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県民ｶﾚｯ
ｼﾞ連携講

県北 福島市 1 少年教室開設 キャンプ等体験活動をメインとした活動 1,245 Ｃ
県北 福島市 2 ヤングカレッジ開設 青少年の居場所づくりとなかまづくり 211 Ａ
県北 福島市 3 2 女性のスキルアップの場と機会の提供 698 Ａ
県北 福島市 4 2 高齢者の生きがい作り 1,750 Ｂ
県北 福島市 5 2 子どもを持つ親に対し、家庭教育に関する学習機会を提供 1,058 Ｃ
県北 福島市 6 2 情報化社会に対応できる市民の育成 417 Ｄ
県北 福島市 7 2 環境問題について学習する 3* Ａ
県北 福島市 8 2 地域・市民のニーズに合わせ趣味・教養・実技等様々な学習機会を提供 8,455 Ｉ

県北 福島市 9 2
還暦を迎えた市民を対象に、生涯学習の意識高揚を図るため、招聘講
師による講演

4,879 Ｂ

県北 福島市 10 2 成人を祝うとともに、成人の自覚を促すため実施 2,342 Ｉ
県北 福島市 11 2 共同生活を通し、協調性・社会性等を身に付けさせる 52 Ａ
県北 福島市 12 生涯学習指導員の設置 市民の学習相談のため専門員を設置 22 Ｇ

県北 福島市 13
女性教育指導員設置
青少年指導員の設置

女性教育の振興を図る
青少年教育の振興を図る

16
16

Ｇ

県北 福島市 14
語り合いネットワーク推進
事業

ＰＴＡ主催の教養講座への支援 2,412 Ｃ

県北 福島市 15 市民学習プラン支援事業 各地域団体が主催する学習講座への支援 1,625 Ｇ
県北 福島市 16 ふるさと学びカレッジ 団塊の世代を対象に、福島の魅力の再発見、学習意欲の高揚を図る 1,403 Ｂ
県北 福島市 17 マナビィ講師派遣事業 学習団体・グループへの市職員の派遣 450 Ｇ
県北 福島市 18

生涯学習指導者登録事
業

専門的な技能・知識を持つ方を登録し、活用を図る 580 Ｇ
県北 福島市 19 高校生福祉体験講座 ボランティア活動の学習と実践体験 25 Ａ

県北 福島市 20
子育て支援ボランティア
養成講座

子育て応援団および一般市民が、子育て支援のための学習を行う 71 Ａ

県北 福島市 21
生涯学習ボランティア養
成講座

生涯学習ボランティア養成のため、生涯学習・社会教育の学習機会の
提供

38 Ａ

県北 福島市 22 しゃくなげ青年講座 障害をもつ青年を対象に仲間づくりを図り、社会参加や自立を促す 63 Ｇ

県北 福島市 23 市民文化祭
各学習センター利用者の作品等の展示、合唱・芸能等を発表し、生涯学
習の成果を全市民に紹介する。

2,900 Ｉ

県北 福島市 24
放課後子ども教室推進事
業

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

1,267 Ｃ

県北 二本松市 1 なかよしチャレンジルーム

6月～2月　全10回　各土曜日　創作活動、料理、ニュースポーツ等開催
①はじめの一歩  (開講式)②めざせ！キッズダンサー③夏休み企画　わ
くわく工作教室④電車でＧＯ！ヤクルト工場見学⑤キッズキッチン　魚を
さばいて料理を作ってみよう⑥音楽であそぼう！⑦めざせ国際人！ 留
学生とトモダチ⑧おもしろ科学実験・工作教室⑨スキー、スノーボードに
チャレンジ⑩さよならパーティー  (閉講式)

246 Ｉ B

県北 二本松市 2 　市民講座

「今日から役立つカラー講座」   「漢字の成り立ちとその世界～白川静博
士の文字学に学ぶ～」「ハーブ教室　～夏を快適にすごすために～」「二
本松市川本元気熟出前講座　健康は足底から」「宮沢賢治の文学と人
生」 「体に優しい旬の和食教室」 を開催

523 I B

県北 二本松市 3
二本松地域家庭教育学
級

幼稚園７、保育所３、小学校９、中学校２でPTA及び保護者会との共催
により家庭教育講演等を行った。  7月～2月

2,694 C Ｂ

県北 二本松市 4
二本松地域家庭教育学
級「人形劇」

幼児及び保護者を対象に、情操教育の場として人形劇鑑賞を行った。
10月12日(土)開催。

70 C Ｂ

県北 二本松市 5 にほんまつ自然学習塾

平成25年度も放射能の影響により活動を休止した。
(市内小学生を対象として、ボランティアの指導者による自然事象への興
味・関心を育む等を趣旨として、天文、植物、地層等の学習を開催する
予定であった。)

0 Ｉ B

県北 二本松市 6 市民大学セミナー

「それぞれの音の楽しみについて」をテーマに講演会(演奏含む)を開催。
歌舞伎の起こりと県内への伝来、金管楽器･発音の原理等、ベートー
ヴェンとピアノ、オペラ入門等について楽器等の説明や音楽の楽しみ方
等を学んだ。　3月1日・8日・15日・22日　全４回開催

126 I Ｄ

県北 二本松市 7
二本松地域地区対抗親
善球技大会

二本松地域各地区出場選手によるソフトボール・バレーボール・卓球の
種目による球技大会開催。  １0月27日

287 I Ｅ

県北 二本松市 8
二本松地域ママさん家庭
バレーボール大会

二本松地域地区編成チームによる家庭バレーボール大会を開催。
１１月１０日 ・ ３月９日

492 I Ｅ

県北 二本松市 9 安達公民館子どもまつり
折紙創作、絵本読み聞かせ、ゲーム、昔あそび、人形劇鑑賞（１回、12
月８日）

200 Ｃ Ｂ

県北 二本松市 10 あだち子ども教室 将棋・茶道・創作活動、スポーツ、遊び等（４７回、５月～２月） 1,638 Ｃ Ｄ

県北 二本松市 11 油井ふれあい学級
一般教養と健康増進に関すること。趣味娯楽に関する講座等の他、奉
仕活動も実施（９回、４月～２月）

251 Ｇ

県北 二本松市 12 文化講座 「それは年齢のせいじゃない！～視覚と記憶のあいまいさ～」（２回、２月） 49 Ｉ

県北 二本松市 13 あだち生涯学級
教育講話・館外研修・生活講座・文化講座・健康講座・教養講座（１６回、
５月～３月）

429 Ｇ

県北 二本松市 14 そば道場 そばの打ち方を学習（初心者コース１回、経験者コース１回、１２月） 19 Ｉ

県北 二本松市 15 油井女性学級
教育講話・館外研修・生活講座・文化講座・健康講座・教養講座（１０回、
５月～３月）

332 Ｇ

県北 二本松市 16 油井家庭教育学級 講話・実技 等（２回、６月・１２月） 334 Ｃ

県北 二本松市 17 第４６回安達文化祭
作品展（絵画・書道・写真・陶芸・人形・手芸・老人クラブ・身障者作品展）
芸能発表会（民謡･舞踊･合唱･ダンス･カラオケ等）（１１月３、４日）

1,345 Ｆ Ｂ

県北 二本松市 18
第４９回３００歳ソフトボー
ル大会

健康増進を目的とした行政区対抗のソフトボール大会を開催（８月） 1,040 Ｆ Ｂ

県北 二本松市 19
第４５回家庭バレーボー
ル大会

健康増進を目的とした行政区対抗のバレーボール大会を開催（１１月） 200 Ｆ Ｂ

県北 二本松市 20
第１０回あだち湖ウオー
キング

健康増進を目的としたウオーキングを実施（６月） 46 Ｉ Ｂ

県北 二本松市 21
第３回筋力トレーニング
講習会

初心者を対象とした筋力トレーニングの実技講習会を開催（１月） 134 Ｉ Ｂ

県北 二本松市 22 安達太良登山 健康増進のため登山を実施 23 Ｉ Ｂ

県北 二本松市 23 下川崎女性学級
教育講話・館外研修・生活講座・文化講座・健康講座・教養講座（9回、４
月～２月）

112 G

県北 二本松市 24 下川崎ふれあい学級
教育講話・館外研修・生活講座・文化講座・健康講座・教養講座（10回、
４月～２月）

276 Ｇ

県北 二本松市 25 大平女性講座 20歳以上の女性を対象に年８回の講座を開催する。（４０名×８回） 320 Ｇ
県北 二本松市 26 大平長寿講座 ８０歳以上の方々を対象に年８回の講座を開催する。（４０名×８回） 320 Ｇ
県北 二本松市 27 青少年育成協議会 安達太良登山 103 Ｃ
県北 二本松市 28 青少年育成協議会 親子うどん打ち体験教室 88 Ｃ
県北 二本松市 29 青少年育成協議会 教育講演会 50 Ｃ
県北 二本松市 30 石井地区女性学級 創作講座や料理講座、健康講座を実施　（10～2月の月１回開催　計5回） 55 Ｉ Ｂ

県北 二本松市 31 石井地区高齢者学級
教養講座や健康講座、館外研修を実施し、地域の人々との親睦と融和を深め
ながら長生きつくりと健康増進を図る。　（７月～２月までの計７回）

438 I Ｂ

県北 二本松市 32 岳下女性セミナー
　岳下地区内に居住する女性を対象として実施した。
　教養講座、芸術鑑賞、趣味講座、健康講座、移動学習等（年９回）。

442 Ｇ

【平成２５年度市町村生涯学習関連事業実績】

方部 市町村名 № 事業名 事業概要 参加者数
事業の区分・連携等
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県北 二本松市 33 岳下りんどう学園
　岳下地区に居住する概ね６０歳以上の男女を対象として実施した。
　教養講座、芸術鑑賞、歴史講座、健康講座、移動学習等（年９回）。

290 Ｇ

県北 二本松市 34 ふるさと探検隊 小学生を対象に体験教室,スポーツ教室を実施した。（８月、１２月の２回） 110 Ｃ

県北 二本松市 35 女性セミナー
女性を対象に教養、創作、健康講座を５月から３月まで実施した。（２地
区×１０回）

452 Ｇ

県北 二本松市 36 家庭教育学級
各幼稚園を対象に親子のふれあいを主に体操教室など実施した。（３園
×各２回）

194 Ｃ

県北 二本松市 37 合同家庭教育学級
岩代地区内の幼稚園児及び保護者を対象に人形劇鑑賞及び子育て講
演を実施した（８月２９日）

190 Ｃ

県北 二本松市 38 高齢者大学 高齢者を対象に教養講座等を５月から３月まで実施した。（２地区×１０回） 387 Ｇ
県北 二本松市 39 ナイトフレッシュセミナー 料理や教養の講座を実施した。(５月～１２月毎月１回) 76 Ｇ

県北 二本松市 40 総合美術講座
美術に関する基礎を学び､絵画や版画などの知識を深める講座を実施し
た。（4月～3月毎月１回）

134 I

県北 二本松市 41
岩代地区公民館主催作
品展

講座受講生等の作品展を実施した。（2月21日から3日間） 101 Ｆ

県北 二本松市 42 岩代産業文化祭
芸術文化の発表の場として共催した
（10月19・20日）

2,000 Ｆ

県北 二本松市 43 いわしろさくらウォーク 健康維持増進のための大会を開催した（4月28日） 50 Ｇ
県北 二本松市 44 岩代ロードレース大会 健康維持増進のための大会を開催した（6月30日） 259 Ｆ
県北 二本松市 45 スポーツ教室 各種スポーツの基礎を学び技術向上を図った。（5月～7月、10月20日） 300 Ｆ

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

229 Ｇ Ｂ

県北 二本松市 47 上川崎女性学級 女性を対象に教養講座、館外研修、生活講座、文化講座等を実施 212 Ｇ Ｂ
県北 二本松市 48 上川崎家庭教育学級 幼稚園児・保護者を対象に3Ｂ体操、キッズヨガ、着ぐるみ講座食育等を実施 178 Ｃ Ｂ

県北 二本松市 49 杉の実女性セミナー
２０歳以上の女性を対象に年８回の講座
を開催した。(２６名×８回）

145 Ｇ

県北 二本松市 50 杉田長寿学級 ６０歳以上の方々を対象とし、年８回の講座を開催した。(３４名×８回） 213 Ｇ

県北 二本松市 51
青少年育成協議会
子どもの集い

８月に夏まつり、３月にひな祭りｹｰｷ作り教室を実施した。(２００＋１００
名）

300 Ｃ

県北 二本松市 52 塩沢女性講座
教養と見聞を広めることを目的とし、地区内の20歳以上の女性を対象に
教養、健康、趣味の分野から年6回の講座を開催した。

110 Ｇ

県北 二本松市 53 塩沢高齢者学級
高齢者が健康で生きがいを持って楽しい生活が送れるような学習の場と
して、60歳以上の方を対象に年10回講座を開催した。

380 Ｇ

県北 二本松市 54
塩沢地区少年少女球技
大会
（青少年育成推進協議

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

60 Ｃ

県北 二本松市 55 渋川ふれあい学級
高齢者を対象に教養講座、館外研修、生活講座、文化講座、健康講座、
ボランティア事業等を実施

425 Ｇ Ｂ

県北 二本松市 56 渋川女性学級 女性を対象に教養講座、館外研修、生活講座、文化講座等を実施 302 Ｇ Ｂ
県北 二本松市 57 渋川家庭教育学級 幼稚園児・保護者を対象に3Ｂ体操、キッズヨガ、着ぐるみ講座食育等を実施 136 Ｃ Ｂ

県北 二本松市 58
青少年子ども教室「土曜
探検隊」

各種体験教室　12月・2月　3回実施 68 Ｃ

県北 二本松市 59 家庭教育学級
人形劇鑑賞　1回　　健康講演会　1回
人形劇と子育て講和　1回

400 Ｃ

県北 二本松市 60
女性学級「東和女性セミ
ナー」

講話・実技・移動研修等の学習会　5月～2月　10回 298 Ｇ

県北 二本松市 61
高齢者学級「東和長寿大
学」

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

725 Ｇ

県北 二本松市 62 日本語教室事業 東和地域に嫁いだ外国人による日本語の学習　4月～2月 40 D
県北 二本松市 63 読み聞かせ事業 親子を対象とした読み聞かせ事業　年12回 248 Ｃ
県北 二本松市 64 市民講座 各種体験教室　6～3月 150 Ｉ
県北 二本松市 65 花いっぱい推進運動 花苗を各種団体に配付し植栽依頼　８月 150 Ｉ
県北 二本松市 66 第15回東和公民館まつり 公民館を中心に活動している各種団体の作品展示、成果発表 60 Ｆ
県北 二本松市 67 文化センター主催事業 「三遊亭好楽一門会」　11月 474 Ｉ Ａ ○

県北 二本松市 68
第44回東和ロードレース
大会

34部門（マラソン32部門・ウォーク2部門）で開催　　7月第一日曜 3,781 Ｆ ○

県北 二本松市 69
放課後子ども教室「とうわ
どんぐり教室」

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

1,968 Ｃ

県北 二本松市 70
第12回東和さわやかス
ポーツフェスティバル

地域住民の交流を目的にスポーツやゲームを中心に開催　9月 250 Ｆ

県北 二本松市 71 カヌー教室（一般） カヌーの普及を目的に、初心者のカヌー体験の受け入れ　4月～10月 88 Ｇ ○
県北 二本松市 72 カヌー初心者講座 カヌースポーツの普及を目的としてステップアップ講座として開催　7月 4 Ｇ

県北 二本松市 73
第44回東和地区ソフトテ
ニス大会

一般社会人及び小中学生を対象としたソフトテニス交流大会 60 Ｆ

県北 二本松市 74 第44回東和卓球大会 卓球の交流大会　1月 13 Ｆ

県北 二本松市 75
第40回市民バドミントン大
会兼第30回小学生バドミ
ントン大会

バドミントンの交流大会　1月 68 Ｆ ○

県北 二本松市 76
第12回さわやかソフトバ
レーボール大会

ソフトバレーボールの交流大会　2月 85 Ｆ

県北 二本松市 77 松寿学級
二本松地区内に居住する概ね６０歳以上の男女を対象。歴史・健康・ス
ポーツ・芸術鑑賞・各教養講座・研修旅行など、どテーマに沿って講師を
招き、開催（5月～2月 全14回）

822 Ｇ

県北 二本松市 78 女性セミナー
二本松地区内に居住する女性対象健康・体験・探訪コース別に館外研
修・各教養講座などテーマに沿って講師を招き、又各地に出向き開催（5
月～2月 ｺｰｽ別 全17回）

509 Ｇ

県北 伊達市 1
「子育てひろば」
(家庭教育推進事業）

・１歳～４歳児未満と保護者を対象
・遊びを通して基本的生活習慣の体得と、親と子ども同士の交流・情報
交換の場とする。年間10回

295 Ｃ

県北 伊達市 2 「伊達わくわく広場」
・放課後子ども教室推進事業（居場所づくり事業）として開設
・小１～６年生を対象、毎週２コース（火・金）年間56回、サポーターの支
援・協力

766 Ｃ Ｅ

県北 伊達市 3 「夏休みチャレンジ教室」
・小４～６年生を対象、異年齢層集団での仲間づくり、実験や郷土理解
学習。５回

39 Ｃ

県北 伊達市 4
「さわやかレディースだ
て」

・女性の教養講座、講座生同士の交流、情報交換、奉仕活動と社会見
学、運営委員会による自主運営の工夫、年間10回

367 Ｉ

県北 伊達市 5
市民講座
「伊達ふるさと講座」

・郷土の歴史、信夫山の不思議と地下工場、霊山道路の現地見学、古
典音楽体験等７回

214 Ｉ

県北 伊達市 6 「いきいきふれあい学級」
・高齢者の生きがいづくり、仲間づくり・健康づくり、運営委員会による主
体的な運営の推進、年間１０回

1,330 Ｆ・Ｉ

県北 伊達市 7 スポーツ行事の開催
方部対抗による健康づくり事業（方部対抗家庭バレーボール、ソフトバ
レーボール大会の開催）

157 Ｉ

県北 伊達市 8 高齢者学習事業
高齢化社会に対応できるような学習したり、交流活動を通して仲間づくり
を行い、生きがいづくりを図った。8地区開催

1,952 B A

県北 伊達市 9 婦人学級事業
地域の特性を生かし健康で明るい家庭生活と住みよい地域を築くため、
女性としての必要な教養等の学習を行った。

1,339 B
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県北 伊達市 10 市民講座事業
生涯学習の輪を広め、生活文化や趣味、教養等の学習を通して、潤い
のある暮らしができるように市民講座を行った。

32 B I

県北 伊達市 11 青少年体験学習事業
地域に根ざした体験活動や自然体験学習をとして、仲間づくりや青少年
健全育成を図った。学校外における地域活動実施

16 B

県北 伊達市 12 郷土芸能伝承支援事業 地域の郷土芸能活動の推進と振興を図ることができた。 105 I B

県北 伊達市 13
公民館生涯学習成果発
表事業

各公民館の各種学級・講座などで学んだ成果を展示公開を行い、学習
者の交流と生涯学習への理解を深めた。

201 F

県北 伊達市 14 ナイス・ミセス学級
保原町内40歳以上の女性を対象にした定期講座の実施（年10回、5月
～3月）

237 G,I

県北 伊達市 15 大田婦人学級 大田地区の女性を対象にした定期講座の実施（年10回、5月～3月） 135 G,I
県北 伊達市 16 上保原ピーチカレッジ 上保原地区の女性を対象にした定期講座の実施（年9回、5月～3月） 174 G,I
県北 伊達市 17 柱沢レディース学級 柱沢地区の女性を対象にした定期講座の実施（年8回、5月～2月） 95 G,I
県北 伊達市 18 富成女性学級 富成地区の女性を対象にした定期講座の実施（年9回、5月～2月） 87 G,I

県北 伊達市 19 ほばら少年教室 保原町内の小学生対象に、体験活動や世代間交流を実施（年10回、5月～2月） 258 C

県北 伊達市 20 保原市民大学 保原町内の60歳以上を対象にした定期講座の実施（年10回、5月～3月） 196 B,G,I
県北 伊達市 21 大田寿学級 大田地区の寿会員を対象にした定期講座の実施（年6回、5月～3月） 177 B,G,I
県北 伊達市 22 上保原寿学級 上保原地区の寿会員を対象にした定期講座の実施（年3回、9月～11月） 98 B,G,I
県北 伊達市 23 柱沢寿学級 柱沢地区の寿会員を対象にした定期講座の実施（年6回、6月～3月） 161 B,G,I
県北 伊達市 24 富成寿学級 富成地区の寿会員を対象にした定期講座の実施（年4回、6月～1月） 39 B,G,I

県北 伊達市 25 大田ふるさと大学
大田地区の歴史や文化の研究、次世代への継承事業を実施（年5回、6
月～3月）

71 H,I

県北 伊達市 26
歴史講座・旧伊達五町史
跡巡りの旅

旧町ごとに史跡を巡り、地元の歴史を学ぶ事業を実施（全6回、6月～11
月）

104 I

県北 伊達市 27 iPadらくらく操作 iPadの操作を学ぶ事業を実施（全3回、7月） 39 D B

県北 伊達市 28
文学講座・おくの細道を
行く

おくの細道について理解を深め、実際のルートを巡る事業を実施（全2
回、6月）

28 I

県北 伊達市 29 伊達ももの里マラソン大会 第53回大会を実施（9月） 6,302 F E
県北 伊達市 30 わたしの主張発表会 保原町内の各小・中・高校の代表者による意見発表会を実施（10月） 150 C,F
県北 伊達市 31 しゃぼん玉作り教室 親子による大きなしゃぼん玉作りを体験（7月） 33 C B
県北 伊達市 32 水彩画教室 水彩画の描き方を学ぶ事業を実施（全3回、5～6月） 68 i
県北 伊達市 33 染色教室 身近にある材料を用いてシルク布を染める事業を実施（10月） 15 I
県北 伊達市 34 ストール作り教室 ストールの作り方を学ぶ事業を実施（全4回、9～10月） 31 I
県北 伊達市 35 生涯学習講演会 市民の学習の要求に応え、生涯学習の理解を深めた。 250 G
県北 伊達市 36 チャレンジ教室 体験活動を通して、ものづくりの想像力を身につけるよう学習した。 90 C

県北 伊達市 37 こども劇場
文化活動を体験することにより、心豊な子ども育成を図ります。映画鑑
賞、料理作りを体験した。

52 C

県北 伊達市 38 少年教室
地域講師との連携によりお寺での体験やふれあいを通して、学ぶことの
大切さや思いやりの心を育んだ。

44 C

県北 伊達市 39 ｢霊山学｣
地元の歴史を知ることにより、地域づくりに寄与することを目的に、身近
な歴史を学習した。

195 I

県北 伊達市 40 ｢文学講座｣
東北地方、または県内にゆかりのある作家の文学に親しむことにより、
創作活動に発展させ『作品集』を作成した。

198 I

県北 伊達市 41 ｢中央女性学級｣
社会人、家庭人としての女性の知識教養を高めながら、自主的な学習を
推進した。

139 I

県北 伊達市 42 長寿学園
健康や趣味などに関する講座を通して健康増進といきがいづくりの促進
を図った。

49 I

県北 伊達市 43 高齢者講座 829 I

県北 伊達市 44 ほんよむかい
本の読み聞かせやレクリエーションを通じて、本に親しむ機会の拡大を
図った。

91 C

県北 伊達市 45 卓球教室
小学校から一般を対象に基礎打ちから講習し、卓球愛好者の底辺拡大
を行った。

191 I

県北 伊達市 46 バドミントン教室
小学校から一般を対象にバドミントンの基礎打ちから講習し、バドミントン
愛好者の底辺拡大を行った。

170 I

県北 伊達市 47 水泳教室
小学校１・２・３・４年生を対象に水に慣れることから講習し、水泳に親し
む機会の拡大を図った。

119 I

県北 伊達市 48 スポーツ吹き矢体験教室 子どもから高齢者を対象にスポーツ吹き矢体験教室を開催した。 19 I
県北 伊達市 49 少年少女ダンス教室 少年少女を対象にダンス教室を開催 99 I

県北 伊達市 50
霊山公民館長杯ソフト
ボール大会

スポーツを通して地区の親睦を図り、体力づくり、人づくりを図った。 75 I

県北 伊達市 51
霊山公民館長杯ゲート
ボール大会

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

17 I

県北 伊達市 52
霊山公民館長杯グラウン
ドゴルフ大会

スポーツを通して親睦とグラウンドゴルフの普及を図った。 24 I

県北 伊達市 53
山公民館長杯混合家庭
バレーボール大会

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

40 I

県北 伊達市 54 混合バレーボール大会
バレーボールを通じ、地区民親睦と地域間連携をはかるとともに、健康・
体力づくりにつとめた。

43 I

県北 伊達市 55
石田地区お盆ソフトボー
ル大会

お盆で帰省された方を含めた、地区民相互の親睦を図った。 70 I

県北 伊達市 56 文化祭
霊山町文化祭を開催し、文化祭を通して市民の交流と文化活動の発展
を支援した。

1,500 F

県北 伊達市 57 チャレンジ大楽
豊かな人生経験を生かして社会への還元を図りながら、高齢者自身が
生きがいを創造していく学習会を行った。

166 B　G

県北 伊達市 58 フラワーポット
幅広い学習内容に取り組み女性としての知識と教養を高める学習や、
自立と仲間づくり及び社会への参加を促す学習会を行った。

237 B　G

県北 伊達市 59 わいわいこどもシーズン
子どもを対象に仲間づくりと地域や異なる年代との交流を図りながら、
様々な体験を通し豊かな人間形成を図る事業を行った。

33 C

県北 伊達市 60 こどもフェスタ
子どもを対象としたクリスマス会を行い、ふれあい（交流体験）体験活動
（創作体験）の場を提供し、いきいきと笑顔と元気を取り戻してもらう。

180 C

県北 伊達市 61 おはなしの会
保育園児から小学３年生を対象とした本の読み聞かせ、読書活動事業
を行った。

178 C

県北 伊達市 62 地区館出前講座 地域住民の学習要望、地域の活性化を図るための講座を行った。 120 A　G
県北 伊達市 63 つきだて地元学 月舘町の歴史・史跡を学ぶ講演会・学習会を行った。 14 I
県北 伊達市 64 文化祭 作品展示会、芸能発表会 1,500 F
県北 伊達市 65 スポーツ教室 市民の健康増進とスポーツ意識の高揚を図った。 160 I
県北 伊達市 66 つきだて市民講座 市民のニーズにあった学習会を行った。 39 I

県北 伊達市 67
つきだてジュニア川柳ひ
ろせ

川柳を通して豊かな感性を育み、国語力の向上を目指した。 2,988 C

県北 伊達市 68
スポーツフェスタinつきだ
て

健康と体力づくりを図り、地区民の親睦を深め、活気あふれる地域づくり
を進める。

200 I

県北 本宮市 1
もとみやジュニア
ボランティア協力員

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

23 Ａ Ｅ

県北 本宮市 2
ジュニアレクリエーション
リーダー養成講座

高校生のリーダーを育成するため、体験活動やボランティア活動に必要
な知識や技術の向上を図る。（８回実施）

37 Ａ

県北 本宮市 3 生涯学習講座
市民のニーズにあった教養・趣味・健康など、各種講座を開設し、生涯
学習と仲間づくりを図る。（２５講座実施）

795 Ｇ
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県北 本宮市 4 レディースセミナー
教養・趣味・健康などの学習を通し、女性とし健康で自らの人生を豊かで
充実したものにする。（７回実施）

144 Ｇ

県北 本宮市 5 ひなげし学級
幼児を持つ親として、家庭における役割や家庭で役立つ知識を学び、親
同士の交流を図る。（１１回実施）

137 Ｃ

県北 本宮市 6 まゆみ学級
小中学生を持つ親として、家庭における役割や家庭で役立つ知識を学
び、親同士の交流を図る。（９回実施）

113 Ｃ

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

151 Ｇ

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

1,110 Ｇ Ｃ

県北 本宮市 9 みんなの作品展
市民個人が制作した作品を一般の方に鑑賞してもらう場を提供し、制作
意欲の高揚を図る。（２２０作品）

860 Ｆ

県北 本宮市 10
書き初め大会
書き初め展示会

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

大会 130
展示 430

Ｃ･Ｆ Ｅ

県北 本宮市 11
子ども向け映画会
　｢親子ﾄﾞﾘｰﾑｼｱﾀｰ｣

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

350 Ｃ

県北 本宮市 12 幼保芸術鑑賞教室
保育所、幼稚園児を対象に生の舞台芸術を鑑賞し、豊な情操教育を図
る。（１回上演）

440 Ｃ Ｅ

県北 本宮市 13
文化財講座
　「地元学講座」

地域の文化財をフィールドワークを通して調査し、後世に伝えるため冊
子等を作成する。（１７回実施）

240 Ｈ Ｄ

県北 本宮市 14 民俗芸能大会
市内の民俗芸能保存団体の育成を図るため、発表の機会を通し、後継
者の育成を図る。（出演 ８保存団体）

900 Ｆ Ａ

県北 本宮市 15
もとみや駅伝大会
ロードレース大会

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

1,754 F C･Ｅ

県北 桑折町 1 こおりキッズ「キャンプ」 小学生の高学年を対象として南蔵王でキャンプを実施する。　７月 27 Ｃ

県北 桑折町 2
こおりキッズ「もちつき大
会」

食生活改善推進員を講師に、小学生に餅つきの体験を実施する。　１２月 16 Ｃ

県北 桑折町 3
こおりキッズ「親子で作る
手作り料理教室」

町内のそばの会の人たちを講師として、手作りのそば・うどん作りを体験
する…３月　　　ちまきづくり…６月

8 Ｃ

県北 桑折町 4
体験チャレンジ活動「野
鳥を観察しよう」

小学生を対象として、バードウォッチングを行い、鳥小屋を作成する。　９
月

5 Ｃ

県北 桑折町 5 かやのき学園 高齢者を対象とした講座　全１０回 487 Ｇ

県北 桑折町 6 友遊くらぶ 成人を対象とした講座　全８回
のべ
120

Ｇ

県北 桑折町 7 親子教室事業 子供会やＰＴＡからの要望で講師の派遣と場所の提供を行う。年５回実施 170 Ｃ
県北 桑折町 8 スポーツテスト 町民を対象とした体力測定を行う。　　　１０月 79 Ｉ
県北 桑折町 9 桑折町文化祭 町民が作った作品の総合展示会や芸能発表会を実施する。　１１月 1,488 Ｉ
県北 桑折町 10 高齢者作品展 ６０歳以上の方より作品を受付し、展示を行い表彰する。　１１月 129 Ｉ
県北 桑折町 11 地域クラブ 小学生を対象とした陸上競技・料理・書道等２０クラブを開設　月２回実施 224 Ｃ
県北 桑折町 12 町民トレッキング 町民を対象としたトレッキングを行う。７月：南蔵王　　９月：那須 56 Ｉ
県北 桑折町 13

普通救命講習会（ＡＥＤ
等）

マルベリーと共催の普通救命講習会 8 Ｃ

県北 桑折町 14 持込・茶道
住民自ら企画する学習活動を奨励し、学習機会・場所の提供を行う。
お茶会講座　２月

26 Ｇ

県北 国見町 1 少年仲間づくり教室
４年生以上の小学生を対象にスポーツやレクリエーション、創作活動な
ど。（９回×登録３０人）。閉講式は大雪のため中止。

219 Ａ．Ｃ

県北 国見町 2 仲間づくり　リーダー 少年仲間づくり教室、公民館事業等のボランティア活動。 1 Ａ．Ｃ

県北 国見町 3
国見・平泉町少年親善事
業
夏休みジュニア歴史探検

岩手県平泉町小学５、６年生「ジュニア平泉文化歴訪団」24人の受入れ
として１泊2日で実施。阿津賀志山防塁見学、桃狩り体験を通じて両町の
親睦交流。

23 Ａ．Ｃ Ａ

県北 国見町 4
放課後子ども教室
国見っ子わんぱく広場

小学1年生～３年生を対象に週末や長期休業中に地域の方とレクや体
験活動を実施。（１１回×登録６１人）

440 Ｃ

県北 国見町 5 こどもまつり
地域で活躍している団体などの協力のもと、子どもたちがレクゲーム、お
菓子作りなどで友達や地域の方とのふれあいを深める。１２月７日実

67 Ｃ

県北 国見町 6 くにみ女性教室
一般教養、趣味、スポーツ、見学学習など全体学習１０回を実施。（１０
回×登録３２人）

312 Ａ．Ｇ

県北 国見町 7 成人学級
一般教養、趣味、スポーツ、見学学習など全体学習１２回を実施。（１２
回×登録３２人）

205 Ａ．Ｇ

県北 国見町 8 阿津賀志学級
交通安全教室、健康、ボランティア、時事問題など全体学習１２回を実
施。（１２回×登録１１２人）

1,214 Ａ．Ｇ

県北 国見町 9
子育て応援講座
親子クッキング教室

親子で料理体験など。夏休みと春休みの２回。1回目23人、２回目25人。 48 Ｃ Ｂ

県北 国見町 10 家庭学習講座 10月の小学校における就学時健診にて保護者を対象に開催。 59 Ｃ

県北 国見町 11 子ども移動図書館
昼休み小学校に出向き、小学1年～3年２１９人を対象に児童図書の貸
出や創作活動など。４年生以上はクラス文庫対応。

1,795 Ｃ Ｅ

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

41 Ｃ Ｅ

県北 国見町 13
町民講座　県民カレッジ
連携講座
やさしい詩教室

心に響く言葉を綴り暮らしに詩をとりいれる。10月に３回実施。参加者19
人。

42 Ⅰ ○

県北 国見町 14
共催事業
おはなし会

読み聞かせサークルみみずくと連携して親子に絵本の読み聞かせ。年９
回実施

26 Ⅰ

県北 国見町 15
共催事業
こわい話ばっかり語る会

暑い夏こそ、怖い民話語りを涼んでほしいと古民家の囲炉裏を囲んで8
月開催。

40 Ⅰ

県北 国見町 16
文化団体連携講座  伝統
芸能継承事業
子ども和楽器体験教室

小中学生が箏や三味線の和楽器演奏を体験。８月から３月まで１４回実
施。参加者16人。

190 Ｃ．Ⅰ．Ｆ

県北 国見町 17
町民講座
初心者向け陶芸教室

土のぬくもりを感じ陶芸づくり。９月から４回。参加者10人。 37 Ⅰ

県北 国見町 18
県民カレッジ連携講座
　枕草子を親しむ会

古典鑑賞会の協力で枕草子読書会を6月から４回。参加者27人。 100 Ⅰ ○

県北 国見町 19
町民講座
マジック教室

手品を学びコミュニケーションづくり。11月５回。参加者17人。 61 Ⅰ

県北 国見町 20
町民講座
塩麹づくりと麹料理教室

塩麹の作り方を習い、安心安全な食生活を見直す。２回×２０人 35 Ⅰ

県北 国見町 21
出前町民講座
ふるさと歴史教室

１２月から地区集会所において５回開催。 305 Ｇ．Ⅰ

県北 国見町 22
県民カレッジ連携講座
発掘された中世の伊達

桑折町・伊達市・国見町連携文化財講演会 145 Ｆ．Ⅰ Ａ ○

県北 国見町 23

県指定文化財保存活用
事業
阿津賀志山防塁の真相
にせまるⅡ

報告「平成２５年度阿津賀志山防塁調査成果」
講演「奥州合戦と阿津賀志山二重堀」

134 Ｆ．Ⅰ

県北 国見町 24
国見町
青少年健全育成町民大

青少年の健全育成を図るための町民運動の推進、総会、町民大会を実
施。

130 Ｃ．Ｆ

県北 国見町 25 平成２６年国見町成人式 式典、記念パーティー 86 Ⅰ

県北 国見町 26
第２２回町長杯
新春囲碁、将棋大会

囲碁・将棋を通じて親睦を図る。 39 Ｇ．Ⅰ
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県北 国見町 27
夏休みだよ！
短期スイミングスクール

