
様式２

【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1
放課後子ども教室
あいづっ子1455

　放課後の子どもたちの居場所確保と地域ぐる
みで子どもの健全育成を図るため、公民館等を
利用し、地域住民が指導者となり、子どもたちが
レクリエーションや昔遊びなどの多様な体験活
動ができる機会を提供する。

512 2

2
放課後子ども教室
城西っ子1455

　城西小学校の余裕教室を活用し、地域住民の
見守りの中で体験活動を中心とした子どもたち
の放課後の居場所を整備する。

614 2

3
放課後子ども教室
行仁っ子1455

　放課後に学校や地域団体などと連携しながら
地域住民を指導者とした体験学習などを実施
し、子どもたちが地域社会の中で心豊かに健や
かに育まれる環境づくりに取り組む。

152 2

4
第一中学校区
地域学校協働活動

　第一中学校区（第一中学校、行仁小、城北小）
においてコーディネーターを中心とし、学校を核
とした地域づくりを行う。

116 2

5
第二中学校区
地域学校協働活動

　第二中学校区（第二中学校、鶴城小、東山小）
においてコーディネーターを中心とし、学校を核
とした地域づくりを行う。 14 2

6
第三中学校区
地域学校協働活動

　第三中学校区（第三中学校、日新小、謹教小）
においてコーディネーターを中心とし、学校を核
とした地域づくりを行う。

19 2

7
第四中学校区
地域学校協働活動

　第四中学校区（第四中学校、城西小、小金井
小）においてコーディネーターを中心とし、学校を
核とした地域づくりを行う。 255 2

8
図書館を使った調べる学習体
験講座

　図書館の本を使った調べ方やまとめ方を学習
する。具体的な指導や支援により、主体的に学
ぼうとする意欲や、深く考え、言葉を選び、自分
の考えをまとめる能力の向上を目指す。

23 9

9 バンド講座
　音楽スタジオのPA音響機器の正しい使用方法
を学び、楽器の技能や知識の向上を図るととも
に、音楽活動を通した学習活動を支援する。

10 6

10 子どもの森活用事業

　自然の中で活動することによって、親子のコ
ミュニケーションの場を提供するとともに、五感を
使って自然の中で自由に活動する機会を設け
る。

44 4

11
會津稽古堂・あいづ思春期サ
ポーターの会協働事業「ピ
ア・スペース」

　学校教育・社会教育・家庭教育、福祉などの分
野が連携し、多くの子どもたちが抱く思春期特有
の悩み解消を目指す。

35 9

12
親子で学ぶインターネットと
プログラミング講座

　情報機器に触れながら、急速に進展するICTに
関する技術を親子で学び、適切に活用する方法
を身につける。

38 5 ○

13 家庭教育講座
　就学時健康診断の保護者の待機時間を活用
し、親の心構えや子どものしつけ等に関する講
座を実施し、家庭教育の充実を図る。

901 2

14
子育て応援講座（ＰＴＡ研修
会・子育てサロン）

　生涯学習の視点に立ち、地域の教育力を高め
るためのＰＴＡ活動や子どもたちの健全な成長に
ついて学習する。
　また、研修をとおして各ＰＴＡ間の交流を図り、
新しいネットワーク作りを進める。

138 2

15 地域で子育て支援研修講座

　ペアレント・トレーニングを通して、望ましいしつ
けのスキルを学ぶとともに、地域の保護者と家
庭教育支援者の交流や地域で家庭教育を支援
するネットワーク構築を図る。

199 2

16
会津大学・會津稽古堂連携事
業

　会津大学の実施する公開講座と連携し、市民
を対象とした講座を実施する。

38 4

17

會津稽古堂・まちづくり会津
協働事業　　　～つるし雛
作ってみらんしょ飾らんしょ
～

　つるし雛をテーマに、地域商店街との幅広い
ネットワークを持つまちづくり会津と連携し、商店
街を巻き込んだ作成講座や展示会を開催してい
くことで、會津稽古堂単独で行う事業以上の、よ
り一体感のあるまちなかの活性化を進める。

728 2

18 漆蒔絵教室

 　会津の伝統産業である漆蒔絵技法を理論的・
実践的に学びながら、実際に作品（パネル画）を
仕上げる。伝統産業への理解を深めながら、伝
統の技の継承を図る。

143 6
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19 オンライン活用事業
　 新型コロナ禍の状況における新たな学習機会
の確保や市民間の情報格差の解消を図るた
め、オンラインの使用方法などを学ぶ。

25 5 ○ ○

20 本の夜会
　中学生以上の会津地域に住んでいる方を対象
として、本の紹介や朗読を行うことで、読書意欲
の喚起と、図書館利用の促進を図る。

10 6

21 はじめての古文書

　 初めて古文書に触れる方を対象とし、古文書
に親しんでいただくとともに、古文書への興味・
関心を喚起する。 41 6

22
高・大・社連携事業みらいづ
探究ラボ

　市内高校・高等教育機関・社会教育施設の持
つ力を相互に活かしながら、高校生が課題研究
に取り組み、研究成果を発表する機会を設け
る。若い世代の課題探究能力および学びの循環
による豊かな郷土と人材を育む。

121 2 ○ ○ ○

23 古文書講座（中級編）

　古文書読解の中級レベルの方法を学ぶことに
より、古文書への造詣を深め、古文書解読の後
継者を養成する。 148 6

24
地域学校協働活動推進員
（コーディネーター）運営会
議

　地域学校協働本部事業（放課後子ども教室・
学校支援活動)に携わる地域のコーディネーター
の資質向上に資する研修を行う。また、社会教
育や生涯学習に関する知識と経験を養う。

198 2

25 生涯学習支援者講座
　生涯学習に関心がある市民を対象に、生涯学
習についての基礎知識や、学習活動のノウハウ
を学ぶ機会を提供する。

41 2

26
生涯学習おもしぇ～くらぶと
の協働事業

　生涯学習おもしぇ～くらぶと連携・協働し、くら
ぶ員の独創的な発想や様々なネットワークを活
かした講座を開催する。

50 2

27
学校図書館ボランティア養成
講座

　学校図書館の活性化を図るため、学校ボラン
ティアを対象に図書館実務を学習する機会を提
供する。

47 2

28 読み聞かせ講座
　子どもに対する読み聞かせの大切さや楽しみ
方及び読み聞かせの技術について学習する機
会を提供する。

13 2

29 會津稽古堂まつり

　稽古堂を活動拠点とされている様々な生涯学
習団体が集い、日ごろの活動の発表・交流の機
会とすることで、学習活動への参加を促進し、生
涯学習の一層の振興を図る。

2 ○ 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

30
会津図書館を使った調べる学
習コンク－ル

　図書館の資料を活用した「調べる学習」に取り
組み、主体的に学ぼうとする意欲を醸成し、情報
を活用する能力の養成を図る。

77 6 ○

31
会津ビブリオバトル（知的書
評合戦）

　読書によって得られた本との出会いや魅力、そ
の本を読んで感じた思いなどについて発表する
ことで、読書活動の充実と論理的思考力・表現
力等を育むとともに、プレゼンテーション能力の
向上を図る。

51 6

32
こどもの読書週間行事絵本の
音楽会

　大きなスクリーンで絵本の映像を観ながら朗読
を聴き、あわせて音楽を一緒に楽しむことで、絵
本の魅力や物語の楽しさを伝え、心豊かな時間
を提供する。

67 2

33 たのしい冬のおはなし会
　絵本の読み聞かせ、パネルシアター、紙芝居
等で本に親しむきっかけづくりをする。 19 2

34 たのしい春のおはなし会
絵本の読み聞かせ、パネルシアター、紙芝居等
で本に親しむきっかけづくりをする。 15 2

35 ようこそおはなしのへやへ
　絵本の読み聞かせ、パネルシアター、紙芝居
等で本に親しむきっかけづくりを行うとともに、工
作により楽しい時間を提供する。

37 2

36 外国語のおはなしのへや
　外国語の絵本の読み聞かせ、ゲーム等で本に
親しむきっかけづくりをする。 39 2

37 おはなし会
　絵本の読み聞かせ、紙芝居等で本に親しむ
きっかけづくりをする。 75 2

38 赤ちゃんおはなし会
　０～３歳児までの親子に対し、絵本の読み聞か
せを行うとともに、子育てにおける絵本の読み聞
かせの重要性をおはなしする。

184 2
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39 英語のおはなし会
　外国語の絵本の読み聞かせにより本に親しむ
きっかけづくりをする。 16 2

40 かたりべ会
　民話や伝説の昔語りを通じて、本に親しむきっ
かけづくりをする。 98 2

41 おはなしのもり
　絵本の読み聞かせ、手遊び、紙芝居等で本に
親しむきっかけづくりをする。 2 新型コロナウイルス感染予

防のため中止

42 ライブリックシアター

　会津図書館が収集する映画・アニメ・ドキュメン
タリーなどの映像資料について、多目的ホール
の上映機能を活用して定期的な上映会を開催
し、映像資料等の芸術・文化作品の鑑賞の機会
を充実する。

510 6

43
こどもの読書週間行事ライブ
リックシアター

　会津図書館が収集する映画・アニメ・ドキュメン
タリーなどの映像資料について、多目的ホール
の上映機能を活用して子どもたちに物語や読書
の楽しさを紹介することで読書の動機付けを図
る。

89 6

44 會津稽古堂シネマ
　新型コロナ禍で影響を受ける稽古堂周辺商店
街と連携し、稽古堂の利用者数増や人の流れの
創出を図る。

276 6

45 會津稽古堂チャンネル
　新型コロナ禍により学習機会が減少している
方々を対象に、動画配信により学習教材を提供
する。

2,538 9 ○ ※参加者数には、チャンネ
ル視聴回数を記載。

46 生涯学習情報誌発行
　生涯学習・社会教育に関する情報を発信し、参
加を促進する。 9

47 生涯学習指導者情報提供
　市民の幅広い生涯学習のニーズに対応するた
め、知識や技術を持った指導者を登録・紹介す
る。

142 9

48 生涯学習出前講座
　市職員を講師として派遣し、市政や制度等につ
いて講義・説明を行い、行政や政策についての
理解と関心を深める。

2,936 9

49
地域教育コーディネーター事
業

　地域の生涯学習活動における学習相談や講
師としての派遣活動など、生涯学習活動に対す
る支援を行う。

699 9

50 會津稽古堂ツアー
會津稽古堂の役割や機能の紹介と、利用促進
を図る。 1,087 9

51 歴史おもしろ塾
　テーマを３つにしぼり、３人の講師が、テーマご
とに座学と現地研修を組み合わせた形式で、郷
土の歴史を学習する。

137 1

52 なるほど自然塾
　会津の野山に生息する動植物を観察し、身近
な自然に親しむ。 44 4

53 神指ふれあい大人塾
　楽しく健康的な生活を送るために、色々な体験
をし、学びながら参加者と交流を深める。 73 7

54 そば打ち体験教室
　そば打ちの基本的な技術を学び、交流を深め
る動機づくりとする。 26 5

55 楽しく学ぶ
　漢字の起こりや歴史を学び、さらにオリジナル
印鑑を作って、漢字のおもしろさを実感する。 24 6

56 いきいき百歳体操
　高齢者が健康寿命を延ばし、生き生きと健康
な生活を送れるようにする。 202 7

57 第３７回神指地区文化祭
　地域住民の日頃の学習成果や活動等の発表
の場を作り、もって地域住民と公民館利用者相
互の協働による地域づくりの機会とする。

2 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

58
放課後子ども教室こうざしっ
子

　小学生を対象に、市民・公民館利用者の協働
による事業を推進する。放課後、昔遊び、レク
リェーションなどの活動を楽しく体験する。

234 2

会津若松市3



№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

59
第六中学校区地域学校協働活
動

　地域住民のボランティア協力のもと、小中学校
への支援を行うことで、地域全体で子どもたちの
学びや成長を支え、学校を核とした地域づくりを
めざす。

96 2

60
放課後子ども教室
「永和いなほキッズ」

　放課後、地域の方々の参画を得て、勉強やス
ポーツ・文化活動、交流活動等の取り組みを実
施することにより、子どもたちが、地域社会の中
で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進
する。

769 2

61 第六中学校地域学校協働活動

　第六中学校区（第六中学校、永和小学校、神
指小学校）地域住民のボランティア協力のもと、
小中学校活動への支援を行うことで、地域全体
で子どもたちの学びや成長を支え、学校を核とし
た地域づくりを目指す。

37 2

62 週末親子チャレンジ
　親子がふれあいながら参加できる多彩な活動
の機会の場を提供し、魅力的な体験活動を通し
て、人のかかわりや大切さを身につけてもらう。

154 2

63 永和ものづくり楽校

　古くから伝わる庶民の知恵が、今も地域に残っ
ている。会津若松市及び永和地区に長年伝わっ
てきた伝統行事や習俗をはじめとする生活文化
について、その技術を学びながら理解を深める。

166 1

64 永和の暮らしと歴史

　永和地区の人々の暮らしと歴史を学習、調査･
研究し、その成果を書籍等の記録として刊行す
ることを通して、永和地区民のアイデンティティー
を醸成するとともに、その成果を広く公開し、地
区民をはじめとして多くの人々の学習の一助と
する。

54 1

65 種からはじめるほうきづくり
　材料となる「ほうきもろこし」の種まきから収穫
までの一連の作業を行い、ほうきの製作を行う
事により、生活工芸を肌で感じながら学習する。

77 1

66 アクションレディース
　社会情勢の変化に対応した女性の生き方を学
び、相互研修により生活能力の幅を広げる。 35 9

67 いなほふれあい学級
　高齢者として、明るく楽しい豊かな人生を過ご
すため、健康維持と学習意欲を高める。 23 9

68 町北高齢者学級
　生きがいをもって地域社会活動に参加できるよ
う、心身ともに健康な高齢者を目指す。 112 9

69 第42回北地区文化祭
　住民の自主的な文化活動の活性化と北地区
の風土に根ざした文化の振興を図ることを目的
とする。

9 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

70
民話口演会
「第20回語る蕎麦から福きたる」

　北公民館主催事業「語り部養成講座」を修了し
た民話三団体が合同して日頃の学習の成果を
発表する。併せて、講師の五十嵐七重さんの口
演を聴き、広く一般の方への学習の機会を提供
する。

