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【平成30年度生涯学習関連事業　実績】 市町村名

事業区分
連携・協力
の状況

県民ｶﾚｯｼﾞ
連携講座

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

12,213 G,I E

2 家庭教育学習会
テーマ別に年１回、話し合いの場を設け、
家庭教育について学習する。（８月１８日）

58 C,I

3 家庭教育講演会
家庭教育に関する著名人講師による講演
を行う（８月18日）

150 C,I

4 就学前子育て講座
市内各小学校（55校）で就学時検診時等
に保護者を対象に子育て講座を開催す
る。（10月、2月）

2,360 C,I

5
企業を支える親学び講
座

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

28 C,I B

6 郡山市成人のつどい 新成人者を祝い励ます（1月7日） 2,822 A,G

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

A,G E

8
生涯学習きらめきバン
ク

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

F,I

9
社会教育指導員派遣
事業

社会教育に関する学級講座、各種団体の
研修会で指導・助言を行う。（通年）

5,121 C,I

10
成人対象事業「おもしろ
生活まなび塾」

健康で明るく充実した毎日を過ごすため
知識と教養を身につけるとともに、学習
意欲の向上を目指す。人と人のつなが
りを大切にしながら、社会参加の意識を
高める。内容：口元からアンチエイジン
グ、礼儀作法・マナー、カラーコーディ
ネート、出前講座（青年海外協力隊）、フ
ラワーアレンジメント、骨盤体操、館外学
習（ハイテクプラザほか）、紅茶のおいし
い講座

162 C,I

11
青少年対象事業「しみ
ずだいジュニア教室・
春」

地域との連携を図りながら様々な体験
や学習の場を提供することにより、自主
性や協調性を養い、心身共に健康で明
るい青少年を育てる。内容：万華鏡、
カーリンコン

12 C,I E

12
青少年対象事業「夏休
みジュニア教室」

地域との連携を図りながら様々な体験
や学習の場を提供することにより、自主
性や協調性を養い、心身共に健康で明
るい青少年を育てる。内容：読書感想
文、ポスターや絵、館外学習（ムシテック
ワールド）

71 C,I E

市町村生涯学習行政に関する調査票

（ 郡 山 市 ）

№ 事業名 事業概要 参加者数

事業の区分・連携等



13
青少年対象事業「しみ
ずだいジュニア教室・
秋」

地域との連携を図りながら様々な体験
や学習の場を提供することにより、自主
性や協調性を養い、心身共に健康で明
るい青少年を育てる。内容：ボルダリン
グ、トールペイント、キッズダンス練習、
キッズダンス芸能祭出演

24 C,I E

14
青少年対象事業「しみ
ずだいジュニア教室・
冬」

地域との連携を図りながら様々な体験
や学習の場を提供することにより、自主
性や協調性を養い、心身共に健康で明
るい青少年を育てる。内容：みんなでラ
ンチ、ミニ門松、書初め、お菓子づくり

55 C,I E

15
団塊の世代男性対象
「清水台おとこ塾」

団塊の世代や退職後の男性が地域活
動へ参加する場を提供し地域の活性化
を目指す。知識と教養を高め、地域活動
に貢献する人材を育成することを目的と
する。内容：口元からアンチエイジング、
安積国造神社見学・講話、頭髪ケア教
室、川柳教室、将棋学習、館外学習（須
賀川方面）、文化祭参加（将棋コーナー
運営）、日本茶教室、ミニ門松つくり、恵
方巻作り

47 A,G

16
子育て応援講座「しみ
ずだいママサロン」

子育ての悩みや日々のストレスを解消
し、親子ともに楽しくゆとりのある時間を
持ち、参加者同士の交流を深め仲間つ
くりにつなげることを目的とする。内容：
助産師ワークショップ、名前の漢字、リフ
レッシュ体操、ハーバリウム、親子遊び
と座談会

58 C,I

17
市民学校「健康体操教
室」

様々な運動を通して、体力の向上を図り
心身共に明るく元気に、日々の生活を
充実させる。内容：３Ｂ体操、ストレッチ
体操、ヨガなど

38 Ｉ

18
第13回みんなにとどけ
かけはし発表会

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

162 C,I

19 こども太鼓・笛教室

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

366 A,B,G

20 こはらだ学級

心豊かに穏やかで充実した日々を過ご
せるよう、新しいことに挑戦し幅広い知
識と教養を身につけることを目的とす
る。内容：出前講座（消費者トラブル）、
ハーブのこけ玉、減塩教室、陶芸、トー
ルペイント、歴史、和菓子、館外学習（会
津方面）、出前講座（介護予防）

181 G,I

21 こはらだ男塾

日々を有意義に過ごし生きがいのあふ
れる第二の人生を送るため、当講座で
の活動を通して地域への貢献と参画へ
の足がかりとする。内容：減塩教室、音
楽教室、陶芸、歴史、料理、館外学習
（会津方面）、文化祭参加（もちつき）、世
代間交流（グラウンドゴルフ）、足もみ
マッサージ

140 A,G



22
こはらだこどもチャレン
ジ

地域の方々の協力を得、学校や家庭で
はできない多様な体験をさせる機会をつ
くり、異年齢、異世代の関わりを持つこと
で社会性を身に付けることを目的とす
る。内容：星の宅配便、読書感想文・作
文教室、ポスター、パステル和アート、グ
ラウンドゴルフ、クリスマスツリー、食育
講座、クッキー作り

191 C,I

23
市民学校「ロコモティブ
症候群予防教室」

健康作りと地域相互の親睦を図る。内
容：ロコモ講話、運動

17 Ｉ

24 爽やかウォーキング

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

30 G,I

25 冬季スポーツフェスタ

小原田地区の親睦と地区市民の協力を
目的とし、明るいまちづくりに推進する。
内容：ファミリーバトミントン、卓球、ペタ
ンク、フロッカー、ピックルボール、ボッ
チャ

115 A,G

26
第28回小原田地区少
年の主張大会

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

111 A,G E

27 新春かきぞめ会
小学生・中学生がかきぞめを通して、日
本伝統文化の一つである書に親しむ機
会とする。内容：書道

74 C,I

28 オセロ会・将棋会

小原田地区小・中学校の児童生徒を対
象に、日本伝統のあそびであるかるた
や百人一首、将棋をすることで親睦を深
め、また、指導してくれる地域住民との
関わりを持ち、人とのつながりを学ぶ。
内容：オセロ、将棋

64 C,I

29
高齢者対象事業「芳賀
いきいき元気塾」

地域社会の中で学級生がコミュニケー
ションを図りながら、体力の増進と親睦、
心身の健康を維持する。内容：運気アッ
プ、和菓子、髪を知ろう、ほぐし体操、口
笛コンサート、館外学習（芭蕉と須賀
川）、出前講座（鯉に恋するプロジェク
ト）、終活

134 G,I

30
地域に根ざした学習充
実事業「芳賀おとこ塾
Ⅸ」

「こだわり、腕まくり、仲間づくりで地域デ
ビュー！」をキーワードに団塊世代男性
の地域理解と仕事で培った経験や実績
の地域活用と健康保持を目的とし、地
域行事に関心を持ち関わりを持つきっ
かけをつくる。内容：出前講座（あなたの
街は元気ですか）、お片づけから終活ま
で、小筆の習得、エコクラフト製作、ボウ
リングの基礎、ウォーキング、館外学習
（市内　宝来屋本店、日大工学部）、文
化祭手伝い、口笛コンサート

117 A,G

31
青少年対象事業　は
がっこクラブ

地域の方の協力を得ながら学校や家庭
ではできない多様な体験を楽しむことで
気付きを与え、考えるきっかけをつくり、
想像力・知的好奇心を育む。また、異年
齢の子どもや異世代との関りで自主性
と社会性を身につける。内容：七夕飾
り、読書感想文・作文、ピザ作り、けん玉
教室、箱庭作り、書初め

120 C,I E

32
のびのびサマースクー
ル

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

11 C,I



33
第9回芳賀の里クリスマ
スコンサート

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

250 A,G

34
団塊の世代入門講座
「開成メンズ倶楽部」

地域コミュニティー活動の活性化や、地
域活動に参加する足掛りとして、これか
らの第二の人生を有意義なものにしても
らうきっかけづくりとなることを目的とす
る。内容：応急手当の知識と技術、薬の
話、陶芸体験、朗読で脳トレ、しめ縄作
り、地域行事お助け隊

36 A,G

35
青少年対象事業「書初
め教室」

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

32 C,I E

36
青少年対象事業「オセ
ロ大会」

小学生を対象に様々な学習の機会を与
え、自主性や協調性を養い友情を深め
るとともに健康で明るい青少年を育てる
ことを目的とする。内容：オセロ

28 C,I E

37
市民学校「一閑張り教
室」

地域社会の中で、趣味教養の分野をとおし親
睦を深めながら共に学び、創造性豊かな潤い
のある生活向上を目指すことを目的とする。内
容：一閑張り

94 Ｉ

38
高齢者学級「名倉（みょ
うそう）学園」

高齢者を対象に、健康で楽しく生きるた
めに学級の仲間と共に交流を図りなが
ら、心豊かで潤いのある生活を送ること
が出来るようにしていく。内容：救急蘇生
法、館外学習（三春方面）、実用書道、
健康体操、ひょうたんランプ、カラオケ、
出前講座（いきいき長寿大作戦）、マリン
バとピアノのコンサート、和菓子

165 G,I

39 桜友学園

今後の豊かな人生を過ごすために知識
を習得し、受講生同士の交流を図り、心
豊かな潤いのある生活を送る。地域活
性化の一助とする。内容：カードゲーム
脳トレ、歴史講座、館外学習（会津方
面）、健康講座、歴史・健康ウォーク、蒔
絵体験、バルーンアート、文化祭参加
（バルーンコーナー）、国際理解講座（オ
ランダ）、マリンバコンサート、ミニ門松

234 G,I

40
団塊の世代講座「男の
キャンパス」

男性を対象に生きがい作りをし、受講生
同士の親睦を図ると共に、公民館活動
に関心を持ち男性の地域社会への参加
により地域発展に寄与する。内容：ゲー
ムと邦楽、文化祭準備・協力、出前講座
（日本遺産）、マリンバコンサート、しめ
縄、料理

52 A,G

41
青少年対象事業「名倉
太鼓伝承教室」

名倉太鼓伝承教室を実施し、名倉の伝承芸能
を維持するとともに市民盆踊り大会・文化祭で
の伝承披露として受講生の活動の場をつくる。
内容：太鼓

165 C,I E

42
青少年対象事業「桜
塾」

体験や経験の少ない子ども達に学校や家庭で
できないことを企画しいろいろなことにチャレン
ジしてもらう。内容：ポリマーで芳香剤作り、ス
ポーツチャンバラ、フラワーアレンジメント、夏
のデザート（郡山女子大連携）

70 C,I E



43

レクリエーション事業
「マリンバとピアノアン
サンブル」癒しのコン
サート

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

80 G,I

44
かたつむり関連事業「カ
ガク教室」

子どもたちが学年の枠を超えて共に活
動することで交流を深め、自主性や協調
性・創造性を養い科学に興味をもっても
らう。内容：木工クラフト、コップコース
ター、スーパーボール

46 C,I

45
第10回青少年健全育
成桜地区協議会「少年
の主張発表会」

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

80 A,G E

46
青少年健全育成桜地
区協議会事業「七夕ま
つり・流しそうめん」

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

110 C,I E

47
青少年健全育成桜地
区協議会事業「郡山自
然の家に行こう！」

「郡山自然の家」の豊かな自然環境の
中で、クラフト活動やロコモ運動を行い、
異年齢で体験活動し、創造性や自主性
を育み心身の健全な育成を図る。内容：
自然活動

36 C,I E

48
青少年健全育成桜地
区協議会事業「だんご
さし」

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

26 C,I E

49
青少年健全育成桜地
区協議会事業「百人一
首教室」

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

16 C,I E

50 男のわいわい塾

いろいろな年代の男性が集まり、多彩なプログ
ラムに挑戦し良き仲間を作る。地域づくりの一
員として活躍する端緒とする。内容：包丁の研
ぎ方、ピザ作り、日曜大工教室、文化祭協力、
手前味噌作り、和食作り

79 A,G

51
くわの友・遊学園　パー
ト10

60歳以上の男女が健康で生きがいのあ
る充実した生活を送るために、趣味や教
養を身につける。また、性別や年齢を超
えた交流により地域活動に参加するきっ
かけづくりとする。内容：津軽三味線コン
サート、館外学習（福島方面）、減塩教
室、リラックスヨガ、一閑張り、健康詩
吟、料理教室、歯と口腔セミナー