水に親しみ、かつ泳力の向上と運動不足解消を図るため４回実施。参加
者28人。

109 Ｃ．Ｆ

県北 国見町 28
中高年のための登山教
室

登山の正しい知識を習得するため9月、10月に２回開催。第1回は登山
者のためのデジタルカメラ講座、2回は笠ケ森登山

31 Ｇ．Ⅰ

県北 国見町 29 元気っこスキー教室 受講者のスキー経験や滑走力を考慮してレベルにあったグループ分けで指導。参加者15人。 15 Ｃ．Ｆ

県北 国見町 30
復興交付金充当事業
三屋裕子講演会、バレー
ボール教室

元バレーボール選手でメダリストの三屋裕子氏による講演会と伊達管内
の中学生を対象にバレーボール教室を2月に実施。

270 Ｇ．Ⅰ Ｅ

県北 国見町 31 町長杯スポーツ大会 5月、競技力向上と親睦を図り、５競技種目の大会開催。 383 Ｆ．Ⅰ
県北 国見町 32 町内一周駅伝競走大会 第３７回大会。８区間１９㎞、14チーム参加 140 Ｆ．Ⅰ
県北 国見町 33 町民ハイキング「鹿狼山」 自然と親しみ、楽しみながら歩き体力づくりと健康増進を図り6月に開催。 17 Ｇ．Ⅰ

県北 国見町 34
上野台運動公園
町民プール開放

小中学校の夏休み期間（37日間）に営業。 2,122 Ⅰ

県北 国見町 35 町民登山 自然と親しみ、健康づくりのため、7月に開催。東吾妻山縦走。 16 Ｇ．Ⅰ
県北 国見町 36 生涯学習つうしん発行 生涯学習関係の広報を行う。毎月発行。 Ｇ
県北 川俣町 1 青少年主張大会 小・中・高校生の作文提出、中学校審査６月２２日（木） 13 Ｃ、Ｆ Ｂ

県北 川俣町 2
中央区スポーツ少年団夏
季交流会

東京都中央区の少年団とスポーツ交流試合と生活交流を通し友情を深
める。

120 Ｆ、Ｉ Ａ、Ｂ

県北 川俣町 3 ファミリー劇場 「３びきのくま、みにくいアヒルの子」７月６日（土） 360 Ｉ Ｂ
県北 川俣町 4 町総合文化祭 各文化団体の学習成果の発表、作品等の展示などを行った。 600 Ｆ
県北 川俣町 5 芸術鑑賞教室 狂言　（１１月１１日） 500 Ｉ

県北 川俣町 6 コスキン・エン・ハポン
全日本中南米音楽祭とパレード　全国から150組超のグループ演奏に参
加。１０月１２、１３、１４日の３日間開催

10,100 Ｆ Ｂ、Ｅ

県北 川俣町 7 川俣町フェンシング大会 東日本小・中学生の大会９月１５日（日） 80 Ｆ Ａ、Ｂ

県北 川俣町 8 町女性大会
時代の課題等について、講演などを開催し学習するとともに、各女性団
体の活動に資する。１１月２４日（日）

200 Ｃ、Ｇ

県北 川俣町 9 子どもの広場 育成会に委託し実施 100 Ｃ Ｂ

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

1,800 Ｃ

県北 川俣町 11 こども科学館
自然に目を向け不思議な体験をして、自然科学に対する知的好奇心を
高める場として開設。運営委員・指導員に学校の先生を委嘱して実施し
た。全４回開催。

49 Ｃ Ｂ

県北 川俣町 12 白寿大学
高齢者の学習支援と地域での奉仕活動などの促進を図るとともに、生き
がいに満ちた人生を作り出す能力を養う講座を開催した。全10回開催。

140 Ｇ

県北 川俣町 13 パソコン教室 パソコン初心者を対象とした講座全6回開催。 20 Ｅ、Ｉ
県北 川俣町 14 ケーナ教室 多くの方々にケーナに触れる機会を提供し、仲間の輪を広げる。全5回開催。 14 Ｉ

県北 川俣町 15 男性の料理教室 男女の共同参画の推進と男性も手早く作れる家庭料理を学んだ。全10回開催。 20 Ｂ、Ｉ

県北 川俣町 16 ヤングサークル 若者たちの仲間作り、主に隔週月曜日開催した。 15 Ａ、Ｉ

県北 川俣町 17 女性講座
女性を取り巻く課題に対して、女性自身の意識や行動を見つめ直し、役
割や活動のあり方などを学んだ。全10回開催。

15 Ｉ

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

80 Ｆ

県北 川俣町 19 ふれあい交流事業
独身男女の交流の場の創出。実行委員会による企画運営を行い。年４
回開催した。（参加者数は延べ人数）

150 Ｉ

県北 大玉村 1 ふれあいセミナー 各地区７グループの自主学習 463 Ｉ

県北 大玉村 2 ライフ探検隊
趣味の講座を開催（１１月～２月）
ポーセラーツ、ペン字・えんぴつ教室、ステンドグラス、おやつ作りの全４
回開催

56 Ｉ

県北 大玉村 3 子育て支援交流事業
親子芸術鑑賞教室（パントマイム６月８５人、人形劇９月７０人、映画会３
月４３人）

198 Ｃ

県北 大玉村 4 村民講座
男女共生を考える団体との共催による講演会（今年度は30回目の記念
事業としてコンサートを実施）　（１２月　７０人）

70 Ｇ Ｂ

県北 大玉村 5 おはなし会
本の読み聞かせ等をふるさとホールで実施（毎月第２土曜日）
出張おはなし会を実施（３回）

229 Ｆ

県北 大玉村 6
文化祭
（実行委員会主催）

発表・作品展示
（１０/２６～１１/４実施）

1,100 Ｆ

県北 大玉村 7
文化のつどい
（実行委員会主催）

講演会・音楽鑑賞・落語 1,186 Ｉ

県北 大玉村 8 年中行事再現 年中行事の由来や意義の伝承（年７回） 434 Ｆ

県北 大玉村 9
あだたら健康マラソン
（体育協会主催）

各世代のロードレース 789 Ｆ

県北 大玉村 10 おおたま大学院
専門的教養講座　郷土・生活学科9/15　５０人、9/26　１９人
健康・福祉学科10/14　５０人、10/21　３４人
経済・産業学科11/7　１３人、11/21　１６人

182 Ｉ Ｄ

県北 大玉村 11 女性議会 生活者（女性）の視点を村づくりに反映することを目的に実施（１１/４） 13 Ｉ
県中 郡山市 1 市政きらめき出前講座 市職員が講師となり、「いつでも」市内の「どこでも」出向く。（通年） 10,150 G,I

県中 郡山市 2 家庭教育学習会
テーマ別に年１回、話し合いの場を設け、家庭教育について学習する。
（7月2日）

100 C

県中 郡山市 3 家庭教育講演会 家庭教育に関する著名人講師による講演を行う（2月2日） 74 C

県中 郡山市 4 就学前子育て講座
市内全小学校（58校）で就学時検診時等に保護者を対象に子育て講座
を開催する。（10月、2月）

2,853 C

県中 郡山市 5 企業を支える親学び講座
働く保護者等のための家庭教育講座を企業の協力により実施する。（通
年、3回）

147 C B

県中 郡山市 6 郡山市成人のつどい 新成人者を祝い励ます（1月12日） 2,791 A

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

- A,G

県中 郡山市 8 生涯学習きらめきバンク
さまざまな分野で活躍する指導者ボランティアサークルの情報提供を行
う。（通年）

11,832 F,I

県中 郡山市 9 社会教育指導員派遣事業 社会教育に関する学級講座、各種団体の研修会で指導・助言を行う。（通年） 3,428 I

県中 郡山市 10
第20回郡山市民スポー
ツ・レクリエーション祭

18種目のニュースポーツ等を開催し、市民に体験する場を提供する。 3,184 F,I

県中 郡山市 11
第20回郡山市シティーマ
ラソン大会

マラソンを通し市民の健康推進・体力の維持向上、生涯スポーツの推進
を図る。

5,649 F,I B ○

県中 郡山市 12
郡山市民体育祭総合開
会式（郡山市民体育祭各
種大会）

42の種目大会と14の地区体育祭で市民の健康増進、体力の維持向上、
参加者同士の交流を図る。

30,468 F,I

県中 郡山市 13
第8回郡山カップ福島県
フットサル選手権大会

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

412 F,I B

県中 郡山市 14
総合型地域スポーツクラ
ブ

生涯スポーツ社会実現のため、地域住民主体のクラブにおいて各種ス
ポーツ教室等を実施する。

763 A,I

県中 郡山市 15
のびのび！親子体験事
業

恵まれた自然環境の中で、子どもたちがのびのびと活動できるよう、湖
南地区において、親子の宿泊体験を行う。

8,802 C B

県中 郡山市 16 おもしろ生活まなび塾 清水台地域公民館事業 127 Ｉ

県中 郡山市 17
子育てママに贈る元気快
復講座

清水台地域公民館事業 80 Ｂ　Ｃ

県中 郡山市 18 表装・表具入門講座 清水台地域公民館事業 49 A　Ｂ　Ｉ
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県中 郡山市 19

館外学習
「ふるさとある記」
～紅葉の天栄村を訪ねて
～

清水台地域公民館事業 18 Ｂ　Ｇ

県中 郡山市 20
文学講座
～古典から現代まで～

清水台地域公民館事業 173 Ｉ

県中 郡山市 21 さわやか健康教室 清水台地域公民館事業 145 Ｂ　Ｉ
県中 郡山市 22 世界のグルメ講座 清水台地域公民館事業 103 Ｂ　Ｄ

県中 郡山市 23
青少年対象事業
「しみずだいジュニア教

清水台地域公民館事業 29 Ｇ

県中 郡山市 24
青少年対象事業
「しみずだいジュニア教

清水台地域公民館事業 37 Ｂ　Ｇ

県中 郡山市 25 金透小学校家庭教育学級 清水台地域公民館事業 189 Ｃ
県中 郡山市 26 芳山小学校家庭教育学級 清水台地域公民館事業 117 Ｃ

県中 郡山市 27
郡山第二中学校家庭教
育学級

清水台地域公民館事業 57 Ｃ

県中 郡山市 28

第46回
清水台地域公民館区親
善家庭　　　　　バレー
ボール大会

清水台地域公民館事業 78 Ｂ　Ｃ　Ｉ

県中 郡山市 29 ミニ門松作り 清水台地域公民館事業 37 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 30
第８回
みんなにとどけ　かけは
し発表会

清水台地域公民館事業 138 Ｂ　Ｃ

県中 郡山市 31 こはらだ学級 小原田地域公民館事業 260 Ｂ　Ｃ　Ｉ
県中 郡山市 32 こはらだ男塾 小原田地域公民館事業 141 Ｃ　Ｇ　Ｉ
県中 郡山市 33 こども太鼓・笛教室 小原田地域公民館事業 237 A　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 34 こどもチャレンジ 小原田地域公民館事業 102 Ｃ

県中 郡山市 35
「こどもチャレンジ」
メッセージカード作り教室

小原田地域公民館事業 14 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 36
「こどもチャレンジ」
クリスマスケーキ作り教

小原田地域公民館事業 24 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 37
「こどもチャレンジ」
おかし作り教室

小原田地域公民館事業 24 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 38
「茶道体験教室」
メッセージカード作り教室

小原田地域公民館事業 16 A　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 39
市民学校
「若さをたもち隊」

小原田地域公民館事業 58 Ｂ　Ｃ　Ｉ

県中 郡山市 40
レク事業
「棚倉・白河を訪ねて」

小原田地域公民館事業 27 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 41
小原田小学校家庭教育
学級
（ニコニコサークル）

小原田地域公民館事業 50 Ｃ

県中 郡山市 42
小原田中学校家庭教育
学級
（カラフルタイム）

小原田地域公民館事業 20 Ｃ

県中 郡山市 43
第５８回
小原田地区夏季球技大

小原田地域公民館事業 400 Ｂ　Ｃ　Ｉ

県中 郡山市 44
第４０回
小原田地区市民大運動

小原田地域公民館事業 600 Ｂ　Ｃ　Ｉ

県中 郡山市 45
第６回
小原田地区夏まつり大会

小原田地域公民館事業 700 Ｂ　Ｃ

県中 郡山市 46 冬季スポーツフェスタ 小原田地域公民館事業 90 Ｂ　Ｃ　Ｉ
県中 郡山市 47 新春のつどい 小原田地域公民館事業 167 Ｂ　Ｃ

県中 郡山市 48
第２３回
少年の主張大会

小原田地域公民館事業 500 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 49 新春かきぞめ会 小原田地域公民館事業 60 Ｃ　Ｇ　Ｉ
県中 郡山市 50 かるた・将棋・オセロ会 小原田地域公民館事業 60 Ｃ　Ｇ
県中 郡山市 51 芳賀おとこ塾Ⅳ 芳賀地域公民館事業 141 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 52 芳賀いきいき元気塾 芳賀地域公民館事業 220 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 53
歴史講座
「黒田官兵衛」

芳賀地域公民館事業 98 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 54
市民学校
「女性魅学講座」

芳賀地域公民館事業 65 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 55 スーパーカロム教室 芳賀地域公民館事業 16 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 56
みんなでつくろう
春蛍

芳賀地域公民館事業 23 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 57 芳賀小学校家庭教育学級 芳賀地域公民館事業 446 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 58
郡山第四中学校家庭教
育学級

芳賀地域公民館事業 669 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 59
第３６回
芳賀地区市民文化祭

芳賀地域公民館事業 933 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 60
第３９回
芳賀地区市民大運動会

芳賀地域公民館事業 1,450 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 61
第２６回
東地区親善スポーツ大会

芳賀地域公民館事業 132 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 62 芳賀地区観桜会 芳賀地域公民館事業 135 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 63
三世代交流スポーツデー
わくわく子どもクラブ１
「わくわくニュースポーツ」

芳賀地域公民館事業 33 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 64
高齢者対象事業
「開成さくら学級」

開成地域公民館事業 252 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 65
女性対象事業
開成フレッシュ学級

開成地域公民館事業 247 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 66 青少年対象事業 開成地域公民館事業 39 Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 67
市民学校
「押し絵教室」

開成地域公民館事業 76 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 68
地域ふれあい講座
「来て！見て！開成！」

開成地域公民館事業 67 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 69
市民学校
「地産地消de料理教室」

開成地域公民館事業 71 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 70

レクリエーション事業
「館外学習」
（須賀川牡丹園＆ムシ
テックワールド）

開成地域公民館事業 24 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 71
レクリエーション事業
「ミニ門松を作ろう！」

開成地域公民館事業 36 Ｂ　Ｃ　Ｇ　
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県中 郡山市 72
第３７回
開成地区市民文化祭

開成地域公民館事業 484 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 73
第３５回
開成地区親善球技大会

開成地域公民館事業 208 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 74
第４０回
開成地区市民大運動会

開成地域公民館事業 1,000 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 75 人形劇教室 開成地域公民館事業 53 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 76 開成地区新春の集い 開成地域公民館事業 100 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 77
高齢者・女性対象
「桜友学園」

名倉地域公民館事業 136 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 78
レクリェーション事業
「歩け歩け運動」

名倉地域公民館事業 27 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 79
レクリェーション事業
「歩け歩け運動」

名倉地域公民館事業 17 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 80
地域に根ざした学習充実
事業
「名倉太鼓伝承教室」

名倉地域公民館事業 57 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 81
青少年対象事業
「桜塾」

名倉地域公民館事業 98 　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 82
市民学校
「手芸教室」

名倉地域公民館事業 47 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 83
市民学校
「やってＴＲＹ！！」

名倉地域公民館事業 62 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 84
市民学校
「古典文学の世界」

名倉地域公民館事業 95 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 85
青少年対象事業
「のびのび公民館サマー
スクール」

名倉地域公民館事業 146 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 86 桜小学校家庭教育学級 名倉地域公民館事業 63 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 87
第３６回
名倉地区市民文化祭

名倉地域公民館事業 574 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 88 名倉地区市民大運動会 名倉地域公民館事業 360 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 89
第３５回
名倉地区納涼盆踊り大会

名倉地域公民館事業 300 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 90 名倉地区敬老会 名倉地域公民館事業 130 　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 91 くわの友・遊学園 桑野地域公民館事業 122 　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 92 桑野子育てサロン 桑野地域公民館事業 104 　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 93
市民学校
「文学の散歩道」

桑野地域公民館事業 87 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 94
メンズ倶楽部・ダンディー
講座

桑野地域公民館事業 119 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 95
のびのび公民館サマース
クール

桑野地域公民館事業 22 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 96 くわのっ子スクール 桑野地域公民館事業 158 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 97
桑野小学校家庭教育学
級

桑野地域公民館事業 84 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 98
平成２５年度桑野地区市
民文化祭

桑野地域公民館事業 1,500 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 99
第３９回
桑野地区市民体育祭

桑野地域公民館事業 1,100 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 100 さわやか学級 久留米地域公民館事業 690 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 101 きらめき学級 久留米地域公民館事業 173 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 102 久留米押し絵伝承教室 久留米地域公民館事業 54 Ａ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 103
子育て支援
「くるめっこ」

久留米地域公民館事業 292 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 104
青少年事業
「夏休み宿題サポート」

久留米地域公民館事業 19 　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 105
市民学校
ノルディック・ウォーキン

久留米地域公民館事業 84 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 106
平成25年度久留米地区
市民文化祭

久留米地域公民館事業 1,000 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 107
第42回
久留米地区親善球技大

久留米地域公民館事業 300 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 108
第41回
久留米地区大運動会

久留米地域公民館事業 500 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 109
平成25年度久留米地区
敬老会

久留米地域公民館事業 610 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 110 桃見学級 桃見台地域公民館事業 263 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 111
男性対象事業
「男のこだわり塾」

桃見台地域公民館事業 109 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 112
青少年対象事業
「のびのび公民館サマー
スクール」

桃見台地域公民館事業 89 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 113
青少年対象事業
「トライキッズスクール」

桃見台地域公民館事業 63 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 114
青少年対象事業
「トライキッズスクール」
（おせち料理に挑戦！）

桃見台地域公民館事業 15 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 115
ボランティア体験活動
（のびのび公民館サマー
スクールの手伝い）

桃見台地域公民館事業 119 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 116
市民学校
「郡山の歴史講座」

桃見台地域公民館事業 107 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 117
市民学校
「冬の健康教室」

桃見台地域公民館事業 144 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 118

レクレーション
「歩け歩け大会」

開催予定：5月～11月

桃見台地域公民館事業 26 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 119
レクリエーション
「麻雀大会」

桃見台地域公民館事業 24 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 120
第３３回
桃見台地区市民文化祭

桃見台地域公民館事業 550 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 121
第３４回桃見台地区市民
球技大会

桃見台地域公民館事業 90 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 122
第４５回桃見台地区市民
大運動会

桃見台地域公民館事業 1,000 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ
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県中 郡山市 123
桃見台地区新年顔合わ
せ会

桃見台地域公民館事業 83 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 124 アンチエイジングスクール 大島地域公民館事業 376 Ｂ　Ｃ　Ｇ
県中 郡山市 125 ＭＥＮ’ＳＣＬＵＢ　パート７ 大島地域公民館事業 96 Ｃ　Ｇ
県中 郡山市 126 大島子育てセミナー 大島地域公民館事業 75 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 127
青少年対象事業
「パネルシアターを作って
演じよう！」

大島地域公民館事業 20 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 128
中学生の居場所づくり
「夏休みの宿題は！公民
館で勉強しよう！」

大島地域公民館事業 123 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 129
夏休みは夜まで大島公
民館で遊ぼう

大島地域公民館事業 28 　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 130 大島小学校家庭教育学級 大島地域公民館事業 168 　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 131
第３２回
大島地区市民文化祭

大島地域公民館事業 1,055 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 132
第３３回
大島地区市民球技大会

大島地域公民館事業 350 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 133
第３３回
大島地区市民大運動会

大島地域公民館事業 600 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 134 交通安全教室映画の集い 大島地域公民館事業 24 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 135 交通安全ポスター教室 大島地域公民館事業 25 Ｃ　Ｇ
県中 郡山市 136 交通安全作文教室 大島地域公民館事業 15 Ｃ　Ｇ
県中 郡山市 137 親子ふれあい教室 薫地域公民館事業 161 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 138
親子ふれあい教室
その１
（親子星空観察会）

薫地域公民館事業 60 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 139
親子ふれあい教室
その２
（親子クッキング教室）

薫地域公民館事業 16 　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 140
親子ふれあい教室
その５
（ミニ門松をつくろう！）

薫地域公民館事業 14 　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 141
親子ふれあい教室
その６
（人形劇団「赤いトマト」）

薫地域公民館事業 31 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 142
わんぱく教室「かおる」
母の日のプレゼント

薫地域公民館事業 21 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 143
わんぱく教室「かおる」
父の日のプレゼント

薫地域公民館事業 18 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 144
わんぱく教室「かおる」
館外学習

薫地域公民館事業 29 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 145
わんぱく教室「かおる」
夏休み理科工作教室

薫地域公民館事業 12 　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 146

わんぱく教室
「かおる」
おじいちゃん・おばあちゃ
んにプレゼントを作ろう！

薫地域公民館事業 22 　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 147
わんぱく教室「かおる」
薫地区文化祭に参加しよ
う！！

薫地域公民館事業 8 　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 148

わんぱく教室「かおる」
国際交流
外国の人とお友達になろ
う！
～中国編～

薫地域公民館事業 15 　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 149
わんぱく教室「かおる」
お菓子の家を作ろう

薫地域公民館事業 20 　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 150
わんぱく教室
「かおる」
書初め教室

薫地域公民館事業 30 　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 151
のびのび公民館サマース
クール

薫地域公民館事業 34 　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 152
高齢者学級
「かおる」

薫地域公民館事業 152 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 153 子ども語り部教室 薫地域公民館事業 122 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 154
キッズ大集合！
「ヒップホップをおどろう」

薫地域公民館事業 17 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 155
レクリエーション事業・館
外学習
「湖南をたずねて」

薫地域公民館事業 13 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 156
物作り講座
「かおるエプロンズ」

薫地域公民館事業 34 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 157
女性学級
「わかば」

薫地域公民館事業 84 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 158
レクリエーション事業
「オセロ大会」

薫地域公民館事業 55 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 159
第３２回
薫地区ふれあい市民文
化祭

薫地域公民館事業 650 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 160
第３４回
薫地区ふれあい市民大
運動会

薫地域公民館事業 300 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 161
第５回
薫地区親善スポーツ大会

薫地域公民館事業 46 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 162
青少年事業
「もっと町の人と仲良くな
ろう」

薫地域公民館事業 56 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 163 薫地区新春顔合わせ会 薫地域公民館事業 100 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 164
成人対象事業
「あかぎの広場」

赤木地域公民館事業 128 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 165
のびのび公民館サマース
クール

赤木地域公民館事業 154 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 166
青少年対象事業
「あかぎジュニアスクー

赤木地域公民館事業 186 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 167
世代間交流
「グラウンドゴルフ大会」

赤木地域公民館事業 33 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ　
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県中 郡山市 168
市民学校
「文学への誘い」

赤木地域公民館事業 81 　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 169
女性のひろば
「ステップアップ講座Ⅱ」

赤木地域公民館事業 79 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 170
男性対象事業
「チャレンジ講座」

赤木地域公民館事業 37 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 171 楽しいおりがみ教室 赤木地域公民館事業 11 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 172
青少年対象事業
「オセロゲーム大会」

赤木地域公民館事業 53 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 173 赤木小学校家庭教育学級 赤木地域公民館事業 78 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 174
第３３回
赤木地区市民文化祭

赤木地域公民館事業 600 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 175
第３３回
赤木地区市民大運動会

赤木地域公民館事業 500 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 176
第３３回
赤木地区球技大会

赤木地域公民館事業 200 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 177
赤木地区明るいまちづく
り推進委員会
「子どもドッジボール大

赤木地域公民館事業 81 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 178
「自然・出会い・感動の体
験」

赤木地域公民館事業 27 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 179 お楽しみ会 赤木地域公民館事業 80 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 180 赤木地区新年会 赤木地域公民館事業 111 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 181
総合学級
「若草学級」

東部地域公民館事業 392 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 182 白岩たけのこクラブ 東部地域公民館事業 54 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 183
総合学級
「イケてるメンズ＆ウーマ
ン講座」

東部地域公民館事業 24 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 184
市民学校
「パッチワーク講座」

東部地域公民館事業 20 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 185
市民学校
「ミニミニ運動講座」

東部地域公民館事業 21 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 186
市民学校
「可愛い小物作り教室」
（トールペイント）

東部地域公民館事業 15 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 187
レク事業
「ふるさと探検隊」

東部地域公民館事業 33 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 188
第３０回
東部地区市民文化祭

東部地域公民館事業 600 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 189
第２６回
東部地区市民大運動会

東部地域公民館事業 1,500 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 190 橘ときめき大学 橘地域公民館事業 237 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 191
Ｉラブたちばな
「わが街のプロシリーズ

橘地域公民館事業 111 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 192
成人学級
「橘ゆうゆう講座」

橘地域公民館事業 246 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 193
男性対象事業
「橘おとこ塾」

橘地域公民館事業 134 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 194
橘小学校「学習サポート
ボランティア」

橘地域公民館事業 71 Ｂ　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 195
第28回
橘地区市民文化祭

橘地域公民館事業 1,298 Ｂ　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 196
第20回
橘地区市民芸能祭

橘地域公民館事業 1,298 Ｂ　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 197
第26回
橘地区市民大運動会

橘地域公民館事業 502 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 198 橘地区合同研修会 橘地域公民館事業 44 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 199 親子陶芸教室 橘地域公民館事業 16 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 200
橘地区明るいまちづくり
推進委員会

橘地域公民館事業 395 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 201 橘地区合同新年会 橘地域公民館事業 97 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 202 緑ケ丘学級（高齢者対象） 緑ヶ丘地域公民館事業 199 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 203
なでしこサークル（女性対
象）

緑ヶ丘地域公民館事業 129 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 204
市民学校
｢太極拳講座｣

緑ヶ丘地域公民館事業 103 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 205
市民学校
｢陶芸講座｣

緑ヶ丘地域公民館事業 24 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 206
市民学校
「終活サポート講座」

緑ヶ丘地域公民館事業 105 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 207
ウェルカム　みどりっ子!ク
ラブ

緑ヶ丘地域公民館事業 136 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 208
緑ケ丘第一小学校家庭
教育学級

緑ヶ丘地域公民館事業 141 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 209
緑ケ丘中学校家庭教育
学級

緑ヶ丘地域公民館事業 62 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 210
第１６回
緑ケ丘地区文化祭

緑ヶ丘地域公民館事業 691 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 211
第１５回
ふれあいコンサート

緑ヶ丘地域公民館事業 670 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 212
第１３回
緑ケ丘地区市民体育祭

緑ヶ丘地域公民館事業 1,000 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 213 卓球大会 緑ヶ丘地域公民館事業 19 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 214
高齢者学級
「敬翁大学」

富田公民館事業 282 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 215
市民学校
「ふるさと歴史講座」
～新島八重の生涯～

富田公民館事業 85 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 216
少年教室
「とみたコロンブス学園」

富田公民館事業 81 Ａ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 217 のびのびサマースクール 富田公民館事業 26 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 218
男性限定
「基本料理入門」

富田公民館事業 54 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 219
市民学校
「押し絵の雛飾り教室」

富田公民館事業 26 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ
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県中 郡山市 220
市民学校
「初めてのオカリナ講座」

富田公民館事業 39 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 221 とみた中央地区文化祭 富田公民館事業 746 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 222 富貴学級 富田東地域公民館事業 169 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 223
高齢者対象事業
「さわやか大学」

富田東地域公民館事業 224 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 224 チャレンジ学級 富田東地域公民館事業 58 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 225
のびのび公民館サマース
クール

富田東地域公民館事業 188 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 226

青少年対象事業
「夏休みワクワクこどもク
ラブ」
おやつ作り教室

富田東地域公民館事業 10 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 227

青少年対象事業
「夏休みワクワクこどもク
ラブ」
エッグアート教室

富田東地域公民館事業 11 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 228
青少年対象事業
「わくわく親子バルーン
アート教室」

富田東地域公民館事業 21 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 229
青少年対象事業
「ワクワク書初め教室」

富田東地域公民館事業 21 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 230
市民学校
「健康体操教室」

富田東地域公民館事業 79 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 231
市民学校
「手芸教室」

富田東地域公民館事業 55 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 232 ゆったり子育て講座 富田東地域公民館事業 172 Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 233
第２０回
富田ひがし地区文化祭

富田東地域公民館事業 747 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 234 富田町春季球技大会 富田東地域公民館事業 273 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 235
第４７回
富田町体育祭

富田東地域公民館事業 600 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 236 富田町秋季球技大会 富田東地域公民館事業 260 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 237 ふれあい笑学校 富田西地域公民館事業 256 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 238 富田ふれあい学習旅行 富田西地域公民館事業 21 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 239 おやじ倶楽部 富田西地域公民館事業 157 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 240
市民学校
「日曜大工教室」

富田西地域公民館事業 23 　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 241
市民学級
「パン教室」

富田西地域公民館事業 75 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 242
富田西小学校家庭教育
学級

富田西地域公民館事業 169 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 243
郡山第六中学校家庭教
育学級

富田西地域公民館事業 58 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 244
第１４回
富田西地区文化祭

富田西地域公民館事業 830 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 245
第１４回
富田西地区芸能祭

富田西地域公民館事業 500 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 246
第１３回
富田西地区体育祭

富田西地域公民館事業 400 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 247 富田西地区夏まつり 富田西地域公民館事業 650 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 248
みんなのお楽しみ会
「映画鑑賞」

富田西地域公民館事業 90 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 249
青少年健全育成推進富
田西協議会
富田西　町たんけん隊

富田西地域公民館事業 68 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 250 富田西地区新春祝賀会 富田西地域公民館事業 136 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 251 オセロゲーム大会 富田西地域公民館事業 52 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 252
槻ノ木学園
「おおつきスマイル学級」
（高齢者学級）

大槻公民館事業 353 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 253
槻ノ木学園
「太鼓・よこ笛教室」

大槻公民館事業 87 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 254
槻ノ木学園
「ものづくり～クレイクラフ
ト～」

大槻公民館事業 56 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 255 「バトミントン教室」 大槻公民館事業 106 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 256
少年教室
「アドベンチャー教室２０１
３」

大槻公民館事業 138 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 257
第４６回
大槻町市民文化祭

大槻公民館事業 3,199 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 258
第４８回
大槻町市民運動会

大槻公民館事業 880 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 259 大成遊学塾 大成地域公民館事業 215 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 260 大成エコキッズ 大成地域公民館事業 197 　Ｃ　Ｇ　
県中 郡山市 261 行け！ＭＥＮ’ｓ スクール 大成地域公民館事業 59 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 262 子育て応援隊！ 大成地域公民館事業 43 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 263
青少年対象事業
「大成サマーちゃれんじ」

大成地域公民館事業 30 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 264
のびのび公民館サマース
クール

大成地域公民館事業 32 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 265
バスで行く郡山史跡の旅
part５
「秀吉の通った道」

大成地域公民館事業 76 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 266
初めてのパソコン
～初心者対象・Word基礎
コース～

大成地域公民館事業 77 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 267
第３５回
大成地区市民文化祭

大成地域公民館事業 700 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 268
第３４回
大成地区市民大運動会

大成地域公民館事業 1,300 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 269
レク事業
ゲートボール・グラウンド
ゴルフ・ペタンク大会

大成地域公民館事業 128 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 270 オセロ・将棋大会 大成地域公民館事業 34 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 271 小山田ふれあい教室 小山田地域公民館事業 326 Ｂ　Ｃ　Ｇ　
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県中 郡山市 272
ママさん★いらっしゃい★
★

小山田地域公民館事業 135 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 273
市民学校
「リラクゼーション講

小山田地域公民館事業 86 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 274 のびのびまめっ子 小山田地域公民館事業 188 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 275 小山田いなせ塾 小山田地域公民館事業 85 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 276
小山田小学校家庭教育
学級
（小山田お母さん教室）

小山田地域公民館事業 50 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 277 小山田地域市民文化祭 小山田地域公民館事業 537 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 278
第４７回
親善家庭バレーボール大
槻地区大会

小山田地域公民館事業 131 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 279 小山田地域市民大運動会 小山田地域公民館事業 700 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 280 歩け歩け運動 小山田地域公民館事業 138 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 281
青少年対象事業
「なかよし教室」

小山田地域公民館事業 130 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 282
少年の主張発表大会・講
演会