1 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

71 クリスマスコンサート

　クリスマスの季節に合わせ、北公民館登録団
体によるボランティアコンサートを開催し、地域住
民の方々が生の演奏による音楽を気軽に楽しめ
る機会を提供する。

6 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

72 ロビー展
　北地区在住・ゆかりの作家や講座、サークル
の講師の協力を得て、企画展を開催し、広く一
般市民に鑑賞の機会を提供する。

9

73 みなこー夢広場 小学4～6年生を対象にした体験型の講座（５回） 55 9

74 南チャレンジキッズ
子育て支援事業、放課後児童の健全育成事業
(26回) 841 2

75
第五中学校区地域学校協働
活動 地域と学校の連携・協働による学校支援事業

（81回）
240 2

76 ふれあい学級 高齢者を対象にした生きがい事業（９回） 134 9

77 家庭菜園の時間
プランターや庭の片隅でできる野菜作り教室（8
回） 400 2

78 門田町再発見
　門田町内の歴史や文化を学ぶ講座。歴史にふ
れながら散策したり、お寺を訪ねることで住み慣
れた町の良さを再発見する学習会(1回)

7 1
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79 門田地区Re．デザイン事業

　市の「未来につなげる地域の活動拠点づくり事
業」の一環として、門田地区区長会等の地域団
体の協力により、より住みやすく、持続可能な地
域づくりを目指す。（３回）

53 2

80
よろずお楽しみ会
（地域支援事業）

　地区住民同士が軽い運動やレクリエーション等
の活動を行い、参加者同士の交流を図る事業
（７回）

94 2

81
昔遊び指導
（地域支援事業）

高齢者と小学1年生を対象にした交流事業(1回) 55 2

82
高齢者交通教室
（地域支援事業）

地区交通安全協会による高齢者向けの交通安
全教室 2 新型コロナウイルス感染予

防のため中止

83 第13回青木山の山開き 地区の里山に親しむ事業 4 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

84 第40回門田地区文化祭
　 公民館施設利用者による文化祭事業作品展
示、芸能等の発表、地域の農産品の販売など 9 新型コロナウイルス感染予

防のため中止

85 第63回門田地区大運動会 門田地区住民による住民を対象にした運動会 7 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

86
第３回もんた横丁
夏祭り

　 門田地区の各種団体が一体となって夏祭りを
開催し、世代を超えて多くの住民がふれあい、地
域の良さを再認識することで、子どもの健全育成
と地域の活性化を図る。神輿・行燈の運行や模
擬店、盆踊りなど

9 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

87 門田地区敬老会

　多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛
し、長寿を祝うとともに、高齢者の福祉について
の関心と理解を深め、高齢者に対しても自らの
生活の向上に努める意欲を促すことを目的とす
る。式典、アトラクションの開催

9 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

88
鶴ヶ城ハーフマラソン大会の運
営協力

　 鶴ヶ城ハーフマラソン大会の参加者を歓迎し、
各種団体の実行委員会により大会の運営協力
を行う。

9 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

89 門田地区新年交歓会 地区住民による親睦・交流を図る。 9 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

90 会津総合運動公園冬まつり
雪合戦や遊びのテントの運営、芋汁等のテント
出店 9 新型コロナウイルス感染予

防のため中止

91
おおとっ子1455
　（放課後子ども教室）

　 放課後等に、子どもたちの安全・安心な居場
所をつくり、地域の協力で学習・文化・スポーツ
活動等を行い、地域コミュニティーの充実を図
る。（19回）

339 9

92 大戸地区学校支援事業

　 学校と地域の協働により、地域全体で子ども
たちの学びや成長を支えるため、小・中学校の
活動を支援する。
（５回）

86 2

93 わらべ塾
　自然体験・生活体験活動を中心に、生きる力
や知恵また自分で考えられる力を養う。（3回） 53 4

94
家庭教育講演会
(大戸小中ＰＴＡとの共催)

　子育てに関する情報の提供を行う。（1回） 51 2

95 生きがい講座
　 高齢期や高齢準備期における様々な問題に
ついて学習や体験を通して理解を深める。（5回） 43 2

96 通信俳句講座
　俳句を詠む力・知識の向上。また、吟行会（移
動句会）を通じて相互交流を図る。（9回） 168 6

97 おいしく食育料理教室
　 地域の伝統料理や家庭料理、地元の野菜を
使った健康料理など食に対する知識を深めなが
らおいしい料理の再発見を目指す。(4回）

19 2

98 大戸の歴史講座
　 大戸地区の歴史と文化に対する認識を深め、
歴史資料保存の大切さと関心を深める。（3回） 37 1
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99 大戸お元気倶楽部

　高齢者の方々が気軽に参加し、地域とのつな
がりを維持しながら元気で生きがいを持ち生活
するため、人と人がつながる居場所つくりを行な
う。（3回）

43 7

100
大戸おもしろ会
（第３地域包括支援センターとの
共催）

　 概ね75歳以上の高齢者を対象に、軽運動やも
のづくりなど体験学習を通し健康づくりと住民交
流の促進を図る。（10回）

45 7

101
介護予防講座
（第３地域包括支援センターとの
共催）

　 第３地域包括支援センターと連携し介護予防
（健康寿命）につながる講座をおこなう。（10回） 80 7

102
大戸町レクリエーション大会開
催

　 地域住民の健康づくりと交流促進を目的とし
て、高齢者や足が不自由な方でも手軽に楽しめ
るテレビゲームを利用し、ボウリング等を競技種
目とした公民館での大会開催を通し、地域住民
の交流促進を図る。

24 7

103
大戸町川柳大会
（大戸まちづくり協議会との共
催）

   大戸町への熱い想いを川柳の17文字で表現
することにより、地区の魅力を再発見するととも
に、新たな地域資源を発掘する。

180 6

104 広報誌「大戸岳」の発行
　 毎月１日、大戸公民館の学習講座の募集や
地域の温かい情報、各種機関・団体の予定等を
掲載します。（12回）

2

105 げんき塾
　学校では体験できないさまざまな学習課題や
体験学習を通じて、自ら学ぶ姿勢・判断力を養
う。絵付き手びねり体験教室等、計3回実施。

28 9

106
まつながっ子1455
　（放課後子ども教室）

　地域の方とふれあいながら、昔遊びやレクリ
エーション、ニュースポーツ、昔がたりなどの遊
びや学習に取り組む。木工クラフト、エアドーム
作り教室等、計12回実施。

281 9

107 一箕地域学校支援活動

　 地域と学校の連携・協働により、地域全体で
子ども達の学びや成長を支えるとともに、地域の
コミュニティを活性化する。持久走記録会の安全
確保及び英語技能検定の監督補助を実施。

200 9

108 一箕シルバー大学
　 高齢者の健康維持のための学習や創作活動
をとおして、生きがいのある生活を送ることを目
指す。健康体操、歴史体験教室等、計8回実施。

380 9

109 わたし塾
　 体験活動等を通して、世代間の交流を図り、
日々の生活に彩りを与えることを目指す。ヨガ、
クリスマスカード作り教室等、計7回実施。

90 9

110 一箕地区文化祭
　地区住民の個性豊かな文化の創造発展に資
するため、文化活動を奨励するとともに、参加と
鑑賞の機会を提供する。

9 ○ 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

111
放課後子ども教室
東チャレンジクラブ

  子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）
として設置し、子どもたちが地域社会の中で、心
豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進する。
（年１５回）

619 2

112 クラフト教室（初級）
　環境にやさしいリサイクルクラフトテープを使っ
て、初心者でも制作できるバッグつくりをする。
（年５回）

38 6

113 クラフト教室（中級）
　環境にやさしいリサイクルクラフトテープを使っ
て、中級者向けのバッグつくりをする。（年６回） 47 6

114 東いきいき教室
　「いきいきとした生活は健康な体づくりから」を
テーマに、いろいろな種類の軽体操を体験する。
（年５回）

68 7

115 郷土史教室
成人を対象に会津を中心とした郷土の歴史につ
いて学ぶ。（年５回） 81 1

116
地域交流館
～ひがしカフェ～

  地域住民の方々との協働による月２回の懇談
会を通して、地域コミュニケーションの活性化を
図る。

719 2

117
季節の歳時記
ジャズコンサート

   季節感を大切にしたイベントとするため、十五
夜に合わせて地元ジャズバンドの演奏会を開催
する。

6 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

118 第３２回東山地区文化祭

　 地域住民の自発的な文化活動の活性化を図
り、豊かな文化の創造と発展に寄与し、あわせ
て地域住民に鑑賞する機会を提供し積極的な参
加を勧める。

6 新型コロナウイルス感染予
防のため中止
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119 湊地区地域学校協働本部事業
①学校支援活動

②放課後子ども教室
916 2

120 湊☆わんぱく教室

　体験学習をとおし自主性・積極性・奉仕の精神
を養い元気でたくましい子どもを育む。
　 26 4

121 読み聞かせタイム
　 地域の方々がボランティアで読み聞かせ、語
り部などを実施する。 249 2

122 子育て・孫育てin MINATO
学校・家庭・地域が一緒に子育て・孫育てについ
て学ぶ。 2 新型コロナウイルス感染予

防のため中止

123
公民館プラレール運転会 児童・園児たちへの交流の場の提供、冬期間の

活動機会の確保。 7 2

124 湊みのりの大学
　 明るく楽しい豊かな人生を送るため健康な体
つくりと生きがいを求める活動。 147 9

125 湊なごみの広場 地域における女性のつながりづくりを目指す。 137 1

126 在宅ふれあい通信講座
　在宅でもできる手紙・ハガキのやり取り（文通
によるふれあい活動） 10 6

127 よろず湊屋
   高齢者団体、団塊の世代グループ・サークル
等からの相談に応じて講座を開催 2 新型コロナウイルス感染予

防のため中止

128 館報「湊のくに」発行 事業の募集・報告、地域の情報を提供 2

129 湊地域交流再発見事業！
　 他所との交流・住民相互の交流を深め湊町の
新たな産物の発見につなげる 1 新型コロナウイルス感染予

防のため中止

130 サギソウ植栽講習会 湊町の花である「サギソウ」ＰＲのための講習 15 4

131 湊町民文化祭
   地区住民の自発的な文化活動の活性化と個
性豊かな文化の創造と発展に寄与する 6 新型コロナウイルス感染予

防のため中止

132
小学生体験教室
「ジャンプ｝

　 小学生に様々な体験活動を提供し、地域の魅
力発見と郷土愛を育む。（５回） 103 2 ○

133 青年教室「パズル」

　自己研鑽とともに参加者同士の交流を図り、地
域コミュニティの醸成・活性化、地域と共同する
まちづくりに参加する。 2 ○

新型コロナウイルス感染予
防のため中止

134
放課後子ども教室
「あらたてわんぱく遊び隊」
「かわなみわんぱく遊び隊」

   学年の異なる友達と遊んだり、地域の人々と
交流することを通じて、自主性、社会性、創造性
を育む。（２０回）

453 2

135
親子ふれあい活動
「ぴかりん子育てクラブ」

就学前の子供と保護者のふれあいと、情報交流
の場を設け、子育て活動を支援する。 2 ○

新型コロナウイルス感染予
防のため中止

136 ことぶき大学
   新しい知識を身につけ、「生きがい」を実感で
きるよう学習を進める。（６回） 41 9 ○

137 初めてのフォークギター教室
   簡単な曲でフォークギターの基礎をマスター
し、好きな曲で弾き語りの楽しさや癒し時間を実
感することを目的とする。（４回）

20 6 ○

138
「きたあいづ名人にきく」体
験講座

   地域で活動・活躍している団体や人々ととも
に、様々な体験をとおして、相互の知識や向上
を目指す。（2回）

11 2 ○
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139 げんきに健康教室
   地域住民の健康・体力づくり、高齢者に配慮し
た形での送迎バスの利活用も含め地域の活性
化を図る。（6回）

40 7 ○

140 オーディオ工房

  音楽鑑賞だけでなく、オーディオ機器に関する
ことや、ハイレゾ、デジタルオーディオ等のノウハ
ウについて学ぶととも に参加者同士の交流を図
る。（7回）

70 6 ○

141 ＤＩＹ・何でも作り隊
  様々なモノづくりを体験することにより、モノづく
りに対する関心と理解を深め、学習意欲と技術
の向上を目的とする。（3回）

17 6 ○

142
地域ふれあい公民館
（巡回公民館）

   地域コミュニティにおいての参加者同士の交
流を目的に、町内会の集会施設に出向いての活
動提供（3回）

29 2

143
北会津公民館
「お茶の間ひろば」

地域の人々の自由な居場所づくりを目的に、公
民館活動に参加・体験することで、参加者同士
の交流をさらに深める。（7回）

80 6 ○

144 北会津文化祭

   日頃の学習活動の成果発表の場と位置づけ、
広く各活動を紹介し、生涯学習の普及、啓発を
図ると共に、公民館を中心に活動する方々にふ
れあいの場を提供する。

250 6

145
放課後子ども教室
「学園キッズクラブ」

   放課後の学校施設を利用し、地域の大人たち
のしどうによる子どもの居場所を提供する。（ 年
５回 ）

231 2

146
学園キッズクラブ
「夏休み移動教室」

    夏季休業期間を活用し、学年をこえた地域の
仲間たちと様々な体験活動を行いながら、交流
を図る。（ 年４回 ）

122 2

147 河東地区地域学校協働活動
   地域と学校が連携し、地域全体で子ども達の
成長を支えるとともに地域コミュニティの活性化
を図る。

201 2

148 女子力アップ講座
心身ともに元気に明るく毎日を送れることができ
るよう、様々な体験を通して仲間づくりや趣味の
範囲を広げる。

11 9

149 いきいき”健康”教室
   人生１００年時代を迎え、元気で健康を維持す
るためのコツを学び、健康の保持・増進の意識
を高め親睦を図る。

130 9

150 いきいき”趣味”教室
   同じ趣味を持つ市民同士での活動を通し、潤
いの時間を過ごすとともに、各専門の知識・技術
等の向上を図る。

229 6

151 らくらくスマホ講座
   スマートフォンの基本操作や知識を学び、日
常生活の中で安全で便利に楽しく活用できるよ
う基本操作を学ぶ。

63 5

152 河東ふれあい塾
   明るく、楽しい生きがいのある生活を送るため
に、様々な体験や学習をしながら、受講生同士
の交流を深める。

24 2

153
河東公民館無料開放日
「 よらんしょ ・ こらん
しょ 」

  気軽に公民館を利用できるよう研修室を開放
し、各自の学習活動や快適なライフスタイルのヒ
ントを見つける。
（ 年１１回 ）

28 9

154 河東地区文化産業祭

実行委員会による事業。
   公民館利用団体を中心に、日頃の学習の成
果を広く地域に紹介し、生涯学習の普及、啓発
を図る。

9 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

155 町民運動会

   河東地区体育連盟を中心とした実行委員会に
よる事業。
   健全なスポーツ活動について理解と関心を高
め、地区住民の体力向上と相互親睦を図る。
（町内１８地区の対抗戦）