185 G,I

52 市民学校「うたの泉」

みんなで歌を歌うことによって、生活に
ハリが生まれ、腹式呼吸で発生すること
によって健康増進に役に立つようにす
る。また、歌を通して参加者同士のコミュ
ニケーションをはかる。内容：発生・コー
ラス、文化祭で発表

95 Ｉ

53
くわのっ子スクール
パート7

夏・冬の長期休みや季節行事で、日頃体験で
きない体験学習・創作活動を通じて、創造性や
協調性を養い地域との交流を促進することを
目的とする。内容：ティラミス作り、交通安全ポ
スター、盆踊り太鼓教室、納涼流しそば、親子
サイエンス教室、万華鏡作り、書初め、節分会

175 C,I



54
つなぐ・つながる・地域
づくり　パート3

地域の実情、現代的課題や社会的問題などを
考えながら、私達ができることから行動する。
地域とのつながりを希薄にしないために「なん
でもみんなでやる」を目的とする。内容：こけ玉
作り、救急法と炊き出し、リース作り、ケーキ作
り、館外学習（郡山市内）、スポーツ吹き矢、茶
話会

115 A,G

55
地域交流事業　そば打
ち体験と流しそば

くわのっ子スクールの子どもたち、地域住民が
一緒にそば打ちを体験し、流しそばを食べなが
ら交流を図る。また、地域づくりの一員として活
躍する端緒とする。内容：そば打ち体験、流し
そば

15 C,I

56
のびのびサマースクー
ル

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

152 C,I

57
青少年健全育成桑野
地区協議会「オセロ大
会」

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

40 C,I E

58
青少年健全育成桑野
地区協議会「夏季懇談
会」

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

22 C,I E

59
青少年健全育成桑野
地区協議会「夏の体験
学習」

子どもたちが様々な事柄を体験して、学
校での学習とは違う活動で経験の幅を
広げ、また異学年との交流を図る。内
容：魚のつかみ捕り、じゃがいも堀り、野
口英世記念館見学

34 C,I E

60
第9回桑野地区少年・
少女の主張発表会

青少年が社会の一員としての自覚を高
め、青少年の健全育成に対する一般の
理解を深めることを目的とする。内容：
少年の主張

140 A,G E

61
青少年健全育成桑野
地区協議会「クリスマス
ケーキ作り」

異学年の子ども同士がふれあい、交流
を深め心身共に健全で明るい青少年の
育成を図る。また、食により関心をもって
もらう。内容：お菓子づくり

18 C,I E

62 さわやか学級

高齢者が地域との繋がりをもちながら、
いきいきと生活するため、現代社会で必
要な知識や教養を習得し、生きがいを
もって暮らすための学習機会を提供す
る。内容：歯のアンチエイジング、柳橋歌
舞伎出張講座、干支の絵付け、笑いヨ
ガ、オセロ大会、館外学習（三春方面）、
民話と津軽三味線、ミニ門松

249 G,I

63 きらめき学級

心豊かで生きがいのある人生を送るた
め、自ら社会生活上の様々な課題につ
いて学習し、必要な教養や知識を身に
つけるとともに、地域活動等の中で反映
させていくことを目指す。内容：出前講座
（減塩教室）、カラーコーディネート、スト
レッチ、一閑張り、コケ玉、館外学習（会
津方面）、出前講座（後期高齢者医療制
度）

211 G,I

64
地域デビュー「男の休
日クラブ」

退職後に、それぞれの個性や能力を十
分に活かしながら、健康で生きがいとや
りがいをもって暮らしながら地域づくりに
貢献できる人材の育成を目的とする。内
容：出前講座（セーフコミュニティ）、歌舞
伎出張講座、インド料理、川柳講座、ボ
ウリング、アロマキャンドル、ボランティ
ア活動、ワイン講座、自彊術、館外学習
（大玉村、本宮方面）

133 A,G



65 子育て支援「くるめっこ」

学校週五日制に対応し「地域の子ども
は地域で育てる」という理念にたち、久
留米地域の子どもを対象とした事業を
開設し、スポーツや体験活動を通して、
子ども達の健全育成を図ることを目指
す。内容：レクリエーション、ニュース
ポーツ（ディスコン）、ボウリング、けん
玉、茶道・折り紙、防災訓練、お菓子づく
り、スケート教室、室内スポーツ（ドッチ
ビー、長縄）

222 C,I

66 夏休み宿題サポート

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

47 C,I

67
市民学校「韓国の家庭
料理」

市民の多様な学習ニーズや地域の実
情、現代的課題や社会問題などに応じ、
生涯にわたる学習の機会を提供する。
内容：ビビンバ、キムチ、チャプチェ、タッ
トリタン

49 Ｉ

68 親子星空かんさつ教室

天体望遠鏡で本物の天体を見ることに
よって、日頃科学・宇宙に興味のなかっ
た人にも気軽に天体を観望することで、
関心を深めてもらうことを目的とする。内
容：星の宅配便

48 C,I

69 桃見学級

健康で明るく充実した毎日を過ごすため
知識と教養を身につける。また、受講生
同士の交流を深めることで、地域活動や
社会参加への意識を高める。内容：クラ
シック入門、カードゲーム、出前講座（い
きいき健康長寿大作戦）、桃見アート、
終活、スーパーカロム、マーブルアート、
海老根和紙でランプシェード、館外学習
（二本松市方面）、和太鼓コンサート

258 G,I

70 男のこだわり塾

団塊の世代の地域参画や男性の家庭
や地域での生活の充実を目的とする。
内容：クラシック入門、ボランティア、館
外学習（ボランティア）、出前講座（いき
いき健康長寿大作戦）、味噌づくり、桃
見アート、終活、ワンコインクッキング、
珈琲講座、文化祭参加、和太鼓コン
サート

172 A,G

71 トライキッズスクール

高校生ボランティアや大学生ボランティ
ア、桃見学級や地域ボランティアなど、
様々な年代の人々と季節毎の行事や
様々な体験を通して、お互いを思いやる

223 C,I

72 ボランティア体験活動

小学生児童や地域住民、大学生ボランティアな
ど様々な人達と触合う中で、自分自身の可能
性と必要性に気づく。内容：ボランティア研修、
フラワーアレンジメント、サマースクール、木工
教室、ももみアート、サマースクール、食育講座

90 A,G

73 市民学校「スマホ教室」

携帯電話やスマートフォンの所持率が向上して
いる現代、基本的な機能を生かして上手に情
報を発信するスキルを身につけ、豊かな経験
や知識を生かしたり、積極的に社会に関わる
意欲を高めたりして、地域とのコミュニケーショ
ン力の向上や情報発信力を高める。内容：タブ
レット体験、スマホカメラ撮影技術、ＳＮＳ体験、
スマホの安全な使い方

35 Ｉ

74 大島虹の架け橋隊

高齢者の経験・知恵・技術を活かし世代
交流の輪を広げ次世代に伝授していく。
地域の歴史、自然、文化について学習
し楽しく心豊かに有意義な高齢期を過ご

164 A,G



75
アンチエイジングスクー
ル

女性の生きがいや社会参加について、
自分の足元から見つめ、学習を通して、
女性としての感性を磨くとともに、明るい
家庭づくりや地域づくり等に積極的に活
動できるようにすることを目的とする。内
容：出前講座（知って得するくらしのはな
し）、アイシングクッキー、出前講座（手
作りおもちゃ）、減塩教室、食品サンプル
作り体験、気功体操、館外学習（いわき
市方面）、ミニコンサート

154 G,I

76
ＭＥＮ’Ｓ　ＣＬＵＢ　ＰＡ
ＲＴ12

働き盛りや団塊の世代の男性が講座に
参加し、今までとは違う仲間づくりの中
で親睦を深め、地域の行事参加を支援
するとともに、公民館事業への協力者に
なっていただくことを目的とする。内容：
お金の話、空き缶飾り、減塩教室、ダル
マ作り、健康教室、スポーツ吹き矢、クリ
スマスコンサートボランティア、けやきっ
子ボランティア、館外学習（富岡方面）、
料理教室

119 A,G

77 おおしまきっず

地域との交流や体験活動をとおして、社
会性を身につけ、個性や能力を発揮し、
主体的に判断し行動できる青少年の健
全育成を推進する。内容：のびのびサ

126 C,I

78
けやきっ子集まれ　※
青少協・社協　実行委
員会との共催

地域の自然や文化、特に日本古来の伝
統や風習に興味や関心を持ち、世代間
交流により親睦と社会性を身につけ、心
豊かな情操を育む。内容：七夕飾り・お
はなし会・流しそうめん、夏祭り、ミニ門
松・切り絵、昔遊びと餅つき

319 C,I

79
ガーデニング講座（大
島地区明るいまちづくり
推進委員会共催）

自然環境の保全に興味や関心を持つ。
ガーデニング体験を通して地域の環境
づくりと住民相互の親睦を図る。内容：
ガーデニング

25 A,G

80
第10回大島クリスマス
ふれあいコンサート

大島地区のすばらしい音楽文化を伝承
していく一環として、また、地域住民が気
軽に鑑賞できる場を提供し、音楽をとお
して皆が触れ合える地域ぐるみのコン
サートを開催する。内容：コンサート

850 A,G

81 まなびの広場

心豊かな人生を過ごすために多分野に
ついて学び、世代・性別を超えて交流し
ながら、地域貢献できる活動へつなげ
る。内容：出前講座（歯と口腔の健康セ
ミナー）、館外学習（喜多方市方面）、花
壇作り、コンサート、ボランティア、自主
企画講座、健康布ぞうり、文化祭ボラン
ティア、ふすま張り、スローフード

116 G,I

82
日本の季節を彩る歳時
記

昔から受け継がれてきた日本の心と美
しい季節の慣わしについて、大人と子ど
もが世代を超えて共に学び、人への気
配り、心遣いの意味を再認識できる機会
とし、現代の暮らしにうるおいを与え次
世代へ伝え残すことを目的とする。内
容：ちまき作り、二十四節気、十五夜樹
脂粘土、恵方巻き作り

41 Ｉ

83
市民学校「郡山の歴史
～戊辰戦争から近代へ
～」

戊辰戦争から150年という節目に、そこ
から近代までの歴史の中で郡山にまつ
わる部分にスポットライトを当て、現代の
郡山がどのように築き上げられたかを学
び、ふるさとへの理解を深め郷土愛を育
む。内容：歴史講座

116 Ｉ



84
青少年対象事業　げん
きっ子くらぶ

様々な体験を通し気づき考え行動でき
る子ども、さらに、自分で考え体を動かし
体感する中から、いろいろな分野を学ぶ
ことの楽しさ創意工夫することの楽しさ
を味わう。内容：茶道、サイエンス教室、
館外学習（ムシテック）、海老根和紙、味
噌作り、書初め、オセロ

136 C,I E

85 「少年の主張」事業

小中学生が、日頃の自分の思いや社会
に対して伝えたいことを、主張し発表す
る機会を持たせることで、自己の考えを
より深く追求し内面の充実を図るととも
に、自主性や社会性、表現力を養う。内
容：少年の主張

169 A,G E

86 「標語」事業

子どもたちの心身の健やかな正調を願
い、薫小児童から青少年健全育成に関
する標語を募集する。家族で標語を考え
るよう働きかけることにより、家族団欒
の機会とするとともに、一人ひとりが地
域に一員であるという意識を持つ。内
容：標語

30 C,I

87 ロコモ対策講座

体を動かすことの楽しさを味わいなが
ら、健康を保持することの大切さとその
意味を考えるきっかけとする。内容：紙
飛行機。自然の家、スケート

69 G,I

88 食育対策講座

日常、食している食事に目を向け、食の
大切さを考える機会とする。また、実際
に食事を作る体験をすることにより、作
る喜びと家族への感謝の気持ちを持
つ。

39 G,I

89
郡山市老人クラブ連合
会薫方部主催事業「餅
つき大会」

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

90 A,G

90
成人対象事業「あかぎ
の広場」

健康づくり、仲間づくり、生きがいを目的
に地域住民が楽しく学び語りあう憩いの
場として交流や親睦を図る。内容：歴史
講座、健康体操、ミニコンサート、料理
教室、染物教室、館外学習（会津方
面）、茶話会

