまち
文化祭

10月29日～30日
　町民の芸術・文化・芸能の振興及び特産品の奨励、地産
池消の推進を図り、町民相互の親睦と豊かなまちづくりに寄
与する。

高郷公民館ほか 市内外 高郷公民館 0241-44-2263 9 ○

368 町民親善ボウリング大会 1月
　スポーツを通して健康と体力づくりのための大会を開催し
ます。町体育協会と共催事業。

高郷公民館ほか 市民 高郷公民館 0241-44-2263 7

369 町民親善吹き矢大会 2月
　スポーツを通して健康と体力づくりのための大会を開催し
ます。町体育協会と共催事業。

高郷公民館ほか 市民 高郷公民館 0241-44-2263 7
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