7 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

156 町内一周駅伝競走大会

   河東地区体育連盟を中心とした実行委員会に
よる事業。
   地域の連帯感を高めるとともに、地区住民の
体力向上と相互親睦を図る。（各地区よりエント
リーされたチーム対抗戦）

7 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

157 各種スポーツ大会

体育連盟加盟協会による大会。
   スポーツを通して地区住民の体力向上と融和
を図り、幅広い年代層の参加により、明るく健康
な地域づくりを目指す。（マラソン、ソフトボール、
野球、バレーボール、卓球、バドミントン、ゲート
ボール）

7 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

158 ラジオ体操模範実習会

子ども会育成会連絡協議会による事業。
    夏休み期間にラジオ体操を通して、子ども達
が健康で規則的な生活を過ごすことができるよ
う働きかける。

7 新型コロナウイルス感染予
防のため中止

会津若松市8



様式２

【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1 喜多方シティレガッタ
県内唯一のボート場である県営荻野漕艇場を活用し、市民相互の地域
間・世代間交流を目的としたボート大会 中止 7 ○

2 喜多方市民水泳大会
水泳競技の普及・振興と青少年の健全育成・親睦・交流を図り、市民の
健康増進に寄与することを目的とした水泳大会 中止 7

3 きたかた駅伝競走大会
市内各町相互の交流の推進、市民意識の高揚、市民スポーツ振興を図
るため、市内をメインコースに１本のたすきをつなぐ駅伝大会 中止 7 ○

4 蔵のまち喜多方健康マラソン大会
マラソンを通じた健康づくりと、市内外の方々との交流によるスポーツの
振興、そして、活力あるまちづくりを進めることを目的とし健康マラソン大
会

中止 7 ○

5 喜多方市少年少女発明クラブ
「市発明展」「ロボット大会」への参加や「大学との連携講座」など
新しい分野への取組みを行います。学校で学べないこと経験でき
ないひとを沢山体験できます。

101 4 ○ ○

6 なんでもやってみ隊
「遊び」を通して楽しく学びます。自然の中で思いっきり体験をしよ
う。 20 4 ○

7 青少年ちゃれんじ講座
　青少年向けイベントに参加する移動学習の講座。屋内外での体
験学習や文化施設・工場見学等。 15 1 ○

8 男のための雑楽講座

  日頃、公民館利用の少ない成人男性、団塊の世代対象の事業。
第二の人生を地域にもどり、様々な体験・活動を通し「新たな出会
い」「自分自身の発見」を応援し、人づくり、地域づくりの輪を広げ
る。研修、作品づくり、体験学習、料理、体操など。

109 2 ○

9 郷土歴史講座
　郷土歴史、文化に興味をもっていただき、先人たちが歩んだ足
跡を移動学習、講義にて学習し、地域資源・文化を見直す。 55 1 ○

10 やま歩き隊！ 　山での知識を深めながら、健康的で楽しい山歩きをする。 24 7 ○

11 楽々チャレンジみんなの教室
　作品づくりや移動学習等の体験を通して、新たな自分づくりを応
援する講座。参加者同士の交流も目的とする。料理・切り絵等 86 2

12
第25回
知的のんべえのための「酒づくり講座」

  喜多方の地場産業である「日本酒づくり」を体験学習する。市内
７蔵元協力の下、酒づくりを体験し、自分だけの純米吟醸酒をつく
る。

中止 9 ○

13 スキルアップ事業
（漢字能力検定試験）

　「漢字検定」に取り組み、自己のスキルアップを図る講座。 34 9 ○

14 マットピラティススクール
　呼吸と姿勢によって、筋肉と骨格を正して健康になるエクササイ
ズでストレス解消の効果もある。 148 7

15 家庭教育支援チーム「もも」連携講座 　子育ての悩み相談や情報交換を行う。（託児付） 8 2 ○

16 ハッピーママ
　ママの自分磨きとストレス解消。育児に役立つ学習や同じ悩み
を持つママ同士で情報交換をしながら友達づくりをし、交流を図
る。（託児付）

102 2 ○

17 おやこわくわく広場
　1～3才の乳幼児とその保護者を対象に、親子で楽しく運動や、
工作などをして参加者同士の交流を図る。 82 2 ○

喜多方市市町村名

喜多方市1



№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

18 子育てセミナー
　市内の「こども園・幼稚園」との連携を図り、「子育てセミナー」と
して講師を派遣する。 中止 2 ○

19 きたかた中央大学
　種々の学習・講話や移動学習、自主的なクラブ活動等を通して
教養を高め、高齢者の生きがいづくりや友達づくりを積極的に行
う。

335 9 ○

20 生涯学習連携事業 　日本遺産の「会津三十三観音」について学ぶ。 14 1

21 人づくり指針推進事業 　喜多方市人づくり指針に基づく講演会を開催する。 53 1

22 地域連携事業
子どもたちの健やかで心豊かな成長を育むため、市内の小中学
校を対象に講師を派遣する。 113 7

23 げんき塾
　健康で元気に過ごせるように、身体に良いこと、健康づくりを楽
しく学ぶ。 32 7

24 やさしい日常英会話 専門講師の指導により、初心者向けの日常英会話を習得する。 42 8 ○

25 自分磨き教室
作品作りや体験学習を通して青年層における生涯学習の推進や
参加者同士の交流を図る。 35 9 ○

26 バリアフリー映画上映会
　喜多方市立図書館とのコラボによる、日本語字幕付きの映画上
映会を開催。 61 9 ○

27 市史セミナー 歴史や文化に関心を持ってもらうためのセミナーです。 82 1 ○

28 英語学習支援ボランティア育成講座 英語学習を支援する人材を育成する講座。 43 8 ○

29 中央公民館まつり 公民館講座生による作品展・芸能発表会等を行う。 400 9 ○ ○

30 蔵のまち喜多方桜ウォーク2021
日中線自転車歩行者道の桜並木道をメインコースに市内の桜の名所を
歩くウォーキング大会 395 7 ○

31 喜多方こども駅伝大会
スポーツの基本である「走る」ことを通じて、子どもの基礎体力の向上や
スポーツ振興、さらに選手同士の交流を深めることを目的とした駅伝大会 中止 7 ○

32 秋の喜多方長床ウォーク
国指定重要文化財の新宮熊野神社「長床」が黄金の銀杏のじゅうたんに
染まる晩秋の喜多方路を散策するウォーキング大会 中止 7 ○

33 会津熱塩三ノ倉スキー大会
市内外のスキー愛好者の交流の促進と本市スキー選手の発掘、強化を
目指すとともに市民の健康増進のためスポーツ意識の高揚を図ることを
目的としたスキー大会

中止 7 ○

34 学校・学習支援ボランティア 松山小学校農業科支援事業として定植、播種から収穫まで 422 2

35 青少年育成講座
青少年を対象に演劇やクリスマスコンサート、ニュースポー
ツなど行う 中止 2

36 レクリエーション広場 各地区子ども会でイベントを行い親睦を深める 中止 2

喜多方市2



№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

37
さわやか健康クラブ
卓球教室

誰でも気軽にはじめられるスポーツで健康促進と仲間作り 490 7

38
さわやか健康クラブ
太極拳ゆったり体操

安全に無理なく骨盤と背骨を動かし全身の筋肉バランスを
整える 122 7

39 ぶらりのんびり街なかウォーク
誰でも気軽に参加できる街なかをのんびり歩くウォーキング
講座 45 7

40 元気の素づくり
自産自消をモットーに基礎からの野菜作りを仲間と共に学
習 166 2

41
ものづくりの教室
ぶきっちょクラブ

ジャンルを問わない「ものづくり」に挑戦！革工芸・ステンド
グラス・藍染・紙粘土などオンリーワン作品を作る楽しみを
実感

148 6

42 遊学カレッジ
健康体操やテーブルマナー、視察研修、笑いヨガを実施し、
いきいきと輝いて生きるために好奇心と探求心を追求する 92 7

43 花の楽校
花好きが集まり、ツルバラを中心に季節の花の栽培と管理
を学ぶ。 55 2

44 わいわいそば道場
新そばの季節に名人による手打ちそばの好悪集会を実施
打ったそばは持ち帰り、自宅で楽しむ 17 2

45 燦燦広場 健康に関する学習会やニュースポーツなどを実施 28 7

46 喜多方人づくり指針「町民教養講座」 人づくり指針　講演会を実施 75 1

47 謡曲教室
会津の伝統文化の小謡を習得し、公民館主催の各種行事
にて実践披露 中止 6 ○

48 松山ものしり俱楽部
町民の老若男女どなたでも参加できる物知り講座として開
催する 15 9

49 中村婦人学級
地区内の女性が、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。 27 2

50 吉志田婦人学級
地区内の女性が、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。 17 2

51 家族でチャレンジ
市内の未就学児～小学生とその家族を対象に年2回の家族
でチャレンジを開催 15 2

52
つなごうおらがまちの文化財
「中村彼岸獅子」

町内にある文化財は、維持活動が難しくなってきている。
後世に伝える為に文化行事などを町民に知ってもらう。 87 6

53 「自然を散策する会」ネイチャーウォーク
室内にて新しい生活様式で行えるストレッチ、勉強会などを
中心活動。 80 7

54 松山町民大運動会
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

中止 7

55 松山敬老会
松山区長会をはじめ各種団体が開催する、温かいおもてな
しの敬老会 中止 9

喜多方市3



№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

56 第１０回松山公民館まつり
地域の拠点視察のしての広い理解と、町民との交流・連帯
を「まつり」を通じて深める 133 9 ○

57 第２６回松山町文化作品展 町民の皆様のオンリーワンの力作を展示 162 6 ○

58 松山町民新春のつどい
松山町民が新年を祝い祝謡・会津めでた・中村彼岸獅子を
鑑賞しながら交流する 75 6 ○

59 松山町民交流カラオケ大会 カラオケを通して健康増進と町民間の交流を図る。 中止 7

60 かみさんみやキッズ
　活動を通し、地域、家族との関わりを深め、心豊かな成長を育
む。 18 2

61 Let's自然登
　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。 36 7

62 手わすらすっぺ！
　地域の人が集まって、知恵を出し合い、和気藹藹と、手芸と交流
を楽しむ。第7回作品展に向け大作を仕上げる。 303 2

63 書道教室 　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。 325 6

64 ハッピライフ運動教室
　音楽に合わせて、楽しく体を動かせる（有酸素運動）よう指導し
ていただく。 309 7

65 にこにこ卓球教室 　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。 404 7

66 わいわい塾 　講話・体験・鑑賞などによる学習、交流。 32 2

67 楽々元気ＵＰ
　シナプソロジ―（脳活性プログラム）とい簡単な動作で、脳の混
乱を楽しみ、活性化させ、さらには心身ともに整っていく楽しいプロ
グラムの体験。

66 7

68 四季彩楽講
　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。 46 2

69 癒っと時間
　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。 97 9

70 旬菜クッキング 　旬の食材を用いての料理教室。 9 2

71 ✿hanaだより 　季節の花々を生活に様々な形で取り入れ、日常を豊かにする。 46 2

72 そば打ち教室 　新そばの時期に合わせて打ち方のコツを学ぶ。 11 2

73 男 厨 苦 楽 夫
　男性も積極的に厨房に入れるように、食器や食材なども自前で
調達して、苦労しながらも楽しく調理等を体験してもらう。 27 2

74 上三宮みらい塾 　小学校にて家庭教育講演会の開催。 24 2

喜多方市4
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事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

75 生き生きセミナー 　健康・交通安全など高齢者の体力・生活向上の為の講座。 51 7

76 ふるさと上三宮 　上三宮の歴史や文化を巡り歩きながら再認識し郷土愛を育む。 26 1

77 上三宮の偉人に学ぶ
 上三宮の偉人の功績を、講演会や学習会などを通して学び、地
域の誇りと郷土愛を育むとともに、後世へ伝えていく。 15 1

78
上三宮町長寿会と公民館での公民館美
化運動

　公民館花壇への花植え。 10 2

79
上三宮町まちづくり推進委員会と公民
館との公民館美化運動

　公民館花壇への花植え。 11 2

80
子供会育成会と、青少年育成市民会議
と公民館との地域美化運動

　各地区での花植え。 11 2

81
体育協会と、公民館との雪あそびフェス
タ

　遊樹館前の空き地を利用し、雪遊びで交流を図る。 中止 7

82 なんでも達人派遣
 いろん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。 162 2

83 町合同歓送迎会 　小学校、児童館、駐在所、公民館の職員異動に伴い行う。 中止 9

84 上三宮町民運動会 　上三宮小学校と町民の交流と体力向上。 中止 7

85 上三宮町敬老会 　長寿を祝う。 中止 9

86 公民館まつり＆親子まつり
　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。 51 9 ○

87 上三宮町新春懇談会 　文化講演会と新春の交歓会。 中止 9

88 岩月わんぱく教室
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。 15 2

89 切り絵やんべ！ 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。 50 2

90 冬に楽しむクラフトバンド 紙バンドを使って日常に潤いを持たせる作品を作る。 4 2

91 なのはな学級
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。 55 2

92 Iづくりクラブ 「食」をテーマに手作りの料理を楽しく作る。 36 2

93
エンジョイ
手芸クラブ

様々な手芸にチャレンジし、技術の向上と交流を図る。 40 2

喜多方市5
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94 雛ひなクラブ 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。 225 2

95 絵手紙教室 はがきに折々の言葉を添えて身近な風物を描く。 147 2

96 写真教室
撮影研修、コンクールへの参加、作品研究など、より良い作品を撮るため
に学ぶ。 241 2

97 岩月太極拳教室 ゆったりとした動作ながら奥の深い太極拳を学ぶ。 94 7

98 エアロビクス教室 リズムに合わせて有酸素運動を行い体の調子を整える。 41 7

99 スポーツ民踊教室 歌謡曲に合わせて踊り、心と体の健康増進を図る。 92 7

100 やさしいピラティス
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。 88 7

101
めんけぇ～！
パッチワーク講座

パッチワークの技工を習得し愛らしい作品をつくる。 33 2

102 謡曲教室 古きよき伝統文化を若い世代に繋ぐため、祝謡を学ぶ。 76 6

103 民謡教室 古きよき伝統文化を若い世代に繋ぐため、民謡を学ぶ。 65 6

104 花と私のやさしい時間 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。 31 2

105 いにしえ物語 日本古来の文化や美学を移動学習や座学で学ぶ。 33 1

106 男前の料理教室 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。 16 2

107 おじゃまし隊 見学や体験を通して、地域の良さを再発見する。 21 2

108 もんちっちくらぶ
学校では体験できない活動を通し、素敵な思い出や親子の絆を深める機
会をつくる。 8 2

109 みんなdeわいわい料理教室 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。 15 2

110 もみの木学級
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。 74 2

111 大仏学級
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。 26 3

112 スキー・スノーボード　　教室
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。 中止 7
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113 磐梯山登山
かつてどこの学校でも実施していた登山を復活させ自然とふれあいなが
ら「人づくりの指針」に謳う豊かな心と健康を育む。 中止 7