153 G,I

91
男性対象事業「チャレン
ジ講座」

地域コミュニティ活動の活性化や、地域
の教育力向上、福祉、子育て、環境問
題など地域における様々な知識や技
術、経験をいかして地域活動に参加す
るための足懸りとして、またこれからの
第二の人生を有意義なものにしてもらう
きっかけづくりとして、本講座を開設す
る。内容：古文書、コンサート、ペットボト
ル工作、木のスプーン作り、館外学習
（猪苗代方面）、作品鑑賞会、ダンベル
運動とストレッチ、ローストビーフ作り

69 A,G

92
プレゼント大作戦！「父
の日プレゼントをつくろ
う」

手作りの楽しさと、家族への思いやりと
感謝のこころを学ぶ。内容：父の日プレ
ゼント（ポップアップカード）

19 C,I

93
市民学校「和布でつくる
お花づくり」

和布を使用して四季折々のお花をつくる
ことでものづくりの楽しさを学び、健康で
明るい家庭づくりをめざす。内容：和布
花

84 Ｉ



94
あかぎジュニアスクー
ル夏休み教室

夏休み中の小学生を対象に体験学習・
創作活動等を通して創造性や協調性を
養うとともに、異学年や地域住民との交
流を図る。内容：座禅体験・ランチ、交通
安全ポスター、浴衣体験、ペットボトル
工作、宿題やっつけ隊、卓球

189 C,I

95
青少年対象「あかぎ
ジュニアスクール」

管区内の小学生を対象に様々な体験を
通し、また、異学年との交流、親睦を図
ることにより自主性・協調性・思いやりの
心を育てる。内容：お仕事体験、書道教
室、だんごさし、餃子をつくろう

51 C,I E

96
市民学校「タブレッチ講
座」

ＳＮＳに対する不安を解消し、活用する
ことでシニアの生活を健康でより豊かに
する。内容：タブレット、ストレッチ

30 Ｉ

97
青少年対象「ロコモティ
ブシンドローム」

体力づくりと心身ともに健康で明るい子
どもの育成を目指し、からだを動かす楽
しさを学ぶ。楽しく身体を動かしながら、
外国や異世代と交流し、異文化、地域
の歴史を学ぶ

183 C,I E

98
赤木地区明るいまちづ
くり推進委員会「お楽し
み会」

ロコモティブシンドロームの予防と伝統
食の理解と継承。あわせて地域の各世
代が一緒に活動することで、地域の一
員としての自覚を育み地域コミュニティ
の充実を図ることを目的とする。内容：
外国の文化、餅つき等

130 A,G

99
女性対象事業「東部黎
明人講座」

今年度より女性対象講座として名称も
変え生まれ変わりました。現代社会で必
要な知識を習得し、知性と教養を高め、
地域貢献や地域の教育力の向上を図
る。内容：コカリナ演奏会、館外学習（福
島方面）、ポーセラーツ、料理教室、リン
パマッサージ、アレンジフラワー

146 G,I

100
団塊の世代対象事業
「東部１ＵＰ講座」

第２・第３の人生を楽しく充実した生活を
送るために、いろんな分野の知識を学
びつつ地域での居場所作り・新しい仲間
作り、新しい自分を発見することを目的
とする。内容：コカリナコンサート、歴史
教室、館外学習（会津方面）、珈琲の入
れ方、苔玉作り、文化祭参加（喫茶店）

211 A,G

101
成人対象事業「免疫力
貯筋講座」

明るく元気な毎日を送れるようにするた
めには、免疫力・筋力をどのようにＵＰさ
せるか、受講生同士の親睦を図りなが
ら学ぶことを目的とする。内容：笑いヨ

101 G,I

102
市民学校「昔なつかし
唄教室」

今後の豊かな人生を送るため歌を通し
て地域の人との交流を図り、知性と教養
を高め地域の発展に寄与する。内容：合
唱

55 Ｉ

103
青少年対象事業「東部
どんぐりクラブ」

ぉ説ごとの行事など幅広く体験させ学習
する機会を提供し、東部地区にある白
岩小学校と東芳小学校の児童間の交流
を目的とする。内容：クラフト、クリスマス
スイーツ・ダーツ、パン作り

240 C,I E



104 橘ときめき大学

豊かな生涯学習社会と地域づくりを目指
して、多様な内容を持つ幅広い学習機
会の提供に努めているが、講座や学習
内容、クラブ活動は趣味的な内容に偏り
がちで参加者も固定化・高齢化の傾向
がみられる。そこで地域住民の学習ニー
ズに応えるとともに学習にニーズを掘り
起こし、楽しく学ぶ学習機会の拡充を目
指すことを目的とする。内容：睡眠学入
門、骨の形成を促す運動、歴史講座、漢
字の成り立ち、説法

204 G,I

105 アイラブたちばな

地域住民の高齢化により年々活気が失
われていく状況を受け、高齢者の持つ
知識や技術、経験を生かして祭りや地
域行事等の参加により、地域コミュニ
ティの活動の活性及びこれからの第二
の人生を有意義なものにするきっかけ
づくりを目的とする。内容：文学講座、健
康講座、館外学習（いわき方面）、お祭り
広場の応援、地域学び講座、音楽鑑賞
講座

218 A,G

106 橘ゆうゆう講座

心身ともに健康で豊かな生活を送れる
ように、知識や技術の習得・健康増進を
推進し、学習を通しての仲間づくりと地
域社会への積極的な参加意欲を図るこ
とを目的とする。内容：免疫力アップ、巻
紙語り、ポーセラーツ作り、音楽、館外
学習（白河方面）

153 G,I

107 橘おとこ塾

退職後の人生を楽しく充実して生きるための支
援として、家庭や地域での居場所づくり、仲間
づくりの機会を提供するとともに、積極的な地
域参画の機会を図る。内容：料理（チャーハン、
洋食、巻き寿司、そば打ち、クリスマス料理）、

72 A,G

108
青少年対象事業「橘ミ
ニミニスクール」

様々な活動を通していろいろな体験をし、自主
性や協調性を培い、心身ともに健康な青少年
を育てる。また、地域の大人や多くの人との関
わりを通して、豊かな人間性や社会性を培う。
内容：父の日プレゼント、電車・バス研修、お祭
り広場、オセロ大会、書初め

162 C,I E

109
橘お祭り広場（世代間
交流事業）

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

581 A,G

110
橘小学校「学習サポー
トボランティア」

橘小学校の教育活動支援のための体
制をつくり、地域と学校と公民館の一体
感を醸成する。内容：学習ボランティア

69 C,I

111
緑ヶ丘学級（高齢者対
象事業）

学級に参加することで生涯学習に取り
組み、高齢者が心身ともに明るく健康で
活力ある生活を送ることを目的とする。
内容：歴史講座、終活お片づけ教室、ツ
ボ押し健康体操、館外学習（須賀川・鏡
石方面）、出前講座（鯉に恋する郡山プ
ロジェクト）、デコパージュ、天気の話、
口笛コンサート

307 G,I

112
なでしこサークル（女性
対象事業）

女性を対象に地域や実生活に即した問題を主
体的に学び、一人ひとり自分磨きを図る。内
容：漏水予防と対処法、いけばな、ライフプラン
ニング､健康体操、カルトナージュ、館外学習
（会津方面）、救命救急法、実技紅茶

137 G,I



113
ウェルカムみどりっ子ク
ラブ

時代を担う青少年の健全な育成を図る
ことを目的とし、地域ぐるみの活動を展
開する。内容：レクリエーション、そば打
ち体験、書初め、卓球

49 C,I

114
団塊世代の地域デ
ビュー入門講座「いきい
き塾」

団塊世代に、地域でのこれからの生き
がいを見つけ、仲間づくりと心のゆとりを
持って、地域活動に貢献できる人材の
育成を目的とする。内容：防災教室、文
化祭準備、お天気講座、手作り果実酒、
口笛コンサート、漢字、笑いヨガ

99 A,G

115
市民学校「パソコン講
座」

パソコン基本操作ができる方へのレベルアップ
を図り、地域へ貢献できる人材育成。また、受
講生同士の交流を深める。内容：パワーポイン
ト

55 Ｉ

116
緑ケ丘学校「ひとり残ら
ず百歳体操講座」

介護予防のための認知機能の維持・向
上を図り、健康でいきいきと生活できる
ことを目的とする。また、参加者同士の
親睦を深める。内容：百歳体操

84 G,I

117
平成30年度　青少年健
全育成緑ヶ丘地区協議
会

時代を担う青少年の心身の向上を図る
とともに、世代間のふれあいを通して、
社会参加・地域活性化に貢献できる人
材づくりを目的とする。内容：七夕かざ
り、危険箇所点検、夜間補導、夏休み映
画会、そば打ち体験、けん玉教室、少年
の主張、キッズチャレンジ、卓球教室

477 C,I E

118
高齢者学級「敬翁大
学」

高齢者の健康増進と生涯教育の推進を
はかり、地域の明るく元気な高齢者にな
ることを目的とする。内容：消費者トラブ
ル講話、上手なお医者さんのかかり方、
干支の絵付け、富田音頭、館外学習（会
津方面）、ガーデニング、いきいき体操、
津軽三味線鑑賞会

189 G,I

119
地域デビュー講座「とみ
た塾」

富田中央文化祭へのボランティアや、明
るいまちづくり川柳コンクールなどに出
展することにより、地域への意識付けを
持ってもらい、講座終了後も意欲的に地
域活動が出来るようになってもらう。内
容：認知症予防気功体操、整理収納、
ひょうたんランプ作製、マーブルアート作
製、文化祭準備、川柳作成

53 A,G

120
青少年対象事業「とみ
たコロンブス学園　クレ
イクラフト教室」

青少年の健全育成を図るため、体験活
動や学習の機会を提供し、その中で違う
学校や学年の子ども達がふれあい協調
性や創造性を養う。内容：クレイクラフト

19 C,I E

121
青少年対象事業「とみ
たコロンブス学園　マー
ブルアート教室」

青少年の健全育成を図るため、体験活
動や学習の機会を提供し、その中で違う
学校や学年の子ども達がふれあい協調
性や創造性を養う。内容：マーブルアー
ト

14 C,I E

122
青少年対象事業「とみ
たコロンブス学園　ミニ
門松づくり」

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

27 C,I E

123
青少年対象事業「とみ
たコロンブス学園　だん
ごさし」

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

16 C,I E



124
女性学級「とみたスマイ
ル」

日々の生活をレベルアップし、今後の人
生を心身ともに豊かに過ごすために、知
識を習得し知性と教養と体力を高め、健
康で明るい家庭と地域に貢献する。内
容：歴史講座、館外学習（須賀川・鏡石
方面）、キャンドルアート、快腸体操、絵
手紙教室、料理教室

98 G,I

125
青少年健全育成推進
富田地区協議会

郡山市青少年健全育成基本計画に基
づき、委員が協力し青少年健全育成を
図るため研究協議を行ない、地域ぐるみ
活動の伸長を図ることを目的とする。内
容：ふれあいウォーク、少年の主張、ス
ケート、書初め、オセロゲーム、ロコモ予
防教室

375 C,I E

126 さわやか大学

高齢者が健康で楽しく生きがいのある
生活をおくるために必要な知識をつけ
る。また、仲間づくりを通して、閉じこもり
防止や地域活動への参加も支援する。
内容：くすりの話、館外学習（市内）、夏
の食事づくり、和紙絵（干支）、こけ玉作
り、健康体操、百人一首、防犯教室

150 G,I

127
女性対象事業「富貴学
級」

余暇を有効に活用するため、心身の健
康についての知識や快適に過ごすため
の生活の知恵などを学ぶ。また、地域住
民との連帯感を深め仲間とともに積極
的な社会参加への意識を高める。内容：
筋力アップ運動、料理教室（インドカ
レー）、浴衣の着付けとマナー、ハーバ
リウム、漢字の話、館外学習（福島市方
面）、フラワーアレンジメント、防犯教室

109 G,I

128 ワクワクこどもクラブ

小学生を対象に自主性と協調性を培
い、いろいろな体験を通して、思いやり
の心を育てると共に健康で明るい青少
年を育成していくことを目的とする。内

148 C,I

129 ゆったり子育て講座

子育ての知識や親としての心構えを習得し、不
安や悩みを軽減する。また、参加者同士の交
流や情報交換を通して、子育ての楽しさ大切さ
を見出しながら気分転換を図る。内容：手遊
び・読み聞かせ、ベビーマッサージ＆ママビク
ス、マーブルアートリース、アイシングクッキー、
出前講座（みんなで遊ぼう）