小山田地域公民館事業 70 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 283 オセロ大会 小山田地域公民館事業 77 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 284
第１６回
書き初め大会

小山田地域公民館事業 42 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 285 新年初顔合わせ会 小山田地域公民館事業 66 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 286 男マイスター養成講座 大槻東地域公民館事業 109 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 287 いきいき学級 大槻東地域公民館事業 322 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 288 ママとも講座 大槻東地域公民館事業 61 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 289 大槻東のスローライフ 大槻東地域公民館事業 106 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 290
市民学校
「健康体操教室」

大槻東地域公民館事業 74 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 291
朝日が丘小学校家庭教
育学級
（サークルちえのＷａ！)

大槻東地域公民館事業 89 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 292
郡山第七中学校家庭教
育学級

大槻東地域公民館事業 52 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 293
平成25年度
大槻東地区市民文化祭

大槻東地域公民館事業 1,260 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 294
平成25年度（第２５回）
大槻東地区市民大運動

大槻東地域公民館事業 600 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 295 大槻地区新春顔合わせ会 大槻東地域公民館事業 112 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 296
地域に根ざした充実事業
「牛庭水まつり奉納踊り
伝承教室」

安積公民館事業 42 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 297
成人対象事業
「あさかのみなさんごきげ
んよう」

安積公民館事業 226 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 298
市民学校
「レクリエーションダンス教
室」

安積公民館事業 56 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 299
分館出張事業
（成田分館）
「トールペイント講座」

安積公民館事業 7 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 300

分館出張事業
（成田分館）
「クリスマスケーキづくり
講座」

安積公民館事業 14 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 301
少年教室
「あさかの冒険隊」

安積公民館事業 91 Ａ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 302
市民学校
「ゆかたでスマイル
着付け・礼儀作法教室」

安積公民館事業 18 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 303
市民学校
「中高年のための太極拳
教室」

安積公民館事業 56 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 304
笹川分館出張事業
「気功体操講座」

安積公民館事業 13 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 305
第４５回
安積地区市民文化祭

安積公民館事業 1,300 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 306
安積地区夏季家庭バ
レーボール大会

安積公民館事業 150 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 307
安積地区冬季家庭バ
レーボール大会

安積公民館事業 200 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 308
第５４回
安積地区市民大運動会

安積公民館事業 1,200 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 309 親子ボウリング大会 安積公民館事業 12 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 310
第３９回
安積地区親善ソフトボー
ル大会

安積公民館事業 250 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 311
第３９回
笹川区球技大会

安積公民館事業 150 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 312
第２４回
日出山町内体育祭

安積公民館事業 350 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 313 夏休み子ども映画会 安積公民館事業 96 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 314
第２９回安積地区
「少年少女の主張発表

安積公民館事業 87 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 315 こども暮れのつどい 安積公民館事業 600 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 316
第３２回
安積地区卓球・バドミント
ン大会

安積公民館事業 118 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 317
夏休み！
日立シビックセンターへ
行こう！

安積公民館事業 74 　Ｃ　Ｅ　Ｇ　

県中 郡山市 318 しばみや男塾 柴宮地域公民館事業 88 Ｂ　Ｃ　　Ｇ　

県中 郡山市 319
キッズサークル
（父の日・母の日）

柴宮地域公民館事業 21 Ｂ　Ｃ　　Ｇ　

県中 郡山市 320
のびのび公民館サマース
クール
「しばみやサマーキッズ」

柴宮地域公民館事業 199 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ
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県中 郡山市 321
しばみやウィンターキッズ
スクール

柴宮地域公民館事業 50 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 322 ハワイアンキルト 柴宮地域公民館事業 102 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 323
初心者限定
冬の体力作り講座

柴宮地域公民館事業 111 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 324
柴宮小学校家庭教育学
級

柴宮地域公民館事業 80 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 325
第３３回
柴宮地区市民文化祭

柴宮地域公民館事業 1,653 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 326
親子ハイキング
「会津若松」

柴宮地域公民館事業 66 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 327
健全育成に関する標語募
集

柴宮地域公民館事業 120 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 328

青少年健全育成柴宮地
区協議会
「夏休み親子映画と花火
の夕べ」

柴宮地域公民館事業 218 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 329 交通安全パレード 柴宮地域公民館事業 200 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 330
第２０回
少年少女の主張発表会

柴宮地域公民館事業 120 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 331 餅つき大会 柴宮地域公民館事業 120 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 332 ドッチビー大会 柴宮地域公民館事業 44 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 333 柴宮地区三世代交流会 柴宮地域公民館事業 95 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 334 みなみ・まだまだ道場 安積南地域公民館事業 155 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 335 伝えたい・食の知恵袋教室 安積南地域公民館事業 124 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 336 安積南子ども広場 安積南地域公民館事業 374 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 337 男の余暇時間 安積南地域公民館事業 86 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 338 親子あいあい広場 安積南地域公民館事業 146 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 339 のびのび子どもスクール 安積南地域公民館事業 137 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 340
第28回
安積南文化のつどい

安積南地域公民館事業 550 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 341
さわやかチャレンジ学級
（成人）

永盛地域公民館事業 131 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 342
さわやかチャレンジ学級
（後期）

永盛地域公民館事業 70 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 343
絵手紙を体験しよう！
（永っちクラブ共催）

永盛地域公民館事業 17 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 344
ヒップホップ教室
（永っちクラブ共催）

永盛地域公民館事業 28 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 345
自然の物を利用して、小
物をつくろう
（永っちクラブ共催）

永盛地域公民館事業 22 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 346
トールペイント
（永っちクラブ共催）

永盛地域公民館事業 19 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 347
りょうり教室
（永っちクラブ共催）

永盛地域公民館事業 19 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 348
お菓子づくり
（永っちクラブ共催）

永盛地域公民館事業 34 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 349
英語であそぼう
（永っちクラブ共催）

永盛地域公民館事業 14 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 350 永盛男性講座 永盛地域公民館事業 32 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 351
市民学校
「明るい終活」

永盛地域公民館事業 41 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 352
市民学校
「地域の歴史文化をたず
ねて」

永盛地域公民館事業 77 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 353 永盛小学校家庭教育学級 永盛地域公民館事業 92 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 354
第１５回
永盛地域文化の集い

永盛地域公民館事業 765 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 355
男性学級
「男の出番ＤＡＹ」

三穂田公民館事業 26 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 356

地域に根差した学習充実
事業・ボランティア養成講
座
「ミホタ・グリーン・サポー

三穂田公民館事業 48 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 357
成人対象事業
「みほた学園」

三穂田公民館事業 132 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 358 わんぱく教室 三穂田公民館事業 132 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 359
青少年対象事業
「夏休み！わくわく講座」

三穂田公民館事業 51 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 360
青少年対象事業
「秋ですね～！わくわく講
座」

三穂田公民館事業 38 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 361
青少年対象事業
「もうすぐ春ですね～！わ
くわく講座」

三穂田公民館事業 21 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 362
レクリェーション事業
「分館出前講座」

三穂田公民館事業 45 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 363
三世代交流事業
「お菓子とツリーをつくっ
ちゃおう講座」

三穂田公民館事業 30 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 364
第45回
三穂田町市民文化祭

三穂田公民館事業 1,000 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 365
高齢者学級
「寿大学」

逢瀬公民館事業 335 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 366
市民学校
「りぼん刺繍」
（河内分館）

逢瀬公民館事業 57 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 367
市民学校
「ひょうたんランプ作り教

逢瀬公民館事業 52 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 368
市民学校
「つるし雛教室」

逢瀬公民館事業 101 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 369
市民学校
「親子でリフレッシュ空間」

逢瀬公民館事業 82 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 370
市民学校のびのび公民
館
「おうせっ子サマースクー

逢瀬公民館事業 124 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　
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県中 郡山市 371 逢瀬さわやか女姓 逢瀬公民館事業 104 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 372
市民学校
「お正月のフラワーアレン
ジメント」

逢瀬公民館事業 14 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 373
多田野小学校　家庭教育
学級

逢瀬公民館事業 60 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 374
第４６回
逢瀬地区市民文化祭

逢瀬公民館事業 175 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 375
第３７回
春季球技大会

逢瀬公民館事業 260 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 376
第３５回
冬季バレーボール大会

逢瀬公民館事業 258 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 377 第３５回子ども球技大会 逢瀬公民館事業 332 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 378
第３１回
逢瀬地区
「少年の主張発表大会」

逢瀬公民館事業 200 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 379
世代間交流
「だんごならし」

逢瀬公民館事業 84 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 380 逢瀬ボウリング教室 逢瀬公民館事業 30 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 381
逢瀬地区「危険箇所看板
設置」

逢瀬公民館事業 26 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 382
逢瀬地区
「花いっぱい運動」

逢瀬公民館事業 1,004 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 383
高齢者学級
「たちばな学園」

片平公民館事業 106 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 384
男性講座
「男のおもしろ体験講座」

片平公民館事業 28 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 385
市民学校
「親子クッキング体験教

片平公民館事業 29 　　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 386
世代間交流事業
「みんなで楽しく寄せ植え
（初春）講座」

片平公民館事業 13 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 387
フレッシュレディーふれあ
い太鼓とどろき講座

片平公民館事業 76 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 388
市民学校
「ヒップホップダンス」

片平公民館事業 69 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 389
少年教室
「片平げんきっずクラブ」

片平公民館事業 138 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 390
第４７回
片平地区市民文化祭

片平公民館事業 1,194 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 391
第４８回
片平地区市民体育祭

片平公民館事業 300 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 392 少年の主張コンクール 片平公民館事業 180 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 393
新春片平地区子ども書き
初め大会

片平公民館事業 42 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 394
第１７回少年少女球技大
会

片平公民館事業 121 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 395 危険箇所調査 片平公民館事業 25 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 396 片平町うねめ踊り流し 片平公民館事業 453 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 397 優良児童生徒表彰 片平公民館事業 4 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 398
館外学習　げんきっずで
ＧＯ！

片平公民館事業 26 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 399 ボウリング体験教室 片平公民館事業 27 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 400
高齢者学級
「明壽大学」

喜久田公民館事業 126 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 401
女性学級
「サークルなでしこ」

喜久田公民館事業 111 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 402
子育てサポート
「お母さんの休憩室」

喜久田公民館事業 49 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 403 こどもの広場 喜久田公民館事業 72 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 404 めざせスローライフ！ 喜久田公民館事業 79 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 405
市民学校
「一閑張り講座」

喜久田公民館事業 55 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 406
のびのび公民館サマース
クール

喜久田公民館事業 105 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 407
少年教室
「アタック少年隊」

喜久田公民館事業 65 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 408
青少年対象事業
「親子星空観察会」

喜久田公民館事業 50 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 409 きくた再発見！！ 喜久田公民館事業 104 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 410
上伊豆島小学校家庭教
育学級

喜久田公民館事業 107 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 411
喜久田小学校家庭教育
学級
（おひさまクラブ）

喜久田公民館事業 607 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 412
喜久田中学校家庭教育
学級

喜久田公民館事業 209 　　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 413
第43回
喜久田地区市民文化祭

喜久田公民館事業 1,000 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 414
第43回
喜久田地区親善球技大

喜久田公民館事業 371 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 415
第57回
喜久田地区町民体育祭

喜久田公民館事業 1,500 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 416
第六区歳の神
（どんと焼き）

喜久田公民館事業 110 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 417 第三区球技大会 喜久田公民館事業 37 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 418 堀内地区料理教室 喜久田公民館事業 20 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 419
早稲原地区異世代交流
会
「クラフトでアルバムをつく

喜久田公民館事業 35 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 420 夏休みだぁ！！ 日和田公民館事業 41 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 421
少年教室
「わくわく探検隊」

日和田公民館事業 54 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 422 リフレッシュ学級 日和田公民館事業 110 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 423 エンジョイシニアライフ 日和田公民館事業 84 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 424
男性介護者のための
「ケアメン」講座

日和田公民館事業 41 　Ｃ　Ｇ　Ｉ
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県中 郡山市 425
市民学校
「物づくり講座」

日和田公民館事業 94 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 426 男子厨房に入るべし！ 日和田公民館事業 38 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 427
「どんと焼き」
（梅沢分館）

日和田公民館事業 80 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 428
「３Ｂ体操教室」
（梅沢分館）

日和田公民館事業 41 　Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 429
「つぼマッサージ」講座
（宮下分館）

日和田公民館事業 50 　　Ｃ　Ｇ　Ｉ　

県中 郡山市 430
「才の神」
（宮下分館）

日和田公民館事業 120 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 431
「３Ｂ体操教室」
（八丁目分館）

日和田公民館事業 52 　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 432
日和田小学校家庭教育
学級

日和田公民館事業 269 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 433 高倉小学校家庭教育学級 日和田公民館事業 373 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 434
日和田中学校家庭教育
学級

日和田公民館事業 465 　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 435
第６１回
日和田町民文化祭

日和田公民館事業 825 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 436 日和田町芸能祭 日和田公民館事業 250 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 437
第５３回
日和田町民体育祭

日和田公民館事業 1,510 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 438
八丁目分館事業
「民謡発表会」

日和田公民館事業 50 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 439
成人学級
「富久山学級」

富久山公民館事業 155 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 440
高齢者対象
「ふれあい学級」

富久山公民館事業 203 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 441 サマーキッズスクール 富久山公民館事業 51 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 442
親子星空かんさつ会
「土星をみつけよう！」

富久山公民館事業 99 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 443 ウインターキッズスクール 富久山公民館事業 56 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 444
子育て支援事業
「いっしょにあそぼうよ」

富久山公民館事業 69 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 445
市民学校
「手縫いで作る大人の革
小物講座」

富久山公民館事業 30 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 446
市民学校
「初級デジカメ講座」

富久山公民館事業 93 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 447 富久山少年教室 富久山公民館事業 51 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 448
第６７回
富久山市民文化祭

富久山公民館事業 3,600 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 449 富久山地区市民体育祭 富久山公民館事業 480 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 450

第１１９回
富久山町家庭バレーボー
ル大会
（北方部大会予選会）

富久山公民館事業 145 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 451
第２６回
福原地区球技大会

富久山公民館事業 200 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 452
第３２回
八山田地区球技大会

富久山公民館事業 350 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 453
明るいまちづくり町内鼓
笛パレード

富久山公民館事業 477 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 454
富久山地区地域教育懇
談会

富久山公民館事業 106 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 455 親子ボウリング大会 富久山公民館事業 54 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 456
第３３回
富久山町少年の主張コン
クール

富久山公民館事業 90 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 457 平成26年市民新年交歓会 富久山公民館事業 185 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 458
高齢者対象事業
「ゆうゆう学園」

行徳地域公民館事業 214 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 459 男のふれあい講座 行徳地域公民館事業 55 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 460
青少年対象事業
「夏休みチャレンジ教室」

行徳地域公民館事業 95 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 461
青少年対象事業
「行徳チャレンジ教室
春・秋編」

行徳地域公民館事業 50 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 462
青少年対象事業
「行徳チャレンジ教室・

行徳地域公民館事業 68 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 463
青少年対象事業
「行徳チャレンジ教室
冬」

行徳地域公民館事業 14 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 464
青少年対象事業
「行徳チャレンジ教室
冬」

行徳地域公民館事業 18 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 465
のびのび公民館サマー
サークル

行徳地域公民館事業 44 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 466
子育てママのリフレッシュ
講座

行徳地域公民館事業 51 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 467 ベビーマッサージ教室 行徳地域公民館事業 42 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 468 マドンナ学級 行徳地域公民館事業 184 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 469
小中学生ママのための食
育講座
「行徳美食倶楽部」

行徳地域公民館事業 44 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 470
市民学校
「音楽鑑賞教室」

行徳地域公民館事業 174 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 471
第３１回
行徳地区文化祭

行徳地域公民館事業 776 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 472
平成２５年行徳・富田地
区球技大会

行徳地域公民館事業 273 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 473
第１１回
行徳地区芸能祭

行徳地域公民館事業 230 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 474
第２２回
行徳夏フェスタ

行徳地域公民館事業 650 Ｂ　Ｃ　Ｇ　
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県中 郡山市 475
青少年対象事業
「いっしょに遊ぶ子この指
とまれ」

湖南公民館事業 388 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 476
子育てサロン
「おかあさんのほっとるー
む」

湖南公民館事業 55 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 477
女性対象学級
「きらり！ウーマン」

湖南公民館事業 53 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 478
市民学校
「美しい書道講座」
初心者コース

湖南公民館事業 18 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 479
成人対象事業
「健康教室」

湖南公民館事業 33 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 480 「折り紙養成講座」 湖南公民館事業 55 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 481
団塊の世代対象事業
「きねづか学級」

湖南公民館事業 43 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 482
高齢者対象事業
「明和学級」
（中野地区）

湖南公民館事業 31 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 483
高齢者対象事業
「明和学級」
（福良地区）

湖南公民館事業 22 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 484
高齢者対象事業
「明和学級」
（三代地区）

湖南公民館事業 29 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 485
高齢者対象事業
「明和学級」
（赤津地区）

湖南公民館事業 20 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 486
高齢者対象事業
「明和学級」
（月形地区）

湖南公民館事業 27 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 487

親子対象事業
「湖南親子体験教室」
第１弾
親子でお菓子教室

湖南公民館事業 13 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 488

親子対象事業
「湖南親子体験教室」
第３弾
親子で木工教室
※参加者が集まらないた
め中止

湖南公民館事業 0 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 489

親子体験教室
第３弾
「クリスマスケーキとお菓
子の家づくり」

湖南公民館事業 21 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 490
市民学校
「湖南チャレンジ学級」

湖南公民館事業 57 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 491
市民学校
「礼儀作法・マナー講座」

湖南公民館事業 18 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 492
福良分館事業
「盆踊りの太鼓のたたき

湖南公民館事業 48 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 493
月形分館事業
「新そばを楽しむ会」

湖南公民館事業 11 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 494
中野分館事業
「寒仕込み味噌づくり」

湖南公民館事業 7 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 495
のびのび公民館サマー
サークル

湖南公民館事業 15 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 496
レクリエーション事業
「ちょこっとぶらり福島・二
本松の旅」

湖南公民館事業 23 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 497
第５９回
湖南町文化祭

湖南公民館事業 650 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 498
第３８回
湖南地区球技大会

湖南公民館事業 200 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 499
第４５回
湖南地区市民体育祭

湖南公民館事業 750 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 500
第３７回
湖南地区新春バレーボー
ル大会

湖南公民館事業 200 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 501 赤津地区球技大会 湖南公民館事業 50 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 502 福良地区球技大会 湖南公民館事業 120 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 503 三代地区球技大会 湖南公民館事業 73 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 504 中野地区球技大会 湖南公民館事業 30 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 505
第４２回
湖南地区花いっぱいコン
クール

湖南公民館事業 70 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 506
明るいまちづくり推進委
員会
危険箇所調査

湖南公民館事業 19 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 507
明るいまちづくり推進運
動

湖南公民館事業 22 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 508
ぐるっと湖南めぐり
（中２対象）

湖南公民館事業 39 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 509 少年の主張発表大会 湖南公民館事業 73 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 510
ぐるっと湖南めぐり
（小５対象）

湖南公民館事業 29 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 511
あたみ・お達者会
（上伊豆島集会所）

熱海公民館事業 127 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 512
のびのび公民館サマー
サークル

熱海公民館事業 0 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 513
女性学級
「あすなろ」

熱海公民館事業 133 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 514
市民学校
「健康水中ウォーキング
講座」

熱海公民館事業 155 Ｃ　Ｇ　Ｉ
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県中 郡山市 515

市民学校
（玉川分館）
「ハワイアンフラダンス教
室」

熱海公民館事業 83 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 516 開湯子ども太鼓教室 熱海公民館事業 45 Ａ　Ｃ　Ｇ　　

県中 郡山市 517 熱海わらしこ寺子屋塾 熱海公民館事業 190 Ｃ　Ｇ
県中 郡山市 518 熱海小学校家庭教育学級 熱海公民館事業 294 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 519
平成２５年度熱海地区市
民文化祭

熱海公民館事業 930 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 520
第６０回
熱海地区市民体育祭

熱海公民館事業 800 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 521
第１３回
熱海地区分館対抗混成
ソフトボール大会

熱海公民館事業 160 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 522
第２７回
熱海地区少年の主張大

熱海公民館事業 230 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 523
第３５回
熱海地区市民音楽祭

熱海公民館事業 230 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 524
平成２５年度冬休み書き
初め大会

熱海公民館事業 43 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 525
青少年健全育成夏休み
清掃活動

熱海公民館事業 250 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 526 青少年健全育成補導活動 熱海公民館事業 95 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 527
三世代交流
「団子さしと小正月あそ

熱海公民館事業 127 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 528
第４７回
熱海地区分館対抗新春
家庭バレーボール大会

熱海公民館事業 200 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 529
第２９回
冬季バレーボール大会

熱海公民館事業 90 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 530

第８回
年末ソフトバレーボール
大会
（まったり杯）

熱海公民館事業 96 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 531
熱海方部老人クラブ連合
会

熱海公民館事業 117 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 532
高齢者対象事業
「田村寿大学」

田村公民館事業 145 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 533
女性対象事業
「さわやか女性学級」

田村公民館事業 146 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 534
市民学校
「イキイキ貯筋運動」
（御代田分館）

田村公民館事業 164 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 535
市民学校
「陶芸教室」
（谷田川分館）

田村公民館事業 12 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 536
市民学校
「ゆる体操」
（田母神分館）

田村公民館事業 31 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 537 しめ縄作り教室 田村公民館事業 37 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 538 たむら元気塾（秋冬）講座 田村公民館事業 96 Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 539
第４回田村町史跡案内
ボランティアガイド養成
「たむら歴史人」講座

田村公民館事業 162 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 540
谷田川小学校家庭教育
学級

田村公民館事業 139 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 541
少年教室
「たむら探険隊」

田村公民館事業 36 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 542 田村地区市民文化祭 田村公民館事業 1,739 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 543
田村地区市民文化祭芸
能祭

田村公民館事業 1,400 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 544
第４１回
田村町体育祭

田村公民館事業 3,000 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 545
田村町家庭バレーボール
夏季大会

田村公民館事業 95 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 546 田母神一盃山登山大会 田村公民館事業 200 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 547
谷田川地区民バレーボー
ル大会

田村公民館事業 232 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 548
第４１回
宇津峰登山大会

田村公民館事業 300 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 549
第３７回
田村町子ども親善球技大
会

田村公民館事業 200 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 550 田村地区市民新年交歓会 田村公民館事業 340 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 551 高瀬スマイル塾 高瀬地域公民館事業 319 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 552 「高瀬男塾」パートⅤ 高瀬地域公民館事業 59 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 553 介護講座パートⅢ 高瀬地域公民館事業 68 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 554
市民学校
「パステルアート」

高瀬地域公民館事業 52 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 555
市民学校
「晴れの日の料理教室」

高瀬地域公民館事業 87 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 556
青少年対象事業
「チャレンジ教室」

高瀬地域公民館事業 241 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 557
地域おこし講座
「高瀬いいとこ見つけ隊」

高瀬地域公民館事業 161 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 558
青少年対象事業
「まめっ子サマースクー

高瀬地域公民館事業 77 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 559
青少年対象事業
「親子星空かんさつ会」

高瀬地域公民館事業 65 Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 560
青少年対象事業
「簡単パン作り」

高瀬地域公民館事業 15 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 561 高瀬小学校家庭教育学級 高瀬地域公民館事業 301 Ｃ　Ｇ
県中 郡山市 562 高瀬中学校家庭教育学級 高瀬地域公民館事業 280 Ｃ　Ｇ
県中 郡山市 563 高瀬地区市民文化祭 高瀬地域公民館事業 566 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 564
高瀬地区子ども親善球技
大会

高瀬地域公民館事業 200 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 565 高瀬ウォークラリー 高瀬地域公民館事業 98 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ
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県中 郡山市 566 高瀬地区市民新年交歓会 高瀬地域公民館事業 118 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 567
第１６回新春子どもお楽
しみ会

高瀬地域公民館事業 48 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 568 秋桜学級 二瀬地域公民館事業 222 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 569 二瀬！ハッピーライフ♪ 二瀬地域公民館事業 76 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 570
女性対象事業
「いきいきレディース教

二瀬地域公民館事業 82 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 571
市民学校
「いきいきメンズ教室」

二瀬地域公民館事業 26 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 572 二瀬っ子元気くらぶ 二瀬地域公民館事業 159 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 573 二瀬！サマースクール 二瀬地域公民館事業 251 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 574
冬の！二瀬っ子元気くら
ぶ！

二瀬地域公民館事業 124 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 575
バス研修
「八重の桜学びの旅」

二瀬地域公民館事業 18 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 576
レクリエーション事業
「しめ縄づくり教室」

二瀬地域公民館事業 16 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 577
レクリエーション事業
「そば打ちするべ～！」

二瀬地域公民館事業 13 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 578
第１回
二瀬地区市民文化祭

二瀬地域公民館事業 182 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 579
第１７回
二瀬公民館長杯
親善ゲートボール大会

二瀬地域公民館事業 57 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 580 少年少女の主張発表 二瀬地域公民館事業 293 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 581
地域振興事業
～西田町について考える
～

西田公民館事業 25 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 582
高齢者対象事業
「西田いきいき学級」

西田公民館事業 209 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 583
男性対象事業
「西田イケメンズ・クラブ」

西田公民館事業 89 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 584
女性対象事業
さわやかライフ「オリーブ・
クラブ」

西田公民館事業 75 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 585 「西田わんぱく教室」 西田公民館事業 103 Ａ　Ｃ　Ｇ　　

県中 郡山市 586
高野分館事業
「押し花教室」

西田公民館事業 63 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 587
根木屋分館事業
「陶芸教室」

西田公民館事業 88 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 588 鬼生田分館事業 西田公民館事業 68 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 589 木村分館事業 西田公民館事業 67 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 590
三町目小学校家庭教育
学級

西田公民館事業 156 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 591 高野小学校家庭教育学級 西田公民館事業 187 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 592
根木屋小学校家庭教育
学級

西田公民館事業 175 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 593
鬼生田小学校家庭教育
学級

西田公民館事業 310 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 594 大田小学校家庭教育学級 西田公民館事業 52 Ｃ　Ｇ
県中 郡山市 595 西田中学校家庭教育学級 西田公民館事業 155 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 596
第46回
西田町民文化祭

西田公民館事業 594 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 597
第36回
西田町民球技大会

西田公民館事業 250 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 598
第46回
西田町民大運動会

西田公民館事業 1,300 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 599
第46回
高野地区家庭バレーボー
ル大会

西田公民館事業 350 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 600 木村区民ボーリング大会 西田公民館事業 25 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 601
第30回
西田体育協会長杯球技
大会

西田公民館事業 134 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 602 地域ふれあい山登り 西田公民館事業 32 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 603
平成26年西田町新春祝
賀会

西田公民館事業 175 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 604

第33回
西田町民混成家庭バ
レーボール大会
※大雪により中止

西田公民館事業 20 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 605 西田町文化講演会 西田公民館事業 113 Ｃ　Ｇ
県中 郡山市 606 いきがい学級 中田公民館事業 248 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 607
市民学校
「中田盆踊り太鼓教室」

中田公民館事業 84 Ａ　Ｃ　Ｇ　　

県中 郡山市 608
市民学校
「中田歴史講座」

中田公民館事業 87 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 609
青少年対象事業
「夏休みこども講座」

中田公民館事業 48 Ｂ　Ｃ　Ｇ　

県中 郡山市 610
青少年対象事業
「冬季子ども講座」

中田公民館事業 61 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 611
冬季子ども講座
「友チョコを作ろう！」

中田公民館事業 24 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 612
のびのび公民館サマース
クール

中田公民館事業 40 Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 613
高齢者出前講座
「暮らしいきいきライフ教

中田公民館事業 32 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 614
市民学校
「楽しい料理教室」

中田公民館事業 36 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 615
レクリエーション事業
「八重のふるさとを訪ねる
旅」

中田公民館事業 24 Ｂ　Ｃ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 616
地域に根ざした充実事業
「海老根長月宵明かり秋
蛍燈篭づくり講座」

中田公民館事業 9 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 617
海老根長月宵明かり
ハンドベル演奏講座

中田公民館事業 17 Ｂ　Ｃ　Ｇ　
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県中 郡山市 618 柳橋歌舞伎ふれあい講座 中田公民館事業 58 Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｇ

県中 郡山市 619 宮城中学校家庭教育学級 中田公民館事業 134 Ｃ　Ｇ
県中 郡山市 620 中田少年教室 中田公民館事業 109 Ａ　Ｂ　Ｇ

県中 郡山市 621
平成２５年度
中田地区市民文化祭・ふ
るさと祭り

中田公民館事業 1,753 Ｂ　Ｇ

県中 郡山市 622 中田地区市民芸能祭 中田公民館事業 95 Ｂ　Ｇ

県中 郡山市 623
第５６回
中田地区市民運動会

中田公民館事業 1,500 Ｂ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 624
「安達太良・五色沼散策」
（宮城分館）

中田公民館事業 34 Ｂ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 625
「海老根交流会」
（海老根分館）

中田公民館事業 182 Ｂ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 626
「年内豊年盆踊り大会」
（下枝分館）

中田公民館事業 400 Ｂ　Ｇ

県中 郡山市 627
「健康登山」
（柳橋分館）

中田公民館事業 34 Ｂ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 628
「中津川地区交流会」
中津川分館

中田公民館事業 35 Ｂ　Ｇ

県中 郡山市 629
第１４回
中田地区家庭バレーボー
ル大会

中田公民館事業 200 Ｂ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 630
第８回
中田地区高齢者グラウン
ドゴルフ大会

中田公民館事業 120 Ｂ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 631
第３３回
中田地区高齢者ゲート
ボール大会

中田公民館事業 53 Ｂ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 632
第５９回
中田地区駅伝競走大会

中田公民館事業 500 Ｂ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 633 夜間補導 中田公民館事業 56 Ｂ　Ｇ

県中 郡山市 634
第３４回
中田地区少年スポーツ大
会

中田公民館事業 400 Ｂ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 635 中田少年スケート教室 中田公民館事業 171 Ｂ　Ｇ　Ｉ

県中 郡山市 636
中田地区明るいまちづく
り推進委員会

中田公民館事業 289 Ｂ　Ｇ

県中 郡山市 637
第３４回中田地区青少年
健全育成推進大会

中田公民館事業 200 Ｂ　Ｇ

県中 郡山市 638 福島県民の日記念茶会
県民の日を祝し、市指定重要文化財「安積開拓官舎」で茶会を開催し、
文化財保護と茶道振興を図る（8月）

100 I

県中 郡山市 639
第3回音楽都市こおりや
まハーモニーコンサート

市内で活動する音楽団体によるコンサート 5,300 F・Ｉ

県中 郡山市 640
第17回音楽都市こおりや
ま

郡山市出身で世界的に活躍している音楽家と市民・プロのオーケストラ
との共演などによるコンサート

2,000 F・Ｉ

県中 郡山市 641
「第60回全国文化財防火
デー」郡山市文化財防火
訓練

文化財を対象に防火訓練を実施（１月） 100 I

県中 郡山市 642
第19回音楽都市こおりや
ま

全日本合唱コンクール等で優秀な成績を収めた団体等によるコンサート 2,000 F・Ｉ

県中 郡山市 643 ホールコンサート
市民に気軽に音楽に親しんでもらうために市役所玄関ホール等で開催
している演奏会（月１回程度）

― F・Ｉ

県中 郡山市 644
夏の催し　語り部による
民話を聞く会

市内で活動している語り部と、開成小学校の児童による昔語りを聞く会
を、安積開拓官舎で実施。（７月７日）

74 I B、E ○

県中 郡山市 645
平成２５年度郡山市開成
館企画展　碑巡り散歩－
顕彰碑・記念碑で知る安

安積開拓と安積疏水にまつわる様々な碑を、パネルや古文書などで紹
介する企画展を実施。（１０月１日～１１月４日）

1,471 I E ○

県中 郡山市 646 秋の催し　お琴演奏会
企画展開催に合わせ、琴奏者によるお琴の演奏会を、安積開拓官舎で
実施。（１０月１２日）

28 I B ○

県中 郡山市 647
秋の催し　語り部による
民話を聞く会

企画展開催に合わせ、市内で活動している語り部による昔語りを聞く会
を、安積開拓官舎で実施。（１０月１９日）

36 I Ｂ ○

県中 郡山市 648
平成２５年度郡山市開成
館案内ボランティア研修

開成館案内ボランティアを対象に、ボランティア活動に役立つ知識の向
上を図るための館内研修会を実施。（３月１２日）

13 H E

県中 郡山市 649 市民古文書教室第Ⅰ期
当館の古文書を解読し、近世郡やm地方の歴史を学習する。（6月の日
曜日、45名×4日）

180 Ｇ・Ｉ Ｂ

県中 郡山市 650 市民古文書教室第Ⅱ期
当館の古文書を解読し、近世郡やm地方の歴史を学習する。（10月の日
曜日、45名×4日）

180 Ｇ・Ｉ Ｂ

県中 郡山市 651 市民古文書教室第Ⅲ期
当館の古文書を解読し、近世郡やm地方の歴史を学習する。（1・2月の
日曜日、45名×4日）

180 Ｇ・Ｉ Ｂ

県中 郡山市 652
市民史跡・文化財めぐり
前期

市内の史跡・文化財を講師の説明を交えながら見学する。（6月、40名） 40 Ｇ・Ｉ Ｂ

県中 郡山市 653
市民史跡・文化財めぐり
後期

市内の史跡・文化財を講師の説明を交えながら見学する。（9月、40名） 40 Ｇ・Ｉ Ｂ

県中 郡山市 654
企画展「人名に刻まれた
歴史」－収蔵資料展－

「氏」社会から「家」社会への変化を人名から読み解く。名字（苗字）の発
生を分かり易く収蔵資料から紹介する。

― Ｇ・Ｉ Ｂ

県中 郡山市 655
世界の名器「スタインウェ
イ」「ベーゼンドルファー」
を弾きに行こう

ホール所有のコンサートピアノを弾くことができる体験プログラム（４・５・
６月）

61 I

県中 郡山市 656
オーケストラメンバーによ
る楽器奏法レッスン

プロのオーケストラ団員による楽器奏法の講習会（５月・６月・９月・11
月）

533 I

県中 郡山市 657
アウトリーチプログラム～
文化センター芸術宅配便

出張演奏会によるアンサンブルコンサート　　（５月・10月） 2,840 I

県中 郡山市 658 高橋真梨子コンサート 高橋真梨子によるコンサート（６月） 1,939 Ⅰ

県中 郡山市 659
プラハ放送交響楽団郡山
公演

プラハ放送交響楽団によるオーケストラ公演（７月） 1,800 Ⅰ

県中 郡山市 660
こおりやま寄席　柳家花
緑・春風亭一之輔二人会

柳家花緑と春風亭一之輔による二人会（7月） 680 Ⅰ

県中 郡山市 661
忍たま乱太郎キャラク
ターショー＆キッズコン

ファミリー向けキャラクターショーとコンサート（7月） 840 Ⅰ

県中 郡山市 662
演出家・俳優養成セミ
ナー　演劇大学 in こおり

演劇界で活躍する講師らによる多方面に渡る演劇講座（7月） 534 Ⅰ

県中 郡山市 663 演劇ワークショップ 演劇づくりを体験するワークショップ（７月） 22 Ⅰ
県中 郡山市 664 舞台技術講座 高校の演劇部員を対象とした舞台技術の講習会（７月） 18 Ⅰ
県中 郡山市 665 ホール探検ツアー バックヤードの見学会（7月） 48 Ⅰ