114 美化活動 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。 58 2

115 ニュースポーツ大会
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。 中止 7

116 新春講演会 各種団体が一堂に集まる新春座談会での講演会 中止 9

117 PPバンドかご編み教室 樹脂バンドを使ったおしゃれな実用品作り。 46 2

118 ウィルビンソン市オンライン交流会 オンライン形式での姉妹都市との交流。 29 8 ○

119 瓜生岩子講演会 瓜生岩子に関する講演会を開催。 14 1

120 防災講演会 防災に関する講演会を実施。 18 9 ○

121 高齢者運動会 町内の高齢者を対象とした運動会を実施。 中止 7

122 敬老会 　長寿を祝う。 中止 9

123 町民運動会 町民を対象とした運動会を実施。 中止 7

124 交遊館まつり 日頃の学習成果を発表する場として作品展を開催。 139 9 ○

125 新春座談会 新春の交歓会。 中止 9

126 関柴キッズくらぶ
　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）実施　　年4回 57 2

127 親子体験教室
　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。　　年1回 中止 2

128 さーくる・ピラティス
　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。　　　　毎週 345 7

129 ３B体操教室
　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。　　月3回 253 7

130 リフレッシュ！健康教室
　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。　　月2回 101 7

131 スマイル手芸サークル
　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
で精神（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。

178 2
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132 絵手紙教室
白いハガキは心のキャンバス！何気ない暮らしのひとｋまを描い
ていく講座。 124 2

133 いろいろ手芸くらぶ
　ビーズアクセサリーやクラフトバッグ作りに挑戦する、手芸好き
の腕磨き講座。　　年6回 64 2

134 夢づくり未来塾
　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。
年6回

103 2

135 コスモスクッキングくらぶ
　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。開催期間を変更してリニューアル。　年4回 15 2

136 ＴＭクッキングスクール
　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。　　　年3回 37 2

137 大人のペン字教室
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　年4回 57 2

138 会津型を学ぼう
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。 63 6

139 花のアトリエ
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　　　年2回 20 2

140
パッチワークサークル〈ローズ・ガーデ
ン〉

　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。　　　年6回 40 2

141 ほっとたいむ
　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。　　年4回

28 2

142 家庭教育支援事業
　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。 13 2

143 松の実サークル
　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。　　年10回 1 2

144 父来倶楽部
　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。　　年6回 101 2

145 生涯学習指針特別事業 　関柴地区内の史跡や歴史についてのかかわりを学ぶ。 中止 1

146 喜多方人づくり指針「町民教養講座」
　「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。 65 2

147 青少年育成講座
　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。 23 2

148 関柴町民大運動会
　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。 中止 7

149 関柴町敬老会
　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。 中止 9

150 新春関柴のつどい
　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。 65 9
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151 中高生のつどい
　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。 中止 2

152
くまちゃんの
料理教室

　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
育学習する。 中止 2

153
写真スキルアップ
講座

　初心者でも楽しめる写真の撮り方を基礎から学習する。 28 2

154 脳活き活き講座 　脳の活性化を図り、心身共に健康増進に努める。 62 7

155 やさしい切り絵教室
　初心者でも簡単に美しい切り絵が作れます。作り上げる楽しさと
親睦を深めながら学習する。 43 2

156 熊っ子歴史塾
　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
や苦労を学びとる。 12 1

157 くまぐら歌声喫茶
　懐かしい童謡・唱歌を楽しく歌い、町民との交流や声を出すこと
によってストレス解消を目的とする。 79 2

158 パッチワーク教室
　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。 73 2

159 編み物教室
　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。 41 2

160 歌謡教室
　カラオケは、血流改善、ストレス発散、自律神経を整え、ダイエッ
ト効果、脳を活性化といいことだらけ。交流を深めながら、人生を
楽しむ。

180 2

161 太極拳教室 　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。 119 7

162 吹き矢教室
　胸式・腹式呼吸が強化され、市民との交流を深めながら、ストレ
ス解消や精神の集中力を高め、健康増進を目的とする。 110 7

163 きらめきサークル 　会津の歴史や文化を巡ったり、趣味を楽しんだりして交流する。 51 1

164 華道教室 　季節の花を生けて、生活にも華やかさを取り入れていく。 31 6

165 あつまれ熊っ子“子ども応援塾”
　夏休み期間を利用して、宿題や工作など地域の人材を活用し一
緒に学んで、世代間交流を図る。 39 2

166 家庭教育支援事業
　就学時検診など、保護者の集まる機会を利用し、子育てについ
て学習する。 9 2

167 ふれあい歴史講座
　｢集い、語らい、学び合う…、生き生き熊倉」を確立し、友愛と親
睦を深め、充実した活動を推進する。 53 1

168 和み学級
　世代間交流や、健康で生きがいのある人生を見出すため、地域
のボランティアや幅広い支援活動を行う。 24 2

169 天寿クラブ
　より生き生きとした生活を送るため健康維持し、積極的に地域活
動に参加している。 72 2
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170 花いっぱい運動
　熊倉町天寿クラブと熊倉児童クラブ館と合同での花壇つくりを
し、世代間交流を目的とする。 34 2

171 名人派遣講座
　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。 78 2

172 熊倉町民大運動会 　子供から大人まで、町民が一体となり健康増進に努める。 中止 7

173 熊倉町民夏季スポーツ大会
　インディアカ、ゲートボール、フットベースボールの3種を町民の
大人が中心となり競うことで、健康増進や町民との交流を目的と
する。

中止 7

174 熊倉町敬老会 　区長会や婦人実行委員が中心となって、敬老者を祝う。 中止 9

175 熊倉公民館まつり
　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し、生涯学習への意欲や態度、能力や技術の醸成に
努める機械と場にする。愛の３１文字コンクールの表彰式も行う。

203 9

176 熊倉町民冬季スポーツ大会
　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。 中止 7

177 熊倉町新春のつどい
　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。

47 9

178 喜多方発21世紀シアター
　子ども達に本当のプロの講演を鑑賞させ、芸術文化に触れさせ
ることにより、未来を担う人材の育成につなげていく。 44 2

179 エアロビクス教室
　有酸素運動により、ダイエット効果もあり、健康増進を目的
に行い、会員同士の親睦も図る。 203 7

180 小学校、公民館タイアップ事業
　地域のお年寄りとの交流を通して、思いやりや尊敬の念を
持つとともに、高齢化が進む熊倉町について考える。 2 9

181 熊倉健幸くらぶ
　熊倉町の自然の絶景を満喫しながらウオーキングし、健康
増進と地元の産業を学習する。 18 7

182 わがまち学級 　先人から継承されている喜多方の文化を体験・習得する。 35 6

183 書道教室
畳の上で姿勢を正し、基礎から応用までレベルに合わせて指導。小学2

年生から大人まで受講可。 790 6

184 慶徳！スポーツアカデミー
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。

288 7

185 ふれあい大夢
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、学校

の授業にも関連した体験活動を実施。 54 2

186 座！いろり
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。 14 2

187 ピンポンデー
自由にピンポン、楽しくピンポンいい汗を流し交流を深める。講師等は

つかない。 93 7

188 菊作り教室
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。 35 2 ○
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189 伝説と歴史探訪
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。 20 1

190 ゆったりヨガ教室 　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。 65 7

191 大人のゆうゆう倶楽部
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。 99 2 ○

192 会津のいいとこどり
会津一円を巡り歩き一歩踏み込んでいいところを学習する。うち一回

は、日本遺産に指定された会津の三十三観音を巡る。 44 1

193 作ってみんべぇ
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。 61 2

194 わくわくＭａｍａ
運動や物作りなど、講座をとおして忙しい毎日を送るお母さんがリフレッ

シュや交流する時間を持ち、地域の関わりや情報交換の一助となる場を
提供する。

28 2

195 編み物教室
親睦を深めながら、ひとあみ、ふたあみゆっくり作品を繋げていく編み

物教室。冬期間の講座。 76 2

196 スポーツdayけいとく

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。卓球は初心者でも指
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。

55 7

197 子育てセミナー
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。

12 2

198
歌ってみんべぇ
カラオケ教室

　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。 58 7

199 からだ活性健康講座
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。講師を迎えた講話や医療機関の健康講座に参加する。 39 7

200 日本北限の御田植祭鑑賞会
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。

620 1 ○

201 町民講座
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。

70 1

202 地域の文化財めぐり
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。 14 1

203 書初め教室
慶徳小学校の児童を対象に、書道教室の講師を派遣し、書初め教室を
実施。 14 6

204 慶徳町民ハイキング
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。 14 7

205 慶徳町町民球技大会
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。 中止 7

206 慶徳町町民大運動会
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。 中止 7

207 慶徳町敬老会
77歳以上の該当者（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。 中止 9
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208 慶徳公民館まつり
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。 中止 9

209 慶徳町町民スポーツ交流大会
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。 中止 7

210 慶徳町新春のつどい
新年を迎え町民や各種団体交流の場とし、新年の抱負等を語り合い交

流を深める。 70 9

211 公民館講座合同作品展 公民館講座生と町民の作品を展示した合同作品展を開催。 258 9 ○

212
大輪菊を
咲かせる講座

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。 80 2

213
脳トレ＆
ウエルビクス教室

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。 480 7

214
癒しの灯り
ひょうたんランプ倶楽部

瓢箪の播種から栽培・収穫・材料として、ひょうたんランプの作り方を基
礎から学ぶ。 中止 2

215 フラダンス教室（昼）
フラダンスの優雅で華やかな踊りを学び、施設やイベントなどボランティ

アで成果を発表する。 285 7

216 フラダンス教室（夜）
基礎から学べるフラダンス教室、働いている人のために夜の部の教

室。 110 7

217 スポーツ民踊教室
民謡や歌謡曲に合せ楽しく踊りながら健康増進と、会員相互の親睦を

深める。 84 7

218 太極拳教室
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。 240 7

219 さーくるカトレア
地域の交流とふれあいを求め活動するなかで、会員相互の親睦と、教

養と見聞を深める。 10 1

220
書の会
（書道教室）

　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。 288 6

221
手わっさ教室
（手芸）

”和気あいあい”を合言葉に、個々に作りたい作品を作っていく中で、教
え聞くことで親睦を深めながら活動する。 240 2

222 生花教室 　季節の花を生かした自由花を生ける。 60 6

223
みんな知っとく
健康倶楽部

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。 54 7

224 三昧塾
　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。

70 2

225 くらしの彩り講座
作る楽しみ・飾る楽しみなどを体験し、生活に彩りを添える様々な体験

講座 28 2

226 クラフト工房 　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。 56 2
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227 パソコンおたすけ広場(初級編） 　パソコン基本操作の初心者向け講習として開催する。 72 2

228 パソコンおたすけ広場(中級編）
ワード・エクセルの機能をもっと活用し、パソコン操作のレベルアップを

図る。 144 2

229 とよかわ　ゆめ塾 　会員の親睦を図り、心の豊かさを求め生涯学習に参加する。 147 2

230 太極拳ゆったり体操
冬期間限定で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。 130 7

231 豊川ふるさと探訪
　町村制発足後の地域の出来事等の移り変わりを現地を歩き、見聞を広
める。
（明治・大正・昭和）

15 1

232 すくすくサポート 地元保育園を対象に出前講座を実施。 中止 2

233 中江藤樹・藤樹学ゆかりの地を訪ねる 藤樹学について関係の深い場所を、講師と共に巡った。 19 1

234 花いっぱい 折り紙でつるし飾りを作成。 50 2

235 町民運動会 町民を対象とした運動会を実施。 中止 7

236 豊川公民館まつり 講座生。一般町民、小学生の作品を展示した。 75 9 ○

237 新春交歓会 新春の交歓会。 68 9

238 とよかわ作品展 公民館講座生と町民の作品を展示した作品展を開催。 中止 9 ○

239 伝統行事継承 　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。 26 1

240 美化運動
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。 中止 2

241 農業科卒業証書作り
豊川小学校農業課程の野菜や稲を押花にし、農業科卒業証書を作成

する。 27 2

242 まなびの杜
　夏休みや冬休み期間に、ボランティアの協力を得ながら学習やレクリ
エーションなどを行い、地域の人と交流できる場所をつくる。 61 2

243 チャレンジキッズ組
　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。 59 2

244
おきがる出前講座
“まなびま選科”

　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ことによ
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。

20 2

245
あつしおかのう
　　　　　“笑タイム”

　見る、作る、動く、食べる・・・様々な体験から日々の生活
の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。

42 2
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246 デジカメ講座（スマホも可）
  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。 55 2

247 男のやってみんべい＋α
　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。

14 2

248
健康トレッキング
　　　“お山歩くらぶ”

　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。 11 7

249 そば打ち教室
　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。 26 2

250 ニットカフェ（編物）
　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。 32 2

251 わくわく体操塾
　冬期間中の健康の保持増進を目的とし、楽しく運動を始め
るきっかけを提供する。 61 2

252 家庭教育講座
　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。

53 2

253 寿スクール
　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。

129 9

254
あつしおかのう
郷土かるた取り大会

　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。

22 2

255
郷土の偉人
　　　　「瓜生岩子」に学ぶ

　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。

42 1

256 あるもんDE　やっぺ
　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。 58 2

257 おいらもユーチューバー
　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。 99 2

258
チャレンジ・
ニュースポーツ

年齢を問わず、誰でも楽しめるニュースポーツを通して、世
代間（子供・親・高齢者）の交流を深める。 19 7

259 熱塩加納町民運動会
　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。 中止 7

260 おとぎのくに（本の読み聞かせ教室）
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。 128 2

261 子ども将棋教室 初心者から将棋を楽しく学ぶ。 254 2

262 祭囃子伝承 地元の祭囃子の伝承を通して地域の文化に触れる。 113 1

263 チャレンジキッズクラブ
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。 183 7

264 子ども体験教室
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。 157 2
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265 ウエルビクス教室
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。 211 7