62 C,I

130
団塊世代対象事業
「チャレンジ学級」

団塊世代の定年後の第二の人生を生き
生きと心豊かに過ごすために、いろいろ
な活動を通して人と人とのつながりを大
切に、学ぶ喜びと社会貢献への意識を
高める。内容：レクリエーション、体幹ト
レーニング、切り絵、世代間交流（昔遊
び）、ボランティア活動（文化祭参加）、お
酒の楽しみ方、館外学習（市内）

81 A,G

131
市民学校「簡単パッチ
ワークで手さげバック作
り」

余暇を有意義に過ごすために、仲間とと
もに物づくりの楽しみを共有し参加者同
士の交流を図る。内容：パッチワーク

63 Ｉ

132
市民学校「本格キムチ
づくり講座」

家にこもりがちになってしまう冬、公民館
へ出てくるきっかけをつくることで、地域
住民同士の交流を図り、孤独を解消す
るためのきっかけの一助とすることを目
的とする。内容：キムチづくり

31 Ｉ



133
青少年対象事業「こども
のロコモ（運動器症候
群）予防教室」

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

37 C,I E

134
のびのび公民館サマー
スクール

小学生の児童を対象に、夏休み期間中
の活動範囲を広げるべく、公民館の和
室と集会室を開放し、勉強・読書等自由
に活用してもらう。また、地域の学識経
験者にボランティアで勉強を見てもら
い、さらに民話やレクリエーションで多学
年との交流をする機会をつくる。内容：
自主学習、卓球体験、民話

55 C,I

135
地域のびのび子育て支
援事業「のびのび子育
て広場」

地域の子育てファミリーの情報交換や仲間づく
り、居場所づくりとして公民館の一室を開放す
る。内容：居場所づくり

18 C,I

136 ふれあい笑学校

成人女性を対象に充実した健康で明る
い生活を送るため、趣味や教養を身に
付け参加者同士の交流を深め、楽しい
時間作りの場になるよう支援する。内
容：出前講座（くすりの話）、音楽療法、
介護予防、なりきりタカラジェンヌ、友禅
染、館外学習（二本松方面）

114 G,I

137
市民学校「ロコモ体操
教室」

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

106 Ｉ

138 おやじ倶楽部

男性の公民館事業の参加を促進し自己
啓発に努めるとともに、地域づくりに貢
献できる人材の育成に寄与することを目
的とする。内容：脳トレマッサージ、元号
について、和菓子作り、夏祭り参加、館
外学習（柳津方面）、クレイクラフト

77 A,G

139 富田西キッズスクール

様々な体験活動をとおし知識や技能を
向上させるとともに、健全な心身を育て
ることを目的とする。内容：けん玉、陶芸
Ⅰ、どろだんご、食育講座、陶芸Ⅱ

88 C,I

140 みんなのお楽しみ会
集団でのマナーを守り、地域の仲間づく
りをする。内容：お楽しみ会、映画鑑賞

145 C,I

141
第18回ぼくのいけん・わ
たしのいけん発表大会

明日を担う青少年の健やかな成長を願
うとともに、健全育成活動を地域ぐるみ
で推進し、青少年の健全な成長に寄与
する。内容：少年の主張

79 C,I

142 オセロ大会
集団でのマナーを守り、仲間同士親睦を
図る。内容：オセロ

61 C,I

143
「おおつきスマイル学
級」高齢者対象

65歳以上の方が公民館で、楽しく学び
教養を高める。また地域の方々と交流
することで親睦を深める。高齢者が健康
でいきいきと輝ける町にすることを目的
とする。内容：音楽レク、カードで脳トレ、
和菓子作り、出前講座（鯉に恋する郡
山）、ハーバリウム、フルート＆ピアノコ
ンサート、館外学習（会津方面）、フォー
クダンス、民話

264 G,I



144 槻ノ木レディース学級

楽しみながら学習することにより、健康で生き
がいのある心豊かな生活を送る。内容：歴史講
座、リンパコンディショニング＆ストレッチ、金子
みすずの世界・朗読、口腔ケア、チョークアー
ト、館外学習（鏡石方面）、フルート＆ピアノコン
サート、料理教室

130 G,I

145
男性講座「男組パート
Ⅴ」

地域活動に取り組むきっかけ作りや仲
間作りの交流の場を提供し地域デ
ビューを支援する。内容：認知症予防講
座、ノルディックウォーキング、料理教
室、歴史教室、館外学習（田んぼアート
＆プラネタリウム）、陶芸教室、音楽教
室、文化祭出店（珈琲店）、書道教室、
そば打ち教室

168 A,G

146 槻ノ木わんぱくクラブ

様々な体験活動をとおして子ども達の
「生きる力」を育み、自ら考え行動する力
を身につけ、地域活動を積極的に推進
できる人材の育成を図る。内容：室内レ
クリエーション、館外学習（三春町方
面）、物作り教室、料理教室、科学教室

69 C,I

147 槻ノ木ひろば教室

様々な体験活動をとおして子ども達の
「生きる力」を育み、自ら考え行動する力
を身につけ、地域活動を積極的に推進
できる人材の育成を図る。内容：ジュニ
ア体操、親子クッキング、砂絵作り、英
語であそぼ、クリスマスリース作り

40 C,I

148 大成遊学塾

健康で、文化的なゆとりを身につけ、豊
なゆとりある社会生活を送ることを目的
とする。内容：健康体操教室、館外学習
（いわき方面）、リンパマッサージ＆メイ
クアップ、樹脂粘土、草花の寄せ植え、
館外学習（会津方面）、フォークソングコ
ンサート、ハーモニコンサート、茶講座

192 G,I

149 大成キッズスクール

学年を越えた子ども達が、活動をとおして自主
性や協調性を学ぶことを目的とする。内容：
キッズダンス、お菓子を作ろう、自然にふれて、
ポーセラーツ、バルーンアート、草木染め、書
初め

124 C,I

150
市民学校「陶芸教室」
講座

物づくりをとおして、趣味の輪を広げ、充
実した生活をおくることを目的とする。内
容：陶芸

24 Ｉ

151
市民学校　健康講座
Part1　ストレス緩和ヨー
ガ教室

健康増進、運動不足解消、生きがい探
しや仲間づくりをし、充実した生活を送
る。内容：ヨーガ

100 Ｉ

152
市民学校　健康講座
Part2　肩・膝・腰痛予防
体操

健康増進、運動不足解消、生きがい探
しや仲間づくりをし、充実した生活を送
る。内容：体操

75 Ｉ

153
のびのび公民館サマー
スクール

小学生の児童を対象に、夏休み期間中
の活動範囲を広げるため、公民館の会
議室を開放し、勉強・読書等自由に活用
してもらう。内容：自主学習

10 C,I



154 秋桜ふれあい楽園

毎日を楽しく生きるをテーマに、生きが
いある充実した生活を送るために、自ら
の健康を考え趣味や教養を身につけな
がら、自主的な運営を促し、性別、年齢
の枠を超えた交流から、地域活動に参
加するきっかけをつくる。内容：減塩教
室、館外学習（福島市方面）、エネル
ギー講座（東北電力）、ひょうたんランプ
作り、アイシングクッキー作り、歯磨き教
室、クリスマスブーツ作り

132 G,I

155
おいでよ！！こうみん
かん♪♪

週休二日制で土曜日に家に一人でいる
子どもが沢山いると推測されるので、学
びや遊びの場を提供するとともに、異学
年との交流や、学校では体験できないよ
うな講座を通じて社会体験を積む場所を
提供する。内容：卓球、七夕飾り、自由
研究、デコパージュ、クリスマスパー
ティー、デコ巻き寿司、食育講座

128 C,I

156 小山田いなせ塾

公民館事業への参加を促し、自己啓発に努め
るとともに、地域に貢献できる人材の育成に寄
与すること。内容：認知症予防、包丁研ぎ、出
前講座（災害の知識と防災対策）、三角花台作
り、押し花カレンダー作り、そば打ち教室、ボラ
ンティア活動

65 A,G

157 夏休みの宿題助け舟！

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

41 C,I

158
百人一首の世界（市民
学校）

生きがいのある充実した生活を送るた
め、趣味や教養を身につける。百人一
首をとおして参加者の交流をはかり、仲
間づくりを進める一助とする。内容：百人

48 Ｉ

159 歩け歩け運動
地域住民の健康増進と交流を図る。内
容：歩け歩け運動

108 Ｉ

160
小山田地区少年の主
張発表大会・講演会

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

161 A,G E

161 オセロ大会

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

21 C,I

162
第21回「書初め大会」
（青少年対象事業）

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

25 C,I E

163 なかよし教室

子どもの頃から自然や環境について関
心を持ち、異年齢の仲間と触れ合う事
で、思いやりの大切さや協調性を培い、
心身ともに健康な子どもを育てる。内
容：グラウンドゴルフ、館外学習（須賀川
方面）、工作教室、野外炊飯（郡山自然
の家）

110 C,I

164
地域デビュー講座「きら
びと学級」

地域コミュニティの活性化や仲間づくり
など、第二の人生を有意義なものにし、
地域活動に取り組むきっかけを支援す
ることを目的とする。内容：館外学習（二
本松方面）、整理収納、一閑張り、ボラ
ンティア活動、手帳学、ボランティア活動
（文化祭）、終活と笑いヨガ、クリスマスコ
ンサート

100 G,I



165
いきいき学級（高齢者
対象）

ライフステージに応じた学習機会の提供と人生
の豊富な経験・能力を地域活動に発揮するた
め学習生相互の親睦を図りながら学び、語り、
行動する市民を目指すことを目的とする。内
容：老後の資産管理、館外学習（市内）、介護
施設、いきいき健康体操、暮らしの知識、ハー
バリウム作成、ストレスケア、クリスマスコン
サート

188 G,I

166
青少年対象事業「わく
わくクラブ」

小・中学生を対象に様々な体験学習の
場を提供することにより、友だちづくりや
異学年交流の機会を持ち自主性や協調
性を養い健康で明るい青少年を育成す
ることを目的とする。内容：七夕お楽しみ
会、自主学習、木工教室、まほろん出前
講座、書初め教室

106 C,I E

167 こすもす学級

成人女性を対象に、楽しく親睦を図りながら、
家庭生活にすぐ役立つ学習や交流の場を提供
する。内容：押し花カレンダー、オカリナ教室、
館外学習（白河方面）、健康講座、マッサージ、
飾り巻き寿司、クリスマスコンサート、フラワー
アレンジメント

168 G,I

168
市民学校「スマイルラン
チ料理教室」

健康で充実した食生活を送るため、食育講座
の学習を通し生活環境の健全化を目指す。調
理実習を通して食生活習慣についての知識を
身に付け受講生同士の交流を図る。内容：郷
土料理、西洋料理、中華料理、日本料理

76 Ｉ

169
あさかのみなさんごき
げんよう

毎日を健康でいきいきと生活できるよう
にするために、様々な分野への学習機
会を提供し、受講生相互の親睦を深め
ることを目的とする。内容：カラーコー
ディネート、減塩教室、骨盤体操、館外
学習（福島市方面）、がま口ポーチ作り、
筋肉体操、口笛コンサート

177 G,I

170
青少年対象事業「安積
一小サマースクール」

公民館施設を利用して、地域の子供達
に学習する機会を提供し、心身の発育
に寄与する。内容：読書感想文、館外学
習（郡山市内）

76 C,I E

171
団塊世代地域デビュー
講座「あさか塾」

地域コミュニティー活動の活性化や、地
域における多様な課題について、団塊
の世代の皆さんの知識や経験を活か
し、率先して地域活動に参加できる人材
を育成することを目的とする。内容：オカ
リナ鑑賞、笑いヨガ、文化祭準備、館外
学習（白河市方面）、歯と口腔のセミ
ナー、インド料理、花壇に植栽、あさか・
ながもりキッズフェスタ手伝い、正月飾り
手伝い

128 A,G

172
市民学校「冬こそ貯
筋！アラカルト」

寒くなる冬こそ、身体を動かし筋肉をつ
ける。また、普段から運動をしたいけれ
ど何をしたらいいか分からない、公民館
に行きづらいと思っている人のきっかけ
づくり。内容：スポーツ吹き矢、ストレッ
チ、出前講座（健康長寿大作戦）

59 Ｉ

173
分館出張事業「気功体
操講座」

公民館の地域密着を図るため、分室及
び各分館を会場として、地域住民の要
望に応じて講座を実施し、身近な施設に
おいて開催することにより、住民参加の
幅を広げる。内容：気功体操