県中 郡山市 666
夏の夜に贈るYuccaサス
ティーンヴォイス　サマー
ナイトエントランスコン

正面入口ホールで行うYuccaによるコンサート（8月） 146 Ⅰ

県中 郡山市 667 ファンカッションコンサート ファンカッションによるコンサート（9月） 725 Ⅰ
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県中 郡山市 668
南こうせつ・伊勢正三ス
ペシャルコンサート

南こうせつと伊勢正三によるコンサート（9月） 1,957 Ⅰ

県中 郡山市 669
小松亮太　ザ・キング・オ
ブ・タンゴ

小松亮太によるコンサート（10月） 476 Ⅰ

県中 郡山市 670
こおりやま寄席　桂文珍
独演会

桂文珍による独演会（10月） 806 Ⅰ

県中 郡山市 671 器楽の祭典 郡山市音楽連盟との共催（10月） 1,090 Ⅰ

県中 郡山市 672
気軽にクラシック～心に
響く歌声に癒されて～

幸田浩子によるコンサート（10月） 408 Ⅰ

県中 郡山市 673
東日本大震災追悼公演
ヴェルディ:レクイエム

サントリーホールとの共催（11月） 938 Ⅰ

県中 郡山市 674
KOBUDO－古武道－コン
サート

古武道によるコンサート（11月） 441 Ⅰ

県中 郡山市 675
フォークフェスティバル
2013 in こおりやま

様々な歌手によるコンサート（11月） 716 Ⅰ

県中 郡山市 676
ロジェ・ワグナー合唱団
Xmasコンサート

ロジェ・ワグナー合唱団によるコンサート（12月） 2,000 Ⅰ

県中 郡山市 677
こおりやま寄席　新春言
祝ぎ席

落語に色物を取り混ぜたバラエティ寄席（1月） 701 Ⅰ

県中 郡山市 678 音楽の絵本コンサート ファミリー向け吹奏楽コンサート（1月） 1,380 Ⅰ
県中 郡山市 679 管弦打楽器奏法講習会 楽器奏法の講習会（２月） 178 Ⅰ
県中 郡山市 680 NHK交響楽団郡山公演 NHK交響楽団によるオーケストラ公演（2月） 1,941 Ⅰ

県中 郡山市 681
郡山吹奏楽団スプリング
コンサート2013

市民コンサートホールとして開催（4月） 797 Ⅰ

県中 郡山市 682
郡山ウインドアンサンブル
第25回定期演奏会

市民コンサートホールとして開催（5月） 700 F

県中 郡山市 683
アマデウス室内管弦楽団
第26回定期演奏会

市民コンサートホールとして開催（5月） 520 F

県中 郡山市 684
郡山市民オーケストラ第
12回ファミリーコンサート

市民コンサートホールとして開催（7月） 856 F

県中 郡山市 685
FCT郡山少年少女合唱
団第38回定期演奏会

市民コンサートホールとして開催（7月） 630 F

県中 郡山市 686
郡山ジュニアフィルハー
モニーオーケストラ第36
回定期演奏会

市民コンサートホールとして開催（9月） 912 F

県中 郡山市 687
スウィング・マーマレーズ・
ジャズ・オーケストラコン
サート2013

市民コンサートホールとして開催（11月） 373 F

県中 郡山市 688
第35回おかあさんコーラ
スまつり

市民コンサートホールとして開催（11月） 600 F

県中 郡山市 689
劇団ユニット・ラビッツ第
12回公演

市民演劇ホールとして開催（8月） 314 F

県中 郡山市 690
郡山演劇研究会「ほの
お」自主公演

市民演劇ホールとして開催（9月） 164 F

県中 郡山市 691 郡山市美術連盟展 美術連盟加盟団体の合同展（3月） 1,175 F
県中 郡山市 692 市民ギャラリー展 美術団体のグループ展（通年） - F
県中 郡山市 693 市民フォト・ギャラリー展 写真団体のグループ展（通年） - F

県中 郡山市 694
特別企画展「佐野洋子の
世界」

「100万回生きたねこ」で知られる佐野洋子の絵本原画と作品を紹介（７
月～９月）

5,575 Ｇ，Ｉ

県中 郡山市 695
特別企画展「渡辺淳一と
『遠き落日』」

作家渡辺淳一の医学小説及び伝記・歴史小説を紹介（10月～12月） 1,689 Ｇ，Ｉ

県中 郡山市 696 企画展「収蔵資料展」 新たに購入または寄贈された資料を紹介（４月～６月） 2,205 Ｇ，Ｉ
県中 郡山市 697 文学講演会 工藤直子と広瀬弦による佐野洋子についての講演会（７月） 300 Ｇ，Ｉ
県中 郡山市 698 文学散歩 会津若松市内にある文学ゆかりの地を訪問（10月） 40 Ｇ，Ｉ
県中 郡山市 699 文学講座 古典から近代文学まで幅広い講座を開催（年16回　５月～12月） 690 Ｇ，Ｉ

県中 郡山市 700 文学の集い
文学と気軽に接するために俳句や朗読等のイベントを開催（年３回　12
月～３月）

1,257 Ｃ，Ｇ，Ｉ

県中 郡山市 701 三汀賞俳句募集
俳人でもあった久米三汀（正雄）にちなみ、市内外から俳句を募集（７月
～９月）

7,349 Ｃ，Ｇ，Ｉ

県中 郡山市 702 三汀賞入賞作品展 三汀賞の入賞作品を展示（２月） 336 Ｃ，Ｇ，Ｉ

県中 郡山市 703
郡山市内文芸愛好会合
同作品展

市内で自主的に活動する文芸愛好団体の作品展（３月～４月） 274 Ｆ，Ｇ，Ｉ

県中 郡山市 704
「郡山市児童作文コン
クール」優秀作品展

作文コンクールの入賞作品展（１月） 673 Ｃ，Ｆ

県中 郡山市 705
ボランティア養成講座
（初級）

おはなしボランティアを始めたい方の講座 22 Ａ

県中 郡山市 706
ボランティア養成講座
（中級）

おはなしボランティアのレベルアップ講座 25 Ａ

県中 郡山市 707
読書活動推進講座
（学校司書補向）

小・中学校図書室の利用促進講座 64 Ａ B

県中 郡山市 708
読書活動推進講座
（保護者向）

保護者向けの絵本の選び方講座 469 Ｃ Ｂ

県中 郡山市 709 ＤＶＤ映画会 一般利用者貸出用ＤＶＤ（上映権付）映画の上映 1,818 Ｉ
県中 郡山市 710 市民映画会 大人向けの映画の上映 2,546 Ｉ
県中 郡山市 711 子ども映画会 幼児、小学生向けの映画の上映 899 Ｃ
県中 郡山市 712 地域映画会 地域館・分館での映画会 494 Ｉ
県中 郡山市 713 おはなし会 年齢別おはなし会の開催 3,091 ＡＣ
県中 郡山市 714 リサイクルブックフェア 図書館除籍資料の市民への無償提供 1,508 Ｉ
県中 郡山市 715 ホールコンサート 図書館エントランスでのコンサート 561 Ｉ
県中 郡山市 716 読書フォーラム 永井郁子さん絵本ライブ 122 Ｉ Ｂ
県中 郡山市 717 郡山市こども司書養成講座 本に関する全６回講座の修了後にこども司書に認定する 14 ＣＤ
県中 郡山市 718 子どもと本の講演会 高楼方子さん子どもと本に関する講演会 100 Ｃ
県中 郡山市 719 生き生きクラブ教養講座 高齢者向け音読教室 20 Ｃ
県中 郡山市 720 工作・科学・歴史教室 児童向けの工作、科学、歴史に関する教室 175 Ｃ

県中 郡山市 721 中高齢者スポーツ教室
市内在住・在勤の５０歳以上対象にクロリティーや気功体操等６種目を
行った。
（４～１１月全１５回、定員２００名）

1,915 I

県中 郡山市 722 市民卓球教室
市内在住・在勤の卓球初心者・初級者を対象に卓球の初歩的な技術と
ルールを学び、ゲームに取り組んだ。
（５・６月全４回、定員５０名）

152 I

県中 郡山市 723 トランポリン教室
市内在住・在勤の初心者・初級者を対象に、空中でのバランス感覚を
養った。

68 I

県中 郡山市 724 ミニバスケットボール教室
市内在住の小学生でミニバス初心者・初級者を対象に、初歩的な技術と
ルールを学び、ゲームに取り組んだ。
（５・６月全４回、定員５０名）

146 I
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県中 郡山市 725
ターゲットバードゴルフ教
室

市内在住・在勤を対象に、初歩的な技術とルールを学び、ゲームに取り
組んだ。
（５・６月全２回、定員５０名）

29 I

県中 郡山市 726 親子体操教室
小学２年生以下の親子を対象に、運動を通してのコミュニケーションを目
的として、細やかな指導の下で元気に楽しく身体を動かした。
（６、９月全２回、定員３０組６０名）

47 I

県中 郡山市 727 小･中学生飛込み教室
市内小・中学生の方対象（親子での参加も可）
飛込み専用プールで専門家の指導下での実技。
（７・８月全１０回、定員５０名）

87 I

県中 郡山市 728 小･中学生泳力判定会
市内小５から中学生の方対象に１００ｍを泳ぎ泳力の判定を行った。
（７月全５回）

33 I

県中 郡山市 729
中高齢者グラウンドゴル
フ教室

市内在住・在勤の５０歳以上対象に基本的な技術･ルールを学び、ゲー
ムに取り組んだ。
（８・９月全３回）

80 I

県中 郡山市 730 市民弓道教室
市内在住・在勤の方対象に弓道の作法を学び、初歩的な技術である射
法の指導を受けた。
（６・７月全６回）

177 I

県中 郡山市 731 市民テニス教室Ⅰ・Ⅱ
市内在住・在勤の方対象に硬式テニスの初歩的な技術とルールを学
び、ゲームに取り組んだ。
（Ⅰ５・６月／Ⅱ９・１０月　各全６回）

416 I

県中 郡山市 732 市民バドミントン教室
市内在住・在勤の方対象に初歩的な技術とルールを学び、ゲームに取り
組んだ。
（１０～１１月全６回）

151 I

県中 郡山市 733 市民スケート教室
市内在住・在勤の方対象にアイススケートの初歩的な技能とマナーを学
び、氷上を滑る楽しさを体感した。
（１１～１２月全５回）

223 I

県中 郡山市 734 『コメ紀行』親子体験表室 市内小学生と親子を対象に米作り体験講座 122 Ｃ

県中 郡山市 735
親子郷土食作り体験学習
のつどい

市内小学生と親子を対象に湖南郷土料理作り体験講座 16 Ｃ

県中 郡山市 736
親子そば打ち体験学習
のつどい

市内小学生と親子を対象にそば打ち体験講座 35 Ｃ

県中 郡山市 737
宿泊体験教室①「びっくり
エネルギーで遊ぼう」

びっくりエネルギー体験講座・屋内スポーツ体験・屋内レクリエーション体
験

64 Ｃ

県中 郡山市 738
日帰り体験教室①「いっ
ぱいお友だちをつくろう」

折り紙教室・屋内レクリエーション体験、屋内大運動会 56 Ｃ

県中 郡山市 739
宿泊体験教室②「夏休み
開幕スペシャル」

バーベキューマナー講座・災害炊飯講座・ピザ作り体験・キャンプファイ
アー・花火体験・屋内スポーツ体験・レクリエーション体験

58 Ｃ

県中 郡山市 740
日帰り体験教室②「いっ
ぱいお友だちをつくろう」

絵本の読み聞かせ教室・屋内スポーツ体験・レクリエーション体験・屋内
大運動会

50 Ｃ

県中 郡山市 741
宿泊体験教室③「日本の
心と技を体験しょう」

キッズ空手体験・屋内スポーツ体験・レクリエーション体験・ハロウィンツ
アー

28 Ｃ

県中 郡山市 742
宿泊体験教室④「大実験
に挑戦」

びっくり科学大実験クイズ・屋内スポーツ体験・屋内レクリエーション体験 52 Ｃ

県中 郡山市 743
宿泊体験教室⑤「彗星ス
ペシャル」

彗星まるわかり講座・屋内スポーツ体験・屋内レクリエーション体験 62 Ｃ

県中 郡山市 744
宿泊体験教室⑥「お正月
スペシャル」

お正月を遊ぼう（かんたん凧づくり・いろはかるた大会）・餅つき体験・暦
を学ぼう・屋内スポーツ体験・レクリエーション体験

64 Ｃ

県中 郡山市 745 デンパ教室① 電波の講座、ラジオ工作 42 Ｃ
県中 郡山市 746 手打ちうどんをつくろう① 手打ちうどんの打ち方講座、うどんの科学講座、手打ちうどんの試食会 42 Ｃ
県中 郡山市 747 第3回大鬼ごっこ大会 増え鬼、色鬼、けいどろの3種類の鬼ごっこ大会 180 Ｃ
県中 郡山市 748 デンパ教室② 電波の講座、ラジオ工作 27 Ｃ

県中 郡山市 749
Ｔhe Beauty Lesson[シェ
イプUP編]

女性の美容と健康 14 Ｇ

県中 郡山市 750
Ｔhe Beauty Lesson[スキ
ンケア編①]

女性の美容と健康 14 Ｇ

県中 郡山市 751
Ｔhe Beauty Lesson[スキ
ンケア編②]

女性の美容と健康 15 Ｇ

県中 郡山市 752 お菓子教室「クリスマス編」 ケーキの作り方講座 20 Ｇ
県中 郡山市 753 お菓子教室「バレンタイン編」 チョコレートの作り方講座 24 Ｇ
県中 郡山市 754 てづくりパン教室「基本編」 シンプルな生地のパンの作り方講座 24 Ｇ
県中 郡山市 755 てづくりパン教室「応用編」 リッチな生地のパンの作り方講座 24 Ｇ

県中 郡山市 756
地域子どもクラブ支援事
業

各小中学校単位の地域密着型の総合型クラブと、センター主導の単独
型クラブの実施

11,883 C

県中 郡山市 757
男女共同参画学習サ
ポート事業

　市内で男女共同参画・人権に関する学習を行う団体に対し、講師を派
遣する。

1,069 Ｇ

県中 郡山市 758
男女共同参画関係各種
講座

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

737 A・B・Ｅ・Ｇ

県中 郡山市 759
男女共同参画国内研修
事業

　市民を対象とし、国・県で開催される研修への無料往復バスを運行。 40 Ａ

県中 郡山市 760
男女共同参画サポーター
事業

　男女共同参画の活動を展開する上で必要な知識やスキルを習得する
ための学習会を開催する。

40 Ａ・Ｇ

県中 郡山市 761
男女共同参画フェスティ
バル

市民との協働による男女共同参画イベントの実施 2,121 Ｆ・Ｇ・Ｉ ○

県中 郡山市 762
ジュニアリーダー育成事
業

初級指導者研修会（通年・12地区）、中級指導者研修会（年３回）、リー
ダー研修会（年１回）

151 A・Ｆ Ｃ

県中 郡山市 763 青少年の国内交流事業
県外交流体験事業（３泊４日御殿場市ほか）、久留米市子ども会との交
流会（郡山市から久留米市へ訪問）

33 A・Ｃ・Ｆ Ａ・Ｅ

県中 郡山市 764 郡山市こどもまつり
５月５日（こどもの日）に開催　　　　　　　　　　　　　　　　市内青少年団体
及び子育て支援団体の協力のもと、親子で楽しめるコーナーを実施

55,000 Ｃ・Ｆ Ｅ

県中 郡山市 765
郡山市青少年健全育成
推進大会

１１月開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健全育成功労
者表彰、記念講演

600 A・Ｃ・Ｆ Ｅ

県中 郡山市 766
郡山市「少年の主張」コン
クール

募集期間：６月～12月
発表大会開催：２月

8,655 A・Ｆ Ｅ

県中 須賀川市 767 生涯学習推進事業 講演会開催、情報提供、視察研修 18 G
県中 須賀川市 768 シリアリーダー研修会 子ども会等活動の指導者養成 35 A
県中 須賀川市 769 学社連携・融合事業 事業開発・促進、推進会議、研究会実施 130 C
県中 須賀川市 770 家庭教育振興事業 家庭教育事業 14,737 C
県中 須賀川市 771 人材活用総合事業 指導者発掘登録、派遣、補助 F
県中 須賀川市 772 少年劇場 「ぼくってヒーロー？」劇団うりんこ 843 I
県中 須賀川市 773 鯉のぼり掲揚事業 市民の寄附と手作りによる鯉のぼりの掲揚 C

県中 須賀川市 774
すかがわ国際短編映画
祭

短編映画３２本上映予定
（３日間、1ホール）

1,600 I B

県中 須賀川市 775 中学生芸術鑑賞事業 ショパンdeジブリ 963 I
県中 須賀川市 776 森の冒険隊 宿泊野外研修活動、リーダー養成事業 50 C

県中 須賀川市 777
松明太鼓伝統文化推進
事業

郷土芸能「松明太鼓」の修練及び成果発表 90 C
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県中 須賀川市 778
青少年健全育成推進大
会・少年の主張大会

講演会・少年の主張 160 C

県中 須賀川市 779 情報誌「おーい」発行事業 情報誌の収集・発行 G
県中 須賀川市 780 席書大会・書道展 小中学生による席書大会、受賞作品の展示・表彰 200 C

県中 須賀川市 781 トモクル（中央）
創作活動、交流、調理実習など
(2部構成)

30 Ａ、Ｉ

県中 須賀川市 782 食育塾（中央） 調理実習等を通して食について学ぶ。 30 Ｃ

県中 須賀川市 783
イッツァ・スモール・ワー
ルド（中央）

異文化体験講座（世界の健康法やダンスを通して世界に目を向ける。） 30 Ｃ

県中 須賀川市 784
みんなでハロウィン
（中央）

異文化体験講座（外国人や国際関連のサークルと触れ合う。） 50 Ｃ

県中 須賀川市 785
リトルジャーナリスト
（中央）

新聞記者体験、移動研修、新聞づくり 20 Ｅ

県中 須賀川市 786 トモクル（中央）
創作活動、交流、調理実習など
(2部構成)

23 Ａ、Ｉ

県中 須賀川市 787 食育塾（中央） 調理実習等を通して食について学ぶ。 27 Ｃ

県中 須賀川市 788
イッツァ・スモール・ワー
ルド（中央）

異文化体験等を通して世界に目を向ける。 30 Ｃ

県中 須賀川市 789
みんなでハロウィン
（中央）

異文化体験講座（国際関連のサークル等と触れ合う。） 60 Ｃ

県中 須賀川市 790 リトルジャーナリスト（中央） 新聞記者体験、移動研修、新聞づくりなど 11 Ｅ,Ｆ

県中 須賀川市 791
ジュニアボランティア養成
講座（中央）

地域・公民館行事への参加を通して
ボランティア研修を行う。

27 Ａ,C

県中 須賀川市 792
成人教室
大人の9日クラブ（中央）

趣味や学習のための講座 56 Ｂ、Ｉ

県中 須賀川市 793
成人教室
毛筆のいろは（中央）

趣味や学習のための講座 16 Ｇ、Ｉ

県中 須賀川市 794 市民大学（中央） 著名人による講義方式の講座 179 Ｂ、Ｉ
県中 須賀川市 795 木曜サロン（中央） 一般教養、健康づくり、移動研修など 110 Ｉ
県中 須賀川市 796 おやこでツミキ（中央） 昔話や音楽など親子で楽しめる鑑賞会 
216 Ｃ
県中 須賀川市 797 おやこでアドベン（中央） 親子での野外活動 
61 Ｃ
県中 須賀川市 798 文化講演会（中央） 講師　：　尾木直樹氏 1,200 Ｉ
県中 須賀川市 799 健康体操教室（東） 地域住民を対象に健康維持のための体操教室を実施（1月～2月　5回） 100 I

県中 須賀川市 800 陶芸教室（東）
地域住民を対象に作品制作を通じ、陶芸の基礎を学ぶ事業を実施
（12月～2月　5回）

100 I

県中 須賀川市 801 ファミリーハイキング（東）
小中学生を持つ親子を対象にバス旅行を通じて地域住民の親睦を図る
事業を実施
（9月  １回）

59 C

県中 須賀川市 802
夏休み子ども体験教室
（東）

小学生高学年を対象に百人一首や茶道を体験するとともに地域の歴史
を学ぶ講座を実施(7月～8月　5回)

29 C

県中 須賀川市 803 年忘れ会（東） 親子を対象にレクリエーションと工作で親睦を図る事業を実施（12月　1回） 60 C
県中 須賀川市 804 料理教室（東） 地域住民を対象においしく楽しく健康的な料理講座を実施（12月、2月　2回） 25 I

県中 須賀川市 805 YOUゆう倶楽部（東）
地域住民を対象に各種講座を通じ、自己研鑚、生きがいづくりなどの
きっかけを提供する事業を実施（6月～11月　11回）

220 I

県中 須賀川市 806 健康体操教室（東） 地域住民を対象に健康維持のための体操教室を実施（1月～2月　5回） 135 I

県中 須賀川市 807 陶芸教室（東）
地域住民を対象に作品制作を通じ、陶芸の基礎を学ぶ事業を実施
（12月～2月　5回）

120 I

県中 須賀川市 808 ほのぼの学級（東）
高齢者を対象に各種講座を通じ、生きがいづくりと学級生の親睦を図る
事業を実施(6月～12月　11回)

626 I

県中 須賀川市 809
グラウンドゴルフ交流会
（東）

高齢者を対象に競技技術の向上、参加者相互の親睦を図る事業を実施
（4月～3月　32回）

1,248 I

県中 須賀川市 810 親子ふれあい教室（東）
親と子のコミュニケーションなどの学習機会の提供、参加者相互の親睦
や子育ての情報交換を図る事業を実施（6月～12月　4回）

51 C

県中 須賀川市 811 カンガルークラブ（東）
育児の情報交換の場の提供、活動を通して参加者の交流を図る事業を
実施

107 C

県中 須賀川市 812 山野草展（東） 山野草の展示会を通じ、地域住民の交流を図る行事を実施（5月） 16 I

県中 須賀川市 813
町内・区対抗親善球技大
会（東）

ソフトボール・バレーボールを通じ、住民の交流を図る行事を実施（6月） 150 I

県中 須賀川市 814 ゲートボール大会（東） ゲートボールを通じて、管内老人クラブ会員等の親睦を図る行事を実施（6月） 25 I
県中 須賀川市 815 グラウンドゴルフ大会（東） グラウンドゴルフを通じ、地域住民の親睦を図る行事を実施（9月） 75 I
県中 須賀川市 816 菊花・山野草展（東）

菊花・山野草の展示会を通じ、地域住民の交流を図る行事を実施（10
月）

24 I

県中 須賀川市 817 公民館まつり（東）
教室・講座及び各種団体の作品展示及び各種発表会を、年度の総決算
として実施（2月）

194 Ｆ

県中 須賀川市 818
青少年教育講座「ちぎり
絵｝（西袋）

来年の干支「午」のちぎり絵制作
　（１１月　１回）

31 Ｉ

県中 須賀川市 819
夏休みチャレンジ教室
（西袋）

地区内児童クラブ館のスポーツ・体験をとおしての交流事業（７月　３回） 310 C E

県中 須賀川市 820
ジュニアボランティア養成
講座（西袋）

地区内中学生が、公民館事業にボランティアとして参加（６月～１２月　１
０回）

200 A,C E

県中 須賀川市 821 テクノ探検隊(西袋)
小学校高学年・中学生を対象に県内の大学を見学し、最新の科学技術
を体験する。

17 I D

県中 須賀川市 822
成人教室「私らしさ応援
セミナー」（西袋）

「私らしさ」を見つけるため趣味・スポーツなど体験（6月～１２月　１２回） 413 I

県中 須賀川市 823 健康教室（西袋） 健康を増進するための体操などを学ぶ講座（２月　３回） 41 I

県中 須賀川市 824
男性教室「メンズ倶楽部」
（西袋）

男性の生きがいづくりと地域参加を促進する講座（６月～１月　５回） 60 B

県中 須賀川市 825 教養講座（西袋）
初心者のための趣味講座
（8月～12月　５回）

103 I

県中 須賀川市 826 木曜学級（西袋） ６０歳以上を対象に一般教養・移動研修など（６月～１１月　１０回　） 402 I

県中 須賀川市 827
木曜学級出前講座
（西袋）

地区内の６０歳以上を対象に、健康相談など、地区集会所で開催する講
座

47 I E

県中 須賀川市 828 西袋ニコニコ教室（西袋）
地区小学校児童と６０歳以上の高齢者が昔遊びなどを通して交流する
（4月～１月　7回）

118 C

県中 須賀川市 829
生き生き学びのサークル
（西袋）

６０歳以上を対象に音読・計算などのドリル学習、終了後児童クラブ館児
童と交流（８月～１２月　１０回）

123 C

県中 須賀川市 830
育児教室「スマイルるー
む」（西袋）

未就園児親子の子育て応援事業
（６月～１２月　１９組１２回）

285 C

県中 須賀川市 831
家庭教育講座「親子わく
わく講座」（西袋）

親子での体験活動をとおし、親子の触れ合いを深める（５月～１月　１８
組１０回）

327 C

県中 須賀川市 832 西袋地区文化祭（西袋） 公民館利用団体・個人の発表の場として文化祭を実施（１２月） 1,000 F

県中 須賀川市 833
稲田ふれあい講座
（稲田）

高齢者と小学生との交流を図りながら伝統行事を学ぶ。(年３回、7月～
12月）

120 C E

県中 須賀川市 834
中学生ボランティア養成
講座（稲田）

地域におけるボランティア活動を地域イベントに参加することにより学ぶ
（７月～１２月　４回）

3 A,C

県中 須賀川市 835 真夏の星空観測会（稲田） 星空の観測会（７月） 27 I

県中 須賀川市 836
稲田元気アップ講座
（稲田）

成人の生きがいづくりや親睦を図りながら学ぶ。(年７回、6月～12月） 132 I
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県中 須賀川市 837 稲田なでしこクラブ
成人女性の参加者相互の交流と親睦を図りながら学ぶ。(年8回、6月～
12月）

88 I

県中 須賀川市 838 稲田男塾（稲田）
成人男性の参加者相互の交流と親睦を図りながら学ぶ。(年7回、6月～
12月）

50 I

県中 須賀川市 839 金曜会（稲田） 高齢者の生きがいを見出しながら学ぶ。(年12、4月～2月） 324 I

県中 須賀川市 840
親子チャレンジ講座
（稲田）

親子が体験活動を通し学ぶ。(年4回、8月～12月) 70 C

県中 須賀川市 841 カルガモクラブ（稲田） 就学時前の親子の体験活動を通して学ぶ。(年3回、7月～8月） 44 C E

県中 須賀川市 842 区親善球技大会（稲田）
成人男女を対象とした球技大会を実施
（5月）

350 F

県中 須賀川市 843
少年少女親善球技大会
（稲田）

小中学生を対象とした球技大会を実施
（7月）

300 C

県中 須賀川市 844 体育祭（稲田） 稲田地域で体育祭を実施(9月) 400 F
県中 須賀川市 845 生涯学習講演会（稲田） 小沢東海大学教授を講師に招き講演会を開催 300 Ⅰ Ｅ
県中 須賀川市 846 稲田地域文化祭（稲田） 稲田地域で文化祭を実施(11月) 100 F

県中 須賀川市 847
ファミリーバドミントン大会
（稲田）

ファミリーバドミントン大会を実施（2月） 40 F

県中 須賀川市 848 インディアカ大会（稲田） インディアカ大会を実施(12月) 130 F
県中 須賀川市 849 ゲートボール大会（稲田） ゲートボール大会を実施(4月、9月、2回) 60 F

県中 須賀川市 850
冬季家庭バレーボール
大会（稲田）

成人女性のバレーボール大会を実施
（3回、1月～2月)

60 F

県中 須賀川市 851 わくわくたいむ（小塩江）
小中学生を対象に遊びやものづくりを通して感受性を育む講座を実施
（4回、7，8，1，3月）

85 Ｃ

県中 須賀川市 852
夏のそと遊び事業
（小塩江）

小中学生と保護者を対象にキャンプなどの体験講座を実施（8月、７組） 30 Ｃ

県中 須賀川市 853
冬のそと遊び事業（小塩
江）

中学生以下の子供と保護者を対象としたスケート教室を実施（12月） 152 Ｃ

県中 須賀川市 854
宇津峰ときめきカレッジ
（昼コース）（小塩江）

一般成人を対象としたものづくり等体験型講座を実施（5～12月、４２人
×7回）

294 Ｉ

県中 須賀川市 855
宇津峰ときめきカレッジ
（宵の口コース）
（小塩江）

一般成人を対象とした防災・健康に関する講義やものづくり等の体験講
座を実施（5～12月、２７人×8回）

216 Ｉ

県中 須賀川市 856 男の調理場（小塩江） 成人男性を対象とした料理講座を実施（12～2月、15人×4回） 60 Ｉ Ｂ

県中 須賀川市 857
小塩江長寿学級
（小塩江）

高齢者を対象とした郷土の歴史や健康づくり等に関する講座を実施
（5～11月、34人×8回）

272 Ｉ

県中 須賀川市 858 東山長寿学級（小塩江）
高齢者を対象とした郷土の歴史や健康づくり等に関する講座を実施
（4～11月、１２人×7回）

84 Ｉ

県中 須賀川市 859
家族体験「育児は育自」
（小塩江）

子どもと家族を対象とした体験型講座を実施（5～11月、5回実施、41組） 126 Ｃ、Ｉ

県中 須賀川市 860
きらりんこたいむ
（小塩江）

子育て中の親を対象としたものづくり等体験講座を実施
（5～11月、15組・３１人×7回）

217 Ｃ、Ｉ

県中 須賀川市 861 宇津峰祭（小塩江）
中学校文化祭との共催により、作品展示、学習・芸能発表、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、
ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ等の交流事業を実施（10月）

700 Ｃ、Ｆ Ｅ

県中 須賀川市 862
さつき・山野草・盆栽展
（小塩江）

菊花盆栽愛好会との共催により展示会を実施（6月） 50 Ｆ

県中 須賀川市 863 小塩江地区市民球技大会 地区対抗によるｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、家庭ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会を実施（5月） 450 Ｆ

県中 須賀川市 864
グラウンドゴルフ大会
（小塩江）

高齢者を対象とした大会を実施（6月） 35 Ｆ

県中 須賀川市 865 小塩江地区市民体育祭 地区対抗による体育祭を実施（9月） 800 Ｆ

県中 須賀川市 866
男女混合バレーボール大
会

地区対抗による大会を実施（11月） 200 Ｆ

県中 須賀川市 867
ニュースポーツ教室
ファミリーバドミントン大会
（小塩江）

ニュースポーツの普及と親子の交流を目的に教室・大会を実施（6月、2
日間）

56 Ｃ、Ｆ

県中 須賀川市 868 綱引き大会（小塩江） 地区対抗による大会を実施（1月） 450 Ｆ

県中 須賀川市 869
ラバーバレーボール大会
（小塩江）

地区対抗による大会を実施（2月） 150 Ｆ

県中 須賀川市 870
ミニミニギャラリー
（小塩江）

公民館内に展示スペースを設け、市民の作品を展示（通年） 9 Ｆ

県中 須賀川市 871
成人教室「大人の流儀」
（仁井田）

団塊の世代を中心とした講座開設
（年１１回、５月～２月　７６名）

600 B

県中 須賀川市 872
地域づくり事業（仁井田ス
マイル寄席）（仁井田）

地元出身落語家ほか出演イベント企画 500 A B

県中 須賀川市 873
園芸移動研修教室
（仁井田）

自然文化探訪する県外移動研修
（６月・１０月　２回×４０人）

90 I

県中 須賀川市 874 成人移動教室（仁井田）
見分を広め、参加者相互の交流を図る
移動研修

22 I

県中 須賀川市 875
やまなみ学校（３学級）
（仁井田）

６０才以上高齢者向け講座開設
（一般教養、健康管理、移動教室等）
（４月～１月　１２回４０人３学級）

1,200 D E

県中 須賀川市 876
子育て支援「キラキラ学
級」（仁井田）

幼児を持つ親を対象とした子育て支援講座
（６月～１０月　7回10組）

140 C E

県中 須賀川市 877
家庭教育移動講座（仁井
田）

家庭教育支援者の移動研修（９月） 39 C E

県中 須賀川市 878
大人のための食育講座
（仁井田）

大切な家族のための食育実践(9月) 61 I

県中 須賀川市 879
仁井田地区さつき展
（仁井田）

さつき展示と手入れ教室（６月） I

県中 須賀川市 880
仁井田地区文化祭
（仁井田）

一般・児童生徒作品展示と一般公開
　（１１月）

F E

県中 須賀川市 881
仁井田地区芸能発表会
（仁井田）

地区内唄、踊り、演奏等愛好者の発表
　（１２月）

F E

県中 須賀川市 882
親子社会科見学
（仁井田）

親子で春休み工場見学（３月） 10 D B

県中 須賀川市 883 ゲートボール大会（仁井田）
地区内愛好チーム対抗による大会を地区文化祭と併せて実施計画（１０
月）

50 F

県中 須賀川市 884
ファミリ-バドミントン大会
（仁井田）

地区内愛好者が親子により大会実施を計画（８月） 40 F

県中 須賀川市 885
ジュニアボランティア養成
講座（仁井田）

地域におけるボランティア活動を地域イベント等に参加することにより学
ぶ

25 A,C

県中 須賀川市 886
親子いろいろ体験講座
（大東）

自然体験や社会見学などさまざまな体験学習（５月～１０月　４０人×８
回）

320 Ｃ、Ｉ

県中 須賀川市 887 中学生教室（大東）
地区行事へのボランティア参加体験
（１２月・２月　２回）

40 A,Ｃ

県中 須賀川市 888 家庭教育講座（大東）
親子を対象とした体験講座
（４月～３月　４０人×５回）

200 Ｃ

県中 須賀川市 889
親子いろいろ体験講座
（大東）

自然体験や社会見学などさまざまな体験学習（５月～１１月　８回実施） 207 Ｃ、Ｉ
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県中 須賀川市 890 中学生教室（大東）
地区行事へのボランティア参加体験
（１２月・２月　２回実施）