266 やさしいヨガ
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。 181 7

267 塩川まちさんぽ
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。 44 1

268 気軽にハイキング！
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。 34 7

269 楽スポ
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。 19 7

270 ハワイアンキルト教室
パッチワーク（ハワイアンキルト）の製作を通して、技術の基
本を学ぶ。 37 2

271 「和の道」体験教室 日本の伝統文化（書道、伝統工芸）の基本を学ぶ。 27 6

272 いろんな料理に挑戦しよう！ 日頃経験できない料理を体験する。 30 2

273 しおかわ地域学習塾
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。 87 1

274 DIY教室 無理なく楽しくできるDIY（日曜大工）の体験を提供する。 8 2

275 冬季講座 教養などの講座で楽しく学ぶ。 中止 2

276 しおかわハッピー子育て 子育て中の親子のスキンシップと親同士の交流を図る。 86 2

277 家庭教育講座
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。 58 2

278 塩川あやめ大学
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。 110 9

279 大人の社会科見学
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。 11 2

280 ピックアップきたかたのひと
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。 7 2

281 テクノアカデミー会津の学生と訪ねる旅
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
生と一緒にオンラインツアーを実施。 13 2 ○

282
塩川体育館一般開放（ファミリースポー
ツタイム）

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。 327 7

283 塩川地区運動会
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。 中止 7
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284 ボッチャ体験交流大会
パラリンピック競技種目のボッチャを通して、健康・体力づく
り、交流を深める。 23 7

285 チャレンジフェスタin塩川
子どもからお年寄りまで誰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。 中止 7

286 塩川町文化祭
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。 1,000 9

287 新春書き初め大会 年の初めに書道に親しみ、豊かな情操を培う。 20 6

288 塩川町民親善ボウリング大会
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。 中止 7

289 ワイワイ英語塾 　英語に親しみながら、基本から実用まで楽しく学ぶ。 329 8

290 ニコニコふれあい塾
　塩川町３地区（堂島、姥堂、駒形の小学校）の小学６年生
を対象に移動学習やスポーツを通して交流を深める。 42 2

291 堂島むつみ学級
　堂島地区60歳以上の女性を対象とした講座。講話会、塩
川3地区合同研修会、移動研修、各種講座、堂島小学校ボ
ランティア活動など。

57 1

292 俳句教室 　毎月一回の定例会、年一回の合同吟行。 55 6

293 墨絵教室 　月2回実施、作品展示会に出品。 84 6 ○

294 盆栽教室 　移動研修、寄せ植え講習会。 60 6

295 レディサークル 　料理教室、手芸教室。 99 2

296 太極拳教室
　月2回実施し健康増進を図る。花しょうぶ祭りや太極拳交
流会での演武披露。 325 7

297 手わっさクラブ
　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。 52 2

298 健康トレッキング 　健康増進と自然に感動する出合いをもとめる。 中止 7

299 きらり達人‼美文字にチャレンジ
　ボールぺ字を中心にバランスを考えながら美しい文字が
書けるよう学ぶ。 30 2

300 きらり体験‼伝統クラフト
　喜多方の会津型を用いて来年のカレンダーを作成したり、
伝統工芸や文化を学びながら作品作りを行う 24 6

301 生け花教室 　基本技法を習得し、作品展示会に出品する。 10 6

302 男の料理教室
　普段台所に立つ機会の少ない男性を対象とした講座。簡
単な料理を作る。 9 2
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303 健康講座 　地区住民を対象とした健康講話。 中止 2

304 家庭教育学級
　家庭における子育ての参考となるよう子育てに関する講
演会を小学校において開催した。 12 2

305 堂島あやめ大学
　堂島地区65歳以上を対象とした講座。講話会、塩川4地区
交歓会、移動研修など。 60 9

306
塩川民話の会
民話の集い

塩川民話の会と堂島小学校6年生による民話の合同発表
会。 90 6

307 人づくり指針｢未来を拓く喜多方人」 　講演会を開催する。 55 1

308 堂島グラウンドゴルフ大会
　堂島地区町民を対象とし、始めての方から高齢者まで、健
康な心と体力作りをする。 24 7

309 ワクワク探検隊
　夏休みと冬休みに堂島地区の小学生を対象とした移動学
習や体験教室。 73 2

310 小学生グラウンドゴルフ大会
　地区公民館と生長会（老人クラブ）がルールを教えながら
楽しくゲームを行う。 13 7

311 こども園との交流会
　堂島あやめ大学と堂島生長会の交通安全教室やこども園
との交流会。 中止 9

312 堂島ニュースポーツ教室
　今まで触れたことがないニュースポーツを行い、楽しく体
力作りをする。 22 7

313 ミニ門松づくり
　堂島小学校土曜教室の希望者に、盆栽教室生が意味を
教えながら、丁寧に作り方を教える。 7 2

314 だんごさし 　堂島小学校の低学年と一緒に、むつみ学級生が講師とな
り団子つくりを行う。 24 2

315 堂島地区運動会 　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。 中止 7

316 作品展示会 　公民館主催事業と地区のみなさんの作品展示。 110 9 ○

317 冬期講座 味噌づくりの体験教室を実施。 6 2

318 クリーン作戦 堂島小学校周辺のごみ拾いを実施。 中止 2

319 書道教室
 小・中学生を対象に正しく丁寧な文字を書くことを目指して
基礎から学び、昇級試験にも挑戦する。 221 6

320 うばどうkids探検隊  様々な社会体験を通し、健全でたくましく生きる力を養う。 14 2

321 親子料理教室  小学生と保護者による共同での料理づくりを体験する。 中止 2
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オンライ
ン活用

ICTスキ
ル、情
報リテラ
シー

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

322 姥堂むつみ学級
　教養講座、移動研修、制作教室、塩川地区交歓会に参加
し、交流を深める。 40 2

323 ようさいくらぶ
　エプロンからチュニックまで普段の洋服にハンドメイドの良
さを取り入れ洋裁のノウハウを学ぶ。 203 2

324 クラフトバンド教室
クラフトバンドを使って初心者でも分かりやすくカットから編
み方までの基礎を学ぶ。 102 2

325 押し花教室
　野草や野菜なども押し花にし、カレンダーやタペストリーな
どを制作。 22 2

326 ピラティス教室
　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、
人間が本来持っている自然治癒力を向上させる。 72 7

327 俳句教室
　17文字の中に情景やイメージを想像し俳句を詠みます。
年1回、塩川３地区俳句教室の合同吟行を開催。 44 7

328 太極拳ゆったり体操教室
　立ってもイスに座ってもできる、健康維持、筋力アップを目
指す。 90 7

329 脳トレ講座
　読み書き計算、歌や手足の運動などで脳の機能低下を防
止する。 104 7

330 染め縫い物教室
染め型紙（会津型）を作って藍染めや型染めにしたものを
バック等の作品を制作し、伝統文化に触れる。 32 6

331 グラウンドゴルフ教室 　運動不足解消に、気軽にスポーツに親しむ。 138 7

332 いい感じの漢字講座
　古代文字の意味と成り立ちを学ぶことにより、古代の人々
の生活や思考のしかたを理解する。また、古代文字による
刻字制作を体験する。

63 2

333 パークゴルフ教室
　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。 17 7

334 ポーセラーツ教室
　真っ白な磁器をキャンバスにして、好みの色や柄の特殊な
シールを貼り、世界に一つしかないカップや皿などを作る。 20 2

335 旬野菜の料理教室 男女を問わず季節野菜を使った様々な料理を学ぶ。 12 2

336 ｍａｍａ教室
　小学生の保護者など子育て世代のヤングママを対象に料
理教室などを実施し交流を深める。 18 2

337 ニットくらぶ
　それぞれの作ってみたいを形にし、編んで楽しい、着て楽
しいものを作る。 27 2

338 フラワーアレンジメント教室
花を長く楽しむコツや、花にまつわるお話しや正月飾りに
ぴったりなフラワーアレンジメントを実施。 17 2

339 折り紙アート教室 折り紙でクリスマスツリーを製作。 12 2

340 ミルフィオリ教室 イタリア伝統のガラス細工で小物作りを行う。 14 2
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№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

341 家庭教育講座
　家庭における子育ての参考となるような講演会を小学校
において開催する。 10 2

342 ニュースポーツ交流
姥小児童と公民館講座生がニュースポーツをいっしょに体
験することにより世代間交流を図る。 69 7

343 姥堂あやめ大学
　教養講座、移動研修、制作教室、塩川地区交歓会を実
施。 24 9

344 生涯学習推進特別事業講演会
　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
ての講演会を開催 15 1

345 「自筆証書遺言書補完制度」講演会 法務局の出前講座を利用し、講演会を実施。 17 3

346 人づくりの指針講演会
　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
ての講演会を開催 24 1

347
地域連携事業
～夏の夜空の観測会～

　福島県天文協会(喜多方星好き会）の皆さんとの共催によ
り、姥堂小学校の児童、保護者及び地域住民の方々を対象
に、夏の夜空の星を観る会を開催した。

中止 4

348 クリーンアップ作戦
　姥堂小学校の児童及び高齢者学級の教室生との共同に
よる清掃奉仕を通じ、世代間交流を図る。 9 2

349 姥堂地区町民運動会
　地区町民を対象に、幼児から老人までふれあい楽しめる
地区対抗戦の運動会を実施。 中止 7

350 姥堂地区グランドゴルフ大会 姥堂地区の住民対象のグランドゴルフ大会を開催。 24 7

351 作品展示会
　公民館の学級講座の教室生作品や地区住民の自慢の作
品を展示披露。 105 9 ○

352 ジュニアリズムダンス教室 小学生を対象にダンス教室を開催。 中止 7

353 こまがたっ子楽習クラブ 小学生を対象にものづくり等の体験学習を実施。 中止 2

354 駒形むつみ学級
　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。 86 2

355 駒形墨絵教室 　墨絵を通して、季節感や日常の風景を描くことを楽しむ。 43 2

356 駒形俳句教室
　季節ごとの自然を詠むことを通じて、日本語に親しむ。秋
には塩川町３俳句教室の合同吟行に参加して俳句を楽し
む。

14 6

357 フレッシュママ教室
　手芸教室や年中行事の実施を通じて、女性としての知識・
技術の向上と交流を図る。 56 2

358 こまがた太極拳教室
　体力の向上と健康の増進を図り、愛好者が集うことでふれ
合い作りを促進する。 112 7

359 目指せ匠！！ものづくり教室
　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。 17 2
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№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

360 田舎でも英語塾
　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。 19 8

361 パソコン教室
　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。 42 2

362 スポーツ健康教室
　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。 48 7

363 元祖！！いい感じの漢字講座
　　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。 27 2

364 ちょっと気になる講座シリーズ 　健康や介護に関する講演会等を実施する。 69 7

365 家庭教育講座
　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。 14 2

366 駒形あやめ大学
　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。 5 9

367

生涯学習推進特別事業

「こまがた見聞録」

（講演会・移動学習）

　　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。 62 9

368
人づくりの指針推進事業
（講演会・移動学習）

　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。 11 1

369
地域連携事業
（講演会・移動学習）

　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。

25 2

370 公民館奉仕作業
　公民館で活動している各教室・講座生に協力をいただき、
公民館内外の清掃作業を行う。 100 2

371 駒形地区文化祭
　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。

中止 9

372 書道教室
基礎・基本を重視し、参加者の能力に応じた指導を大切にしながら進め

る。 75 6

373 山都で遊び隊
親子で体を動かしたり、楽しく遊びながら、季節の行事で交流を図る。

英語で遊ぶイベントも開催する。 24 7

374 ネイチャーくらぶ
小中学生と市民を対象に心身の健康と交流を目的としたハイキングを

実施する。 14 7

375 縫ぬい倶楽部
パッチワーク、季節ごとのつるし飾りや裁縫などのものづくりを中心に、

受講生がお互いの技術を教え合いながら活動する。 126 2

376 ヨガ教室 　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。 105 7

377 山都で学び隊
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。 114 1

378 素人そば打ち講座 　そば粉100％の山都そばの打ち方・基礎知識を学ぶ講座。 61 2
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事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

379 家庭教育講座
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。 16 2

380 脳活楽楽講座
認知機能に良い影響を与えてくれるシナプソロジー（脳を活性化させる

独自のプログラム）を活用して楽しく脳の活性化を図る。 132 9

381 長寿学園
教養講座をはじめ、移動学習や体験教室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。 89 9

382 山都めぐりあるき
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。 18 1

383 ふるさとの偉人に学ぶ
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。 中止 1

384 行政区成人学級 　行政区でグループを作り、独自に年間の学習プランを立てて活動する。 21 9

385 町民運動会
　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。

中止 7

386 ふるさと山都の文化祭
　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。 374 9

387 行政区対抗バレーボール大会
　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。 49 7

388 町民ボウリング大会 　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。 中止 7

389 たかさとチャレンジスクール
　小学生を対象に、地域資源や人材を活用したスポーツや自然体
験、工作などさまざまな体験にチャレンジします。 162 2

390 こども応援塾
夏・冬休みの期間を利用して、宿題や自由研究などを行う場を提
供する。 36 2

391 ヨガ教室
　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します。 99 7

392 エアロビクス教室
　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します。 116 7

393 ものづくり教室
　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
活動する教室です。 21 2

394 吹き矢体験教室
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に共通する精神力
向上とストレス解消を図ります。

57 7

395 はじめてのパソコン教室
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で
す。 24 2

396 就学時子育て講座
　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です。 6 2

397 高郷いきがい学級
　高齢者を対象に教養講座、軽スポーツ、移動学習など幅広い高
齢者の学習を行ないます。 182 9
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398 大人の社会科見学 　歴史・文化施設等を見学し、教養を深める移動教室です。 17 1

399 雷神山ふれあい遊歩道ウォーク事業
　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
進と親睦を図ります。

中止 7

400 教養講座「会津の歴史」 専門の講師を迎え、会津に係る歴史を学びます。 24 1

401 出前講座(移動公民館) 　各地区の要望により講師等を派遣する事業です。 17 9

402 各種スポーツ大会
スポーツを通して健康と体力づくりのためグラウンドゴルフ大会他
4大会を開催します。町体育協会との共催事業。 77 7

403 健康卓球教室 卓球教室を毎週開催で実施する。 109 7

404 たかさと町民大運動会
　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。

中止 7

405 たかさとまち文化祭
　町民の芸術・文化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。 400 9
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様式２