21 G,I



174
牛庭水まつり奉納踊り
伝承教室

安積疏水の設置に尽力した大久保利通
の偉業を記念して行われる牛庭水まつ
り。そこで奉納される安積疏水賛歌踊り
を次世代に伝承していくための一助とす
る。内容：踊り

30 A,B,G

175 親子星空かんさつ会

普段観察する機会の少ない星と天体
を、望遠鏡を使って観察することで、宇
宙や天体に興味や関心をもってもらうこ
とを目的とする。内容：星の宅配便

11 C,I

176
いっしょにお弁当をつく
ろう

自分で料理することにより、旬の素材・
調理法に興味をもち、食の大切さを改め
て学ぶことを目的とする。内容：料理

11 C,I

177
青少年対象事業「うん
どうあそび」

普段パソコンやゲーム機で遊ぶことが多
くなっている現代っ子に、体を動かす楽
しさ・大切さを考えるきっかけ作りとす
る。また運動神経は３歳～１３歳で８０％
発育すると言われているコーディネー
ショントレーニングを、遊び感覚で楽しく
行うことで冬場の運動不足解消と運動
能力アップに繋げる。内容：コンディショ

37 C,I E

178
成田地区三世代交流
会

成田地区住民が一堂に会し、交流会を通して
地域相互の親睦と連帯感を深め、健康で明る
いまちづくりにする。内容：民話、餅つき

62 A,G

179
牛庭地区三世代交流
事業

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

152 A,G

180
第34回安積地区「少年
少女の主張」

小・中学生が、社会・学校生活・家庭等
との関わりによって、日頃考え、感じて
いることを大勢の方々に理解していただ
く機会を提供することにより、社会の一
員としての自覚を持たせるとともに、青
少年の健全育成に対する一般の理解を
深める。内容：少年少女の主張

140 A,G E

181
あさか・ながもりキッズ
フェスタ

スポーツや文化・伝統に触れたり体験す
ることで青少年の感受性を高める。ま
た、異年齢・世代間交流を図ることで、
思いやりの心を育むことを目的とする。
内容：スポーツ体験、昔遊び体験

456 C,I

182
親子バス旅行「東北サ
ファリパークへいこ
う！」

スポーツや文化・伝統に触れたり体験す
ることで青少年の感受性を高める。ま
た、異年齢・世代間交流を図ることで、
思いやりの心を育むことを目的とする。
内容：親子バス旅行

38 C,I



183
青少年健全育成安積
地区協議会　みんなで
楽しく♪ボウリング教室

ロコモティブシンドローム対策の一環とし
て、子ども達の運動不足解消を図りボウ
リングを通して運動する楽しさを伝える。
明るい青少年を育てることを目的とす
る。内容：ボウリング

24 C,I E

184 しばみや男塾

家にこもりがちな男性が公民館に出か
け、仲間をつくることで地域との交流を
広げ、地域の活性に貢献する人材の育
成を目的とする。内容：健康体操とアド
バイス、影絵＆バルーンアート、海老根
和紙のランプ作り、朗読、館外学習（会
津若松市方面）、文化祭合唱練習、文
化祭合唱参加、たくあんづくり、葬儀講

151 A,G

185 しばみや学級

地域の人が集い、学び、触れ合うことで
生きがいを見出し、心身ともに健康で豊
かな生活を送ることを目的とする。内容：
出前講座（生活排水について）、ツボ押
し健康マッサージ、よさこい、朗読、マー
ブルアート、ちぎり絵、おもしろ漢字、韓
国料理、館外学習（会津若松市方面）、
日本銀行出前講座

209 G,I

186
しばみやキッズサーク
ル

学校外で活動することにより、学年を超
えた仲間作り、地域の人々とのつながり
を広げ、生活の知恵・視野を高めること
を目的とする。内容：アイシングクッ
キー、敬老の日プレゼント作り、ハロウィ
ン小物作り、ヒップ・ホップダンス、手前
味噌作り、クリスマスオーナメント、ミニ
門松、友チョコ

184 C,I

187 しばみやサマーキッズ

学校内外で活動することにより、学年を超えた
仲間づくり、地域の人々とのつながりを広げ、
生活の知恵・視野を高めることを目的とする。
内容：ヒップホップ、影絵＆バルーンアート、卓
球、よさこい、漢字で遊ぼう、ハーバリウム作
り、館外学習（郡山市内）

145 C,I

188
成人対象事業「ボラン
ティアしてみ隊」

定年退職後、自宅にこもりがちな団塊の
世代を対象に、地域デビューのきっかけ
をつくる。地域活動へのチャレンジ、児
童との交流、世代間の交流等のボラン
ティア活動を行う。内容：案山子作り、交
通安全パレード支援、文化祭支援、少
年少女の主張発表会支援、三世代交流
会支援、門松作りサポート、「しばみやど
んと祭」支援、「小正月ともちつき」支援、
会員相互交流

94 A,G

189
市民学校「唐人凧作り
講座」

家にこもりがち方が公民館に来ることで
地域住民との交流を広げ孤独を解消し
会員同士の親睦を図る。内容：唐人凧
作り

39 Ｉ

190
お正月用アレンジメント
フラワー

生きがいのある充実した生活を送るため、アレ
ンジメントフラワーをとおして趣味や教養を身に
つける。また、季節に合わせたアレンジを学ぶ
ことで日本の伝統を感じることを目的とする。内
容：アレンジメントフラワー

39 Ｉ



191
市民学校「東洋療法健
康教室」

家にこもりがちになってしまう冬の間に
体力をつけるとともに、公民館に出てく
るきっかけをつくることで、地域住民同
士の交流を図り、孤独を解消するため
のきっかけの一助とすることを目的とす
る。内容：健康マッサージ

101 Ｉ

192
のびのび子育て支援事
業「のびのび子育てひ
ろば」

地域の子育てファミリーの情報交換や
仲間づくり、居場所づくりとして公民館の
一室を開放する。内容：読み聞かせ、手
遊び、ミニ運動会

30 C,I

193
親子ハイキング・尾瀬
（中止）

親子ハイキングを通して美しい自然に触
れ、豊かな心を育み、自然保護の大切
さを身につけるとともに、親子のふれあ
いを深める。内容：ハイキング

26 C,I

194
親子映画と花火の夕べ
（青少年健全育成柴宮
地区協議会）

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

227 C,I E

195
「少年・少女の主張」発
表会（青少年健全柴宮
地区協議会）

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

74 A,G E

196
「そば打ち体験」（青少
年健全育成柴宮地区
協議会）

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

79 C,I E

197
「団子さしと餅つき大
会」（青少年健全育成
柴宮地区協議会）

餅つき大会を通して、昔から伝わる行事
を理解させることにより、希望をもって正
月を迎えようとする気持ちを持たせる。
内容：団子さし、餅つき

127 C,I E

198
ドッチビーとなわとび大
会（青少年健全育成柴
宮地区協議会）

スポーツを通して体力の向上を図り、青
少年の健全育成を目的とする。内容：
ドッチビー、なわとび

85 C,I E

199 みなみ・まだまだ道場

一般教養や健康増進などを取り入れ、
今後の生活設計に役立て、学習をとお
して仲間づくりと生きがいのある生活を
送ること目的とする。内容：館外学習（い
わき方面）、文化祭作品作り、料理教
室、健康酒講座、健康教室、防災と応急
手当、旅行体験記、ミニコンサート、健
康教室、餅つき大会

150 G,I



200 安積南子ども広場

年間を通して子ども達に「学ぶ」「心身の
健全な発達」この大きな2つの目標に向
けて各事業を展開する。内容：マーブル
アート、お菓子作り、路線バスと電車の
旅、夏祭り、化学実験123、流しそうめ
ん、水彩画教室、文化祭作品作り、小物
作り、マーブルアートツリー、ミニ門松、
餅つき、クリスマスキャンドル、書初め、
将棋・オセロ、バレンタインお菓子作り

382 C,I

201 歳時記を知る

忘れられつつある、昔からの言い伝えな
どを学び、若い世代に受け継ぎ毎日の
生活につなげる。内容：端午の節句・和
菓子、月見・トールペイント、師走・フラ
ワーアレンジメント、桃の節句・ひな祭り
料理

60 G,I

202 みなみ男倶楽部

現役を退いて家にとじこもりがちな男性
に、まず家から出てもらうことを目標に
公民館デビューを促し、新しい仲間と出
会い新しいことへチャレンジしながら、新
しい自分を見つけることとする。内容：料
理教室、面づくり教室、歴史講座、防災
と応急手当、館外学習（会津方面）、味
噌作り、旅行体験記、ミニコンサート、料

95 A,G

203 南四季スローライフ

四季を感じさまざまな体験をとおして参
加者同士和気藹々とスローライフを楽し
むことを目的とする。内容：フラ・フィット
ネス、マーブルアート、館外学習（郡山
市内）、アーユルヴェーダ、防災と応急
手当、旅行体験記とミニコンサート、パン
作り、もちつき大会、ロシア料理

140 G,I

204 安積南パソコン教室

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

14 G,I

205
さわやかにチャレンジ
学級（初夏）

健康で明るく過ごせるように、潤いのあ
る内容で教養や知識を身につけ、友だ
ちづくりを通して生き生きとした生活を送
ることを目的とする。内容：減塩教室、安
積町音頭練習、法律教室、歴史教室、
館外学習（会津若松方面）、ちぎり絵

115 G,I

206
さわやかにチャレンジ
学級（秋）

健康で明るく過ごせるように、潤いのあ
る内容で教養や知識を身につけ、友だ
ちづくりを通して生き生きとした生活を送
ることを目的とする。内容：館外学習（三
春方面）、落語会、坪井病院出前講座、
アンチエイジング、料理教室

59 G,I

207 ゆる～くママ友講座

親子ともにリフレッシュし、参加者同士の
交流を深め仲間づくりにつながることを
目的とする。内容：人形劇鑑賞、リトミッ
ク、乳がん検診、料理教室

114 C,I



208
青少年対象事業「わく
わくサマースクール」

夏休みの活動の場を提供し、異年齢の
交流やいろいろな学習の機会を持つこ
とにより、自主性、協調性を育て仲間作
りをする。内容：読書感想文、交通安全
ポスター、絵手紙

90 C,I E

209
青少年対象事業「な
がっち～あつまれ」

学校ではできない色々な体験をすること
により、子供たちの好奇心を高め、健全
な育成を図ることを目的とし、主に永盛
小学校の児童を対象に実施する。内容：
プログラミング、お菓子作り、書初め、恵
方巻き作り

79 C,I E

210 ながもり男性マスターズ

男性への様々な学習機会の提供によ
り、生活の更なる充実と地域の連帯感
の高揚を図るとともに、男性の積極的な
地域参画の機会への一助とする。内容：
果実酒作り、歴史講座、絵手紙体験、元
号を知る、館外学習（三春方面）、養生
気功

57 A,G

211
市民学校「一閑張り教
室」

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

39 Ｉ

212 市民学校「骨盤ヨガ」
冬場の運動不足を解消し、運動習慣を
身につけるための一助とする。内容：骨
盤ヨガ

74 Ｉ

213
出張事業「おじゃましま
す」

気軽に希望の学習が、相談に応じて講
座の実施をする。そのことにより公民館
事業への理解と参加率の向上を図る。
内容：寄せ植え（涼を楽しむ、多肉植
物、箱庭づくり）、カンフー体験、草木染
め

71 G,I

214
団塊の世代地域デ
ビュー講座「みほた合
唱隊」

現代社会に貢献された世代の方々に、
健康的で明るく楽しみながら地域参画が
できるように、そのきっかけづくりを支援
する。内容：合唱練習、館外学習（大玉
村方面）、施設慰問

81 A,G

215
家族ふれあい事業「レ
ジュフラワー講座」

家庭以外でのふれあいの場を通して家
族の絆を深める。内容：レジュフラワー

14 Ｉ

216
青少年対象事業「わく
わく講座」運動系

校外での学習を通して児童同士がお互
いに助け合い親睦を深める。内容：ス
ポーツチャンバラ、卓球

24 C,I E

217
青少年対象事業「わく
わく講座」ものづくり系

校外での学習を通して児童同士がお互
いに助け合い親睦を深める。内容：う
た、マーブルアート、お菓子作り、パステ
ル和アート

34 C,I E



218
レクリエーション事業
「骨盤矯正ストレッチ＆
ウォーキング」

運動不足になりがちな冬期間に気軽に身体を
動かし、ストレス解消や健康増進に役立てると
共に地域住民の交流を図る。内容：骨盤矯正、
ストレッチ、ウォーキング

26 G,I

219
青少年健全育成「バス
で行く子どもおもしろ
塾！」

親子で体験学習することで、一層のスキ
ンシップを図る。団体交流や親睦を深め
る。内容：館外学習（猪苗代方面）、陶芸
体験、屋外活動

28 C,I E

220 少年の主張発表大会

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

23 A,G E

221 第28回新春書初め大会
新年の挨拶をし、心を込めて丁寧に書き
あげて作品とする。内容：書き初め

33 C,I

222
高齢者学級「逢瀬寿大
学」

現代社会に高齢者として、学習や仲間
づくりを通じて生きがいを持って、明るく
住みよい地域を作るための強調性と実
践力を養う。内容：福島財務事務所出前
講座、防犯教室、出前講座（セーフコミュ
ニティ）、防災訓練参加、手芸、学級委
員会、お別れ会