30 A,Ｃ

県中 須賀川市 891 家庭教育講座（大東）
親子を対象とした体験講座
（４月～３月　５回実施）

285 Ｃ

県中 須賀川市 892
大東フレンドリークラブ
（成人教室）（大東）

成人のための教養講座
（５月～２月　１１回実施）

366 Ｉ

県中 須賀川市 893 大人の趣味講座（大東）
様々な趣味の体験講座
（７月～２月　４回実施）

48 Ｉ

県中 須賀川市 894
大東ほがらか教室
（高齢者教室）（大東）

高齢者の健康づくりと教養講座
（５月～１２月　１０回実施）

286 Ｉ

県中 須賀川市 895
マスターズクラブ
（高齢者教室）（大東）

５０代６０代向け教養講座
（７月～１２月　５回実施）

119 Ｉ

県中 須賀川市 896 さつき山野草展（大東） さつき山野草の展示（６月） 133 Ｆ
県中 須賀川市 897 菊花盆栽展（大東） 菊及び盆栽の展示（１０月） 93 Ｆ

県中 須賀川市 898
球技大会
(バレーボール)（大東）

地区バレーボール大会（５月） 56 Ｆ

県中 須賀川市 899
球技大会
(グラウンド・ゴルフ)
（大東）

個人・区対抗グラウンド・ゴルフ大会
（６月）

90 Ｆ

県中 須賀川市 900
球技大会(ソフトボール)
（大東）

地区ソフトボール大会（６月） 52 Ｆ

県中 須賀川市 901 大東地区体育祭（大東） 大東地区大運動会（１０月） 900 Ｆ
県中 須賀川市 902 ドッジボール大会（大東） チーム対抗ドッジボール大会（１２月） 173 Ｆ

県中 須賀川市 903
大東公民館フェスティバ
ル（大東）

地域住民の作品展示ほか（２月） 800 Ｆ

県中 須賀川市 904
大東地区文化のつどい
（大東）

※上記と同時開催
大東地区文化祭（２月）

800 Ｆ

県中 須賀川市 905 ふるさと歳時記（大東） 年中行事の再現、ふるさと見直し事業 147 Ｃ

県中 須賀川市 906
ガッツ！わいワイ自然塾
（長沼）

小学生４年生～6年生を対象とした自然・生活体験講座（9回、平均40人
参加）

357 Ｃ Ｃ　・Ｄ

県中 須賀川市 907
中学生ボランティア養成
講座（長沼）

ボランティア活動を主体としたリーダー養成講座(9回、平均15人参加) 135 Ａ,C

県中 須賀川市 908 成人学級（長沼）
成人を対象とした自己研鑚や生きがいづくりのための一般教養講座
（11回、平均35人参加）

347 Ｉ

県中 須賀川市 909 自然観察会(長沼）) 成人を対象とした移動自然観察会(6月) 35 Ｉ

県中 須賀川市 910 生涯学習講演会（長沼）
学校・地域を対象として著名人による
講演会

300 Ｃ

県中 須賀川市 911 寿学級（長沼）
高齢者の教養向上と生きがいづくりのための一般教養講座
（12回、平均24日参加）

282 Ｉ

県中 須賀川市 912
親子ふれあい教室
（長沼）

親子を対象とした体験講座
（8回、平均34人参加）

236 Ｃ Ｄ

県中 須賀川市 913 長沼地域文化祭（長沼）
小学生、中学生、一般愛好者による
作品展示

1,500 Ｆ

県中 須賀川市 914 書初め展（長沼）
小学生、中学生、一般愛好者による
作品展示

511 Ｆ

県中 須賀川市 915
長沼地域球技大会
（長沼）

行政区、町内会、企業、学校等によるラバーバレーボール大会 173 Ｉ

県中 須賀川市 916 メンズ料理教室(長沼) 成人男性のための料理教室 25 I

県中 須賀川市 917
ながぬま元気スポーツ
フェスティバル（長沼）

トップアスリートによる各種スポーツ体験（幼児・親子の部～高齢者の部
まで）

128 C,G D

県中 須賀川市 918
登録ボランティア派遣（世
代間交流事業）（長沼）

幼稚園児～小学生児童と高齢者との交流事業（3回） 37 A,C

県中 須賀川市 919
長沼一周駅伝競走大会
（長沼）

地域内周回コース（仮設）による駅伝競走大会 302 A,C,F

県中 須賀川市 920 芸能まつり（長沼） 文化団体連絡協議会加盟団体による芸能発表会 200 F

県中 須賀川市 921
体育振興会長杯カローリ
ング大会（長沼）

地域内カローリング愛好者を対象とした大会（2回、うち１回は高齢者対
象）

66 I

県中 須賀川市 922
体育振興会長杯ゲート
ボール大会（長沼）

加盟クラブ対抗によるゲートボール大会 15 I

県中 須賀川市 923
体育振興会長杯ラバー
バレーボール大会（長沼）

地域内愛好者による男女混合ラバーバレーボール大会 110 I

県中 須賀川市 924
歴史散策健康ウォーキン
グ大会（長沼）

ウォーキングを通して健康づくりと地域の歴史を訪ねて歩く 110 G,I

県中 須賀川市 925 少年体験セミナー（岩瀬） 小学４年生～６年生を対象に、創作活動や移動研修等を開催(７月～８月） 14 Ⅰ

県中 須賀川市 926
ジュニアボランティア養成
講座（岩瀬）

地区内中学生が、公民館事業にボランティアとして参加（７月～１２月） 15 Ａ,C

県中 須賀川市 927 夏休み映画教室（岩瀬） 映画教室を開催（７月） 250 Ｃ
県中 須賀川市 928 宇宙科学体験（岩瀬） 体験型学習施設で宇宙科学を体験する。 12 I
県中 須賀川市 929 科学字術体験（岩瀬） 体験型学習施設で科学体験学習をする。 15 I

県中 須賀川市 930
成人教室「Ｂｅフレッシュ
学級」（岩瀬）

健康・趣味・移動研修などを開催
（６月～２月）

37 Ⅰ

県中 須賀川市 931
高齢者学級「睦美学級」
（岩瀬）

６０歳以上の住民を対象に、一般教養・健康づくり・生きがいづくり・移動
研修等を開催（５月～１２月）

65 Ⅰ

県中 須賀川市 932
親子ふれあい教室
（岩瀬）

親子で楽しめる事業を開催
（１０月～２月、15組4回）

20 Ｃ

県中 須賀川市 933 生涯学習講演会（岩瀬） 著名人を講師に招き講演会を開催 230 Ⅰ Ｅ
県中 須賀川市 934 健康講座（岩瀬） 誰でも楽しくできる健康づくりとして、軽スポーツ教室を開催（３月２回） 37 Ⅰ
県中 須賀川市 935 自然探訪（岩瀬） ブナの原生林の探索 15 Ⅰ
県中 須賀川市 936 春の文化祭（岩瀬） 愛好会による作品展示及び芸能発表会（５月） 270 Ｆ

県中 須賀川市 937 秋の文化祭（岩瀬）
愛好会による作品展示及び芸能発表会、小中学生優秀作品展を展示
（１０月）

700 Ｆ Ｅ

県中 須賀川市 938
地区ジョギング・ウォーキ
ング大会（岩瀬）

ジョギング・ウォーキングを通しての健康づくり（１０月） 180 Ⅰ

県中 須賀川市 939 地区球技大会（岩瀬） ソフトボール・バレーボール・マレットゴルフ大会を開催（６月） 600 Ｆ
県中 須賀川市 940 地区体育祭（岩瀬） 地区対抗競技等を開催し、地域住民の体力向上と交流をはかる（９月） 1,800 Ｆ
県中 須賀川市 941 笠ヶ森山開き（岩瀬） うつくしま百名山の山開きを開催（５月） 230 Ⅰ
県中 田村市 942 小学生の芸術鑑賞教室 市内小学5・6年生を対象に「演劇」の鑑賞教室を開催 764 C・I
県中 田村市 943 中学生の芸術鑑賞教室 市内中学2年生を対象に「古典芸能」の鑑賞教室を開催 394 C・I
県中 田村市 944 芸術文化団体活動支援 市内の芸術文化団体の育成・活動支援及び文化協会への補助 G
県中 田村市 945 歴史民俗資料館事業 お茶会、縄もじり、もちつき、団子さしを開催 231 G・H

県中 田村市 946
第25回市町村対抗福島
県縦断駅伝大会への参

ふくしま駅伝に田村市チームとして参加 60 F B

県中 田村市 947 社会体育団体の育成 田村市体育協会、田村市スポーツ少年団への育成、補助 G・H

県中 田村市 948
全国高等学校駅伝競走
大会への参加

全国高等学校駅伝競走大会の予選会 726 F E

県中 田村市 949
震災復興支援市民ふれ
あい卓球教室

市内小・中学生及び卓球愛好者を対象とした卓球教室を開催 100 F
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県中 田村市 950 少年の主張田村市大会 市内小・中学生が自らの主張作文を発表 180 A・C
県中 田村市 951 田村市成人式 成人者を祝福し成人としての自覚を養う 406 A・C

県中 田村市 952
放課後子ども教室推進事
業(滝根町）

放課後の学校施設を利用し、地域に住む大人が指導者として、安全安
心に過ごせる居場所づくりを提供

6,313 C

県中 田村市 953 滝根町市民ハイキング 自然の景観を楽しみながら、市民の健康増進を図る 47 G

県中 田村市 954
行政区対抗家庭バレー
ボール及びソフトボール
大会

スポーツをとおして、地域住民の体力づくりと相互の親睦を深め、行政
区内の連帯性を融和を図る

380 I

県中 田村市 955
あぶくま洞大多鬼丸旗争
奪児童ソフトボール大会

県内外の児童ソフトボールチームを招集し、未来を担う子どもたちが学
童ソフトボールをとおして、体力増進と規律及び協調性を養うとともに、
地域を越えた青少年相互の親睦を図り、青少年健全育成に寄与するこ

1,685 C B

県中 田村市 956
田村市滝根町星の村文
化まつり

文化・福祉・産業の各部門を一体とし、星の村文化まつりを実施 2,618 F B

県中 田村市 957 花いっぱい運動
地域の環境美化運動を通じ、子どもたちの社会参加と健全育成を促進
する。また、心豊かな青少年を育むため花いっぱい運動を展開する

800 C

県中 田村市 958
高齢者学級「あぶくま大
学」

高齢者が豊かな人生経験のうえに、新たな知識と技術を積み重ね、健
康で活力に満ちた生活を創造してゆくことが出来るよう、自主的に学習
する機会・場を提供することを目的とする

232 I

県中 田村市 959 生涯学習セミナー
滝根地域住民を対象に、住民の多様な要請に即した学習の機会を提供
する。ＰＰバンド教室、ハーブクッキング教室、年越し　そば打ち教室、節
分料理教室、手打ちうどんづくり教室を実施

106 I

県中 田村市 960 家庭教育学級
心身ともに健康な子どもの育成を図るため、家庭のあり方などの学習を
とおし、明るい楽しい家庭づくりをする

281 C

県中 田村市 961 家庭教育学級
家庭がほらいはたす役割を見つめ直す機会となるよう、保護者に家庭で
できるよう子育てに関する学習機会を提供し、家庭教育における環境の
充実を図る

384 C

県中 田村市 962
のびのびチャレンジス
クール

学校週五日制を視野に入れ、体験活動・交流等の緒活動により青少年
の創造性や可能性を育成するための環境整備を促進する

234 C

県中 田村市 963 花いっぱい運動
地域の環境美化運動を通じ、子ども達の社会参加と健全育成を促進す
る。また、心豊かな青少年をいく育むために花いっぱい運動を展開する

600 C

県中 田村市 964 女性学級
体験学習や社会参加を通じ、女性としての資質や能力を高め、心豊か
な明るい家庭を築き、女性の生涯学習に取り組み、地域活動に積極的
に参加することを目的とする

203 I

県中 田村市 965 ふれあい学級
高齢化社会の中、自ら学習意欲を持ち社会変化に対応する知識と教養
を身につけ、また、学級生間の交流を通じて、仲間つくりと社会参加を目

250 I

県中 田村市 966 おはなし会
子どもの活字離れが問題視される中、読み聞かせを通し親子（幼児）で
絵本の楽しさを知ることで読書の重要性及び習慣性を認識啓発する

665 C

県中 田村市 967 大越町文化祭 市民文化の向上及び芸術文化の振興を図ることを目的とする 2,100 F
県中 田村市 968 文化財めぐり 県内の遺跡・城跡などを散策し、当時の歴史を辿る 40 I
県中 田村市 969 歴史講演会 先人が歩んだ歴史を理解する 100 I
県中 田村市 970 芸術鑑賞会 芸術の名作等を鑑賞し、教養を深める 17 I

県中 田村市 971 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｪｽﾀ in 大越
オリンピアの指導による水泳教室を開催し、青少年の体力と技術の向上
を図る

80 C B

県中 田村市 972 区スポーツ大会
各行政区において運動会等を行い、健康維持と体力増進を図り、地域
住民の親睦を深める。

1,073 F

県中 田村市 973 町民登山 町民の健康の意識を高める 7 G
県中 田村市 974 町民ウォーキング教室 町民の健康の意識を高める 32 G A
県中 田村市 975 少年の主張都路地区大会 小学校が一堂に会し予選会を行い、最優秀賞を決め市の大会に出場 113 A・C E

県中 田村市 976
演劇鑑賞「泣いた赤お
に」・「走れメロス」

演劇鑑賞を通して生の舞台を鑑賞 400 C・G A

県中 田村市 977
青少年教室（チャレンジ
教室）

都路町内の児童を対象に、学校生活とは違った様々な体験に触れさ
せ、豊かな心や生きる力を育むとともにチャレンジ精神を養い、自発性・
創造性・思いやりの心・協調性を考え、義務と責任の大切さを理解させ

76 A・I C・E

県中 田村市 978 高齢者学級（福寿草大学） 65歳以上の町民を対象に年7回の講座を実施 228 B・F・I A・E

県中 田村市 979 家庭教育学級
都路管内小学校、中学校、こども園のPTAを対象に、各学校で教育講演
会等を実施。

120 C・D

県中 田村市 980 成人講座
常葉町と合同で実施。成人を対象として健康や心の癒しのためヨガ教室
やパティシエの指導のもとお菓子作りを実施

81 G・I A・E

県中 田村市 981
図書館分館出張
「おはなし会」

子供たちの読書の習慣作り、創造力の創出のため、避難先への定期的
出張おはなし会を担当者とボランティアで実施。

607 C・I

県中 田村市 982 文化祭
日ごろの学習の成果等の発表のため町民全体が参加して文化祭を実
施、出品数は760点

265 F・G

県中 田村市 983 文化発表会
合唱や踊りや民謡・歌謡、民話そして師範の方々の模範演技等を実施
し日ごろの練習の成果を発表

120 F・G

県中 田村市 984 各種スポーツ大会 ボウリング大会を実施し参加者相互の交流を深め汗を流した 75 F・I

県中 田村市 985
都路町スポーツ少年団体
験活動事業

都路ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ杯争奪ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会及びバレーボール大会が今年度も
中止となり、夏休みにプールが利用できなかったことから、思い切り水泳
体験ができるよう、リステル猪苗代でプール＆クアハウスを体験し、両団
の交流を図った

58 A

県中 田村市 986 ウォーキング教室
町民の健康と体力増進のため春、秋開催。春は常葉公民館と、秋は大
越公民館と合同実施

45 I E

県中 田村市 987
青少年健全育成会議「少
年の主張田村市常葉支
部大会」

文化の館ときわにおいて、町内小学校の選抜2名の計6名の発表で予選
会を行い最優秀賞者を決める。市の大会には小学生の部の最優秀賞
者と中学生１名学校推薦者が出場する。

70 A・C

県中 田村市 988
放課後子どもプラン推進
事業(常葉地域)

放課後子ども教室「めだかの学校」は、放課後に安全安心な子どもの活
動活動場所を確保するとともに、地域の方々の参画を得て地域住民と
の交流活動を実施、常葉町内2小学校

140 C

県中 田村市 989
社会教育団体の育成支
援(常葉地域)

学習ボランティアの育成　、体験活動・スポーツ・図書・安全・環境整備・
イベント・その他ボランティア

1,615 A・C

県中 田村市 990 学校支援地域本部事業
常葉中学校区(小学校3校、中学校1校)において、学習支援、体験活動
支援、部活動支援、環境整備支援

445 A・C B

県中 田村市 991
社会体育団体の育成支
援(常葉地域)

常葉地域の市体育協会加盟団体１2団体・市スポーツ少年団７団体への
育成補助

800 A・C B

県中 田村市 992 アソベンチャークラブ
常葉管内小学3～6年生(登録者39名)を対象に開講式、勾玉作り、かま
ぼこ作り、蒔絵体験、ニュースポーツ、移動教室、文化祭展示出品、クリ
スマス会、スケート教室、など、年間8回実施

224 C・I

県中 田村市 993 セカンドスクール
管内小学生親子等を対象にグラスペイント教室、親子料理教室(食育)な
ど、年２回実施

30 C・I

県中 田村市 994 家庭教育学級 常葉町管内幼小中学校PTAを対象として家庭教育学級を5校で開催 400 F

県中 田村市 995 環境浄化運動
8/4に常葉管内小中学生、地区住民共同で地区内のゴミひろいなど環境
整備を行う

500 G

県中 田村市 996 高齢者学級(寿学級)
常葉管内65歳以上(登録者35名)を対象に、開講式・移動教室、健康体
操教室、マナー教室、工作教室、工場見学、閉講式・芸術鑑賞など6回

105 G・H

県中 田村市 997 女性学級
常葉管内一般女性（登録者37名）を対象に、開講式・料理教室、移動学
習、芸術鑑賞教室、からむし織体験教室、美術鑑賞教室、運動教室・閉
講式など6回実施

97 G・H
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県中 田村市 998 成人講座
常葉管内一般成人を対象に、ヨガ・絵手紙・干支ちぎり絵・手作りウイン
ナー・スポーツ吹き矢・生け花教室・講演会を成人学級として24回開催

241 C・F・G

県中 田村市 999 常葉町文化祭
10/26～10/27、公民館、文化の館を会場に文化協会加盟団体、学級
生、一般の作品展示会

1,000 F

県中 田村市 1000 常葉町芸能祭
3/1常葉公民館において文化協会常葉支部14団体の民謡・舞踊、ダンス
等の発表会

400 F

県中 田村市 1001
青少年健全育成市民会
議常葉支部演劇教室

8/10常葉体育館において都路支部と共同開催の演劇鑑賞教室 350 I

県中 田村市 1002 ハイキング・登山
公民館主催によるハイキング。６月春のハイキング（都路と共同開催）と
して郡山市：銚子ケ滝、９月秋の登山として郡山市：大将旗山・額取山2

60 I

県中 田村市 1003 常葉町地区体育祭 常葉管内16地区において地区体育祭を実施 1,246 C
県中 田村市 1004 ビートル駅伝大会 11/3、常葉町内小中・一般を対象として駅伝大会を開催、60チームが参加 622 F

県中 田村市 1005
かぶと虫杯少年サッカー
大会

7/13～14田村市陸上競技場においてスポーツ少年団による少年サッ
カー大会を開催、12チームの参加

200 F

県中 田村市 1006
かぶと虫杯少年ソフト
ボール大会

10/27常葉運動場においてスポーツ少年団による少年ソフトボール大会
を実施、17チームの参加

170 I

県中 田村市 1007
かぶと虫杯少年バレー
ボール大会

8/11常葉体育館、常葉小体育館でスポーツ少年団によるバレーボール
大会を開催、14チームの参加

200 F

県中 田村市 1008
かぶと虫杯少年学童野
球大会

9/28～29常葉運動場においてスポーツ少年団による野球大会を開催、
12チームの参加

230 F

県中 田村市 1009
かぶと虫杯少年ミニバス
ケットボール大会

8/17～18田村市総合体育館において、スポーツ少年団によるミニバス
ケットボール大会、男子9チーム、女子12チームの参加

340 F

県中 田村市 1010
放課後子ども教室推進事
業（船引町）

放課後の学校施設を利用して、地域に住む大人が指導員として安全安
心に過ごせる居場所づくりを提供

39,599 C

県中 田村市 1011
少年の主張大会船引支
部大会

小学生が実体験などを通して得た自らの考えや将来の夢を発表（６月） 280 C

県中 田村市 1012 女性学級 女性に社会生活・家庭生活・趣味・文化等の充実を図る学習の場を提供する 255 I

県中 田村市 1013 生涯学習スクール
住民の多様な要請に即した学習の機会を提供する。ハイキング教室、男
快の世代教室、スポーツ＆カルチャーDAYの３教室を実施

154 I

県中 田村市 1014 幸せのつどい
高齢者に対し、健康・安心・趣味・文化・生きがい等に関する学習の場を
提供し、安らぎのある充実した社会生活を営む意欲を高める

1,449 I

県中 田村市 1015 親子レクリェーション大会
親と子がスポーツやレクリェーションを通じ、相互にふれあい、楽しむ中
から親子関係を一層深めると共に、明るい家庭生活・社会生活づくりの

628 C

県中 田村市 1016 田村市船引地区文化祭
市民の文化活動の成果を発表する機会を提供するとともに、文化の振
興を図る

4,000 F

県中 田村市 1017
船引地区家庭バレーボー
ル・ソフトボール大会

一般男性・女性層に対し、スポーツに親しむ機会を提供し、相互の親睦
と連帯を深め、健康で明るい地域づくりの一環として行い、その推進を図

1,733 I

県中 田村市 1018
家庭バレーボール・ソフト
ボール中央大会

一般男性・女性層に対し、スポーツに親しむ機会を提供し、相互の親睦
と連帯を深め、健康で明るい地域づくりの一環として行い、その推進を図

264 I

県中 田村市 1019
船引町秋のウォーキング
大会

明るく豊かなまちづくりを推進するため、地域住民の親睦と融和を深める
とともに健康増進と連帯意識の高揚を図る

157 I

県中 田村市 1020
第３３回田村富士ロード
レース大会

走ることに対する関心を高め、競技人口の拡大を図ることにより、長距
離選手の育成強化と躍進する田村市を広くアピールすることを目的とす

1,454 I

県中 田村市 1021 家庭教育学級
家庭の役割を見つめ直す機会となるよう、保護者に子育てに関する学習
機会を提供し、家庭教育における環境の重質を図る

1,857 C

県中 田村市 1022 おはなし会 読み聞かせを通し絵本の楽しさを知ることで読書習慣を啓発 1,059 C

県中 鏡石町 1023 ガーデニング講座
町民がガーデニングへの造詣を深め、より美しい庭づくり、まちづくりへ
の意識を高めるため講座を実施した。（年４回　６月～１１月）

37 Ａ

県中 鏡石町 1024 野菜人づくり講座
土づくりから野菜の栽培までの知識や技術を習得するための講座を実
施した。
（年５回　９月～１１月）

29 Ａ

県中 鏡石町 1025 アドベンチャークラブ
青少年教室として、様々な体験をとおして、子どもたちの社会性を養うこ
とを目的に実施した。（年９回　６月～３月）

444 Ａ

県中 鏡石町 1026 いきいき学級 高齢者の生きがいづくり等を目的に実施した。（年７回　５月～１月） 521 Ｉ

県中 鏡石町 1027 ジョイフルライフ講座
女性を対象に体験学習や社会参画をとおして、自己研鑽を図り、豊かな
人間性を養うことを目的に実施した。（年８回　５月～１月）

175 Ｉ

県中 鏡石町 1028 大人の講座「男性専科」
男性を対象に種々の体験教室・講座等の学習の場を提供するため実施
した。

51 Ｉ

県中 鏡石町 1029 初夏の文化祭 大会部門、展示部門、美術展等を実施した。 309 Ｆ
県中 鏡石町 1030 秋の文化祭 展示部門、大会部門、文化芸能祭等を実施した。 1,074 Ｆ

県中 鏡石町 1031 文化講演会
創造性豊かで文化的な町民意識の高揚を図ることを目的に実施した。
（１０月）

363 Ｉ Ｂ 〇

県中 鏡石町 1032 駅伝・ロードレース大会
「走る」ことによる健康づくりの推進と、体力の向上を目的に町民が気軽
に参加できる大会として実施した。（１１月）

1,040 Ｆ Ｅ 〇

県中 天栄村 1033
平成２５年度
成人式、１／２成人式

村内の新成人を祝うと同時に、満１０歳を迎える小学４年生の１／２成人
も祝う。（８月）

110 I

県中 天栄村 1034
第２８回羽鳥湖畔マラソン
大会

初秋の爽やかな羽鳥湖畔を県内外から訪れたランナーたちが力を競い
合う。（９月）

1,300 I

県中 天栄村 1035 家庭劇場
情操教育の一環として村内の園児・小学生に演劇を演劇を鑑賞する機
会を設ける。（９月）

500 C

県中 天栄村 1036 第４９回天栄村文化祭
文化祭、文化講演会、健康祭、産業祭、スポーツフェスティバルが融合し
た、村を元気にするイベント。（１０～１１月）

3,000 Ｆ

県中 天栄村 1037 立志式
１４歳を迎える中学２年生を対象に、これから大人になっていく自分を見
つめ直す機会とする。（２月）

60 C

県中 天栄村 1038 寿大学
６０歳以上の村民を対象に、生涯を通しての”学び”の機会を提供する。
（４月～１２月×５０人）

400 G

県中 天栄村 1039 成人学級
２０歳以上の村民を対象に、生涯を通しての”学び”の機会を提供する。
（５月～１２月×４０）

280 G

県中 天栄村 1040 パソコン講座
エクセルやワードなど普段の生活の中で使える知識を習得することがで
きる。（６月　１６回×１０人）

160 G

県中 天栄村 1041 スキー・スノーボード教室
村内の２つのスキー場を利用して、小学生を対象にスキー・スノーボード
教室を実施（１、２月×２０人）

40 I

県中 天栄村 1042 歴史学び～教室
村内の小学５年生を対象に、村文化財審議員を講師に招いて、生まれ
育った地元の歴史や文化を学ぶ機会を設ける。（７月）

60 C

県中 天栄村 1043 てんえい歴史講座 天栄村に伝わる歴史などを講師を招き、歴史についてを学ぶ。（３月） 30 G

県中 天栄村 1044 俳句講座
日本を代表する文芸の一つ「俳句」の講座を初心者向けに実施。（２月
～３月　４回×１５人）

60 I

県中 天栄村 1045 「天栄学」入門講座
村の自然、歴史、文化、産業などを、机上だけでなく、現地に赴き学習を
する。（６月～１１月×２０人）

120 G

県中 石川町 1046
子育てサポーター養成研
修会

子育て・育児を学びながら人材を養成するとともに、子育て不安や育児
に悩む親への支援づくり

100 Ｃ Ｅ

県中 石川町 1047 第１４回子育て講演会 家庭教育の在り方、地域における子育てのあり方についての講演会の実施 150 Ｃ Ｅ
県中 石川町 1048 活き生きライフ講座 心身ともに健康で人生を快適に送れることを学ぶ 120 Ｉ
県中 石川町 1049 総合文化祭 公民館等利用者による各種作品の展示及び囲碁・俳句大会等 1,300 Ｆ
県中 石川町 1050 芸能祭 町内の芸能グループが集い芸能祭を実施 200 Ｆ
県中 石川町 1051 音楽祭 町内の音楽グループが集い、音楽祭を実施 200 Ｆ
県中 石川町 1052 石川町少年の主張大会 小・中・高校生が日頃考えていることをテーマに発表会を開催 200 Ｃ・Ｆ Ｅ
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県中 石川町 1053 英国文化体験教室 学習・遊びを通して児童・生徒の国際性の素地を培う（３日間） 50 Ｅ Ｂ
県中 石川町 1054 成人式 成人を祝い励ますために式典を実施 165 Ｉ Ｅ

県中 石川町 1055
おじいちゃんおばあちゃ
んへの手紙コンクール

命の根源と大切さを強く認識させ、家族愛を一層確かなものにするため
に実施

1,300 Ｃ Ｅ

県中 石川町 1056
ぼくもわたしもチャレン
ジャー

小学3～6年生を対象に、登山や鉱物教室等の各種体験活動を中心とし
た講座

300 Ａ・Ｄ Ｃ

県中 石川町 1057 子ども図書事業
公民館図書室において幼児とその保護者を対象にした絵本の読み聞か
せ等を実施

150 Ｉ Ｂ

県中 玉川村 1058 村民文化祭 菊花展、山野草展、書道展、写真展、幼児・児童作品展、老人作品展 2,600 F
県中 玉川村 1059 花いっぱい運動 村内の各種団体が参加し地域のため協働意識高揚のため 1,112 A
県中 玉川村 1060 さわやか女性教室 より広い視野と意識を持つ生き生きとした女性の育成につとめる 53 G
県中 玉川村 1061 男の講座 男性の生涯学習の場の提供 10 B
県中 玉川村 1062 ステンドグラス教室 住民の多様なニーズに即した趣味教養講座 8 I
県中 玉川村 1063 写経教室 住民の多様なニーズに即した趣味教養講座 12 I

県中 玉川村 1064 高齢者教室
生きがいを持ち地域社会への参加活動への参加活動を促進させる学習
機会への提供

449 I

県中 玉川村 1065 ゴルフ教室 青年から４０代を対象に生涯スポーツの場の提供 83 B
県中 玉川村 1066 地区女性団体出前教室 地域女性団体の活性化のため地域の要望により出前講座を開催する 115 A
県中 玉川村 1067 たまかわスポーツフェスタ 村民の体力向上と交流のため、各種目において楽しみ融和を図る体育祭 210 G
県中 玉川村 1068 親子教室 親子で体験を共有し、ふれあいの場の提供 4 C

県中 玉川村 1069 ニュースポーツ教室
村民の体力向上と交流のため、新しい楽しめるスポーツの体験と村民
間の融和を図るため開催する

11 B

県中 玉川村 1070 園芸教室 住民の多様なニーズに即した趣味教養講座 40 I
県中 平田村 1071 かるがも学級 親子の共同学習（年5回8月～2月） 117 I
県中 平田村 1072 たけのこ教室 小学生のリーダー養成（年8回5月～12月） 303 A

県中 平田村 1073
ジャンガラ念仏踊り子ども
教室

伝承文化伝承子ども教室（年10回9月～11月） 120 I ○

県中 平田村 1074 菅布袮太鼓子ども教室 伝承文化伝承子ども教室（年10回6月～10月） 286 I ○
県中 平田村 1075 子ども映画会 夏休み・冬休み・春休み等を利用し映画上映（年6回7月～3月） 158 I
県中 平田村 1076 家庭教育支援推進事業 家庭でのしつけ等学習の機会と訪問型相談対応・保護者の交流 926 C
県中 平田村 1077 レディースセミナー 女性リーダーの育成（年8回6月～12月） 131 A
県中 平田村 1078 ハーモニー教室 学級生相互の交流を図る趣味の教室（年13回4月～10月） 215 I
県中 平田村 1079 クラフト教室 世界で1つだけの手作り作品趣味の教室（年5回12月～2月） 105 I
県中 平田村 1080 つけもの教室 村内講師を迎え、美味しい漬物づくりを学ぶ（年3回11月） 39 I
県中 平田村 1081 文化講演会 著名人を迎えての講演会（11月） 311 G
県中 平田村 1082 文化祭 村民の作品展示・婦人・老人芸能祭・農作物品評会 3,418 F
県中 平田村 1083 押し花教室 女性趣味の会（年8回6月～10月） 73 I
県中 平田村 1084 地域教養講座 手芸教室の開催（2回9月～10月） 27 I

県中 浅川町 1085 子育て講座
子どもを持つ親に対して、子育て講座を実施乳幼児・思春期・就学児検
診時の子育て講座(１回実施「乳幼児」)

441 C E

県中 浅川町 1086 ボランティア推進活動
現役時代に培った知識をスキルアップし本の読み聞かせの学習会(月１
回)を実施しながら町内の公民館・学校・保育所・福祉施設で実施

340 C

県中 浅川町 1087 スマイルレデイー講座
女性の役割と主体的な生き方について学習し地位の向上を図る講座を
実施

122 I

県中 浅川町 1088 チャレンジ少年教室
子ども達の豊かな人間性を養い学校外活動を通して子供たちに体験学
習を実施(田植・キャンプ・スケート)(６月～２月まで８回実施)

283 C

県中 浅川町 1089 みそ汁大学 潤いある老後の生活、感じる事業の実施(６～１２月まで8回) 277 G

県中 浅川町 1090 さつき・野草展
盆栽愛好会を主に町内の愛好者による展示会を実施。  (６月　　２日間)

180 I

県中 浅川町 1091 陶芸教室
陶芸を通して自分でつくる喜びと仲間づくりの講座を実施(６・７・８・９・１
０月　１０回)

65 I

県中 浅川町 1092 花いっぱい運動
町民総ぐるみで実施し環境の美化を図る運動を実施(各行政区及び老
人クラブ)

150 B

県中 浅川町 1093 スポーツ大会 バレー・ソフト大会の実施(６月７月１２月)３回 700 G
県中 浅川町 1094 花火の里ロードレース大会 子どもから大人まで誰でも気軽に参加できるロードレース大会を実施 1,000 F 〇