【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№
事業名
（講座名）

事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1
少年教室

「ばんだいっ子クラブ」

小学生を対象に地域の自然・文化、ボランティア活

動、スポーツ等の体験
39 4

2 中学生そば打ち体験教室 そば打ちの体験 中止 2

3
磐梯町PTA連絡協議会委託事業

（家庭教育委託事業）

ＰＴＡ連絡事務局校に委託し、保護者が参加する機会

を利用し家庭教育事業を実施
中止 2

4 女性カレッジ
成人女性を対象に、一般教養・実技・ボランティア等

を実施（年５回）
37 9

5 磐梯大学
高齢者を対象に、一般教養・歴史・趣味・軽スポーツ

等の実施（年２１回）
291 9

6 磐梯町文化祭
町民が一同に会し、日頃の学習成果の発表等。（11月

１日～11月３日）
506 6 ○

7 Cooking講座
「お父さんのCooking」｢料理コース｣

「お菓子・パンコース｣
中止 9

8 手仕事講座
年5回開催

88 9

9 特別講座（生け花）
年1回開催

10 9

10
第２８回

磐梯町ロードレース大会
町民を対象としてロードレースの開催 中止 7 ○

11 磐梯町お盆野球大会 町民・帰省者等対象 中止 7 ○

12 第５５回町民体育祭 町民対象 中止 7 ○

市町村名（　　　　　　磐梯町　　　　　　　　　　）

磐梯町1



様式２

【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№
事業名
（講座名）

事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1 こども英会話教室
町英語指導助手を迎え、本場の英語を楽しく学ぶ

未就学児クラス、小学生クラスそれぞれ3回
19 8

2 こどもクッキング 簡単なお菓子や料理作り　小学生対象　全６回 101 2

3 思い出の絵手紙

身近なことから喜びを見つけ、その想いを共有し互い

に認めあう機会をつくる　小学生、中学生、高校生、

一般　１回

162 9

4 放課後子ども教室

地域の方々などの参画を得て、子どもたちが様々な体

験を通して心豊かで健やかに成長できる場を提供する

町内６小学校　月１回程度

743 9

5 女性講座うるおい

女性が楽しみながら、知性と教養を高める学習　女性

対象

全7回

119 1

6 生き粋セミナー

いろいろな講座や移動学習を通して知識と交流を深め

る

６５歳以上対象　全6回

64 9

7 英会話教室
町英語指導助手を迎え、本場の英語を楽しく学ぶ

初級クラス、中級クラスそれぞれ前期、後期６回ずつ
36 8

8 初心者のためのそば打ち教室 そば打ちを基礎から学ぶ　成人対象　全７回 82 2

9 オモシロ漢字教室 漢字の歴史や字源等を学ぶ　成人対象　全4回 104 9

10 正月飾り教室
しめ縄飾りを作り、日本の伝統文化に触れる

成人対象１回
20 6

11 すくすくファミリー 親子・仲間で楽しみながら子育てを学ぶ　全9回 77 2

12 ファミリーシアター
小学１、２年生及び保護者対象に本格的な演劇をホー

ルで鑑賞する　１回
191 2

猪苗代町市町村名

猪苗代町1



様式２

【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№
事業名
（講座名）

事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1 幼児教育支援事業
村内の乳幼児と保護者を対象に、乳幼児のための「音

楽鑑賞」を実施。
15 2

2 幼児教育支援事業 村内の乳幼児と保護者を対象に、「芸術」を実施。 34 2

3 幼児教育支援事業
保育園と保護者を対象に体操教室を予定していたが、

新型コロナウイルス感染症により中止
中止 2

4 家庭教育支援事業
幼稚園児と保護書を対象に絵本の楽しい読み聞かせ会

を実施
26 2

5 家庭教育支援事業
次年度入学対象幼稚園児の保護者を対象に子育て講座

を実施
26 2

6 家庭教育支援事業 小学生の保護者を対象に子育て講座を実施 16 2

7 家庭教育支援事業 小学生の保護者を対象に子育て講座を実施 20 2

8 家庭教育支援事業
中学生およびその保護者、教職員を対象に思春期講座

を実施
32 2

9 家庭教育支援事業
中学生およびその保護者、教職員を対象に思春期講座

を実施
32 2

10 ブックスタート事業
乳幼児とその保護者を対象に、読み聞かせを通して心

のふれあう機会を広げるブックスタート事業を実施
24 2

11 子ども体験事業

小学4年生を対象に、自然の中で交流を深めるキャンプ

「チャレンジキッズ」を予定していたが新型コロナウ

イルス感染症により中止

中止 2

12 子ども体験事業
村内の幼稚園同士による交流事業を予定していたが、

新型コロナウイルス感染症により中止
中止 2

13 子ども体験事業 小学生を対象にボルダリング教室「のぼら～」を実施 10 2

14 成人体験交流事業
村民を対象に、村内外の山で登山を予定していがた、

新型コロナウイルス感染症により中止
中止 7

15 青年交流促進事業
米沢市青年団体と北塩原村青年による交流会を予定し

ていたが、新型コロナウイルス感染症により中止
中止 9

16 文化財保存利活用事業
「写真展」や「北塩原村ちい旅」など、村内の歴史・

文化・自然に関する展示や事業などを実施
224 1

北塩原村市町村名

北塩原村1



様式２

【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№
事業名
（講座名）

事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1 おはなしの会
絵本、紙芝居等の読み聞かせを通して児童の健全育成

を図る。
1,094 9

2 ブックスタート

子育てサークルと連携し、乳幼児への絵本の読み聞か

せを通して子ども達の豊かな情操を育てると共に、保

護者にもその重要性を啓発する。

19 9

3 読み聞かせ講習会
本の読み聞かせの技術を学び、おはなしの会の内容の

充実とボランティアの内容充実を図る。
28 9

4 おひざにだっこの会
親子のふれあいの場を提供し、子どもたちへの読書習

慣の形成を図る。
18 2

5 家庭教育講座 就学時健診時の保護者を対象として開催する。 25 2

6 ビブリオバトル（知的書評ゲーム）
中学生を対象に朝読の中でビブリオバトルを子どもた

ちに体験させる。
331 9 ○

7
英会話教室
（子供コース）

国際交流員と外国語指導助手との交流を通じて英会話

に親しみ、国際感覚を身につける。
133 9

8 子どもの主張大会
青少年の自立心の向上を図ると共に、子どもたちの健

全育成に対する町民の理解と関心を深める。
67 9

9 子ども夢プラン
子どもの夢を実現させ子どもたちの健全育成を進め

る。
0 9

10 成人講座

多様化する現代社会を家庭人・社会人として心身とも

に豊かに過ごすため、幅広い学習を通して教養を深め

る。

207 9

11
英会話教室

（一般コース）

日常英会話の学習と国際交流を促進する。英会話を学

び理解力と表現力を高める。
71 8

12 成人式

町を挙げて新成人を祝福する。（成人者が作り上げる

「成人式」の開催）令和3年度は令和2年及び令和3年成

人者を対象に行う。

43 9

13 はつらつスポーツ講座
ニュースポーツ教室を通して健康づくりや仲間づくり

をする。
425 7

14 さゆり大学

西会津町の歴史と自然を中心として、活動している各

団体等からその内容を学ぶことにより、学習意欲の向

上と生きがいに満ちた人生を作り出すための学習の場

を提供する。

212 9

15 沖縄交流
沖縄県大宜味村児童との交流を通して、生活や文化の

違いなどを体験学習する。
0 9 ○

16 新郷いきいき倶楽部
新郷地区住民を対象に自然、歴史、健康、ニュース

ポーツを通して生きがいづくり、健康増進を行う。
43 7

17 生涯学習発表会

日頃の生涯学習の成果を発表する機会を提供すると共

に広く町民にその活動を紹介し、生涯学習を推進す

る。

44 2

18 奥川地区郷土史講座 奥川の歴史を学び、郷土史の理解と郷土愛を深める。 0 9

西会津町　　市町村名

西会津町1



№
事業名
（講座名）

事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

19 文化と産業祭 西会津ふるさとまつりへの参加 2,377 9 ○

20 出前講座
地区の要望により開催し、学びのある地域づくりを目指
す。 256 9

21 各地区運動会（体育祭）
西会津町5地区において、地域の親睦や体力向上を目
指す。 0 7

22 各地区スポーツ大会
スポーツを通して、体力づくり、地域づくり、地域の親睦
を図る。 64 7

23 奥川健康マラソン
広く町内外からランナーを募集し、健康増進、地域の
活性化に寄与する。 0 7 ○

24
バレーボール

フェスティバル

バレーボールを通して、体力づくり、地域づくり、親睦を
図る。 110 7

25 町民カローリング大会
カローリングを通して児童生徒との交流を図り、青少年
の健全育成を図る 0 7

26 キッズランニングクラブ
小学生を対象に子どもの内からスポーツに親しみ競技
力の向上を図る。 222 7

27 町民グラウンドゴルフ大会
グラウンドゴルフをとおして、世代間交流を図り、青少
年の健全育成を図る。 57 7

28 ものづくり教室
作品を完成させる楽しさを味わい、生きがいづくり、人
づくりにつなげる。 148 4

29 iPad講習会
iPad講習会を町民を対象に行いデジタルに慣れてもら
う。 73 7 ○

30 にしあいづ物語講座
歴史文化基本構想等策定の成果である町内各地の
「にしあいづ物語100選」を題材に講座を開設し、歴史
文化にふれ、普及啓発に資する。

0 9

31 働き盛り男性の応援講座 町内の男性を公民館事業に参加することで生きがいを
求めることと、生活に必要なことを学ぶ。 15 9

32 ビーチボールバレー交流大会
ビーチボールバレーを通して、交流、親睦、健康づくり
を図る。 19 7 ○

33 ウインタースポーツスクール
冬場の運動不足を解消し、一年を通しての健康づくり

を図る。
27 7

34 西会津町歴史文化基本構想等の実施
西会津歴史文化基本構想等の策定を具現化に向けて
実施をする。 0 1

35 創作和太鼓事業 既存の伝統文化の保存、伝承を進めると共に、町独自
の創作和太鼓を普及し、新たな文化の創造を進める。 1,072 6 ○

西会津町2



様式２

【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1 みんなの茶の間事業

おおむね月1回の開催とし、高齢者の生きがいと友達・居場
所見つけのお手伝いから、引きこもり防止の糸口を見出し、
日常の生活に生きがいを見出すとともに、人と人との交流を
深め、元気づくりに繋げることを目的。

145 7

2 地区防災計画策定事業
コミュニティでの防災意識の向上の大切さや地区防災計画
をつくる事の重要性などを学ぶ。 20 9

3
イルミネーションストーリー  inばんげ
2021

コミセン周辺をイルミネーションで飾ることにより、冬季の夜
のまちに彩りを与えるとともに、行き交う人々に暖かな夢と
感動そして魅力あるまちの景観を創造する。

400 6

4 譲り愛事業
使用しなくなったスキー用具や制服などの譲渡会を開催し、
これらの購入費用の負担を軽減すると共に物を大切にする
心を涵養する。

150 2

5
健康づくりソフトボール大会
シルバースポーツ大会
町民運動会　等

健康づくりのためのスポーツ大会 中止 7

6 夏休みラジオ体操事業
ラジオ体操参加者へポイントを付与し、抽選で景品を贈呈す
ることにより参加を促す 80 7

7 まちなかウォーキング
まちなかの商店や観光スポットを巡ることによる地域資源の
発見と健康増進 中止 7

8
ボランティア支援事業
『なんか楽しいこと
　　やってみっぺ事業』

青少年ボランティア事業に参加した中高生の自由な発想で
の企画・立案による事業。ハロウィンのイベントを開催した。 450 9

9 健康ウォーキング事業
各地区のウォーキングにより健康づくりを図り、同時に地区
の歴史を学ぶ。 30 1

10 スポーツジム＆介護福祉事業 フレイル予防のための体づくり講座 中止 7

11 地区スポーツ大会 健康づくりのためのスポーツ大会 30 7

12 若宮ガキ大将教室 年間を通して小学４～６年生を対象に実施する体験会等 50 2

13 寺子屋教室 家庭学習の支援 中止 2

14 ごろべえもちで地域を元気にし隊事業 催しで地域の郷土料理を販売することで普及を図る 10 1

15
活き活きわかみやフェスティバル事業
フェスティバルで楽しく絆づくり

若宮ガキ大将教室の出店サポート 10 1

16 先進地視察研修
生涯学習や地域づくりに関する先進地の事例を視察し事業
にいかす 中止 9

17 若宮ビアガーデン事業 ビアガーデンを開催し住民の交流を図る 中止 9

18 救命救急出前講座、防災学習会
救急救命・防災に関する専門家を講師に迎え防災の意識の
啓蒙や非常時の対応について学ぶ 中止 9

会津坂下町市町村名

会津坂下町1



№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

19 若郷教室 そば打ち体験・ニュースポーツ体験など 50 7

20 各種出前講座 フラワーアレンジメントについて学んだ 10 6

21 サロン事業
レク式体力チェックの実施による参加者の基礎体力のチェッ
ク、コーディネーターによる体力づくりのためのアドバイスの
実施

30 7

22
フェスティバル作品展示・ステージ発表
支援

地区民の方の作品を募集し展示した。わかみや演芸会（ス
テージ発表）は、コロナ対策として密防止の為、１人の演者
にした(三遊亭円福さん）。

100 6 ○

23 わんぱくチャレンジ隊
学習会・スケート体験・農業体験など（コロナ禍のため一部
未実施） 330 2

24 金上キッズクラブ 夏休み・冬休みの工作活動 中止 2

25 ひよっこクラブ

就園前の幼児と保護者が交流し、子育ち（子どもも大人も育
ち合う）の楽しさを知る。どじょっこクラブ（ひよっこクラブ専属
ボランティア）のベテランママさんから、子育ての悩みや、食
事メニュー等について気軽に話し合うことで、子育て世代が
かかえる育児ストレスの発散の場にもなる。

中止 2

26 ばんげちびっこリレーマラソン大会
ばんげちびっこリレーマラソン大会実行委員会主催。
1人1.5kmコースを5名でリレー。10チームの参加。
コロナ対策を講じ実施。

250 7

27 いにしえ街道わが町探訪 金上地区各所にある史跡、歴史をめぐり思いを馳せる。 中止 6

28 氣の力で免疫力、集中力アップ！ 誰もが持っている「氣」の力をうまく活用する体験型講演会。 中止 5

29 秋の里山散策＆ものづくり
めぇ山や坂本分校で地域活性化活動をしている方々の活動
内容見学。坂本分校でものづくりを行い、作品は金上いな
ほ祭りに展示する。

中止 6

30 ものづくり講座
しめ縄＆玄関かざりづくり。しめ縄とリース状に丸めた玄関
飾りをつくる。 11 6

31 スマホのお悩みなんでも相談
操作方法、設定、プラン料金が高い等々。スマホに関する疑
問を解決して、もっと快適に利用しよう。 5 5

32 金上ピカ市

集客力のある場所で野菜販売してもらい、自分の野菜が売
れる物だ、と認識して自信をつけてもらうため道の駅へ出
店。初めて地区の外へ出てのチャレンジに９ブースが出店。
どのブースも好調に売り上げた。