249 G,I

223
青少年対象事業「おう
せっ子まなび隊」

青少年の健全な育成を図ることを目的と
し、豊かな心とたくましい大きな心を育
て、公民館だけでなく活動範囲を広げ、
異学年との交流や体力増進を図る。内
容：逢瀬の昔話と浄土松公園探検、館
外学習（会津・猪苗代方面）、お菓子作
り、毛糸作品、書初め

89 C,I E

224
市民学校「手描き友禅
染め体験」

普段体験できない友禅染めの体験を通
し、その特性を学び作り上げる喜びを感
じ取り、受講生同士の親睦を図ることを
目的とする。内容：友禅染め

16 Ｉ

225
団塊の世代対象講座
「ふるさと逢瀬再発
見！」

公民館事業参加を機に、地域を見つめ
直し、交流の場と輪を広げ、今後の地域
活動への積極的な参加の足がかりを
作ってもらう。内容：歴史講座、史跡めぐ
り、だんごならし

37 A,G

226
市民学校「クリスマス
リース作り」講座

「クリスマスリース作り」をとおして、受講
生同士の親睦を図り、ゆとりの心を養
う。内容：クリスマスリース

32 Ｉ



227
成人対象事業　お正月
の「フラワーアレンジ」
講座

生きがいある充実した生活を送るため
に、趣味や教養を身につける。花を飾り
新たな気持ちで新年を迎えられることを
目的とする。内容：フラワーアレンジメン
ト

16 Ｉ

228
青少年対象事業「親子
星空かんさつ会」

普段見る機会が少ない星空と天体を親
子で観察し、参加者に宇宙や天体に興
味をもたせる。内容：星の宅配便

22 C,I E

229
青少年対象事業「書初
め教室」

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

18 C,I E

230
のびのび公民館サマー
スクール

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

9 C,I

231
第40回逢瀬町子ども球
技大会

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

260 C,I

232
第5回親子映画会＆花
火大会

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

127 C,I

233
第36回逢瀬地区「少年
の主張」コンクール

児童・生徒が、日頃考え感じていること
を大勢の方々に理解していただく機会を
提供することで、社会の一員としての自
覚を持たせる契機にし、青少年に対する
一般の理解を深める。内容：少年の主
張

305 A,G E

234
逢瀬地区「標語」コン
クール

市民としての「連帯意識を高める運動」
の一環として、明るく住みよいまちづくり
の啓発として、標語を通して表現する。
内容：標語コンクール

296 A,G

235
世代間交流事業「だん
ごならし」

だんご飾りを通して高齢者と子ども達と
の交流を図り、相互の理解を深め、地域
社会づくりと子ども達に伝統文化を伝え
る。内容：だんごならし

81 A,G



236
レク事業「ボウリング教
室」

ボウリング教室を通して仲間づくりや冬
季期間の運動不足を解消し、参加者相
互の親睦を図る。内容：ボウリング

24 G,I

237
高齢者学級「たちばな
学園」

人との関わりを通して学び、習得し、心
豊かな生活を送ることを目的とする。内
容：出前講座（再発見！こおりやま観光
おすすめスポット）、健康講座、館外学
習（会津若松市方面）、木の枝アート工
芸、身だしなみメイクアップ術、折り紙教
室、フラワーアレンジメント

105 G,I

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

109 A,B,G

239
ふれあい太鼓とどろき
講座

地域の伝統文化をとおしてうねめ太鼓を
気軽に楽しみながら、受講生同士の交
流の場を提供し、伝統文化の継承を図
ることを目的とする。内容：太鼓

41 A,B,G

240
青少年対象事業「片平
げんきっず」

集団活動をとおして自主性や協調性を養い、
友情を深め、幅広く体験することで、地域社会
に対する自治意識を身につける。内容：けん
玉、お菓子作り、キャンプ体験、采女音頭踊り、
音頭披露、館外学習（二本松市方面）、樹脂粘
土、敬老会参加

135 C,I E

241
地域デビュー（団塊世
代講座）「うねめチャレ
ンジ」

団塊の世代を対象に、これから地域と
関わりを始める第一歩として、講座をと
おして仲間同士の親睦を図り、公民館
（地域）活動に興味を持たせる。内容：陶
芸教室、そば打ち体験、フォークソング、
文化祭準備、飾り寿司作り、フラワーア
レンジメント

90 A,G

242
うねめ音頭世代につな
ぐ講座

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

18 A,B,G

243 少年の主張
片平地区市民文化祭時表彰・発表　郡
山市「少年の主張」コンクールに参加す
る：内容:少年の主張

29 A,G E

244
第20回新春片平地区
子ども書初め大会

書を通して精神の鍛錬し、講師から上達
法を学ぶ。内容：書初め

76 C,I



245
第22回片平ドッジボー
ル大会

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

125 C,I

246
フラワーアレンジメント
（片平地区明るいまち
づくり）

花を飾り、清々しい気持ちで正月を迎え
る。内容：正月飾り

32 A,G

247 片平町うねめ踊り流し

第54回郡山うねめまつりに参加すること
により地域住民相互の親睦と交流を図
り、地域文化芸能の伝承に寄与する。
内容：うねめ踊り

383 A,B,G

248
団塊の世代講座「きくた
☆なんでもチャレンジ塾
５」

地域コミニュティ活動の活性化や地域の
教育力の向上、福祉、子育て、環境問
題等の地域における様々な課題につい
て、団塊の世代や高齢者の持つ多種多
様な知識や技術、経験を生かして地域
活動に参加するための足懸りとして、ま
たこれからの第二の人生を有意義なも
のにしてもらうきっかけづくりを目的とす
る。内容：出前講座（ココナビこおりや
ま）、消防署公開講座、館外学習（三春
方面）、グランドゴルフ体験、ハーバリウ
ム作り、文化祭ボランティア、スムージー
とドレッシング、口笛コンサート

88 A,G

249
成人対象事業「きくた大
人の広場」

さまざまな体験を通し、生きる力や実生
活に即する文化的教養を高め心身とも
に健康で参加者同士の親睦を深める。
内容：出前講座（生活排水対策）、ラジオ
体操、キンボール体験、ポーセラーツ、
ストレッチ、館外学習（白河方面）、おも
しろ漢字、口笛コンサート

184 G,I

250
青少年対象事業「こども
の広場」

様々な学習や体験活動の中から、子ど
もたちの創造性・協調性を養う。また、地
域住民とのふれあいを通し地域ぐるみ
で子どもたちの健全育成に取り組み、子
どもたちの地域参画を目的とする。内
容：東北電気保安協会出前講座「レモン
電池」、読書感想文、館外学習（郡山市
内、海老根手漉き和紙見学）、グラウン
ドゴルフ、マーブルアート、カードゲーム
＆英語、そば打ち体験、口笛コンサー
ト、フラワーゼリー

110 C,I E

251
市民学校「古典・随筆
文学講座」

生涯教育の一環として古典を楽しみな
がら、知性と教養をみつけ参加者同士
の交流と親睦を図る目的。内容：三代随
筆とその時代、枕草子、方丈記、徒然草

64 Ｉ

252
西原分館事業　どんと
焼き

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

229 A,B,G



253
前田沢分館事業　球技
大会

体力の向上、区民相互の親睦を深め明
るい地域づくりを目指す。内容：ボウリン
グ

63 G,I

254
早稲原分館事業　どん
と焼き

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

128 A,B,G

255
第35回喜久田地区少
年の主張発表大会

喜久田地区内の児童・生徒が、日頃考
え、感じていることを大勢の方々に理解
していただく機会を提供することにより、
社会の一員としての自覚を持たせる契
機にするとともに、青少年の健全育成に
対する一般の理解を深めるために実施
する。また、喜久田地区内の児童・生徒
の国語力、表現力の向上を図る。内容：
少年の主張

204 A,G E

256 日和田キッズスクール

年中行事を通して様々な体験をし、家族
との絆を深める契機とする。また、異年
齢の参加者同士が強調し、創造性を育
む。内容：浴衣で茶道、夏祭り、親子料
理、クリスマスおやつ、カルタ大会、バレ
ンタインケーキ

239 C,I

257
女性対象事業「リフレッ
シュ学級」

受講生相互の親睦を図りながら、知識や教養
を高め日常生活や地域づくりに活かすことを目
的とする。内容：出前講座（くらしの知識）、館外
学習（三春方面）、中国料理、テラリウム、文化
祭作品、フルーツカッティング、クリスマスコン
サート、かるた＆もちつき

137 G,I

258
団塊の世代の地域デ
ビュー入門講座「ひわ
だ塾」

団塊の世代や高齢者が地域活動に参
加して、社会貢献をしながら楽しい仲間
づくりをし、生き生きとした人生を過ごす
きっかけづくりとする。内容：そば打ち、
夏祭り、漢字教室、鬼瓦作り、出前講座
（一本の水路）、文化祭参加、館外学習
（喜多方方面）、クリスマスコンサート

151 A,G

259
宮下分館事業「才の
神」

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

116 A,B,G

260
梅沢分館事業才の神
「どんと焼き」

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

118 A,B,G

261
八丁目分館事業「八丁
目区民謡教室」

民謡を通して、地区住民の親睦と連帯
感を深める。内容：民謡

40 G,I



262 久留米町内会いも煮会

町内会住民相互の交流が年ごとに希薄
になりつつある昨今、いも煮会を開催す
ることにより、会員の親睦を深めるととも
に、世代間の交流を図ることを目的とす
る。内容：いも煮会

80 A,G

263
成人対象事業「富久山
ふれあい学級」

共同学習を通して、教養を高め健康で
豊かな生活をおくることができる。また、
明るい家庭や社会づくりに役立てる。内
容：減塩教室、寄せ植え作り、世代間交
流、骨盤呼吸エクササイズ、革工芸、館
外学習（喜多方方面）、フラワーアレンジ
メント、くちぶえ・おやじばんどジョイント
コンサート

220 G,I

264
青少年対象事業「キッ
ズスクール　バンビチー
ム」

様々な体験活動を通し、「生きる力」・
「やさしさ」を学びあい、心身ともに健や
かなたくましい青少年の育成を図る。内
容：レクリエーション、チアリーディング、
陶芸、動物と触れ合う、文化祭に行こ
う、アイシングクッキーとカップケーキ、
紙飛行機大会、門松作り、百人一首大
会

274 C,I E

265
青少年対象事業「キッ
ズスクール　ジュニア
チーム」

様々な体験活動を通し、「生きる力」・
「やさしさ」を学びあい、心身ともに健や
かなたくましい青少年の育成を図る。内
容：レクリエーション、チアリーディング、
陶芸、動物と触れ合う、文化祭に行こ
う、アイシングクッキーとカップケーキ、
紙飛行機大会、門松作り、百人一首大
会

172 C,I E

266
成人対象事業「メンズカ
レッジふくやま」

講座を通して意識と知識を高め、心身と
もに健康な生活を送ることができる。ま
た、明るい家庭作りや社会作りに役立て
る。内容：笑いヨガ、館外学習（郡山市
内）、手話を学ぼう、民話、ひょうたんラ
ンプ作り、そば打ち、門松作り、紙ヒコー
キ、くちぶえ・おやじバンドジョイントコン
サート