県中 浅川町 1095 青少年育成会
地域・学校・家庭がそれぞれの役割を連携し青少年の育成事業を実施
(７･８･１０･１１･１２･１･３月　各地域で実施)

1,000 C

県中 浅川町 1096 籐工芸教室
女性を対象に新しい仲間づくりと物をつくる喜びを味わう講座を実施９月
～１０月　６回

107 I

県中 浅川町 1097 芸能祭 公民館利用団体が集い、日頃練習した成果を町民に発表した(１１月) 150 F
県中 浅川町 1098 総合文化祭 公民館及び長部局において実施　　(１１月) 1,800 F B・E
県中 浅川町 1099 ハーブ教室 ハーブの栽培方法、各種利用方法を学ぶ 150 I
県中 古殿町 1100 家庭教育学級 家庭教育の在り方 2,000 C
県中 古殿町 1101 家庭劇場 芸術鑑賞により豊かな家庭づくりと地域文化の振興に資する。 300 C
県中 古殿町 1102 芸術文化発表会 学習成果の発展・展示 1,800 F・1

県中 古殿町 1103
特別社会教育指導員設
置事業

国際理解 15,000 G・E

県中 古殿町 1104 うつくしまボランティア事業 小・中学校の地域ボランティア活動 500 B
県中 古殿町 1105 高齢者学級「ことぶき学級」 ６０歳～７０歳程度の方の生きがいづくりや軽スポーツ、健康学習など 300 I
県中 古殿町 1106 高齢者学級「寿大学」 ７０歳以上の方の生きがいづくりや軽スポーツ、健康学習など 270 I
県中 古殿町 1107 クラフトセミナー 陶芸,、藍染、ポップアップカード作りなどの手作りを楽しむ 50 I
県中 古殿町 1108 アロマテラピー教室 アロマテラピーの基礎知識を習得し、季節のアロマ用品を作る 72 I
県中 古殿町 1109 さわやか自然塾 ハイキングを通して自然観察と健康づくり、山歩きの楽しさを学ぶ 32 I
県中 古殿町 1110 歴史教室 町内外の歴史を学び、文化の保存伝承に努める 150 F・I・H
県中 古殿町 1111 英会話教室 日常会話を学び、国際交流を図る 372 D・I
県中 古殿町 1112 パソコン教室 初級者からのパソコン操作や目的に応じた操作の習得 65 H
県中 古殿町 1113 着物着付け教室 着物の着付け方を学ぶ 27 I
県中 古殿町 1114 文化芸術鑑賞 一流の芸術を直接鑑賞する 44 I

県中 古殿町 1115 親子ふれあい事業
親子料理教室、星空教室、馬とふれあい教室などの子供が健やかに育
つ教室

150 I D

県中 古殿町 1116
子育て支援事業親子交
流会

食育に関する体験学習を通した子育てする家庭同士の交流 10 I

県中 古殿町 1117 スキー・スノーボード教室 ウィンタースポーツに親しみ、参加者同士の親睦を図る 27 I
県中 古殿町 1118 ゴルフ教室 ゴルフの基礎を学び、参加者同士の親睦を図る。 250 I
県中 古殿町 1119 シルバープール大学 温水プール浴で健康の維持増進を図る 203 I
県中 古殿町 1120 一般水泳教室 水泳の基礎を学ぶ 67 I
県中 古殿町 1121 プール大学 温水プール浴で健康の維持増進を図る 541 I
県中 三春町 1122 まほらっこ教室 放課後子どもプラン推進事業により、放課後児童の安心・安全な居場所つくり 350 CF AB

県中 三春町 1123 学校支援地域本部事業
地域の人材を学校現場に活用し、教師の負担軽減と地域の学習能力の
向上　　　　　　４校取組み

400 CF AB

県中 三春町 1124 家庭教育学級
幼児期・小学期・中学期等の成長期に合わせた親子の悩みや問題解
決・コミュニケーション方法の講座

1,200 C D

県中 三春町 1125
森と湖に親しむ
さくら湖自然教室

三春ダムさくら湖周辺において昆虫・水生生物等の観察会
60 ACF BDE

県中 三春町 1126
さくら湖自然環境フォーラ
ム

自然環境の変化の推移における自然の重要性を再認識する。講演会、
パネルディスカッション等

200 ACFH BDE
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県中 三春町 1127 ステーション祭 自然観察体験事業 80 CF B

県中 三春町 1128
町民ソフトボール・家庭バ
レーボール大会

町内各地区対抗でソフトボール・家庭バレーボール競技を開催
430 FI B

県中 三春町 1129 うつくしまみずウォーク 楽々コース、１０kmコース、２０kmコースに分かれて開催 1,792 FI B
県中 三春町 1130 町民スキー教室 スキー技術の習得のため開催 35 I

県中 三春町 1131
春季特別展・夏季企画
展・秋季企画展

「講所から学校へ」「三春ARTS&CRAFTS×馬」「和算家・助川音松」
2,364 HI BD

県中 三春町 1132 図書館フェスティバル 秋の読書週間に読書意欲と関心の高揚を目的に実施 250 I B

県中 三春町 1133
中央児童クラブ・岩江児
童クラブ・御木沢児童クラ

子どもの自主的活動体験を豊かにするための事業を年間を通して実施
112 C B

県中 三春町 1134 さくら湖マラソン大会 三春ダムさくら湖周辺で１６部門に分かれて開催 1,270 FI B

県中 三春町 1135
津軽三味線
脩一郎＆大地

交流館自主事業
357 I B

県中 三春町 1136 小椋佳「歌紡ぎの会」 交流館自主事業 426 I B

県中 三春町 1137
「夏の雲は忘れない」ヒロ
シマ・ナガサキ１９４５年

交流館自主事業
296 I B

県中 三春町 1138
宮川彬良「未来の音楽授
業！アキラ塾」

交流館自主事業
316 I B

県中 三春町 1139
ニューイヤーコンサート２
０１４

交流館自主事業
718 I B

県中 三春町 1140 文化祭 文化芸術事業の推進 6,007 F B

県中 三春町 1141 歴史講座
三春の伝説・三春の歴史等についての講座を実施（６月～１２月　２０人
×７回）

90 I B

県中 三春町 1142 東誠三ピアノリサイタル 交流館自主事業 291 I B
県中 小野町 1143 少年の主張大会 中学生を対象とした少年の主張（作文コンクール）７月 340 Ｃ

県中 小野町 1144 書きぞめ大会
小・中学生を対象とした書きぞめ大会
１月

110 Ｃ

県中 小野町 1145
サマーキャンプ中学生の
翼

国際交流と語学研修を目的に、町内の中学２年生を対象としたアメリカ
研修。７～８月の１２日間

11 Ｉ

県中 小野町 1146 英会話教室
町民を対象とした英会話教室（初級コース：昼・夜）（中級コース：昼・夜）
（シニアコース(60歳以上)

270 ＧＩ

県中 小野町 1147 寿大学 ６５歳以上を対象とした高齢者学級（２００人×８回） 1,600 ＧＩ
県中 小野町 1148 パソコン教室 基礎コース・応用コースのクラス別講座 600 Ｅ

県中 小野町 1149 写真教室
写真の撮影術に関する講習
　（20名×7回）

140 ＧＩ

県中 小野町 1150
小町ふれあいフェスタ
（産業祭・文化祭）

町民の作品展示発表など
１１月

14,000 Ｆ E

県中 小野町 1151 成人式
成人式式典
１月

130 Ｉ

県中 小野町 1152 スプリングフェスティバル 生涯学習施設を利用して活動する各種団体の合同発表会と交流機会
の拡充

300 Ｆ
県中 小野町 1153 俳句教室 俳句の創作について学習 50 ＧＩ
県中 小野町 1154 手話教室 手話について学習 30 ＧＩ

県中 小野町 1155 サマーEnglishくらぶ
小学生高学年を対象とした、英会話体験講座（英語を使ってのゲームや
言葉あそび、各種体験を実施）

120 C

県中 小野町 1156
元気発信！！
笑顔と憩いの広場事業

①シンボルツリーイルミネーション点灯式
②シンボルツリーイルミネーション点灯記念ハンドベルミニコンサート

100 G・I

県中 小野町 1157
震災復興国立科学博物
館ｺﾗﾎﾞミュージアムinお

国立科学博物館所蔵の恐竜の骨格標本等を展示
（10/4～11/4)

2,904 G

県中 小野町 1158 土器づくり体験講座 小学生を対象と土器作り実施　（6/15） 30 C・G
県中 小野町 1159 科学工作教室 小学生を対象とした科学工作を実施　(8/7) 20 C・G

県中 小野町 1160 子ども図書館講座
小学生を対象とした図書館の仕事を体験する講座
（５月・７月・９月・１月・２月）２０人×５回

100 C・G

県中 小野町 1161 こどもの日おたのしみ会 小学生を対象の読み聞かせと工作　（５月） 15 C
県中 小野町 1162 たなばたおたのしみ会 小学生を対象の読み聞かせと工作　（７月） 15 C
県中 小野町 1163 お月見会 小学生を対象に月見だんご作り　（９月） 20 C
県中 小野町 1164 クリスマスおたのしみ会 小学生を対象の読み聞かせと音楽演奏　（１２月） 20 C・G
県中 小野町 1165 むかしあそびであそぼう 小学生を対象としたカルタ大会と節分の豆まき　（１月） 20 C・G

県中 小野町 1166 ちびっこおはなし会
未就学児と保護者を対象とした読み聞かせ事業
（５月～２月まで毎月１回　計１０回）

10 C

県中 小野町 1167 小学生おはなし会
小学生を対象とした読み聞かせ事業
（５月～２月まで毎月１回　計１０回）

5 C

県中 小野町 1168 小学生水泳教室 小学３～６年生対象（７月・４０人×５回） 184 I
県中 小野町 1169 親子水泳教室 小学１、２年生と保護者（８月・１３人×５回） 65 I

県中 小野町 1170
町民ふれあいスキー・ス
ノボー教室

町民を対象にしたスキー・スノーボード教室（２月）
30 I

県中 小野町 1171
行政区対抗壮年ソフト
ボール・家庭バレーボー

町民を対象にした壮年ソフトボール・家庭バレーボール大会（６月）
542 F

県中 小野町 1172 小学生水泳大会 町内小学生の水泳大会（７月） 360 F
県中 小野町 1173 健康づくり教室 町民を対象、運動器具を使用した健康づくり教室（７月～１２月　６回） 71 I
県中 小野町 1174 町民グラウンドゴルフ大会 町民を対象にしたグラウンドゴルフ大会（９月） 285 F

県中 小野町 1175
こまち湖健康ウォーク・マ
ラソン大会

こまちダムにてウォーク・マラソン大会（１０月） 71 FI

県中 小野町 1176 町長杯武道大会 町民を対象にした剣道、柔道大会（１２月） 91 F

県中 小野町 1177
ビーチバレーボール行政
区親善交歓会

町内４０歳以上の女性を対象としたビーチバレーボール大会（２月） 67 F

県中 小野町 1178 室内ゲートボール大会 町民を対象としたゲートボール大会（２月） 79 F

県南 白河市 1179 家庭教育学級
家庭教育の推進を図る。市内の全ての保育園、幼稚園、小学校、中学
校で実施。

7,026 C

県南 白河市 1180 白河英会話教室 英会話教室を通した国際理解 45 I 〇

県南 白河市 1181
白河市幼小中高PTAの
集い

教育上の問題を研修会等を通し、解決を目指す 318 C

県南 白河市 1182
白河市青少年健全育成
推進大会

功労者表彰、少年の主張発表 878 F

県南 白河市 1183
福島県少年センター連絡
協議会研修会

少年補導員の資質を高める研修 44 A A

県南 白河市 1184 白河市出前講座 市民の学習支援 1,024 I

県南 白河市 1185
『市民共学』バイキング講
座

市民ボランティアによる講座 532 F C

県南 白河市 1186 文化財巡り 文化財巡り 0 I

県南 白河市 1187
福島大学白河サテライト
教室

福島大学の教師陣による教室 63 G D

県南 白河市 1188 キッズシアター 演劇鑑賞教室 2,367 I
県南 白河市 1189 白河地域成人式 成人を祝福し、成人としての自覚を養う 416 I
県南 白河市 1190 表郷地域　成人式 成人を祝福し、成人としての自覚を養う 78 I
県南 白河市 1191 大信地域　成人式 成人を祝福し、成人としての自覚を養う 38 I
県南 白河市 1192 東地域　成人式 成人を祝福し、成人としての自覚を養う 67 I
県南 白河市 1193 しらかわ駅伝競走大会 高校生以上の駅伝大会 2,600 I
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県南 白河市 1194 スポーツフェスティバル ニュースポーツのギネスに挑戦する 500 I
県南 白河市 1195 スポーツ教室 ジュニアトランポリン、ジュニアボルダリング、ヨガなど 367 I
県南 白河市 1196 市民総合体育大会 市民による総合体育大会 1,305 I
県南 白河市 1197 体育館無料開放 スポーツの振興 435 F
県南 白河市 1198 生涯学習講演会 講演会 70 F
県南 白河市 1199 白河総合美術展覧会 高校生・一般より日本画・洋画・彫塑工芸・書・写真作品を公募し、展覧した。 1,100 F

県南 白河市 1200 しらかわ音楽の祭典
第１部「市民音楽祭」、第２部「錦織健テノールリサイタル」、第３部「震災
復興音楽祭」を開催した。

4,238 F・G・I

県南 白河市 1201 白河市囲碁・将棋まつり
日本棋院および日本将棋連盟より６名のプロ棋士を招き、市民と対局す
るなど交流を図った。

300 I

県南 白河市 1202
わ～くわく！キッズ☆カル
チャースクール

市内文化団体のボランティア指導のもと、市内小中学生が「合唱」「いけ
花」「絵画」「みんよう」「囲碁」「将棋」「川柳」の文化を親しんだ。（７月～８

481 G・I

県南 白河市 1203 白河市民芸能大会
伝統芸能、日本舞踊、和楽器の演奏など市民が日頃の練習の成果を発
表した。

800 F C

県南 白河市 1204
市立図書館
ちびっこおはなしのくに

学齢前・乳幼児対象 505 Ｉ

県南 白河市 1205
市立図書館
ブックスタート

10ヶ月健診時に絵本をプレゼントする 420 Ｉ

県南 白河市 1206
市立図書館
手づくり絵本展

手づくり絵本の展示 143 Ｉ

県南 白河市 1207
市立図書館
手作り絵本教室

絵本教室 8 Ｉ

県南 白河市 1208
市立図書館
おはなし会

素話や読み聞かせの中から創造力を育て読書の楽しみへと導く 292 Ｉ

県南 白河市 1209
市立図書館
大人向け上映会

大人向け映画の上映会 559 Ｉ

県南 白河市 1210
市立図書館
子ども向け上映会

子ども向け映画の上映会 271 Ｉ

県南 白河市 1211
市立図書館
図書館利用促進講演会

講演会(2回） 310 Ｉ

県南 白河市 1212
市立図書館
夏のおはなし会

読み聞かせ・おはなし会 56 Ｉ

県南 白河市 1213
市立図書館
冬のおはなし会

読み聞かせ・おはなし会 26 Ｉ

県南 白河市 1214
市立図書館
おはなし講座①

新聞紙でバックを作る 14 Ｉ

県南 白河市 1215
市立図書館
おはなし講座②

パパ’Ｓ絵本プロジェクト
「絵本と歌のライブ」

27 Ｉ

県南 白河市 1216
市立図書館
郷土講演会

講演会「白河戊辰戦争の舞台裏」 90 Ｉ

県南 白河市 1217
市立図書館
夏休み映画特集

映画上映 68 Ｉ

県南 白河市 1218
市立図書館
音訳者養成講座（初級）

障害者サービスの一環として、音訳者を養成する 135 Ｈ

県南 白河市 1219 ひがしこども伝承太鼓
地元に伝わる伝統ある太鼓の継承のための練習（22回）及びイベント等
での発表

352 I

県南 白河市 1220 しらかわ郷里マラソン大会 1.2.3.5.10km5部門24種目の小、中、高生、成人のマラソン大会 1,091 F

県南 白河市 1221
東地域文化祭芸能発表
会、作品展覧会

芸能発表会、作品展示、表彰 1,300 F

県南 白河市 1222 東音楽フェスティバル 音楽愛好団体による発表会 150 F

県南 白河市 1223
東公民館教室
「東光学園」

高齢者教室 624 Ｉ

県南 白河市 1224
東公民館教室
「東子ども教室」

様々な体験学習を楽しみながら、集団行動や思いやりの気持ちの大切
さを学ぶ

180 Ｉ

県南 白河市 1225
東公民館教室
「レディースセミナー」

女性としての幅広い知識と教養を身に付け、余暇活動の楽しさや広い視
野にたったものの考え方を身に付ける

129 Ｉ

県南 白河市 1226
東公民館教室
「パソコン教室」

初心者を対象にパソコンになれ、写真入のはがきを作成できるよう技術
を身に付ける

34 Ｉ

県南 白河市 1227 東公民館教室
「東ふるさと教室」
白河市及び隣接する地域の歴史学習を通して、自らの郷土を愛する態
度を高める

61 Ｉ

県南 白河市 1228 東公民館教室
「東健康教室」 健康教室 43 Ｉ
県南 白河市 1229 東公民館教室
「古文書解読講座」 古文書解読講座 86 Ｉ
県南 白河市 1230 東公民館教室
「子ども将棋教室」 将棋教室 8 Ｉ
県南 白河市 1231 うぐいす号巡回 学校を巡回する移動図書館 361 I
県南 白河市 1232 図書館であそぼう 図書館の楽しみ方 105 I
県南 白河市 1233 手作り絵本教室 本を作る喜びや楽しさを味わう 24 I
県南 白河市 1234 夏のお話し会 素話や読み聞かせ 11 I
県南 白河市 1235 おたのしみクリスマス会 絵本の読み聞かせ、紙芝居と親子のふれあい 55 I
県南 白河市 1236 冬のお話し会 素話や読み聞かせ 22 I
県南 白河市 1237 図書館に行こう 遠隔地からバスで来館し、利用法とマナーを学ぶ 211 I
県南 白河市 1238 【表郷】春の文化展 表郷文化団体による作品展示 150 F
県南 白河市 1239 【表郷】芸能まつり 表郷文化団体芸能サークルによる芸能披露 150 F

県南 白河市 1240
【表郷】表郷地区親善ゴ
ルフ大会

親善ゴルフ大会 34 F

県南 白河市 1241
【表郷】地区対抗野球・
ティーボール大会

地区対抗野球、ティーボール大会 380 F

県南 白河市 1242
【表郷】地区対抗ソフト・
バレーボール大会

地区対抗ソフト、バレーボール大会 300 F

県南 白河市 1243
【表郷】天狗山旗争奪東
北関東選抜壮年軟式野
球大会

壮年軟式野球大会 600 F

県南 白河市 1244 【表郷】ファミリーハイキング 健康増進を図り家族の絆を深める 43 F

県南 白河市 1245
【表郷】表郷文化祭・華道
展

市民文化祭、華道展 800 F

県南 白河市 1246 【表郷】わんぱくスクール スポーツ教室、和太鼓教室など 180 I

県南 白河市 1247
表郷図書館「おはなし読
んで」

幼児、低学年向け読み語り 517 I

県南 白河市 1248
表郷公民館教室「福寿学
級」

高齢者学習講座 306 I

県南 白河市 1249
表郷公民館教室「ふるさ
と子ども体験塾」

運動、木工工作など 125 I

県南 白河市 1250
表郷公民館教室「デジタ
ル写真教室」

デジタルカメラの使い方 69 I

県南 白河市 1251
表郷公民館教室「自然探
勝教室」

安達太良山など 118 I

県南 白河市 1252
表郷公民館教室「歴史探
訪教室」

山寺など 113 I
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県南 白河市 1253
表郷公民館教室「いきい
き講座」

お茶の入れ方など 81 I

県南 白河市 1254
表郷公民館教室「パソコ
ン教室」

パソコン教室 53 I

県南 白河市 1255
表郷公民館教室「絵手紙
教室」

絵手紙教室 58 I

県南 白河市 1256
表郷公民館教室「そば打
ち教室」

そば打ち教室 67 I

県南 白河市 1257 大信地区市民ゴルフ ゴルフ大会 60 Ｉ

県南 白河市 1258
体育の日スポーツ施設無
料開放

スポーツ施設無料開放 21 Ｉ

県南 白河市 1259
福島県民の日体育施設
無料開放

体育施設無料開放 118 Ｉ

県南 白河市 1260
白河地区中学校親善野
球大会

野球大会（12チーム参加） 264 Ｆ

県南 白河市 1261 大信地区球技大会 市民による球技大会（ソフト・バレー） 285 Ｆ
県南 白河市 1262 大信地域市民綱引き大会 市民による綱引き大会 90 Ｆ

県南 白河市 1263
地区市民バレー大会（雪
のため中止）

市民による男女混合バレーボール大会 0 Ｆ

県南 白河市 1264 しらかわ盆踊り大会 公民館クラブ会長会主催による盆踊り大会 6,000 I
県南 白河市 1265 公民館発表会 公民館クラブによる発表会 800 F
県南 白河市 1266 公民館習作展 公民館クラブによる作品展 1,500 F

県南 白河市 1267
中央公民館教室
「白坂・舟田・かやね白梅
学級」

高齢者向け講座 591 I

県南 白河市 1268
中央公民館教室
「かんたんお菓子教室」

お菓子教室 96 I

県南 白河市 1269
中央公民館教室
「男の料理教室」

男性向け料理教室 77 I

県南 白河市 1270
中央公民館教室
「日曜午後のサロン」

ちょっと憂鬱な日曜午後に自分自身の趣味や知識教養を身につける 148 I

県南 白河市 1271
中央公民館教室
「シニア初心者パソコン教
室」

シニア向けパソコン教室 116 I

県南 白河市 1272
中央公民館教室
「初めての社交ダンス教
室」

初心者対象に社交ダンスのマナーとステップの基本を学び、心身のリフ
レッシュと教室の交流を図る

214 I

県南 白河市 1273
中央公民館教室
「楽しく学ぶサイエンス教
室」

サイエンス教室 79 I

県南 白河市 1274
中央公民館教室
「リフレッシュ教室」

健康体操、ウォーキング、エアロビクス、グランドゴルフなど 232 I

県南 白河市 1275
中央公民館教室
「レディースセミナー」

女性として幅広い知識と教養を身につける 388 I

県南 白河市 1276
中央公民館教室
「文化財教室」

郷土及び県内の文化財などの学習 287 I

県南 白河市 1277
中央公民館教室
「初めての万葉集教室」

古来から親しまれている日本最初の歌集「万葉集」を取り上げ、和歌の
形態・技巧等を学ぶ

92 I

県南 白河市 1278
中央公民館教室
「さわやかカルチャー教

園芸、一般教養、健康体操など 121 I

県南 白河市 1279
中央公民館教室
「子どもステップ教室」

宿泊学習や見学学習を通して他の学年や学校の子たちと交流を図る 175 I

県南 白河市 1280
中央公民館教室
「自然探勝トレッキング教
室」

山や森の自然を楽しみながら歩く 172 I

県南 白河市 1281
中央公民館教室
「音楽鑑賞教室」

クラシックをより楽しむ。歌曲、ヴァイオリン、ハープなどの生演奏を観賞 250 I

県南 白河市 1282
中央公民館教室
「青年サークルカルチベ」

独身男女のための自分磨きと仲間作り 111 I

県南 白河市 1283
中央公民館教室
「楽らく国語塾」

再び国語を学ぶ楽しさを味わう 205 I

県南 白河市 1284
中央公民館教室
「健康ジャン雀教室」

脳トレに最適な麻雀を純粋なゲームとして楽しく学びながら思考力や判
断力を磨く

319 I

県南 白河市 1285
中央公民館教室
「白寿学級」

交通安全講習会、健康講座など 309 I

県南 白河市 1286
中央公民館教室
「ハーブ教室」

ハーブの基本や活用法を学ぶ 100 I

県南 白河市 1287
中央公民館教室
「初めてのハングル教室」

韓国語の発音や会話を学ぶ 124 I

県南 白河市 1288
中央公民館教室
「クラシックギター教室」

ギターの基本を学び演奏できるよう技術を身につける 252 I

県南 白河市 1289 【大信】大信地域文化祭
学校・地域住民作品展示
記念音楽祭・芸能発表

400 F E

県南 白河市 1290
【大信】大信地域伝統行
事継承
事業「だんごさし」

小正月に「豊作祈願」「一家繁栄」などの　願いを込め、各小学校で行う。
合計３回

87 I E

県南 白河市 1291
大信公民館教室
「シニア健康体操教室」

ストレッチ体操などを通して、健康で長生きできるよう心身の健康づくりと
仲間づくりを行う。約月２回　１５回

263 I

県南 白河市 1292
大信公民館教室
「ガーデニング教室」

土づくり、苗の育て方や手入れなどを学習しながら、ガーデニングや鉢
の花を育てる。８回

122 I

県南 白河市 1293
大信公民館教室
「郷土料理教室」

伝統ある郷土料理の敬称と地域の様々な行事を知り、郷土への理解を
深める。３回

57 I

県南 白河市 1294
大信公民館教室
「日和田地区高砂学級」

講演を聞いたり、ストレッチや歌などを通して、高齢者として、元気で豊か
な人生を送るための学習。４回

47 I

県南 白河市 1295
大信公民館教室
「中央高砂学級」

講演を聞いたり、視察研修などを通して、高齢者として、元気で豊かな人
生を送るための学習。４回

156 I E

県南 白河市 1296
大信公民館教室
「リフレッシュ塾」

教養講座、歴史探訪など、様々な講座を通して、感性豊かで、知的好奇
心を高めていく学習。８回

156 I

県南 白河市 1297
大信公民館教室
「お役立ち健康教室」

ヨガやストレッチ体操などを通して、健康で長生きできるよう心身の健康
づくりと仲間づくりを行う。１２回

72 I

県南 白河市 1298
大信公民館教室
「わくわく少年教室」

４館合同体験教室や、宿泊学習など様々な体験を通して、仲間との交流
やルールを守る規範意識などを育む。７回

111 I

県南 白河市 1299
大信公民館教室
「グローバル・クレイ・フラ
ワー教室」

クレイアートの素晴らしさに触れながら、樹脂粘土を使用して、完成度の
高い花を製作する。8回

51 I

県南 白河市 1300
大信公民館教室
「世代交流グランドゴルフ
教室」

地域の老人会の方々と、小学生が世代を越えた交流をグランドゴルフを
通して行う。1回

43 I
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県南 白河市 1301
大信公民館教室
「ニューエルダー元気塾」

元気で医者要らずの体力作り、レク式体力測定やぴんぽん、バドミントン
等を通して瞬発力アップ。８回

111 I

県南 白河市 1302
大信公民館
「大信公民館ロビー展」

白河や大信地域、近隣の方々の様々な作品を展示し、人と人との交流
や大信地域の活性化を図る。１０回

1,116 I

県南 白河市 1303
大信図書館
手づくり絵本教室、絵本

手づくり絵本教室を実施し教室で作った作品を展示 11 F

県南 白河市 1304
大信図書館
絵で見るお話の会

絵本の読み聞かせや紙芝居、エプロンシアターをすることにより感性を
育てる

102 I

県南 白河市 1305
大信図書館
読み聞かせ教室

大信地域小学校３校の児童に対して読み聞かせを年３回実施 100 I

県南 白河市 1306 大信図書館
ブックトーク
あるテーマを題材とした絵本や児童書を数冊紹介し、本に対する興味を
もたせる。

268 I

県南 白河市 1307
大信図書館
移動図書車巡回

大信地域内３小学校を毎月１回、幼稚園を年６回巡回し貸し出しを実施 1,153 I

県南 白河市 1308
中山義秀文学館
中山義秀文学賞「公開選
考会」

第19回中山義秀文学賞の公開選考会を開催し、4名の選考委員により
候補3作品から受賞作品を決定する。

113 I

県南 白河市 1309
中山義秀文学館
中山義秀文学賞贈呈式
受賞記念講演会

第19回中山義秀文学賞の贈呈と受賞者による講演会を行う。 140 I

県南 白河市 1310
中山義秀文学館
文学バスツアー

中山義秀ゆかりの長沼城址、二本松霞ヶ城公園の文学碑を巡る文学バ
スツアー

25 I

県南 西郷村 1311 寿学級
｢趣味の講座｣として健康体操、絵画、カラオケ、編み物の4教室を実施。
（4、5、6、7、8、9、10、11月　　全１１回）

607 I E

県南 西郷村 1312 小中学生英会話教室 道の尋ね方や案内等、状況に応じた講座を実施。（全３回） 38 I
県南 西郷村 1313 おはなし会 村内小学校5校に年１回講師を派遣。（5、6、7、10、11月　５回） 552 C E
県南 西郷村 1314 ふれあい体験塾 自然、文化、科学体験等の事業を実施。（6、9、10、12、1、3月　全6回） 221 G
県南 西郷村 1315 地区公民館出前講座 村内各地区公民館で出前講座を実施。　(７月　２回) 43 I
県南 西郷村 1316 西の郷少年少女合唱クラブ 芸能発表会や音楽鑑賞会で日頃の練習の成果を発表した。（全14回） 186 I
県南 西郷村 1317 はじめての絵本ひろば 3、4ヶ月児の健康相談時に実施。　　　（5、7、9、11、1、3月　全６回） 360 C E ○
県南 西郷村 1318 ふるさと講座 歩いて文化財巡りや自分史講座等を実施。（6、9、10、11、3月　全6回） 137 I
県南 西郷村 1319 パソコン教室 ワードとエクセルの２講座を実施。　　（ワード、エクセルともに全５回ずつ） 106 I
県南 西郷村 1320 図書ボランティア講座 絵本作りや自分史作りを実施。　　　　（9、10、11月　１０回） 100 H
県南 西郷村 1321 成人式 200名の出席者のもと厳粛に開催された。 167 G

県南 西郷村 1322 少年の主張大会
各小・中学校の児童、生徒による発表。（小学生5名、中学生7名、特別
発表者3名）

184 F

県南 西郷村 1323 音楽鑑賞会 全日本合唱コンクールに出場した、有名校を招待し実施。 700 F ○
県南 西郷村 1324 文化祭芸能発表会 第31回芸能発表会を開催。　　　　　　　　（プログラム数27） 320 F ○
県南 西郷村 1325 文化祭作品発表会 作品展示会等を実施。（11月2日～4日） 820 F ○

県南 西郷村 1326
西郷単位制総合大学講
座

入学者１６名、在校生４８名
各種学習活動にかかわり、教養・健康・夢などの生活満足度の向上を図

282 ＦI

県南 西郷村 1327 村民登山大会 第42回村民登山大会を栃木県の那須山　で実施した。 75 I

県南 西郷村 1328 ふくしま駅伝
第25回ふくしま駅伝大会に出場。　　　　（記録　5時間27分37秒　総合22
位　　　村の部3位）

25 F

県南 西郷村 1329 村内一周駅伝大会 小学生から成人まで全33チームの参加で開催。 446 G

県南 西郷村 1330 西の郷ロードレース大会
西郷村のＰＲや地元アスリートの発掘
（台風の影響により中止）

915 F ○

県南 西郷村 1331 健康ウォーキング教室 ふるさと講座の一環 69 I E

県南 西郷村 1332
源流の郷観桜健康ウォー
キング

運動の日常化と体質の改善をテーマとし全村民に普及する。 300 G E ○

県南 西郷村 1333 バレーボール教室
元アトランタ五輪日本代表選手　大林素子、富永有紀さんを講師に招き
バレーボール教室を行った。

100 I

県南 西郷村 1334 トレッキング講座
講座を楽しむことを目的とし、山行計画、緊急時の対応を身に付ける。
（４～９月）６回

120 ＦI

県南 西郷村 1335 シニアソフトボール教室 ソフトボールを通じて交流を深めることを目的とする。 40 I
県南 泉崎村 1336 成人学級 全体学習での講演やクラブ活動 508 I 〇

県南 泉崎村 1337 家庭教育学級
子育ての講演、また学校教育と社会教育の　連携を図る
(保・幼・小・中対象年11回)

698 C

県南 泉崎村 1338 こども体験くらぶ
様々な体験活動により仲間づくり　　　　　(小4～小6対象月1回で5月～1
月)

86 I
県南 泉崎村 1339 庭木剪定教室

季節の樹木に剪定実施　　　　　　　　　　　(5月～10月毎月1回第2土曜
日)

120 I 〇

県南 泉崎村 1340 盆栽教室
盆栽の植替えと手入れ・盆栽の剪定　　　(5月～10月・3月　月1回第3日
曜日)

54 I 〇

県南 泉崎村 1341 ＣＯＯＫ＆Ｃｏｏｋｉｎｇ フランス料理の実技　　　　　　　　　　　　　(6月～11月　月1回第１月曜日) 99 I 〇
県南 泉崎村 1342 絵画教室 水彩画の書き方を学ぶ　　　　　　　　　　　(5月～3月　月1回第3日曜日) 68 I 〇
県南 泉崎村 1343 グラスアート教室

ステンドグラス調のクラフト制作　　　　　　（5月～3月　月2回　第2・4土曜
日）

168 I 〇
県南 泉崎村 1344 キッズ英会話教室 幼稚園児・小学生を対象に英会話の楽しさを学ぶ（6月～3月　毎週水曜日） 1,705 I
県南 泉崎村 1345 アダルト英会話教室 英語に親しみ講師と受講生の交流を深める（6月～3月　毎週水曜日） 320 I 〇
県南 泉崎村 1346 貯筋会 健康維持のため筋肉を鍛える　　　　　　（前期4月～9月　後期10月～3月で週１回） 720 I
県南 泉崎村 1347 村民ハイキング ハイキング全員完歩を実施　　　　　　　　（福島市吾妻小富士） 47 I
県南 泉崎村 1348 村民文化祭 作品展示・福祉リサイクルバザー・出店 ― Ｆ、Ｉ 〇
県南 泉崎村 1349 芸能発表会 カラオケ・民謡・ダンス等の発表会 ― Ｆ、Ｉ
県南 泉崎村 1350 囲碁大会 村民文化祭に併せて囲碁大会を開催　（年２回） ― I
県南 泉崎村 1351 夏休みこども会 人形劇・手遊び・ゲーム等　　　　　　　　　(対象者幼児～小３) 120 I Ｄ
県南 泉崎村 1352 クリスマスこども会 人形劇・読み聞かせ・楽団等の公演　　　（対象者幼児～小４） 50 C
県南 泉崎村 1353 泉崎村音楽祭 幼・小・中・村民参加の音楽祭（年１回） ― Ｆ
県南 泉崎村 1354 成人式 式典（年１回） 105 I
県南 泉崎村 1355 スポーツ教室 各種スポーツの実技　　（前期5・6月　後期9・10月の週１回） 219 I