50 9

33 消防協力隊との共同事業 消防団や常備消防と共同で防災について学ぶ 中止 2

34 防災減災に向けた地域づくり
防災学習会、避難・情報伝達ルートの確認、危険個所の確
認、情報交換会などを実施する。 中止 2

35 健康づくり事業 各種スポーツ大会の実施 中止 7

36 金上熟年大学
町議会一般質問の傍聴や県立博物館での藁の文化につい
て学んだ 30 1

37 サロン支援事業
レク式体力チェックの実施による参加者の基礎体力のチェッ
ク、コーディネーターによる体力づくりのためのアドバイスの
実施

30 7

会津坂下町2



№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

38 主要道路の歩道美化運動
通学路になっているコミセン前交差点から福原区手押し信
号機までの歩道美化運動。 中止 9

39 金上いなほ祭り

感染症対策で来場者を分散させるため2日間開催。ミニフ
リーマーケット、射的にチャレンジ、金上ピカ市には季節の
野菜が並び、ワークショップでは「レジンキーホルダーづくり」
「着物体験」を実施。作品展示は、金上老人クラブ手芸部に
よる色とりどりの見応えある作品が数多く展示された

150 6 ○

40 先進地視察研修
地域課題に沿った先進的地域づくりを行っている団体、地
域を訪問。 中止 9

41 防犯防災に係わる展示
広瀬みつばちフェスタ内で、防災食の配布を行った。
また、自衛隊福島地方協力本部会津若松出張所様にご協
力いただき、災害救助等の展示を行った。

100 9

42 初期消火訓練・AED講習会
広瀬地区育成会と合同で社名運動のミニ講座内で開催の
予定だったが中止 中止 5

43 グラウンド・周辺の美化活動 グラウンドおよび広瀬コミセン周辺の除草作業を行った。 80 9

44 ひろせカレッジ
４回開催。古関裕而の理解を深めるため福島市を視察。ドラ
イフラワー作り。味噌づくり。陶芸教室など。 50 5

45 ひろせ熟年大学
４回開催。県立博物館見学、水墨画教室、ランプシェード作
り、薬師如来見学。 40 1

46 コミセンサロン化事業
居場所づくりのためのコミセンのサロン化事業。
各種体験会を実施 40 6

47 広瀬みつばちフェスタ
芸術作品の展示やレク式体力チェックなどによる健康づくり
のアドバイスなど。 200 7

48 広瀬市
7名の地区の皆さまに出店頂き開催。例年より出展数は少
なかったものの、2年ぶりの開催に地域活性化を図ることが
出来た。

80 2 ○

49 スポーツ大会事業
各種スポーツ大会の実施。
グラウンドゴルフ大会、ボウリング大会のみ実施 60 7

50 健康づくり講座 健康マージャン教室、ニュースポーツ体験会の実施 40 7

51 卒業生お祝い事業
陶芸教室の講師を招きお友達との小学校最後の思い出に
陶芸作品つくりを開催した。 5 6

52 伝統文化鑑賞事業 夏祭りでの青津甚句鑑賞体験 中止 1

53 つどいのＣａｆｅ
地区住民の集いの場として設営する
２ヶ月に１回程度の頻度で開催 30 9

54
図書貸し出し
読書推進事業

図書カフェ、読み聞かせ、図書通信の発行等
読書ポイント事業の推進、読書しやすい環境づくり 50 2

55 地域づくり先進地視察研修
地域づくりの先進事例を学び、川西地区の地域づくりに生
かす 中止 9

56 ファミリーサポート事業
育児や高齢者などを地域の皆さんで助け合うしくみ
づくりを行う 中止 5

会津坂下町3



№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

57 郷土学習講座
①郷土誌作成・講演会②ひし巻づくり
③しめ縄づくり④ミニ門松づくり 50 6

58 再発見ウォーキング大会
地区内の遺跡・史跡を巡り、地区の良さを再発見し、
地域への理解を深める 10 1

59 川西ガイドの育成
川西地区のさまざまな分野で活躍できる人を育てるために、
達人を調べ人材バンクをつくる 1

60 地域の歴史を学ぶ 図書通信にて地域の歴史や伝承などを紹介 地区へ配布 1

61 子育て事業

親子宿泊研修、日帰り研修　※育成会共催

地区住民の協力金を原資に、子どもが生まれた世帯に出産
祝金の給付

40 2

62 熟年講座
日帰り・宿泊研修、町内研修、ニュースポーツ研修
（実行委員会にて内容決定し実施する） 30 2

63 健康講座
健康ポイント事業、健康に関する講座
（実行委員会にて内容決定し実施する） 30 7

64 川西地区スポーツ事業
スポーツ交流会、グラウンドゴルフ大会 100 7

65 文化祭
作品展示、喫茶、体験コーナー、ステージ発表等
（実行委員会を組織する） 110 6 ○

66 成人講座
①フラワーアレンジメント②パッチワーク愛好会
③絵画教室④ＤＩＹクラブ⑤園芸クラブ 30 5

67 川西ビール祭り
地区住民の交流促進、地域コミュニティの推進を図る
ミニコンサートに変更し実施 10 9

68 美しい里を育もう！
スイセンによる見明山の景観美化およびPR活動、
公共施設の美化活動 50 2

69 防災マップ作成
各行政区防災マップの作成・共有
要介護者・独居高齢者を把握し災害に備える 10 9

70 活き生きクラブ
健康増進、怪我防止のため自宅で出来るストレッチ＆軽体
操を行う。レク式体力チェック。
歴史探訪のためのウォーキング。

100 7

71 つるし雛でひなまつり（おひさまクラブ） 八幡つるし雛祭りの開催。幼稚園への出張展示 300 6 ○

72 やはたわいわい祭り 例年より規模を縮小して「わいわいまつり」を開催。 80 6

73 スポーツ事業 バレーボール大会、グラウンドゴルフ大会の実施 50 7

74 親子ふれあい教室 スケート体験会 20 2

75 やはたっ子クラブ
ニュースポーツの体験、太郎庵の工場見学、七日町探索、
クリスマス会など 150 2
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ル、情
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を１市町
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76 やはたノビノビtime
親子のふれあい、保護者同士、子ども同士の交流を深め
る。 中止 2

77 地域の防災を考える 地域防災のための講座、高齢者支援事業 中止 9

78 先進地視察研修
地域課題に沿った先進的地域づくりを行っている団体、地
域を訪問。 中止 9

79
「時代が刻んだ足跡をたどる」旧越後街
道束松峠

会津若松建設事務所、若松測量設計事務所、田賀意匠事
務所、束松峠を護る会、高寺地区地域づくり協議会合同で
束松峠の現地調査、新ルートの視察、道普請を行った。

100 1

80 束松峠ウォーキング大会
新型コロナ感染拡大防止の観点から、あんこ餅等の提供は
なしにして、簡素化して行った。 70 7

81 高寺文化財教室

埋蔵文化財センターの吉田博行氏に講師をお願いして「渋
沢栄一と会津のかかわり」「考古学から
みたお墓の歴史」「高寺山最新情報」と３回にわたり講座を
開催した。

100 6

82 スポーツ事業 各種スポーツ事業 中止 7

83 高齢者の居場所づくり事業
「ふれあいサロン」を５回開催した。健康マージャン教室を開
催した。（社協主催） 50 7

84 高寺生涯学習教室（文化財） 絵手紙教室。 10 5

85 自主防災しくみと減災
防災マップの作成、AED講習会、危険個所の把握　自主防
災組織立上げ等 未実施 9

86 親子青少年教室 料理教室　新型コロナにより中止。 中止 2

87 先進地視察研修 新型コロナにより中止。 中止 9

88 子どもクッキング教室

　地元の食材を活用した料理作りをとおして、地産地消や食
育について学ぶ。
　子どもの時期から体験をすることで、食の重要性を意識づ
ける。

中止 2

89 宿題支援
　家庭教育事業の一環として、小学生児童を対象とした子ど
もの居場所づくりと、夏休み・冬休みの学習支援としての事
業を企画し開催

30 2

90 青少年ボランティア

　ボランティアを通して、青少年の健全育成と社会参加を図
り、奉仕の精神を養う。
　今年度は４つのカテゴリー（職場体験・コミセンサポー
ター・会津自然の家・スポーツボランティア）に分けて登録
し、子どもたちが1年間を通して活動できる機会を創設すると
ともに、子どもたちの自主性、やりがい、自信、地域とのつな
がりを育成する。

130 2

91 放課後子どもプラン

坂下南小学校・坂下東小学校の２校において、安全・安心
な子どもの活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を
得ながら、子どもたちに遊びや勉強、スポーツ・体験活動な
ど地域住民との交流活動等を通して子どものの健全育成を
図る。例年５月から実施している。

50 2

92 防災キャンプ

　子どもたちの「生きる力」を育むことを目的として、日頃学
校では経験できないことを学ばせるほか、友達と協働して取
り組むことによる協調性、助け合いの心を学ぶ。
　今年度は「どきどき防災キャンプ」と称して、震災から10年
が経過し、震災を経験していない子どもたちに「防災」を考え
たキャンプを実施。

60 2

会津坂下町5



№
事業名

（講座名）
事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

93 スキー教室

　学校でのスキー教室が中止となり、子どもたちが冬ならで
はの経験をする機会が失われてしまったため、その受け皿
としての実施と、講師を町スキークラブに依頼し、団員の育
成にもつなげる。

中止 7

94 生涯学習講演会
対象は町民高校生以上とした。町外で活躍している方を
知っていただくとともに、会津坂下町・自分の未来像を見つ
めるきっかけとなった。

50 3

95 ばんげ大学
高齢者が健康で生きがいを持って生活をおくれるよう、健
康・教養・文化などの学習の機会を設け、有意義な余暇活
動と社会参加活動の促進を図る。

200 5

96 図書貸し出し
　魅力ある図書室づくりを目指し、多くの町民の方に利用し
てもらい読書人口の拡大を図る。 2

97 図書ボランティア
　図書に興味のある方に登録していただき、本の整理・図書
の修理作業、ブックスタート補助、購入本の選書などを実施 20 9

98 ブックスタート

　絵本を通して親子のふれあいの大切さを伝え、子育て支
援を図る。
　１０か月健診に合わせ、絵本を介して心ふれあうひとときを
楽しんでもらえよう、絵本１冊をプレゼントしている。一緒に
絵本の紹介と図書室のＰＲの実施。

400 2

99 ナイトライブラリー
本に広く親しんでもらうため図書室夜間開放を実施。ばんげ
読み聞かせの会による絵本の読み聞かせを実施 70 2

100 高寺山山開き
　豊かな自然を有する高寺山の山開きを行い、高寺山の遺
跡や伝承を広く広報しながら、地域振興を図る。山開きイベ
ントは中止、4/19登山解禁

100 7

101 普通救命講習会
　ＡＥＤは、誰かが使えるのではなく、誰もが使用できてこ
そ、安心・安全につながるものである。講習会により救命リ
レーを身近なものにするため実施。

10 9 ○

102 成人式
　新成人に成人証書を贈り前途を祝福するとともに、成人と
しての責任と自覚を促す。 100 9

103 出前講座
　各種団体からの依頼に応じ、町職員、公共団体職員、町
民ボランティア講師を団体へ派遣することにより、広く町民
の方々に学習の機会を提供する。

110 2

104 ザル菊講習会
　花いっぱい運動の一環として、町の「花」である「菊」を今
年度は推進するため、中村区のザル菊の会に講師をお願
いし、町民の方々に植栽の講習会も実施していた。

30 9

105 町民ギャラリーの実施

　コロナ禍で生涯学習団体の発表の場がなくなったことを受
け、各団体の活動の周知と合わせて活動をお知らせする
「町民ギャラリー」を中央公民館内に設置。現在まで4団体
利用。

100 6 ○

106 スマホ教室

　青少年ボランティアの企画事業で、高校生が講師になり、
一般の方々でスマホの操作が分からない方を対象にした使
い方（写真の撮り方、アプリの追加、LINEの操作など）の講
習会を実施。

30 5

107 学びの情報サイト開設
　町内で活動している生涯学習団体（社会教育・文化・ス
ポーツ）の活動内容が掲載されており、町民の学びの支援
ツールとして開設。

9

108 社会教育委員の会
社会教育事業の推進について、第三次会津坂下町子ども
読書推進計画の策定について　など 20 3

109 青少年関係会議

　青少年の健全育成事業の推進
　・関係団体等の連携・交流事業・少年の主張大会・地区育
成会活動支援
　・県民総ぐるみ運動の推進

20 3

110 生涯学習推進会議
生涯学習推進計画に基づくの推進に関する会議の開催や
事業の評価 中止 9

会津坂下町6
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【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】
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備考

1
湯川村ここがふるさと
小・中学生作文コンテスト

小中学生の家庭等に対する思いや故郷を愛す
る思いなどを作文に表現し、発表する。

450 8 ○

2 各種団体練習成果発表会
各団体の日ごろの練習成果の発表の場として
開催。

60 8 ○

3 シニア・マナビスゆがわ

50歳以上を対象にシニア時代の活躍の場とし
て、学習機会と社会活動への積極的な参加を
目指す。主な活動は歴史講座や役場出前講
座・健康寿命・村政を系統的に学ぶ事業

51 3

4 あじさい学級
健康講座や趣味の講座、研修旅行をとおして
有意義な生活展開の実施

46 2

5 すこやかキッズゆがわ

「子育て」について教育委員会と住民課保健セ
ンターの連携事業として実施。家庭教育のあり
方についての認識とすこやかな子供の育成を
図る。保健技師との連携講座により、より専門
的な保育・育児指導を学ぶ機会の場。さらに
は、保護者、子ども同士が交流を深め情報交
換をする場。

55 2

6 茶道教室

道（心）・学（茶道学）・実（実技）の３つを実践し
ながら、茶道の世界を学び、伝統継承を大切さ
を学ぶ。11月の文化祭「実りの茶会」では教室
で学んだことを実践する。