72 G,I

267
市民学校「一閑張り教
室」

生きがいのある充実した生活を送るた
め、知識や教養を広げるとともに、相互
の交流を深め地域活動に参加するため
のきっかけづくりの一助とする。内容：一
閑張り

120 Ｉ

268
のびのび公民館サマー
スクール

夏休みの子どもの居場所として、公民館
を無料開放する。内容：学習の場の提
供

319 C,I

269
新春バドミントン教室・
冬の卓球教室

小中学生対象事業。バドミントン教室・
卓球教室を開催することで、小学生の運
動不足の解消と他校間親睦を深める機
会とする。内容：バドミントン、卓球

63 C,I

270
富久山地区明るいまち
づくり町内鼓笛パレード

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

356 A,G



271 歴史講演会

歴史や文化などについて学ぶ、地域の
良さを再確認するとともに、地域住民の
親睦を深め明るいまちづくり活動を推進
する。内容：歴史

95 G,I

272
富久山地区「花いっぱ
いコンクール」

明るいまちづくり運動事業の一環とし
て、花いっぱい運動を推進し、富久山地
区住民の豊かな情操を育み、地区の連
帯意識を醸成することを目的とする。内
容：花いっぱい運動

71 A,G

273

青少年健全育成富久
山地区協議会　親子活
動事業「親子ボウリング
大会」

小学生とその親を対象とした親子レクリ
エーション活動を行い、子どもの成長に
不可欠な親子の絆を深め、青少年の健
全育成と明るい家庭づくりに寄与する。
内容：ボウリング

48 C,I E

274
青少年健全育成富久
山地区協議会

郡山市青少年健全育成基本計画に基
づき、委員が協力し青少年健全育成を
図るため、研究討議を行い、地域ぐるみ
活動の伸長を図ることを目的とする。内
容：少年教室、街頭指導、ふれあいスイ
ミング、卓球、キッズスクール共催、少年
の主張、親子ボウリング

861 C,I E

275
高齢者対象事業「ゆう
ゆう学園」

健康で明るく楽しい生きがいのある人生
を送るために、知識と教養を高め、学級
生相互の親睦を図る。内容：布芝居鑑
賞、減塩教室、気功体操、野菜ソムリエ
教室、ちぎり絵教室、館外学習（会津方
面）、多肉植物、名言講座

228 G,I

276
子育てママのリフレッ
シュ講座

核家族の社会の中で育児の大変さを一
人で抱え込まず、母親同士の交流を深
め悩みや不安を解消しながら、育児の
楽しさや大切さを学ぶ。内容：オリーブオ
イル石鹸作り、珈琲講座、イタリア料理

53 C,I

277
市民学校　歴史講座
「福島の偉人たち」

男女・年齢を問わず、福島にまつわる偉
人たちの歴史を学び福島の魅力をあら
ためて感じると共に、受講生同士の交流
を深め学習意欲の向上を図る。内容：福
島の偉人講座

68 Ｉ

278
青少年対象事業「行徳
チャレンジ教室」

子どもたちに様々なことにチャレンジす
る機会を提供し、学校での学習とは違う
体験や経験をすることで社会性・協調性
をつくりあげる。内容：けん玉、小物入
れ、クッキー作り、館外学習（石筵ふれ
あい牧場）、ポーセラーツでマグカップ、
星の宅配便、よさこい、書初め、レクリ
エーションと太鼓教室

159 C,I E

279 男のふれあい講座

地域活動やボランティア活動への参加
を目的に、仲間との出会いを楽しみなが
ら、知識と教養を深め、地域デビューを
果たす。内容：健康教室、つる細工、行
徳地域の歴史、酒の肴、オセロ大会協
力

61 A,G



280
「よさこい踊り」教室・
「行徳太鼓」、「笛」教室

行徳地域恒例行事「行徳夏フェスタ」に
次世代を担う子どもたちが一人でも多く
参加し祭りを盛り上げ、継承していくこと
を目的に開催する。内容：よさこい踊り、
行徳太鼓、笛

195 G,I

281 ＫＯＵＴＯＫＵ　音楽の森

年齢を問わず、みんなでいろんな音楽を
身近に感じながら鑑賞し、心を豊かに癒
せる時間となるようにする。また、三世
代交流の場、地域の親睦の場となるよう
にする。内容：コンサート

250 G,I

282
のびのび公民館サマー
スクール

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

72 C,I

283
青少年対象事業「オセ
ロ大会」

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

78 C,I E

284 第27回行徳夏フェスタ

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

1,200 A,G

285
第20回行徳ウォークラ
リー大会

小学生・地域成人・高齢者の三世代の
親睦を深め、体を鍛えながら地域の地
理や歴史を学習することを目的とする。
内容：ウォークラリー

133 A,G

286
青少年対象事業「のび
のびサマースクール」

心身ともに健全な青少年の育成を図る
一助とする。内容：サマースクール

21 C,I E

287
団塊世代地域デビュー
講座「湖南友・悠学級」

団塊ジュニア世代の地域参画と生活の
充実感を広げ、これからの生き甲斐作り
の発見や仲間づくりのきっかけをつくる。
内容：ラベンダークラフト、ブルーベリー
収穫体験、体育祭参加、頭脳ゲーム、
館外学習（三春方面）、おやじばんど、
海老根和紙ランプシェード

66 A,G

288 ふるさと・良いとこ学級

「ふるさと」を湖南町も含め広く郡山と位
置づけそのふるさとの昔から伝わること
や、またこれから先へ向けての良いとこ
ろを学び、未来へと繋げることを目的と
する。内容：粘土像ラリー、館外学習（郡
山市内）、料理教室、出前講座（再発見
こおりやま）

42 G,I



289
青少年対象事業「いっ
しょに遊ぶ子この指とま
れ」

昔遊びや地域の行事を地域のボラン
ティアの方の協力を得て、学社連携を図
りながら地域で子育て、見守りに輪を広
げる。内容：七夕、むかしあそび、ものづ
くり、エプロンシアター・紙芝居、おたの
しみ会、抹茶体験

135 C,I E

290
親子対象事業　「親子
体験教室」

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

33 C,I

291 いきいきボランティアⅤ

子どもから高齢者まで楽しめるものを習
得することで、地域社会の一員として活
躍できるようになることを目的とする。内
容：うたをうたおう

76 G,I

292 市民学校「健康教室」

運動不足になりがちな冬場の健康増進
と参加者相互の親睦を図ることを目的と
する。内容：ストレッチ、エアロビクス、リ
ズム体操

51 Ｉ

293
湖南公民館赤津分館
事業「赤津教養講座」

地区住民が一堂に会し、講座を通じて
住民相互の親睦と地区内の連携を深め
ることを目的とする。内容：教養講座

69 G,I

294
湖南公民館福良分館
事業「盆踊りの太鼓の
叩き方」

地区住民が一堂に会し、講座を通じて
住民相互の親睦と地区内の連携を深め
ることを目的とする。内容：太鼓講座

52 A,B,G

295
湖南公民館三代分館
事業「豊年盆踊りの太
鼓の練習」

地区住民が一堂に会し、講座を通じて
住民相互の親睦と地区内の連携を深め
ることを目的とする。内容：太鼓講座

17 A,B,G

296
湖南公民館中野分館
事業「バレーボール教
室」

地区住民が一堂に会し、講座を通じて
住民相互の親睦と地区内の連携を深め
ることを目的とする。内容：バレーボール
教室

14 G,I

297
湖南公民館月形分館
事業「そば打ち教室」

地区住民が一堂に会し、講座を通じて
住民相互の親睦と地区内の連携を深め
ることを目的とする。内容：そば打ち

8 G,I



298 湖南チャレンジ学級

ともに学び、語り、行動することで仲間づ
くりの機会を提供する。また、日本の伝
統文化の素晴しさも学び、後世へと伝統
文化を継承することを目的とする。内
容：マーブルアート、レザークラフト、ひょ
うたんランプ

21 G,I

299
高齢者対象事業「明和
学級」出張講座

共に学び、語り、行動することで仲間作
りや地域活動参画のきっかけを提供す
る。また、高齢者のひきこもりを防止す
る。内容：気功の認知症予防

66 G,I

300
のびのび公民館サマー
スクール

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

13 C,I

301
湖南地区「少年の主
張」発表大会

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

109 A,G E

302

青少年健全育成湖南
地区協議会「ぐるっと湖
南めぐり」（小学５年生
対象）

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

34 C,I E

303
青少年健全育成湖南
地区協議会「食育・ロコ
モ対策」

子どもたちの健康な「こころ」と「からだ」づくりを
推進するために食の大切さを学び健康で丈夫
なからだづくり（食育体験）及び、運動を通して
健康で丈夫なからだづくり（青少年のロコモティ
ブシンドローム対策）を行う。内容：野菜植え、
だんごさし、ヒップホップダンス

91 C,I E

304

青少年健全育成湖南
地区協議会「まちたん
けん」（小学２年生対
象）

子ども達が成長する過程において地元の施設
を目に触れることで、自分たちが住む町への興
味、関心や探究心を刺激し、社会の仕組みを
育むことを目的とする。内容：まちたんけん

9 C,I E

305
市民学校「健康水中
ウォーキング教室」

メタボリック症候群、ロコモティブシンドローム
等、健康に関する諸問題の基礎知識を学び、
運動を通して予防と改善に努める。内容：水中
ウォーキング

149 Ｉ

306
女性対象事業女性学
級「あすなろ」

地域相互の親睦を深め、健康で明るい
家庭づくりを目指すために必要な知識と
教養を身につける。内容：手話、館外学
習（福島空港）、風呂敷でラッピング、冠
婚葬祭マナー、料理教室、健康体操、文
化祭作品作り、民謡呼吸法

209 G,I



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

191 A,B,G

308
熱海チャレンジキッズ
（熱海小子ども教室編）

地域子ども教室に通う児童を対象に、通
常の子ども教室の活動では経験するこ
との出来ない体験活動や交流活動を通
して、地域活動の楽しさを知ってもらい、
今後の子ども教室の活動や公民館活動
に積極的に参加するきっかけづくりとす
る。また、保護者と子ども教室の安全管
理員との交流を通し、地域ぐるみの教育
についての理解を深めるとともに、地域
の教育力の向上を図る。内容：料理教
室、館外学習（田村市方面）、読み聞か
せ、作品作り

97 C,I

309
熱海チャレンジキッズ
（安子島小子ども教室
編）

地域子ども教室に通う児童を対象に、通
常の子ども教室の活動では経験するこ
との出来ない体験活動や交流活動を通
して、地域活動の楽しさを知ってもらい、
今後の子ども教室の活動や公民館活動
に積極的に参加するきっかけづくりとす
る。また、保護者と子ども教室の安全管
理員との交流を通し、地域ぐるみの教育

77 C,I

310
熱海チャレンジキッズ
（ほっとあたみ編）

地域子ども教室に通う児童を対象に、通
常の子ども教室の活動では経験するこ
との出来ない体験活動や交流活動を通
して、地域活動の楽しさを知ってもらい、
今後の子ども教室の活動や公民館活動
に積極的に参加するきっかけづくりとす
る。また、保護者と子ども教室の安全管
理員との交流を通し、地域ぐるみの教育
についての理解を深めるとともに、地域
の教育力の向上を図る。内容：料理教
室

16 C,I

311
音楽ミニコンサート～春
夏秋冬～

楽器の演奏を聴き、親しみ、楽しむこと
により地域住民の豊かな心を育む。内
容：コンサート

154 G,I

312
地域デビュー講座
「GOGOあたみ」

受講生の持つ多種多様な知識や技術、
経験等を生かして地域活動に参加する
ことにより、地域住民との親睦をはかり
ながら、自らの人生を有意義なものと
し、地域を支える人材づくりのきっかけ
の場とする。内容：ハウスクリーニングの
コツ、民話と音楽鑑賞、ハーバリウム、
文化祭協力、料理講座、館外学習（郡
山市内）、珈琲講座、三世代交流会

147 A,G

313
市民学校「あたみデジ
カメ教室」

新たな趣味やゆとりある生活と心を持つ
きっかけ作りとともに、参加者相互の親
睦を図る。内容：デジタルカメラ講座

38 Ｉ



314
のびのび公民館サマー
スクール

小学生児童等を対象に、夏休み期間中
の活動範囲を広げるため、公民館の教
室、和室を開放し、勉強や読書等自由
に活用してもらう。内容：学習の場の提
供

22 C,I

315
熱海分館事業（熱海、玉川、
中山、上伊豆島、安子島、石
筵、高玉）

事業を通して、体力の向上を図るととも
に、親睦を深め、健康な身体と住みよい
まちづくり、家庭づくりを推進する。内
容：ソフトバレーボール、ドッジボール、
登山、ゲートボール、バレーボール、ボ
ウリング