県南 泉崎村 1356
平成25年度朝日ラバー
杯中学生卓球大会

卓球大会（年１回） 222 Ｆ Ｂ

県南 中島村 1357 成人式
村内の中学校を卒業した人及び村内で２０才を迎える成人に対し新成人
の式典を開催（１月実施）

78 Ａ

県南 中島村 1358 パソコン講座
村民及び村外を対象にパソコンの基礎知識を身につけてもるために実
施（年３回）

240 Ｄ・Ｅ Ａ ○

県南 中島村 1359 アルカデア友の会
小学生を対象に様々な体験を通して集団活動・知識を身につけるために
実施（月１回　）

360 Ｇ

県南 中島村 1360 子ども連絡協議会
村内各地区の子ども会を支援するために代表者の連絡調整組織・及び
文化祭作品展示等を実施（年間）

380 Ｇ

県南 中島村 1361 スポーツ民謡
民謡にスポーツの動きを取り入れ健康増資を図る為に考案された教室
（月１回）

240 Ｉ

県南 中島村 1362 書道教室 １人１学習を目標に公民館主催による学習講座（月１回） 120 Ｉ

県南 中島村 1363 クラウン大学
外に出る機会の少ない高齢者に対し月毎のテーマを決めて学習してもう
講座（月１回）

360 Ｇ

県南 中島村 1364 英会話教室 １人１学習を目標に公民館主催による学習講座（月１回） 120 Ｉ
県南 中島村 1365 絵画教室 １人１学習を目標に公民館主催による学習講座（月１回） 120 Ｉ

県南 中島村 1366 ナイスレデイ教室
婦人教育の一環として村内の女性を対象に教養を高めて貰うために教
室生がテーマを決め実施（月１回）

230 Ｇ

県南 中島村 1367 文化講演会 村民等の教養の向上を目ざし年１回実施（1月） 350 Ｇ
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県南 中島村 1368 村民文化祭 村内の各種団体及び個人の作品発表の場として文化祭を実施（１１月） 1,400 Ｆ
県南 中島村 1369 囲碁・将棋大会 村民文化祭の共催事業として大会を実施（１１月） 100 Ｆ
県南 中島村 1370 芸能発表会 公民館で活動している各種団体・サークルが集い発表会を実施（１１月） 500 Ｆ Ａ
県南 中島村 1371 絵本の読み聞かせ・お話会 保育ボランテアによる絵本の読み聞かせやお話会（月１回） 96 Ｃ
県南 中島村 1372 村民グラウンドゴルフ大会 高齢者の楽しめるグラウンドゴルフを村民対象に実施（９月） 60 Ｇ
県南 中島村 1373 村民ゴルフ大会 村民を対象に村主催による大会を実施（９月） 120 Ｇ Ｂ

県南 中島村 1374
なかじまの里スポーツフェ
ステバル

幼・中・高・成人と村民を対象にマラソン大会・各種イベント大会を合同で
実施（１０月）

600 Ｇ

県南 中島村 1375 市町村対抗縦断駅伝 ふくしま駅伝大会の参加（１１月） 2,000 Ｆ Ａ
県南 中島村 1376 子ども教室 子どもプラン事業としての事業の実施（年間） 120 Ｃ

県南 中島村 1377 県民スポーツ大会
スポーツの振興の一環として県主催の大会を、村予選から県南大会へ
と実施（６月・８月）

60 Ｉ

県南 中島村 1378 四穂田古墳調査報告会
吉岡地区より出土した四穂田古墳の東北初の短甲等の調査報告書の
執筆者による説明会（3月）

120 H E

県南 中島村 1379
さわやか中島杯ソフト
ボール大会

スポーツを通じて地域館間の友情と親睦を深め、青少年の健全育成を
図る（4月）県内４０チーム

800 Ｉ

県南 矢吹町 1380 かえるっぱふれあい学級 豊かな人間性を養い、家庭生活や地域活動に役立てる。 220 I

県南 矢吹町 1381 企画展示事業
学習意欲の向上　　　　　　　　　　　　　　　　ロビー等に創作作品を展示し
普及を図る

1,500 I

県南 矢吹町 1382 矢吹ジュニアげんきクラブ 野外活動を通しての仲間づくり 220 I

県南 矢吹町 1383 シニア・リーダー
野外活動などの指導者養成を図る。　　　　　地域活動への参加を通し
リーダー育成を図る

80 A

県南 矢吹町 1384 ことぶき大学
毎月開催の本講座及び生花等の12分科部、研修旅行等で学びながら
生きがいを作る。

6,000 I

県南 矢吹町 1385 外国語・日本語教室 韓国語教室、日本語教室を開催する。 520 I
県南 矢吹町 1386 あゆり祭 一般町民による自主参加・自主決定・自主運営による発表や展示を行う。 6,700 I
県南 矢吹町 1387 スキー教室 正しい滑走方を学び、安全に楽しく体力作りを図る。 25 I
県南 矢吹町 1388 真夏の夜の鼓動 太鼓フェスティバル等により文化振興を図る。 450 I
県南 矢吹町 1389 おはなし会 絵本の読み聞かせを通して、読書の推進を図る。 384 I

県南 矢吹町 1390
中畑清旗争奪ソフトボー
ル大会

スポーツ少年団の部と女子中学生の部のソフトボール大会を通し、ス
ポーツ振興と親子での夏の思い出作りを図る。

2,500 I

県南 矢吹町 1391 巡回図書 保育園等へ巡回図書を行い、本に触れる機会を増やす。 1,769 I
県南 矢吹町 1392 ふるさとの森芸術村企画展 芸術文化の鑑賞を通し情操と教養の向上を図る。 8,000 I
県南 矢吹町 1393 町民講座 矢吹町歴史講座、こども囲碁教室、ＩＴ教室 250 I

県南 矢吹町 1394 男の遊悠塾
団塊の世代を含めた定年退職後の町民が充実した時間を過ごせるよう
趣味等の講座を開催する。

80 B

県南 矢吹町 1395 婦人学級
矢吹東・中畑・三神の各地区公民館（10学級）で教養と親睦を深め、地
域づくりを目指す。

1,200 I

県南 矢吹町 1396 成人式 成人者で実行委員会を組織し、手作りの式典を挙行する。 161 I

県南 矢吹町 1397
三鷹市・矢吹町子ども交
流会

姉妹市町の小学5・6年生を対象にキャンプを通し両市町交代で主催交
流することで相互の親善を図る。

120 I

県南 矢吹町 1398
矢吹町文化センター自主
事業

芸術文化の鑑賞を通し情操と教養の向上を図る。 2,210 I

県南 矢吹町 1399 少年の主張大会 中学生が日頃考えていること、感じていることを発表する。 80 I

県南 棚倉町 1400
青少年育成環境浄化ＰＴ
Ａ活動

教育講演会、親子ふれあい活動 3,115 Ｃ

県南 棚倉町 1401 青少年の主張発表会 青少年が日頃考えている様々な事柄の発表 500 Ｃ
県南 棚倉町 1402 まなびと学園

ふるさと再発見、伝承活動、「学ぶ」ことを通じて自らの生きがいを見出
す

152 Ｉ
県南 棚倉町 1403 成人式 新成人を祝福し、成人としての自覚と責任を促す 139 Ｃ
県南 棚倉町 1404 民俗芸能体験学習 国指定重要無形民俗文化財「都々古別神社の御田植」の体験学習 84 Ｇ
県南 棚倉町 1405 ハイキング 五色沼ハイキング 39 Ｉ
県南 棚倉町 1406 親子スケート教室 親子のふれあいづくり 35 Ｉ
県南 棚倉町 1407 ふれあい学級 高齢者の小学生との交流・奉仕活動・議会傍聴など 495 Ｉ
県南 棚倉町 1408 寿大学 高齢者の趣味を主体とした学習（園芸盆栽、俳句、演歌、民謡） 877 Ｉ
県南 棚倉町 1409 文化祭 町民の文化活動の発表、鑑賞の機会の提供と文化意識の高揚 1,000 Ｆ
県南 棚倉町 1410 新春風まつりたこあげ大会 凧つくりを通じた親子のふれあいづくり 250 Ｃ
県南 棚倉町 1411 スポーツ教室 健康増進・体力向上・スポーツに親しむ 406 Ｉ
県南 棚倉町 1412 ホッケーの町づくり ホッケーの普及・スポーツで明るい町づくりの推進 4,000 Ｉ

県南 矢祭町 1413 矢祭ふれあい駅伝大会
市町村交流と青少年の育成・地域スポーツの振興を目的に開催(12月第
1日曜日）

800 C A 〇

県南 矢祭町 1414 矢祭町文化祭 町民参加型の総合文化祭を開催　　　　　　(11/1～11/3） 1,000 F E
県南 矢祭町 1415 ハイキング教室 町民参加型のハイキング教室を開催（9月） 150 C

県南 矢祭町 1416
ノルデックウオーキング教
室

ニュースポーツを体験普及することを目的に町民参加型の教室を開催
(10月）

50 G

県南 矢祭町 1417 パッチワーク教室
余暇の過ごし方の方法として又コミュニケーションづくりを目的に市民講
座を開催(5月～7月　5回開催）

20 I

県南 矢祭町 1418 男性のための講座 団塊の世代を対象に講座を開催(1月～3月　5回開催） 60 I

県南 矢祭町 1419 手づくり絵本教室
夏休みを利用し絵本を通して親子のコミュニケーションの場の提供を目
的に開催（8月）

25 B

県南 矢祭町 1420 ふるさと探検隊
町内小学生を対象に身近な施設や自然の中で遊び学びを通して健全育
成を目的に開催(5月～1月6回開催）

300 B

県南 矢祭町 1421 コスモバレー大会 町民参加型の水中バレーボールを通して,コミュニケーションづくりを行う 100 G
県南 塙町 1422 自然体験キャンプ 小・中学生を対象にキャンプ（7月） 64 C
県南 塙町 1423 青少年の主張大会 小学生・中学生・高校生による意見発表（11月） 14 C
県南 塙町 1424 はなわ探検隊 小学生を対象に体験活動（6～1月　隊員50名　8回） 319 C

県南 塙町 1425
体験活動・ボランティア推
進センター事業

ボランティアによる学校支援活動（年間） 216 C E

県南 塙町 1426 体験活動ボランティア 高校生による児童の体験活動の運営補助等（6～1月　登録21名　9回） 106 C
県南 塙町 1427 子育て講座 次年度小学校入学予定者の親を対象に講話(11月　2回) 72 C
県南 塙町 1428 教養講座 幼稚園親子のコミュニケーション作り　　　（6月）3回 195 C
県南 塙町 1429 文化講演会 一般を対象に講演会（11月） 430 I
県南 塙町 1430 文化財めぐり 小学生を対象に町指定文化財の見学  （2月　1回） 47 C
県南 塙町 1431 長寿学園 60歳以上を対象に一般教養・健康生活に関する学習（5月～2月） 285 I
県南 塙町 1432 地域学級 登録16学級の支援（通年　35回） 460 F

県南 塙町 1433 なかよしルーム
就学時前の子どもを持つ親子の交流
（9～3月　6回）

91 C

県南 塙町 1434 長期講座 一般を対象とした教室（押し花） 66 I

県南 塙町 1435 塙子ども教室
小学生を対象に体験・交流活動
（5～2月　37回）

1,624 C

県南 塙町 1436 町民登山 町民を対象にハイキング（9月） 49 I
県南 塙町 1437 地区館開放講座 児童・地区住民を対象に教室（12月） 45 I

県南 塙町 1438 第52回文化祭
町民の芸能発表・作品展示・大会（11月）
発表21団体、作品出品1,957点、各大会参加232人

232 F

県南 塙町 1439 成人式 新成人を対象(123名） 104 I
県南 鮫川村 1440 第18回少年主張大会 小・中・高校生が日ごろ考えていること、感じていることを主張する大会。 250 F D
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県南 鮫川村 1441 第17回こども俳句・短歌・詩のコンクール
小・中学生を対象に作品の募集をし、審査・表彰を実施した。また、作品
集の発行を行った。

200 F D

県南 鮫川村 1442 第6回家族への短い手紙
小・中学生とその保護者を対象に、普段なかなか言葉に出して言えない
ことを手紙に綴って交換しあった。

200 F D

県南 鮫川村 1443 福島大学児童文化研究会影絵劇部夏季巡回公演
保育園児、幼稚園児を対象に福島大学の文化研究会に体を動かして楽
しむ公演を行ってもらった。

100 I D

県南 鮫川村 1444 第66回成人式 新成人者を祝う式典 100 A

県南 鮫川村 1445 村民こぞって子どもの教育を考える会
児童、生徒の保護者を対象に、地域、学校、行政より提言者を募り、家
庭教育の重要性と実際を提言してもらった。

120 C D

県南 鮫川村 1446 放課後子ども教室
学校の放課後や休日を利用して子どもたちと地域の人が関わる機会を
設け、子どもたちの健全な育成と地域教育力の向上を図った。

1,000 C C・D

県南 鮫川村 1447 学校支援地域本部事業 学校の要望に応じ、地域ボランティアを募ってその手助けを行った。 100 C D
県南 鮫川村 1448 芸術鑑賞事業 小・中学校で歌舞伎、落語、狂言教室を行った。 500 I D
県南 鮫川村 1449 音楽発表会 村内の学校、愛好会が一同に会し、日頃の練習の成果を披露した。 500 C D

県南 鮫川村 1450 親子読書教室
年7回、5才までの子どもとその保護者を対象に、読み聞かせ、紙芝居、
工作などを行った。

70 I

県南 鮫川村 1451 おはなしの森 年47回、小学校児童と一般村民を対象に読み聞かせなどを行った。 600 I

県南 鮫川村 1452 家庭教育学級
村内各小中学校生とその保護者を対象に、講話や講演、パソコン教室
などを行った。

400 C D

県南 鮫川村 1453 社会学級
村内の高齢者を対象にレクリエーションや村内視察研修を行い、高齢者
の生きがいづくりを行った。

600 I

県南 鮫川村 1454 村民登山講座 一般の村民を対象に、あだたら山への登山を行った。 40 I

県南 鮫川村 1455 キッズダンス教室
一般村民を対象にヒップホップダンスの練習とひだまり荘（老人ホーム）
での発表をおこなった。

50 I

県南 鮫川村 1456
伝統技術伝承講座
（たんがらづくり）

一般村民を対象にたんがらづくり講座をおこなった。
50 I

県南 鮫川村 1457 布ぞうりづくり講座 一般村民を対象に布ぞうりづくり講座をおこなった。 50 I

県南 鮫川村 1458
お裁縫講座
（パッチワーク）

一般村民を対象にパッチワークでポーチ、バックづくりをおこなった。
80 I

県南 鮫川村 1459 陶芸教室 一般村民を対象に陶芸で皿、カップ、湯のみづくりをおこなった。 50 I
県南 鮫川村 1460 親子料理教室 一般村民を対象に、地元の食材をつかって、料理教室をおこなった。 20 I
県南 鮫川村 1461 ヨガ教室 一般村民を対象に、ヒーリングヨガ教室をおこなった。 30 I
県南 鮫川村 1462 そば打ち教室 一般村民を対象に、そば打ち体験をおこなった。 20 I
県南 鮫川村 1463 中華料理教室 一般村民を対象に、中華まんづくり体験をおこなった。 20 I
県南 鮫川村 1464 フラワーアレンジ教室 一般村民を対象に、フラワーアレンジメントをおこなった。 20 I
県南 鮫川村 1465 故郷料理教室 一般村民を対象に地元の食材をつかって、伝統料理を作った。 20 I

県南 鮫川村 1466
さわやか高原ロードレー
ス大会

村内の草原でロードレース大会を実施。 300 I

県南 鮫川村 1467
第68回健康づくり夏季球
技大会

青年、壮年、OBの参加によるソフトボール・バレーボールの大会を行っ
た。

300 I

県南 鮫川村 1468
第22回鮫川村民ゴルフ大
会

ゴルフ愛好者を募り、ゴルフを通じて村民どうしの交流を図った。 100 I

県南 鮫川村 1469
第24回村民駅伝競走大
会

村内の地区対抗で駅伝競走大会を行った。 500 F

県南 鮫川村 1470
第15回親善インディアカ
大会

インディアカを通して、村民の親睦を図った。 100 F

会津 会津若松市 1471
夏休み宿題大作戦
作戦その１　自由研究

小学生を対象に、夏休みの宿題（自由研究）の補助を目的とした講座
（下学年2回、上学年2回　8月）

146 C

会津 会津若松市 1472
夏休み宿題大作戦
作戦その２　読書感想文

小学生を対象に、夏休みの宿題（読書感想文）の補助を目的とした講座
（下学年2回、上学年2回　8月）

90 C

会津 会津若松市 1473 はじめての茶道体験教室
小学生４～６年生とその保護者を対象に、親子で日本の伝統文化である
茶道に触れ、作法を通して日常生活にも活用できる礼儀やマナーを学
ぶ。（年3回　2月）

36 Ｉ

会津 会津若松市 1474
放課後子ども教室
あいづっ子クラブ

「子どもの居場所推進事業」に対する支援事業。放課後に公民館を開放
して子どもたちが自由に安心して過ごせる場を提供し、子どもの健全育
成を図る。（22回　6～12月）

641 C

会津 会津若松市 1475
會津稽古堂
バンドクリニック

中高生を対象に、稽古堂音楽スタジオの音響機器の正しい使用方法を
学び、技能や知識の向上を図るとともに、若者の文化の振興と音楽スタ
ジオの利用推進を図る。（年3回　6～12月）

82 I

会津 会津若松市 1476 ダンス教室
小学生を対象に、リズムに乗って踊ったりみんなで踊る楽しみを学ぶとと
もに、ダンスを通じて表現力や社会性などえお身につけることを目標に
する（年8回　８～９月）

112 C・F

会津 会津若松市 1477
絵本のレシピにチャレン
ジ！

5歳以上の親子を対象に、絵本にまつわるレシピで親子一緒にお菓子を
作り、絵本を楽しみながら元気に食べるという「食」と「本」を結ぶ体験を
通して食育に関する情報を提供する。（年1回　9月）

20 C

会津 会津若松市 1478 親子星空教室
小学生とその親子を対象に、理科離れが叫ばれる今、天体・天文を通じ
て、理科に興味を持ってもらう。（年1回　11月）

25 I

会津 会津若松市 1479 「八重の桜」ウォッチング
大河ドラマ「八重の桜」の舞台となっている市内各地をデジカメで撮影し
ながら、歴史も学んでいく。また、実地を通して体験し、写真の楽しさを味
わう。

5 I

会津 会津若松市 1480 親のカタリバ

親子のコミュニケーションを基に、家庭教育のあり方をそれぞれの状況に応じ
て、お互いに考える機会を提供する。受講生相互の意見交換をしながら家庭
教育について、親としての「語り」をしてもらい。（年6回　11月～26年1月）

6 C

会津 会津若松市 1481
こどものためのインター
ネット教室

こどもたちがインターネットに対する正しい知識を得るための機会を設け
る。

10 C

会津 会津若松市 1482 人づくり講座
５０歳以上を対象に、家庭でもなく職場でもない場所に「自分の居場所」
を見つけ、そこで楽しく仲間づくりと生きがいづくりのきっかけをつくること
を目的とする。(年6回　6～11月）

107 B

会津 会津若松市 1483 PTA研修会
生涯学習の視点に立ち、地域の教育力を高めるためのＰＴＡ活動や子ど
もたちの健全な成長について学習する。また、研修をとおして各ＰＴＡ間
の交流を図り、新しいネットワークづくりを進める。（年6回　6～10月）

231 C

会津 会津若松市 1484 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。

ー C ○

会津 会津若松市 1485 録音テクニック講座
音楽スタジオに併設のミキサールームを活用し、各種録音機材の操作
方法や録音に関する技術を学ぶことで、本市の音楽団体の活動のレベ
ル向上を図る。(年1回　2月）

10 I

会津 会津若松市 1486
誰でも弾けるウクレレ講
座

ウクレレ演奏の技術習得を通して音楽を自ら演奏する楽しみを見出すと
ともに感受性を高めることを目的とする。（年6回　5～7月）

53 I

会津 会津若松市 1487 メディア活用塾
テレビ・新聞等の今まで存在してきたメディアとインターネット等のメディ
アの特性・違いを理解、活用することで一つの事象を多面的に観ること
の重要性を学ぶ。

30 I

会津 会津若松市 1488 漆蒔絵教室
会津の伝統産業、漆蒔絵技法を理論的・実践的に学ぶことにより、伝統
産業への理解を深めながら伝統の技の継承を図る。（年15回　5～12月）

200 I

会津 会津若松市 1489
会津若松市史大学
第Ⅳ期

会津若松市史をテキストに、会津の歴史や伝統文化を４年間かけて学
ぶ。（年11回　4～2月）

289 I
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会津 会津若松市 1490
はじめてのＡｎｄｒｏｉｄアプ
リ開発

「Ａｎｄｒｏｉｄ」用のアプリ開発を実践的に学ぶことで情報技術への理解を
深めるとともに能動的な学習及び情報発信を可能にする知識を得る機
会を提供する。（6回）

10 I

会津 会津若松市 1491
立正大学
デリバリーカレッジ

立正大学のデリバリーカレッジ制度を利用し、様々なテーマにおける学
習機会を提供する。（年4回　6月）

127 I

会津 会津若松市 1492
生涯学習アドバイザー養
成講座

生涯学習に関心がある市民に対し、自らの学びの成果を他の市民に伝
えていくためのノウハウを学ぶ機会を提供する。（年6回　6～11月）

76 G

会津 会津若松市 1493 會津稽古堂まつり
広く市民に対し生涯学習にかかる活動の実践する機会を提供して、市民
一人一人の生涯学習への意欲を高めるとともに、生涯学習の一層の振
興を図ることを目的に開催する。(年1回　9月）

2,954 F・G ○

会津 会津若松市 1494 古文書講座
古文書読解のために必要な基礎的学習を行うことにより古文書読解の
後継者を養成する。（年10回　6～11月）

261 Ａ．Ｉ

会津 会津若松市 1495 読み聞かせ講座
乳幼児に絵本等を読み聞かせる意義や楽しさ、読み聞かせの方法を具
体的に学び、実践できる人材の養成を図る。（4回　9月）

53 A・C・I ○

会津 会津若松市 1496
図書館ボランティア養成
講座

図書館業務の研修を行うことにより、ボランティアスタッフの養成を図り
学校図書館活性化の支援を行う。（年3回　10月）

46 C

会津 会津若松市 1497 読書講演会
読書週間にあわせ、講演会を開催することにより図書館利用の拡大を
図る。（1回　11月）

134 Ｉ

会津 会津若松市 1498 ライブリック・シアター
子どもの読書週間行事として、読書の動機づけを図るとともに、読書の
楽しさを紹介する。（1回　4月）

477 I ○

会津 会津若松市 1499 絵本の音楽会
絵本の映像を観ながら朗読を聞き、あわせて音楽を一緒に楽しむことで
絵本の魅力や楽しさを伝える。（1回　5月）

188 Ｉ

会津 会津若松市 1500
ようこそおはなしのへや
へ

読書の動機づけを図るとともに子どもたちに物語や読書の楽しさを紹介
する。（1回　7月）

34 C

会津 会津若松市 1501 たのしい冬のおはなし会
読書の動機付けを図るとともに子どもたちに物語や読書の楽しさを紹介
し、図書館利用の拡大を図る。（1回　12月）

120 C

会津 会津若松市 1502 たのしい春のおはなし会
読書の動機付けを図るとともに子どもたちに物語や読書の楽しさを紹介
し、図書館利用の拡大を図る。（1回　3月）

34 C

会津 会津若松市 1503
外国語によるおはなしの
へや

外国語（主に英語）の絵本の読み聞かせを行うことにより、子どもたちに
読書の楽しさを伝えるとともに、外国語を母国語とする子どもたちの図書
館利用を図る。（年2回　夏・冬）

112 C

会津 会津若松市 1504
かながわ文庫まつり
　（金川町児童会館）

読み聞かせ・おはなし等をとおし、地域文庫活動の活性化を図る。（（1回
12月）

30 C

会津 会津若松市 1505 おはなし会
読み聞かせや素がたり等を聞くことにより、子どもたちに読書の楽しさを
紹介する。

539 C

会津 会津若松市 1506 外国語のおはなし会
外国語（主に英語）の絵本の読み聞かせを行うことにより、子どもたちに
読書の楽しさを伝えるとともに、外国語を母国語とする子どもたちの図書
館利用を図る。（年2回　夏・冬）

60 C

会津 会津若松市 1507 かたりべ会 子どもたちに昔から地元に伝わる民謡等の話を生で語り、後世に伝える。 175 C

会津 会津若松市 1508 歴史おもしろ塾
成人を対象に会津の鉱山について学習した。（年５回、６月～１０月　２５
人×８回） 85 I

会津 会津若松市 1509 自然探訪講座
成人を対象にし、甲子高原の自然背景を目で見ながら樹勢する山の木
や草原について観察した。（６月　２１人）

21 I

会津 会津若松市 1510 ちぎり絵教室
初心者でも簡単に描ける「ちぎり絵」の技術を学習（５月～１１月　11人×
７回） 56 I

会津 会津若松市 1511 神指の歴史講座
神指地区のかかわりのある歴史的人物や、その歴史的背景を学習した
（９月　３５人）

35 I

会津 会津若松市 1512 第２９回神指地区文化祭
日頃の学習成果や活動等の発表の場を、地域住民と公民館利用者の
相互の協力によって地域づくりとする地区文化祭を実施（11月） 850 F

会津 会津若松市 1513
放課後こども教室こうざ
しっ子クラブ

国際交流協会や、公民館利用サークルなどのタイアップによって、英語
を楽しく学び、また昔遊びやレクリェーションなどを体験した。（年１０回
６月～11月（8月除)　16人×10回

64 I

会津 会津若松市 1514 「古典芸能を愉しむ」
古典と呼ばれる舞台芸能の奥深さと受け継がれてきた心と技に触れ、
鑑賞するばかりではなく、自ら体験し学びます。（４回）

400 I C ○

会津 会津若松市 1515 放課後子ども教室
放課後、地域の方々の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活動、交流活
動等の取り組みを実施することにより、子供達が、地域社会の中で健や
かに育まれる環境作りを推進する。（６月～１0月　71回）

647 Ｃ Ｃ

会津 会津若松市 1516 週末チャレンジ
北地区の子どもや大人を対象に、様々な体験活動を行う事によりコミュニケー
ションを図る。本事業は、放課後子ども教室の週末版の性格を持ち、北地区子
どもと大人の夢プラン実行委員会主催、北公民館共催により行う。（４回）

61 Ｃ

会津 会津若松市 1517 自然体験や創作活動などを通して親子のコミュニケーションを図る。（6回） 112 Ｃ Ｃ

会津 会津若松市 1518 地域で考える教育講演会

学校教育とともに家庭や地域社会の教育の重要性が叫ばれています。
子ども達の健やかな成長を願い、子ども達を取り巻く状況や子ども達が
かかえる問題について、家庭や地域社会が理解をし、課題を明らかにす
るとともにその克服に向けて、子ども達と一緒に考えます。(８月)

42 Ｃ Ｄ ○

会津 会津若松市 1519 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ます。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及びそれにまつわる食をはじめと
する生活文化について、その技術を学びながら理解を深める。(１１回)

169 Ｉ

会津 会津若松市 1520 講座「八重の桜」
大河ドラマ「八重の桜」を観て、疑問や意見を持ち寄り、ドラマの面白さを
語り合うだけでなく、歴史的事実や真実を学びます。(６回)

56 Ｉ

会津 会津若松市 1521 大人のマジック教室
手軽に楽しめるマジック（奇術）を学ぶことにより、コミュニケーション能力
を高めるとともに趣味の幅を広げる。（５回）

55 Ｉ

会津 会津若松市 1522 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。(２回)

70 A.H D ○

会津 会津若松市 1523 永和再発見！
ウォーキングをとおして健康な体づくりをするとともに、永和地区の自然
や歴史を学びます。本年は、主に永和地区を巡ります。(６回)

62 Ｉ Ｅ

会津 会津若松市 1524 アクションレディース
社会情勢の変化に対応した女性の生き方を学ぶ。平成２５年度は、「原
発災害と私たちの暮らし」を重点テーマとして学習した。（１２回　）

189 Ｇ Ｄ・Ｅ ○

会津 会津若松市 1525 高野いなほ大学
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。(７回)

118 Ｇ Ｅ

会津 会津若松市 1526 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
齢者を目指します。(６回)

124 Ｇ Ｅ

会津 会津若松市 1527 第３４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
振興を図ることをねらいとする。（１０月）

900 Ｆ Ｅ

会津 会津若松市 1528
第８回高野地区ウォーキ
ング大会

ウォーキングをとおして健康な身体づくりをするとともに、高野地区の自
然や自然を学びます。（9月）

54 Ｉ Ｅ

会津 会津若松市 1529 チャレンジ・キッズ 　小学４～６年生を対象にした体験型の講座（年８回） 50 Ｃ

会津 会津若松市 1530 南チャレンジキッズ
　子育て支援事業、放課後児童の健全育成、6月から12月までの土日及
び夏休み期間を除く毎日

1,200 ＢＣ

会津 会津若松市 1531 ことぶき学級 高齢者を対象にした生きがい事業全8回 190 ＢＦ Ｅ
会津 会津若松市 1532 家庭菜園教室 プランターや狭い土地を利用した野菜作りの教室。 110 I
会津 会津若松市 1533 ガーデニング教室 　ガーデニングの基礎として、剪定を中心にした学習会　全7回 100 I Ａ
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会津 会津若松市 1534 ウオーキング教室 　健康増進のためのウオーキング教室全4回 110 ＢＩ Ｅ
会津 会津若松市 1535 青木山の山開き 　地区の里山に親しむ事業　4月29日　　１回 250 Ｉ

会津 会津若松市 1536
人形劇公演（地域支援事
業）

　福島大学生による人形劇公演と折り紙講座（地域の時々の要望に応じ
て支援・実施する事業）1回

100 Ｃ Ｄ

会津 会津若松市 1537
昔遊び指導（地域支援事
業）

高齢者と小学生1年生を対象にした交流事業１回 70 ＣＦ

会津 会津若松市 1538
環境美化事業（地域支援
事業）

　地域の公共施設や通学路などに花プランターを設置し、育てる環境美
化事業　全１３回

950 Ｃ

会津 会津若松市 1539 門田地区文化祭
　公民館施設利用者による文化祭事業作品展示、芸能等の発表、地域
の農産品の販売など１回

1,700 Ｆ Ｇ Ｅ

会津 会津若松市 1540 門田地区運動会 　門田地区住民による住民を対象にした運動会１回 1,200 Ｆ

会津 会津若松市 1541 わらべ塾
自然体験・生活体験活動を中心に、生きる力や知恵また自分で考えられ
る力を養うことを目的に実施。（年1１回、5月～3月　15名）

85 Ｃ

会津 会津若松市 1542
家庭教育講演会－大戸
小中ＰＴＡとの共催－

強い精神を養い困難を乗り越えていくことをテーマとして、実際に体を動
かしながら、自分が本来持っている力を引き出すための「氣」の活用法
について学ぶ（10月）

43 Ｃ

会津 会津若松市 1543 おいしく食育料理教室
　地域の伝統料理や家庭料理、地元の野菜を使った健康料理など食に
対する知識を深めながらおいしい料理の再発見を目指し実施。（年7回、
6月～11月　20名）

98 Ｆ，Ｉ

会津 会津若松市 1544 通信俳句講座
　俳句を詠む力・知識の向上。また、吟行会（移動句会）を通じて相互交
流を図ることを目的に実施。（年9回、5月～1月　11名）

85 Ｆ，Ｉ

会津 会津若松市 1545 生きがい講座
　中高熟年期の人生に相応しい社会認識を保ち続けるために、また熟
すほどに多くにの人と交流し友達を得るために、広く講師を招いて楽しい
学習や体験を通じて理解を深める講座を実施。（年9回、5月～12月　37

208 Ｂ，Ｆ，Ｉ Ｅ

会津 会津若松市 1546
第42回大戸町文化祭共
催事業

　町民の自主的な文化活動の活性化を図り、個性豊かな文化の創造と
発展を目的とし、学習成果の発表などを行った。（11月）

200 Ｆ，Ｇ

会津 会津若松市 1547
子どもの居場所づくり事
業（大戸チャレンジクラ
ブ）

  子どもの取り巻く環境の変化を踏まえ、放課後等に子どもが活動でき
る場の確保を図るとともに次世代を担う児童の健全育成を支援した。（年
21回、6月～12月　10名）

103 Ｃ

会津 会津若松市 1548 生涯学習講座
  多様な学習ニーズに応え、地区のグループやサークルの企画による学
習活動の支援、（年3回、4月～3月）

38 Ｂ，Ｇ，Ｉ

会津 会津若松市 1549 スポーツ吹矢教室
  腹式呼吸による体調の改善、標的を狙うスポーツに共通する精神集中
力向上とストレス解消を目的に実施。（年18回、4月～3月　28名）

173 Ｉ

会津 会津若松市 1550 広報誌「大戸岳」の発行
  毎月１日、大戸公民館の学習講座の募集や地域の温かい情報、各種
機関・団体の予定等を掲載発行。（年12回）

Ｉ

会津 会津若松市 1551 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。

25 Ｃ

会津 会津若松市 1552 転入者講座 転入されて間もない女性に会津を知ってもらうための学習。 11 Ｇ

会津 会津若松市 1553 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。

65 Ｉ

会津 会津若松市 1554 歴史講座 史跡の見学や歴史上の人物に焦点をあて、歴史を考察する。 37 Ｉ
会津 会津若松市 1555 地域発見！街ウォッチング 地域の名所旧跡などの現地踏査と新たな見所の発見。 18 Ｇ