45 6

7
おはなし広場・手づくり絵本教
室

感受性豊かな子どもの育成を図るため、本の
読み聞かせ、紙しばい、工作などを行う。夏休
み期間中に自分で作る「手づくり絵本」を実施。

142 6

8 会津三十三観音を学ぶ

会津三十三観音は「日本遺産」としても認定さ
れた。三十三観音を巡るだけではなく、歴史的
背景を学んだり御朱印帳・御詠歌の唱和・観音
様の拝観をするなどの体験型の講座。

100 6

9 ゆがわ物づくり塾

「物づくり」の活動を通して、作品を完成するこ
との喜びや職人の指導のもと、DIYの行程・技
術を学ぶと共に塾生同士の交流を深める。今
年度は木工とつる細工を実施。

38 5

10 英会話教室
村内小中学校の英語指導助手により、文法を
中心に生きた英会話を身につける教室。

49 8

11 大人の社会科見学
官公署や産業施設を訪問し、見聞を広め経験
を深める。

54 3

市町村名 湯川村

湯川村1
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【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№
事業名
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成果発
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ン活用

ICTスキ
ル、情
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シー

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1 放課後子ども教室
さまざま体験を通じ、子ども達の健やかな成長を図る。
（「ジャンプやないづ」月１回～２回、「杉の子サークル」週1
回）

303 9

2 中央成人学級（悠友倶楽部）
成人を対象に、生活に根差した学習を企画し、彩り豊かな
日々を送るための学習講座。 52 2 （会員数）

3 高齢者学級 高齢者の社会的能力の向上といきがいづくりを図る。 46 9 （会員数）

4 料理教室 手軽な家庭料理の提案と栄養バランスを考慮し実施。 12 2 （会員数）

5 伝統工芸教室 伝統工芸技術の継承といきがいづくりを図る。 25 1 ○ ○

6 学校芸術鑑賞会
芸術の機会に触れ合うことで豊かな心の育成を図る機会と
する。（ピアノ・バイオリン） 208 6

7 NPO法人赤べこトータルスポーツ
スポーツの機会の提供により、スポーツ人口の拡大と町民
の健康づくりに寄与する。 2,296 7

柳津町市町村名

柳津町1
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【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№
事業名
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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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1 成人式
成人に達する青年の新しい人生の門出を祝福するととも
に、大人としての自覚と精進を祈念するための式典を実施 99 9 ○

2 町民スポーツ大会
家庭バレーボール競技等6種目を実施
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7

3 会津美里ふれあいウォーク２０２１
「７㎞」を設定し、ウォーキングを実施
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7 ○

4 スキー教室
小中学生を対象とした実技指導を実施
【新型コロナウイルスの影響により2/3回中止】 24 7

5 町民スキー大会
スラローム大会を実施
【新型コロナウイルスの影響により中止】 0 7

6 夜RUN
夜に行うランニング教室
【8回中4回中止】 47 7

7 ニュースポーツ教室
ニュースポーツの体験教室
【2回中1回中止】 24 7

8 歴史文化保存活用に関する講演会
文化財所有者や管理者ができる「文化財」の管理・保存に
関する歴史講演会 17 6

9 第16回会津美里町総合美術展
町内在住者及び町ゆかりの方々による総合美術展
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 6 ○

10
向羽黒山城跡調査整備事業に関する
講演会

調査整備を実施中の国指定史跡「向羽黒山城跡」に関する
内容での講演会 26 1

11
向羽黒山城跡調査整備事業に関する
現地説明会

調査整備を実施中の国指定史跡「向羽黒山城跡」の調査成
果や整備状況についての現地説明会 28 1

12 公共ホール音楽活性化事業
演奏家を招聘し、じげんホールの利用促進と町の芸術文化
進展を目的とした事業 270 6

13 ジュニア文芸賞表彰
町内の児童生徒の文芸作品について表彰を行う
【新型コロナウイルス感染症の影響により表彰式は中止】 0 6 ○

14 いきいき体験事業
自然・科学技術などの生きた体験をすることにより、豊かな心を育
むとともに、学習への関心や意欲を高める機会とする。
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

0 4

15 美里楽園
健康講座・歴史関係・時事解説等の学習会を実施
【12回中2回中止】 483 6

16 子どもお琴教室・茶道教室
地域の文化団体の協力のもと、伝統文化を学ぶためにお稽
古（それぞれ11回）と発表会を実施。延べ８９ 89 6

17
放課後子ども教室
「風の子スクール」

放課後の子どもたちの安心安全な居場所づくりと、地域交
流のためスポーツや伝統遊びなどを実施（２７回）
延べ６０３

603 2

18 郷土芸能「高田甚句」太鼓伝統教室
高田甚句の継承のため太鼓の練習（3回）と発表（２回）を実
施
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

0 1

会津美里町市町村名
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№
事業名
（講座名）

事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

19 高田地区青少年教室
遊びや奉仕活動、郷土の自然・文化を学ぶ教室を実施し
た。 62 2

20 高田地区成人講座
年齢・性別にとらわれることなく、自ら進んで生きがいを見い
だすとともに、知識の向上を図る
【10回中2回中止】

146 2

21
赤沢地区高齢者教室
うんどう教室

自ら進ん生きがいを見出すとともに、今後に必要な知識と教
養に関する学習と社会参加活動の実践
【新型コロナウイルス感染症の影響により5,2,3月中止】

24 7

22 高田地区各区対抗ソフトボール大会
地区住民が一堂に会し、各種スポーツ大会を通して体力の
増強と相互の親睦・融和を図り、スポーツの振興に貢献する
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

0 7

23 高田地区町民ふれあい運動会
地区住民が一堂に会し、各種スポーツ大会を通して体力の
増強と相互の親睦・融和を図り、スポーツの振興に貢献する
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

0 7

24
高田地区各区対抗ソフトバレーボール
大会

地区住民が一堂に会し、各種スポーツ大会を通して体力の
増強と相互の親睦・融和を図り、スポーツの振興に貢献する
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

0 7

25 高田地区各区対抗インディアカ大会
地区住民が一堂に会し、各種スポーツ大会を通して体力の
増強と相互の親睦・融和を図り、スポーツの振興に貢献する
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

0 7

26 赤沢地区春季スポーツ大会
地区住民が一堂に会し、各種スポーツ大会を通して体力の
増強と相互の親睦・融和を図り、スポーツの振興に貢献する
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

0 7

27 赤沢地区町民運動会
地区住民が一堂に会し、各種スポーツ大会を通して体力の
増強と相互の親睦・融和を図り、スポーツの振興に貢献する
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

0 7

28 赤沢地区冬季スポーツ大会
地区住民が一堂に会し、各種スポーツ大会を通して体力の
増強と相互の親睦・融和を図り、スポーツの振興に貢献する
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

0 7

29 会津美里町民家庭バレーボール大会
家庭バレーボール大会の実施
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7

30 高田文化祭 作品展示・芸能発表会・鼓笛ブラスバンドパレード等を実施 1,592 6 ○

31
放課後子ども教室
「わくわく宮川」

放課後の子どもたちの安全安心な居場所つくりと地域交流
のため、スポーツや体験活動等を実施
【新型コロナウイルス感染症の影響により30回中16回中止】

480 2

32 宮川地区青少年教室
自然や地域の人たちとのふれあいを通じ心豊かな人間性を
育む 93 2

33 宮川地区成人講座 体験活動や奉仕活動、郷土の自然・文化を学ぶ講座を実施 229 2

34 宮川地区高齢者講座
自ら進んで生きがいを見いだすとともに、知識、教養に関す
る学習と社会参加活動を実践する。 84 2

35 永井野地区春季スポーツ大会
体力作りとスポーツの振興及び参加者の交流
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7

36 東尾岐地区春季スポーツ大会
体力作りとスポーツの振興及び参加者の交流
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7

37 永井野地区町民大運動会
体力作りとスポーツの振興及び参加者の交流
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7

会津美里町2
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38 旭地区運動会
体力作りとスポーツの振興及び参加者の交流
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7

39 藤川ふれあい運動会
体力作りとスポーツの振興及び参加者の交流
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7

40 東尾岐地区大運動会
体力作りとスポーツの振興及び参加者の交流
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7

41 宮川生涯学習センターウォーク
体力作りとスポーツの振興及び参加者の交流
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7

42 藤川地区冬季スポーツ大会 体力作りとスポーツの振興及び参加者の交流 25 7

43 東尾岐地区冬季スポーツ大会
体力作りとスポーツの振興及び参加者の交流
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7

44 放課後子ども教室事業「Ｇo郷寺子屋」

地域の子どもを地域で育てることを目的とし、安心で安全な
居場所の提供
【新型コロナウイルス感染症の影響により1月（28回）で中
止】

467 2

45 夏休み少年教室 児童の交流と体験活動 5 2

46 本郷地域郷土芸能保存事業
伝統芸能である本郷甚句を習得し、文化祭等で発表
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 6

47
成人講座
「本郷はだつ塾」

健康と教養を身につけ、心豊かで生きがいのある生活を送
るための講座を実施
【8回中1回中止】

82 2

48 本郷地域町民文化祭
町民の芸術文化活動・社会教育活動等の発表の場として実
施
【新型コロナウイルス感染症の影響により作品展示のみ】

417 6 ○

49 本郷地域生涯学習発表会
小学生の合唱や、各種団体による日ごろの活動
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 2 ○

50 本郷地域文化講演会
様々な分野で活躍されている方を講師に招き、広く知識や
情報を学ぶ、講演会を実施 6

51 本郷みんなの運動会
地域住民の健康づくりと体育振興を図るため運動会を実施
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 7

52
放課後子ども教室事業　｢ニッキーあい
らんど」

主に毎週水曜日、児童に居場所を提供 1,262 2

53 ニッキーのお話し会 絵本や紙芝居による読み聞かせを実施 37 2

54 新鶴地域青少年体験講座 和太鼓教室 251 6

55 ヤンボラにいつる
小学5年生以上高校生以下で組織し、地域に根ざしたボラン
ティアを実施
【8回中2回中止】

63 2

56 新寿学級
地域の60歳以上の方を対象に各種研修会や体験活動を実
施【8回中1回中止】 100 2

会津美里町3
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57
新鶴地域
産業文化祭

新鶴生涯学習センターで産業文化祭を実施
【小中学校文化祭との合同】 304 6

58
新鶴地域
町民運動会

地域住民の健康づくりと体育振興を図り、地域コミュニケー
ションを通して明るいまちづくりを実施
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

0 7

59 各種スポーツ大会

ソフトボール大会を実施
にいつるけんこうウォーク2021を実施
ソフトバレーボール大会を実施
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

0 7

60
新鶴文化協会の
自主的活動育成

芸能発表会を実施
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 0 6

61
会津美里町文化団体協議会
文化講演会

講演会を通して、豊かな生活創造を目指し、地域の文化振
興の推進を図る。 71 1

会津美里町4



様式２

【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№ 事業名
（講座名）

事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1 桐の子隊遠足事業
小学校文化祭の振替休日を利用し、町外に出向き小学生の
体験活動を行った。（11月） 33 9

2 桐の学習
小・中学校の総合学習の時間を活用し、町の特産である桐
の栽培やものづくりを体験した。　（5～11月） 43 1

3 田んぼの学校
小学校の総合学習の時間を活用し、田植えから収穫、脱穀
等を体験し、また、その収穫をした米を味わった。（5～10
月）

87 1

4 地区探検
6月には地区にある風穴の見学、11月には伝統行事の虫供
養を行った。（6月、11月） 16 1

5 山っこスクール 近隣三町村合同での野外キャンプ体験を行った。（8月） 5 9

6 ヨガ教室
気軽に取り組めるヨガを通して、体を動かす機会を作り、健
康づくりに役立てた。（5～3月） 96 7

7 太極拳教室
気軽に取り組める太極拳を通して、体を動かす機会を作り、
健康づくりに役立てた。（5～3月） 76 7

三島町市町村名

三島町1
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【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№
事業名
（講座名）

事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1 少年少女球技大会 小学生を対象にドッジビーのゲーム 32 7

2 山っ子スクール
三島町・昭和村・金山町の小学4年～6年生が夏休みを利用
して登山やキャンプを体験 20 4

3 こめらっこ広場
地域の文化や自然に触れ、郷土愛を深めるとともに、創作
活動、体験活動、交流活動を実施する 20 1

4 スポーツ講習会
一流のスポーツ選手を講師に迎え、実技講習会を実施（水
泳・バレーボール・陸上） 427 7 ○

5 冬休み学習塾 冬休み期間の学習会や習字学習など 30 9

6 放課後子ども教室
放課後の時間を活用し、地域の人たちとの交流や、伝統行
事・スポーツ・お菓子作りなどを体験 1,172 9

7 家庭教育推進事業 就学時健診等の機会を活用した子育て講座を実施 4 2

8 こまどり学級
56歳以上の男女を対象に、視察研修、趣味の講座等を実
施 47 6

9 こぶし学級
60歳以上の男女を対象に、視察研修、趣味の講座、学習会
等を実施 12 6

10 町民スキー、スノーボード教室
冬季スポーツの普及と健康増進を目的として実施（１月～２
月） 13 7

11 うんどう教室
ストレッチ、ヨガ、筋トレ等の運動を通じた心と体の健康の回
復、増進を図る。 68 7

12 ものづくり講座 マタタビ細工などを体験する講座 10 6

13 青少年健全育成町民会議への支援 町内５地区の健全育成への支援（年間） 57 9

14 文化協会支援 19の団体が加盟する文化協会運営の支援（年間） 173 6

15 体育協会支援 459名が加盟する体育協会運営の支援（年間） 352 7

金山町市町村名
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様式２

【令和３年度生涯学習関連事業（講座）　実績】

№
事業名
（講座名）

事業概要 参加者数 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

受講者の
対象地域
を１市町
村に限定
しない

備考

1 ヨガ教室 ヨガを体験する教室。2回実施。 22 7

2 英会話教室 日常英会話に楽しく触れる教室。10回開催。 61 8

3 夏のフラワーアレンジメント教室
お盆の来客をもてなす、爽やかな夏のフラワーアレジメント
を作成。1回開催。 8 2 ○

4 絵手紙教室
絵手紙を作成し、コロナ禍でなかなか会えない人に送る。3
回開催。 19 6 ○

5 秋の苔玉教室 秋の花材を使用して苔玉を作成する。1回開催。 8 2 ○

6 ヨガ体験教室 ヨガを体験する教室。1回実施。保健福祉部局と連携。 7 7

7 蕎麦打ち教室 昭和村産のそば粉を使用した、蕎麦打ち体験。1回実施。 8 2

8 腸活講座
腸から体を健康にする料理教室。1回開催。保健福祉部局
と連携。 8 2

9 しめ飾り作り教室 村で採れた材料を使って作る。1回開催。 7 2

　昭和村市町村名
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