198 G,I

316
第32回熱海地区少年
の主張大会

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

362 A,G E

317
第40回熱海地区市民
音楽祭

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

362 Ｉ

318 冬休み書初め大会
さまざまな体験活動を通し、自主性・協
調性・創造性を養い、心身ともに健全な
青少年の育成を図る。内容：書初め

41 C,I

319
熱海地区三世代交流
会「だんごさし体験とむ
かしあそび」

だんごさしなどの伝統行事や昔遊びを
通して、高齢者と子どもたちとの交流を
図り、相互の理解を深め、住民参加によ
る地域づくりの推進を図る。内容：だんご
さし、昔遊び、科学工作、食育

282 A,G

320
「萩姫かるた」かるたと
り大会

さまざまな体験活動を通し、自主性・協
調性・創造性を養い、心身ともに健全な
青少年の育成を図る。内容：カルタ

24 A,G

321
高齢者対象事業「田村
寿大学」

高齢者の社会教育を目的として様々な研修の
場を設け、積極的に社会と関わることができる
人の育成を図る。また事業を通して生きがいを
つくり、健康増進、地域の人々との交流などに
役立つことを目的とする。内容：笑いヨガ、リン
パマッサージ、館外学習（郡山市内）、映画鑑
賞、一閑張り講座、巻紙語り

128 G,I

322
女性対象事業「さわや
か女性学級」

様々な学習を通して知識を広め、女性と
しての意識と教養を高めながら明るく充
実した生活を送ることを目的とする。内
容：音楽療法、館外学習（会津方面）、
和菓子作り、パステル和アート、鑑賞講
座、クラフト講座、ヨガ体験、巻紙語り

198 G,I



323
団塊世代の地域デ
ビュー講座「粋な男塾」

団塊の世代の人たちに、講座を通して多種多
様な経験を地域活動に生かしてもらうことによ
り、地域貢献・新しい仲間づくり・生きがいづくり
の一助としてもらうことを目的とする。また、体
験講座や啓発・教養講座を通しても同様の目
的である。内容：ステーキの焼き方、睡眠法、
文化祭参加、そば打ち、しめ縄づくりサポート、
ビールと肴

50 A,G

324
元気！元気！たむらっ
子

食育の大切さを学び、運動を通して丈夫
な体づくりを促進し、心身ともに健やか
な青少年の育成を推進することを目的と
する。内容：ヒップホップダンス、スポー
ツ吹き矢、国際理解、子ども料理教室、
アイシングクッキー

83 C,I

325 しめ縄づくり教室

しめ縄づくりを学ぶことで、「守山じめ」の
伝統を継承しながら交流の輪を広げ、
地域の活性化につなげる。子ども達に
あっては、季節の行事を大切にし新年を
寿ぐ気持ちを育む。内容：しめ縄

44 A,B,G

326
御代田分館出前講座
「いきいき健康体操」

同じ地域の人達と楽しみながら運動す
ることを通して、健康増進と親睦を図り、
地域の活性化に寄与することを目的と
する。内容：ストレッチ

54 G,I

327
谷田川分館出前講座
「クラフト講座」

同じ地域に住む者同士が、楽しみながら
技術を習得し親睦を図ることで、地域の
活性化に寄与することを目的とする。内
容：クラフト講座

38 G,I

328
第25回一盃山登山大
会

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

300 G,I

329
第4回田村町子どもス
ポーツフェスタ

田村地区内小学校の子どもたちの交流
と親睦を深め、夏休みにおける健全育
成を図ることを目的とする。内容：スポー
ツフェスタ

164 C,I

330
青少年対象事業「チャ
レンジ教室」

体験活動を通して仲間づくりや地域の方
との交流を図り、子ども達の自主性・社
会性を育み青少年の健全育成を目的と
する。内容：カードゲームレクリエーショ
ン、アニメソング、館外学習（ムシテッ
ク）、民話、ウォークラリー、パステル
アート、ヒップホップダンス、書初め

183 C,I E

331 高瀬スマイル塾

自らの生きがいのある生活を目指し、教
養を高め、健康で豊かな生活をするた
めの興味づくりを促進することを目的と
する。内容：新聞活用法、柳橋歌舞伎講
座、減塩教室、ひょうたんランプ、世代
間交流、館外学習（福島市内）、ストレッ
チ講座、巻き紙語り

174 G,I



332
地域おこし講座「高瀬い
いとこ見つけ隊」

古代から住み良い場所であった高瀬地
区の歴史を学んで得たことを、多くの人
に伝えて行くことを目的とする。内容：歴
史、柳橋歌舞伎講座、ウォークラリー、
名所めぐり

72 G,I

333
団塊世代地域デビュー
講座「高瀬男塾」

地域活動に取り組むきっかけ作りや、仲
間作りの交流の場を提供し、地域デ
ビューを支援する。内容：歴史、つる細
工、ウォークラリー、文化祭協力、ス
ポーツ吹き矢、海鮮丼作り

50 A,G

334
青少年対象事業「のび
のびサマースクール」

小・中学生を対象に、夏休み期間中の
活動範囲を広げるため、公民館の会議
室、和室等を開放し、勉強、読書など自
由に活用してもらう。内容：自主学習、ク
ラフトバンド

51 C,I E

335
市民学校「自分みがき」
講座

仕事・家事・育児等で過ごす日々の中で
リフレッシュ出来る時間を提供し、心身と
もに健康で美しくなることを目的とする。
内容：簡単パン作り、ポーセラーツ、手
話、骨盤エクササイズ、歌を楽しむ

34 Ｉ

336
第7回高瀬ウォークラ
リー

公民館事業「チャレンジ教室」「高瀬男
塾」「高瀬いいとこ見つけ隊」の合同と小
学校児童と親子で、地元に残る史跡を
訪ね再確認をし、地域とのコミュニケー
ションと世代間交流を図ることを目的と
する。内容：ウォークラリー

129 G,I

337
第8回田村町少年少女
の主張発表会

児童・生徒が、日頃考え、感じていること
を大勢の方々に理解していただく機会を
提供することにより、社会の一員として
の自覚を持たせる契機にするとともに、
青少年の健全育成に対する一般の理解
を深めるために実施する。内容：少年の
主張

249 A,G E

338
成人対象事業「秋桜学
級」

生き甲斐づくりの一環として心身の健康
と維持を図り、地域社会との親睦を深め
つつ、文化教養、社会の変化に対応す
るための学習意欲を高める。内容：詐欺
講話、バス研修、笑いヨガ、やさしい歳
の重ね方、一閑張り、世代間交流、料理
教室

144 G,I

339
成人対象事業　団塊講
座「二瀬ハッピーライ
フ」

生きがいのある充実した生活を送るた
め、自らの健康を考え趣味や教養を身
につける。また、性別や年齢の枠をこえ
た交流から地域活動に参加するための
きっかけ作りを一助とする。内容：ハウス
クリーニング、館外学習（いわき方面）、
ハーバリウム作り、卓球、オセロ交流
会、和菓子作り

98 A,G

340
市民学校「冬の体操教
室」

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

70 Ｉ



341
市民学校「パン作り教
室」

パン作り基礎から応用まで学びながらさ
まざまなパンが作れるようにスキルアッ
プを目指しながら、受験生同士の親睦を
深める。内容：いろんなパン作り

40 Ｉ

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

22 G,I

343
成人対象事業「フラ
ワーアレンジメント」教
室

あわただしい年末ですが、心のゆとりと、作る
楽しみを学び、受講生相互の親睦を深めなが
ら、各自のセンスでお正月らしいアレンジメント
を仕上げる。内容：フラワーアレンジメント

12 G,I

344
青少年対象事業　夏の
「二瀬っ子元気くらぶ」

様々な体験や学習を通して、子ども達の自主
性や協調性を養い、健康で明るい青少年に育
てると共に、新たな知識の習得を図り、児童一
人一人の自主性と協調性を身に付ける。内容：
料理教室、子ども夏祭り、陶芸教室、読書感想
文・標語、卓球、館外学習（二本松方面）

142 C,I E

345
青少年対象事業　冬の
「二瀬っ子元気くらぶ」

様々な体験や学習を通して、子ども達の自主
性や協調性を養い、健康で明るい青少年に育
てると共に、新たな知識の習得を図り、児童一
人一人の自主性と協調性を身に付ける。内容：
文化祭参加、クリスマスケーキ作り、書道大
会、オセロ交流会、友チョコ作り

94 C,I E

346
青少年対象事業　公民
館開放「二瀬サマース
クール」

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

187 C,I E

347 星の宅配便
星の上手な見つけ方や、星座について
理解する。また、天体望遠鏡の仕組み
や取り扱い方を知る。内容：星の宅配便

23 C,I

348
青少年対象事業「わん
ぱく教室」

親子の関わりや世代を超えた高齢者との関わ
りを持つことで、健全な心身を育てることを目的
とする。内容：運動教室、トールペイント、フラ
ワーアレンジメント、書初め、デコレーション
ケーキ

87 C,I E

349
高齢者対象事業「いき
いき学級」

高齢者の仲間づくりの推進を図るととも
に、趣味や教養を身に付け健康で明るく
生きがいのある生活を確立するための
きっかけづくりの一助とする。内容：館外
学習（猪苗代方面）、口腔ケア、腹式呼
吸・発声練習法、革工芸、健康体操、出
前講座（上手なお医者さんのかかり
方）、瞑想

96 G,I



350
女性対象事業「オリー
ブ・クラブ」

地域の女性が集い、日常の身近な問題
や活動を通して交流と親睦を深め、心身
ともに健康に過せるようにする。内容：出
前講座（美術に関する教養講座）、口腔
ケア、西田町の昔、終活講座、手描き友
禅、館外学習（白河方面）、ヨガ

121 G,I

351 木村分館事業

木村地区住民が一堂に会し、一緒にも
のづくりの作業をすることで、親睦を深
め地域の一員としての自覚を促す。内
容：花壇作り、グラウンドゴルフ・いも煮

40 G,I

352 鬼生田分館事業

鬼生田（４区）地域住民とチイ気力の向
上を図り、世代間の交流を楽しくし活発
に交流する。内容：一閑張り、グラウンド
ゴルフ、陶芸

48 G,I

353
市民学校「冬の健康体
操～筋膜リリース～」

ストレッチ法を学ぶことにより、日頃の運
動不足を解消して参加者の親睦を深
め、健康増進を図る。内容：ストレッチ

71 Ｉ

354
木村区民ボウリング大
会

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

28 G,I

355
団塊世代「チャレンジ講
座」

地域コミュニティ活動の活性化や地域の
教育力の向上、福祉、子育て、環境問
題など地域におけるさまざまな課題につ
いて、団塊の世代のもつ多種多様な知
識や技術、経験を生かして地域活動に
参加するための足がかりとして、また、
これからの第二の人生を有意義なもの
にしてもらうためのきっかけづくりとして、
本講座を開講する。内容：収納術、館外
学習（猪苗代方面）、小枝アート、中田
祭ボランティア、駅伝大会ボランティア、
歌謡曲体操、音楽鑑賞

114 A,G

356
青少年対象事業「こども
講座」

学校では体験できないことや、地域の人
との交流、他校生との交流、学年間の
交流をすることにより、思いやりや協調
性を養い、参加者間の親睦を深める。
内容：ハーバリウム、世代間交流、和紙
ちぎり絵、クリスマスカップケーキ、書初
め、鏡開きとカルタ取り、スポーツチャン
バラ、和菓子作り

106 C,I E

357
海老根分館市民学校
「フラダンス教室」

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

80 Ｉ



358
青少年対象事業「ハン
ドベル演奏講座」

９月の秋蛍の幻想的な風景とゆっくり流
れる時間を、音楽（ハンドベル）で盛り上
げ伝統工芸にふれる。また、参加するこ
とにより、仲間や地域の人との親睦と交
流を図る。内容：ハンドベル練習・発表

37 C,I E

359
高齢者出前講座「暮ら
しいきいきライフ講座」

高齢者が講座をとおして、ゆとりある心
を養い、お互いに触れ合うことにより、日
常生活に活気ができ、楽しい交流の場
となるよう、親睦を深めることを目的とす
る。内容：介護予防講座

31 G,I

360
のびのび公民館サマー
スクール

夏休み中、自由に外で遊ぶことができな
かったり、自宅以外で勉強や読書などし
たい小学生以下の皆さんに公民館の部
屋を開放します。内容：学習の場の提供

19 C,I

361 男磨きステップUＰ講座

中田地区の独身の男性を対象に、集う
場を設け、地域から尊敬される男を目指
し、併せて地域に根ざし、地区の発展に
寄与すること。内容：利き酒・そば打ち、
中田恋活事業参加、魚のさばき方、ヘ
ルシー料理

43 G,I

362 海老根交流会

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

230 A,G

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

56 G,I

364 下枝盆踊り大会

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

463 A,G