会津 会津若松市 1556 地域の絆交流支援事業
東電原発事故により会津若松市に避難している大熊町町民と会津若松
市民が協働して交流事業を企画し、相互の理解と絆を深める事業を支

29 Ｇ Ａ

会津 会津若松市 1557 一箕地区文化祭
地区住民の個性豊かな文化の創造発展に資するため、文化活動を奨励
するとともに、参加と鑑賞の機会を提供する。

1,300 Ｆ

会津 会津若松市 1558 東チャレンジクラブ
放課後や週末等に子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設
け、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくり
を推進する。　（6月～12月　30回）

470 Ｃ

会津 会津若松市 1559 こどもあそび塾
学年の枠をこえた仲間づくりとさまざまな体験活動を中心とした学習をす
る。　（6月～12月　7回）

70 Ｃ

会津 会津若松市 1560 男のこだわり本格派講座
団塊の世代の男性を対象に、日常の飲み物や料理などについて、本格
的に学ぶ。
（5月～12月　8回）

63 Ｂ

会津 会津若松市 1561
女性のためのリフレッシュ
ヨガ

椅子を使ったヨガで、心と体を癒す方法やストレス解消法を見つけること
を学ぶ。（5月～7月　6回）

150 Ｉ

会津 会津若松市 1562 郷土史教室

東山地内から飯盛山にかけての歴史を考察し、会津における歴史の流
れを再認識する。さらに、会津若松および周辺に存在する鉱山および地
下資源について学び、会津における近代の歴史を考察する。（前期6月2
回、後期9月～10月　2回　計4回）

215 Ｉ

会津 会津若松市 1563
基礎からはじめるパッチ
ワーク

パッチワークを通し、布の持つぬくもりや魅力に触れ、小さな布をつない
で大きな作品に仕上げる楽しさや達成感を学ぶ。（5月～7月　4回）

59 Ｉ

会津 会津若松市 1564 英会話教室
基礎的な英会話力を身につけ、さらに外国人の講師から、海外の文化も
学ぶ。（6月～7月　4回）

35 Ｉ

会津 会津若松市 1565 東いきいき青龍教室
若松第１包括支援センターと連携し、高齢者を対象に、生きがい・健康・
介護などを学ぶ。（5月～12月　8回）

129 Ｇ

会津 会津若松市 1566
高齢者のための消費者
被害防止講座

高齢者をねらう「悪徳商法」の被害を未然に防止するため、その手口と
対策について学ぶ。　（8月　1回）

50 Ｉ

会津 会津若松市 1567 昔語りと二胡の夕べ
「中秋の名月」のお月見とともに、なつかしい昔語りと、澄んだ二胡の音
色を楽しむ。　（9月　1回）

40 Ｉ

会津 会津若松市 1568
みんなで歌う懐かしの唱
歌

大正から昭和の懐かしい歌の合唱を、地区の老人クラブで出前講座とし
て実施した。（12月　1回）

30 Ｉ

会津 会津若松市 1569
伝統行事の「だんごさし」
にふれよう

会津伝統行事の「だんごさし」と、子どもたちへの楽しい絵本の読み語り
を実施し、正月の行事にふれる。
（1月　1回）

45 Ｉ

会津 会津若松市 1570
第25回東地区文化祭
（共催事業）

地区住民の自発的な文化活動の活性化を図り、豊かな文化の創造と発
展に寄与し、あわせて地区住民に鑑賞する機会を提供し、積極的な参加
を勧める。（11月2，3日）

1,350 Ｆ

会津 会津若松市 1571 少年少女探検隊
児童を対象に体験学習を通し、自主性・積極性や奉仕の精神を養うこと
を目的に実施。（年４回７～１１月）

9 C

会津 会津若松市 1572 湊小読み聞かせタイム
昼休みやスクールバス待ち時間を利用し、地域の方々がボランティアで
読み聞かせ、紙芝居などを実施。

189 C

会津 会津若松市 1573 女性講座
趣味を通じて、地域における女性相互の融和と仲間づくりを目的に、折り
紙教室を実施。（年４回７月～10月）

36 I

会津 会津若松市 1574 湊みのりの大学
高齢者を対象に明るく楽しく豊かな人生を送るため、健康な体つくりと生
きがいを求めて実施。（年９回６月～２月）

397 I

会津 会津若松市 1575 子育て・孫育てin MINATO 学社連携・融合事業として、地域家庭の教育力向上と活性化を目的に実施。 140 C B
会津 会津若松市 1576 湊さぎ草おとな塾 地域におけるネットワークの更なる形成を目的に実施。 311 B・I
会津 会津若松市 1577 湊町文化祭 ２日間にわたり、地区総合文化祭を実施。 400 F
会津 会津若松市 1578 サギソウ植栽講習会 湊町の花「サギソウ」の植栽・育て方についての実技・講習を実施。 23 I

会津 会津若松市 1579 サギソウ・山野草展
地区住民の交流と自然保護活動に対する機運を高めるとともに湊町の
賑わいを創造するため展示会を実施。

120 I

会津 会津若松市 1580
田代の滝探索とたけのこ
山

地区内に埋もれている自然景観の発掘と再認識とともに町民の健康増
進を図る。

44 I

会津 会津若松市 1581
山本八重ゆかりの地をめ
ぐる

NHK大河ドラマ「八重の桜」の放送にちなみ、新島八重のゆかりの地を
訪れて、会津の歴史を再認識する。

20 I

会津 会津若松市 1582 しめ縄つくり教室 地域の方を講師に迎え、講習会を実施。 15 I
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会津 会津若松市 1583 院内御廟歴史散策会 市内の貴重な史跡である院内御廟における学芸員の解説つき散策会 120 G・I
会津 会津若松市 1584 会津若松市民文化祭 市内各所において9月～11月の期間に様々な文化行事を開催、支援する 3,700 F B

会津 会津若松市 1585
第25回会津若松市鶴ヶ
城ハーフマラソン大会

会津若松市のシンボル「鶴ヶ城」周辺をコースとするマラソン大会をハー
フマラソン大会へとリニューアルしての開催

5,455 Ｃ・Ｆ Ｂ・Ｅ ○

会津 会津若松市 1586 第60回市民水泳大会 部門・種目別の競泳及び飛び込み競技大会の開催（8月） 627 Ｆ

会津 会津若松市 1587
平成25年度　ジョイス
ポーツデー

年齢や障害の有無に関わらず楽しめるニュースポーツの体験事業を開
催（9月）

1,200 Ｆ ○

会津 会津若松市 1588
第13回市民ソフトバレー
ボール大会

ニュースポーツの一つであるソフトバレーボール大会を開催（12月） 161 Ｆ

会津 会津若松市 1589 第58回市民体育祭 競技愛好者の種目別（9種目）交流大会を開催（2月） 1,680 Ｆ
会津 会津若松市 1590 第57回市民スキー大会 年齢別アルペンスキー競技会を開催（2月） 240 Ｆ

会津 会津若松市 1591 とげちょ☆チャレンジ
小学生親子を対象とした体験活動
　(年５回、６月～１２月　受講生13名)

57 Ｂ B

会津 会津若松市 1592 ことぶき大学
高齢者の生きがいづくり
　(年８回、５月～１２月　受講生1９名)

111 Ｂ、Ｇ 　　　

会津 会津若松市 1593 女性を愉しむ会
女性の知識技能を持ち寄り自主性や可能性を引き出す活動
　(年10回、５月～１２月　受講生1３名)

79 ＢＦＧ

会津 会津若松市 1594 歴史教室
こよみを学ぶ
旧暦・こよみについて改めて見直して現代の生活に生かす学習
　(年５回、５月～９月　受講生1９名)

72 Ｇ

会津 会津若松市 1595 まるごと体験
きたあいづ
農業など北会津ならではの体験活動を通じ地域住民の交流をはかる
　(年５回、５月～10月　受講生1５名)

43 Ｂ　Ｇ B

会津 会津若松市 1596 おやこ演劇交流会
芸術鑑賞と親子のふれあい活動
　(３月　１回実施)

28 Ｃ　Ｇ

会津 会津若松市 1597 北会津地区成人式
合併前の村時代からつづくお盆開催の成人式
　(８月　１回　　対象新成人６２名)

54 Ｄ 　

会津 会津若松市 1598 北会津文化祭
学習成果の発表と地域文化の向上
　(１１月　１回　)

1,000 Ｃ 　

会津 会津若松市 1599
ふるさとｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ
スノーバトル大会

雪国の生活を遊び楽しむ交流活動
　(１月　１回　)

287 Ａ　Ｇ Ｂ

会津 会津若松市 1600
ふるさとｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ
北会津地域大運動会

地域スポーツ通じての住民親睦
　(９月　)

Ａ　Ｇ Ｂ

会津 会津若松市 1601 地域ふれあい公民館
公民館職員が地域に出向いて生涯学習の場の提供
住民交流による地域活性化
　(２月～３月　５地区を巡回)

62 ＡＢＧ 　

会津 会津若松市 1602 河っ子クラブ
小学生が学年を越えて集い、地域の方の指導を受け様々な活動を実
施。(年７回　６月～１２月）

107 Ｃ

会津 会津若松市 1603
河東地区スキー＆スノー
ボード教室

初級者から上級者までのクラス別スキー講習並びに初級者を対象とし
たスノーボード講習を実施。（１月）

58 Ｉ

会津 会津若松市 1604 河東地区町民書初展 地域子ども会の新年活動と連携して、書初会と展示会を実施。（１月） 184 Ｃ

会津 会津若松市 1605 わくわく夢塾
団塊世代を対象に、生活術やレクリエーション、友だちづくりを目指して
実施。（年１３回　５月～翌年２月）

192 Ｂ

会津 会津若松市 1606 “オレ流”まちあそび
豊かな人生経験を持つ大人の男性が集い、地域課題を探る
※希望者極少数のため未実施

0 Ｂ

会津 会津若松市 1607 いきいき大学
高齢者がいつまでも元気に生きがいをもって生活していくための学習を
実施（年１０回　５月～翌年２月）

796 Ｇ

会津 会津若松市 1608 河東地区文化産業祭
地域で活動する文化団体や住民の活動成果の発表と地域産業の振興
を目指して開催。（１１月）※実行委員会を支援

1,000 Ｆ

会津 会津若松市 1609 河東地区町民運動会 町内地域対抗で運動会を実施。（９月）※実行委員会を支援 800 Ｆ

会津 会津若松市 1610
河東地区町内一周駅伝
競走大会

町内地域対抗で駅伝競走大会を実施（１１月）※実行委員会を支援 250 Ｆ

会津 会津若松市 1611 河東地区歩け歩け運動
夏と秋の２回にわたり、自然散策を兼ねた町民ハイキングを実施。（年２
回　７月と１０月）

50 Ｇ

会津 会津若松市 1612 学園キッズクラブ
放課後の学校施設を利用して地域の大人たちの指導による子どもの居
場所を提供。

997 Ｃ

会津 喜多方市 1613 なんでもやってみ隊
期間：5月～12月　　実施回数：8回対象：小学生1～6年生内容：物づくり
体験、自然体験他

135 C

会津 喜多方市 1614 ひらめっきっこ教室
期間：5月～11月　　実施回数：9回対象：小学3年～中学3年生
内容：工作や発明

122 C

会津 喜多方市 1615 男のための「雑楽」講座
期間：5月～2月　　実施回数：9回対象：男性
内容：研修旅行、作品づくり、体験学習、料理

143 B,G

会津 喜多方市 1616
手づくりカンジキをはいて
イエローフォールへ行こう

期間：2月　実施回数：1回対象：問わず内容：カンジキ作り、雪上トレッキ
ング

26 I

会津 喜多方市 1617 自然遊歩道巡り 期間：5月～11月　　実施回数：4回対象：問わず　内容：県内の遊歩道巡り 67 I
会津 喜多方市 1618 郷土歴史講座 期間：5月～11月　　実施回数：7回対象：問わず　内容：会津の文化や歴史 149 I
会津 喜多方市 1619 昔話伝承館 期間：5月～3月　　実施回数：6回対象：問わず　内容：語りべの養成 122 A

会津 喜多方市 1620
レクリエーションダンス教
室

期間：5月～3月　　実施回数：21回対象：問わず　内容：レクリエーション
ダンス

473 I

会津 喜多方市 1621 はつらつチャレンジ塾
期間：5月～12月　　実施回数：8回対象：問わず　内容：何ごとにも興味
を持ってチャレンジ

91 G、I

会津 喜多方市 1622
知的のんべえのための
酒づくり講座

期間：1月～2月　　実施回数：2回対象：20歳以上　内容：自酒づくり 154 I

会津 喜多方市 1623 三津谷煉瓦利活用講座 期間：3月　　実施回数：1回対象：問わず　内容：シンポジウム 40 A

会津 喜多方市 1624
家庭教育支援「もも」連携
講座

期間：5月～3月　　実施回数：4回対象：子育て中の方　内容：子育て支
援

92 C

会津 喜多方市 1625 ハッピーママ
期間：5月～1月　　実施回数：15回対象：子育て中の方　内容：育児に役
立つ学習

214 C

会津 喜多方市 1626
のびのび広場　みんなで
あそぼ

期間：5月～12月　　実施回数：13回対象：親と子　内容：親子運動あそび 247 C

会津 喜多方市 1627 子育てセミナー
期間：随時　　実施回数：3回対象：幼稚園児とその保護者　内容：家庭
教育力の向上

135 C

会津 喜多方市 1628 きたかた中央大学
期間：4月～11月　　実施回数：8回対象：60歳以上　内容：幅広い分野の
学習やレクリエーション

480 B,G

会津 喜多方市 1629 ドキュメンタリー映画上映 期間：11月27日　　実施回数：1回対象：問わず　内容：映画上映 200 G

会津 喜多方市 1630 喜多方市民文学散歩
期間：9月12日～13日　　実施回数：1回対象：問わず　内容：「国会図書
館、世田谷文学館」見学

13 I

会津 喜多方市 1631 世界文化遺産巡り
期間：9月4日　　実施回数：1回　対象：問わず　内容：新潟県立万代島
美術館見学

34 I

会津 喜多方市 1632 青少年育成講座 期間：7月～2月　　実施回数：3回　対象：青少年　内容：演奏会 363 Ｃ

会津 喜多方市 1633 わらべの会
期間：5月～2月　　実施回数：9回　対象：一般成人　内容：語りべ、読み
聞かせの方の養成・実践

34 Ｆ

会津 喜多方市 1634 松山町少年少女球技大会 期間：10月20日　　実施回数：1回　対象：松山地区小学生　内容：球技大会 84 C
会津 喜多方市 1635 学校学習支援ボランティア 期間：5月～11月　　実施回数：10回　対象：農業支援員　内容：実技 53 Ａ,C
会津 喜多方市 1636 遊学カレッジ 期間：5月～2月　　実施回数：8回　対象：一般成人　内容：生涯学習 129 Ｇ

会津 喜多方市 1637 元気の素づくり
期間：4月～11月　　実施回数：7回　対象：一般成人　内容：野菜づくりに
関する学習

136 Ｄ

会津 喜多方市 1638 花の学校 期間：5月～11月　　実施回数：4回　対象：一般成人　内容：花づくり講座 34 Ⅰ
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会津 喜多方市 1639
「自然を散策する会」
ネイチャーウォーク

期間：4月～2月　　実施回数：7回　対象：一般成人　内容：登山・ハイキ
ングを通して健康づくり

183 Ⅰ

会津 喜多方市 1640 わいわい　そば道場 期間：12月　　実施回数：2回　対象：一般成人　内容：そば打ち講習 12 Ⅰ
会津 喜多方市 1641 謡曲教室 期間：1月～2月　　実施回数：4回　対象：一般成人　内容：実技 45 Ｆ
会津 喜多方市 1642 囲碁・将棋松山クラブ 期間：4月～3月　　実施回数：14回　対象：一般成人　内容：実技 100 Ⅰ
会津 喜多方市 1643 町民教養講座 期間：1月19日　　実施回数：1回　対象：一般成人　内容：講習会 120 Ⅰ

会津 喜多方市 1644
わが家の旦那は有迷シェ
フ！？　男の料理

期間：10月7日　　実施回数：1回　対象：男性　内容：料理教室 12 I

会津 喜多方市 1645
さわやか健康クラブ
「ゆったり太極拳教室」

期間：4月～3月　　実施回数：22回　対象：一般成人　内容：実技 261 I

会津 喜多方市 1646
さわやか健康クラブ
「卓球教室」

期間：4月～3月　　実施回数：30回　対象：一般成人　内容：実技 283 I

会津 喜多方市 1647
ものづくり教室
「ぶきっちょクラブ」

期間：5月～2月　　実施回数：11回　対象：一般成人　内容：実技 96 I

会津 喜多方市 1648 吉志田婦人学級
期間：4月～3月　　実施回数：12回　対象：各地区婦人　内容：調理・手
芸・講座等

73 Ｇ

会津 喜多方市 1649 中村婦人学級
期間：4月～3月　　実施回数：12回　対象：各地区婦人　内容：調理・手
芸・講座等

72 Ｇ

会津 喜多方市 1650 子育てセミナー 期間：6月、9月　　実施回数：2回　対象：松山幼稚園　内容：子育て講座 55 C

会津 喜多方市 1651 燦燦教室
期間：2月、3月　　実施回数：2回　対象：高齢者　内容：健康講演会・太
極拳ゆったり体操

12 G,I

会津 喜多方市 1652 てくてくウォーク 期間：6月29日　　実施回数：1回　対象：一般先人　内容：文化財巡り 62 G

会津 喜多方市 1653 ものづくり体験教室
期間：10月26日　　実施回数：1回　対象：小学生　内容：ステンドガラス
アート等

72 C

会津 喜多方市 1654 わいわい塾
期間：4月～2月　　実施回数：14回　対象：一般先人　内容：歴史探訪や
講演。スポーツ等での交流

144 B・I D

会津 喜多方市 1655 にこにこ運動倶楽部 期間：通年　　実施回数：68回　対象：一般　内容：運動倶楽部 449 I
会津 喜多方市 1656 隷書体書道教室 期間：通年　　実施回数：33回　対象：一般　内容：書道教室 180 Ⅰ
会津 喜多方市 1657 絵手紙教室 期間：7月、12月、3月　　実施回数：3回　対象：一般　内容：絵手紙教室 34 Ⅰ
会津 喜多方市 1658 工房　上三宮！ 期間：7月、12月、3月　　実施回数：6回　対象：一般　内容：手芸教室等 76 Ⅰ
会津 喜多方市 1659 エアロビ教室 期間：1月、、3月　　実施回数：2回　対象：一般　内容：エアロビクス教室 23 Ⅰ
会津 喜多方市 1660 紙すき体験教室 期間：2月4日　　実施回数：1回　対象：一般　内容：紙すき体験 13 Ⅰ
会津 喜多方市 1661 男の台所 期間：2月26日　　実施回数：1回　対象：一般　内容：料理教室 10 I
会津 喜多方市 1662 書道体験教室 期間：3月12日　　実施回数：1回　対象：一般　内容：書道教室 7 I
会津 喜多方市 1663

手芸教室「手わすらすっ
ぺ」

期間：通年　　実施回数：38回　対象：一般　内容：手芸教室 480 I
会津 喜多方市 1664 お菓子作り教室 期間：3月12日　　実施回数：1回　対象：一般　内容：料理教室 8 I
会津 喜多方市 1665 ミニ門松づくり 期間：12月24日　　実施回数：1回　対象：一般　内容：ミニ門松づくり 13 I
会津 喜多方市 1666 子育てセミナー 期間：6月、10月　　実施回数：2回　対象：園児・保護者　内容：講演 63 C
会津 喜多方市 1667 高齢者交通安全教室 期間：8月2日　　実施回数：1回　対象：高齢者　内容：講習 12 I
会津 喜多方市 1668 スポーツ民謡教室 期間：通年　　実施回数：35回　対象：一般　内容：スポーツ民謡 195 I
会津 喜多方市 1669 カラオケ「うたってみっ会」 期間：通年　　実施回数：22回　対象：一般　内容：カラオケ教室 279 I
会津 喜多方市 1670 まほろば街道巡り 期間：9月9日　　実施回数：1回　対象：一般　内容：街道巡り（会津坂下町） 24 G,I
会津 喜多方市 1671 三嶋神社太々神楽観賞会 期間：9月9日　　実施回数：1回　対象：一般　内容：神楽観賞 150 G,I
会津 喜多方市 1672 大仏教室

期間：4月～3月　　実施回数：９回　対象：成人男性　内容：男性だけの
講座

124 Ｇ

会津 喜多方市 1673 もみの木学級
期間：4月～3月　　実施回数：9回　対象：成人女性　内容：女性だけの趣
味講座ほか

145 Ｇ

会津 喜多方市 1674 ミセス学級
期間：4月～3月　　実施回数：6回　対象：40歳からの女性　内容：学ぶ・
作る・遊ぶ・楽しむ婦人学級

42 Ｇ

会津 喜多方市 1675 手づくりクラブ 期間：4月～3月　　実施回数：9回　対象：一般　内容：料理と手芸講座 23 I
会津 喜多方市 1676 子育てセミナー 期間：4月～3月　　実施回数：2回　対象：園児、保護者　内容：講演会 90 C

会津 喜多方市 1677
ホッと一息いやしたいむ
（花と私のやさしい時間）

期間：4月～3月　　実施回数：3回　対象：一般　内容：簡単フラワーアレ
ンジメント

24 Ⅰ

会津 喜多方市 1678
ホッと一息いやしたいむ
（みゆき先生のお菓子の
時間）

期間：4月～3月　　実施回数：3回　対象：一般　内容：お菓子づくり 47 Ⅰ

会津 喜多方市 1679 エンジョイ手芸クラブ 期間：4月～3月　　実施回数：２０回　対象：一般　内容：手芸 130 I
会津 喜多方市 1680 町民講座 期間：1月　　実施回数：1回　対象：一般　内容：講演 105 G
会津 喜多方市 1681 出前教室 期間：4月～3月　　実施回数：2回　対象：高齢者・園児　内容：体験教室 50 I
会津 喜多方市 1682 デジカメ講座 期間：5月、7月　　実施回数：2回　対象：一般　内容：デジカメ教室 35 I
会津 喜多方市 1683 手打ちうどん教室 期間：2月　　実施回数：1回　対象：一般、児童　内容：料理教室 10 I
会津 喜多方市 1684 おはなしの部屋 期間：6月～11月　　実施回数：6回　対象：就学前の親子　内容：読み聞かせ 30 C
会津 喜多方市 1685 夏休み体験教室 期間：7月　　実施回数：2回　対象：小学生　内容：体験教室 75 C
会津 喜多方市 1686 冬休み体験教室 期間：12月　　実施回数：1回　対象：小学生　内容：体験教室 17 C

会津 喜多方市 1687 スマイリークラブ
期間：6月～3月　　実施回数：16回　対象：成人女性　内容：仲間と趣味
の時間を作る

219 Ｉ

会津 喜多方市 1688 ３B体操教室
期間：4月～3月　　実施回数：22回　対象：一般成人　内容：心地よい運
動で心身のリフレッシュ

179 Ｉ

会津 喜多方市 1689 絵手紙教室 期間：9月～12月　　実施回数：7回　対象：一般成人　内容：絵手紙教室 75 Ｉ

会津 喜多方市 1690 編み物教室
期間：12月～3月　　実施回数：14回　対象：成人女性　内容：簡単なベス
ト作りから挑戦

182 Ｉ

会津 喜多方市 1691 パッチワーク教室 期間：2月～3月　　実施回数：8回　対象：成人女性　内容：パッチワーク体験 117 Ｉ
会津 喜多方市 1692 粘土細工教室 期間：6月～8月　　実施回数：7回　対象：一般成人　内容：粘土細工教室 84 I
会津 喜多方市 1693 書道教室 期間：4月～3月　　実施回数：24回　対象：成人　内容：実技 337 I
会津 喜多方市 1694 さーくる・ピラティス 期間：4月～3月　　実施回数：44回対象：一般成人　内容：心身のリフレッシュ 364 Ｉ

会津 喜多方市 1695
子育てセミナー・教育セミ
ナー

期間：9月　　実施回数：62回　対象：児童・保護者　内容：講演会 62 C

会津 喜多方市 1696 ほっとたいむ
期間：4月～3月　　実施回数：10回　対象：幼稚園・小学生保護者　内
容：母親たちによる手芸等のサークル

186 C,Ｉ

会津 喜多方市 1697 サークル・きらり
期間：6月～11月　　実施回数：6回　対象：幼稚園・成人女性　内容：料
理、手芸等のサークル

54 I

会津 喜多方市 1698 コットン・グランマ
期間：4月～3月　　実施回数：12回　対象：成人女性　内容：年配の女性
による趣味のサークル

153 Ｉ

会津 喜多方市 1699 父来倶楽部
期間：6月～1月　　実施回数：7回　対象：成人男性　内容：お父さん同士
で楽しく学び合い

61 I

会津 喜多方市 1700
関柴町おらがまちの生涯
学習特別推進事業

期間：10月27日　　実施回数：1回　対象：一般成人　内容：歴史講座 55 G

会津 喜多方市 1701 中高生のつどい 期間：11月　　実施回数：1回　対象：中学・高校生　内容：中学高校生対象 45 C

会津 喜多方市 1702 きらめきサークル
期間：4月～3月　　実施回数：5回　対象：成人　内容：講話や研修のほ
か、親睦を深める

276 G

会津 喜多方市 1703 書道教室 期間：4月～3月　　実施回数：36回　対象：成人　内容：実技 360 I
会津 喜多方市 1704 華道教室 期間：4月～3月　　実施回数：5回　対象：成人　内容：実技 65 I
会津 喜多方市 1705 太極拳教室 期間：4月～3月　　実施回数：22回　対象：成人　内容：実技 120 I
会津 喜多方市 1706 パッチワーク教室 期間：4月～9月　　実施回数：12回　対象：成人　内容：実技 156 I

会津 喜多方市 1707 編み物教室
期間：12月～2月　　実施回数：6回　対象：成人　内容：帽子、ベスト、
セーターなどの製作

90 I
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会津 喜多方市 1708
心から心に伝える言葉の
教育

期間：6月、7月　　実施回数：2回　対象：一般成人　内容：教養講座 20 G

会津 喜多方市 1709 詩吟・剣舞・詩舞教室 期間：4月～3月　　実施回数：24回　対象：一般成人　内容：教養講座 144 I

会津 喜多方市 1710 メンズ・キッチン
期間：6月、11月、2月　　実施回数：3回　対象：一般成人（男性）　内容：
料理教室

30 I

会津 喜多方市 1711 ビューティフル・マンデイ
期間：4月～3月　　実施回数：44回　対象：成人　内容：ストレッチでイン
ナーマッスル強化

440 I

会津 喜多方市 1712 子育てセミナー
期間：7月・10月　　実施回数：2回　対象：幼稚園児・保護者　内容：講演
や親子で楽しむレクリエーション

80 C

会津 喜多方市 1713 あつまれ熊っこ
期間：8月　　実施回数：1回　対象：小学生・保護者　内容：親子エアロビ
クス、そば打ち教室

28 C

会津 喜多方市 1714 絵本に親しもう
期間：5月～11月　　実施回数：5回　対象：1～3歳児・保護者　内容：本
の読み聞かせ

75 C

会津 喜多方市 1715 ふれあい歴史講座 期間：4月～3月　　実施回数：5回　対象：成人　内容：地元歴史の講座 200 I

会津 喜多方市 1716 和み学級
期間：4月～3月　　実施回数：11回　対象：成人女性　内容：高齢者女性
向けの講座

121 I

会津 喜多方市 1717
恋人坂・恋人岬　愛の31
文字コンクール

期間：6月～9月　　実施回数：1回　対象：一般　内容：俳句コンクール 703 G,I

会津 喜多方市 1718 書道教室 期間：4月～3月　　　実施回数：36回　対象：小学生以上　内容：書道教室 756 I

会津 喜多方市 1719 座！いろり
期間：5月～3月　　　実施回数：10回　対象：幼児以上　内容：本の読み
聞かせ

260 C

会津 喜多方市 1720 親子ふれあい大夢
期間：夏休み、冬休み　　　実施回数：1回　対象：小学生親子　内容：体
験活動

38 C

会津 喜多方市 1721 歴史探訪 期間：5月　　　実施回数：1回　対象：一般　内容：移動学習 23 I

会津 喜多方市 1722
いっしょにやんべ！（成人
学級）

期間：6月～3月　　　実施回数：6回　対象：60歳以上　内容：お茶体験・
移動学習

108 B

会津 喜多方市 1723 喜多方いいとこどり 開催期間：6月～11月　　実施回数：3回　対象：一般　内容：蔵めぐり 49 Ｉ

会津 喜多方市 1724 編み物教室
開催期間：11月～3月　　実施回数：7回　対象：一般　内容：眠っている
布を使っての縫い物

62 Ｉ

会津 喜多方市 1725 ぬい物あそび 開催期間：11月～2月　　実施回数：7回　対象：一般　内容：ぬい物教室 61 Ｉ
会津 喜多方市 1726 慶徳婦人学級 期間：11月25日　　　実施回数：1回　対象：婦人　内容：健康講座 10 I
会津 喜多方市 1727 スポーツdayけいとく 期間：6月～1月　　実施回数：5回　対象：一般　内容：スポーツ教室 131 I

会津 喜多方市 1728 子育てセミナー
期間：6月・2月　　実施回数：2回　対象：幼稚園児・保護者　内容：講演
や親子で楽しむレクリエーション

37 C

会津 喜多方市 1729 高齢者学級
期間：5月～1月　　　実施回数：2回　対象：高齢者　内容：移動研修・世
代間交流等

28 G

会津 喜多方市 1730 お茶にしませんか？ 期間：6月～10月　　実施回数：10回　対象：一般　内容：生涯学習 84 I

会津 喜多方市 1731
おらが町の生涯学習特
別事業

期間：4月～7月　　実施回数：　回　対象：小学4～6年生　内容：お田植
え祭り

500 B,C,F

会津 喜多方市 1732 子どもミニ運動会 期間：6月23日　　実施回数：1回　対象：幼・小学生　内容：スポーツ 47 C
会津 喜多方市 1733 子ども餅つき大会 期間：12月1日　　実施回数：1回　対象：幼・小学生　内容：餅つき体験 75 C
会津 喜多方市 1734 わんぱくキッズ 期間：3月24日　　実施回数：1回　対象：幼・小学生　内容：スポーツ体験 38 C
会津 喜多方市 1735 水墨画教室 期間：4月～10月　　実施回数：11回　対象：一般　内容：実技 55 I
会津 喜多方市 1736 スポーツ民謡教室 期間：4月～3月　　実施回数：42回　対象：一般　内容：スポーツ民謡 215 I
会津 喜多方市 1737 フラダンス教室 期間：4月～3月　　実施回数：57回　対象：一般　内容：フラダンス 810 I
会津 喜多方市 1738 太極拳教室 期間：4月～3月　　実施回数：34回　対象：一般　内容：太極拳 276 I
会津 喜多方市 1739 書の会 期間：4月～3月　　実施回数：24回　対象：一般　内容：実技 240 I

会津 喜多方市 1740 サークルふれあい
期間：4月～2月　　実施回数：7回　対象：一般　内容：移動学習・健康講
座ほか

101 G, I

会津 喜多方市 1741 友歩倶楽部
期間：5月～11月　　実施回数：3回　対象：一般　内容：身近な地域のよ
さを再発見

110 I

会津 喜多方市 1742 手わっさ教室 期間：4月～3月　　実施回数：24回　対象：一般　内容：手芸作品づくり 240 I
会津 喜多方市 1743 いきいき出前講座 期間：5月～3月　　実施回数：11回　対象：一般　内容：教養講座 66 G, I
会津 喜多方市 1744 太極拳ゆったり体操 期間：11月～3月　　実施回数：10回　対象：一般　内容：太極拳 120 I
会津 喜多方市 1745 町民教養講座 期間：1月19日　　実施回数：1回　対象：一般　内容：講習会 80 Ⅰ

会津 喜多方市 1746 元気！元気！交流会
期間：7月17日　　実施回数：1回　対象：一般　内容：健康講座・バランス
食講座ほか

7 G, I

会津 喜多方市 1747 お父さんの厨房 期間：8月26日　　実施回数：1回　対象：一般男性　内容：男の料理教室 9 B

会津 喜多方市 1748 青少年育成DVD観賞
期間：6月17日　　実施回数：1回　対象：青少年育成地区役員　内容：
DVD観賞

30 C

会津 喜多方市 1749 子育てセミナー
期間：7月～11月　　実施回数：2回　対象：幼稚園児と保護者　内容：子
育て講座

70 C

会津 喜多方市 1750 親子生花教室 期間：4月～3月　　実施回数：12回　対象：親子・一般　内容：実技 48 I

会津 喜多方市 1751 豊川ゆめ塾
期間：4月～3月　　実施回数：7回　対象：一般　内容：歴史・健康講座・
移動学習ほか

96 G, I

会津 喜多方市 1752 豊寿会 期間：4月～3月　　実施回数：12回　対象：一般（高齢者）　内容：高齢者教室 300 G, I
会津 喜多方市 1753 詩吟教室 期間：4月～3月　　実施回数：31回　対象：一　内容：詩吟 140 I
会津 喜多方市 1754 カラオケ教室 期間：4月～3月　　実施回数：38回　対象：一般　内容：カラオケ教室 900 I
会津 喜多方市 1755 地区婦人学級 期間：4月～3月　　実施回数：1回　対象：一般婦人　内容：地区により開催 20 B
会津 喜多方市 1756 チャレンジキッズ組 期間：6月～12月　　実施回数：7回
対象：小学生
内容：体験活動 153 C
会津 喜多方市 1757 自然体験キャンプ 期間：8月　　実施回数：1回　対象：小学生　内容：キャンプ体験 8 C

会津 喜多方市 1758 熱塩加納ふるさと学級
期間：5月～11月　　実施回数：4回　対象：一般　内容：郷土の歴史、文
化を学習

38 G,I

会津 喜多方市 1759 食ッキング教室 期間：5月、12月　　実施回数：2回　対象：一般　内容：料理教室 25 I

会津 喜多方市 1760
レクリエーションダンス体
験教室

期間：6月　　実施回数：4回　対象：一般　内容：レクリエーションダンス体
験

47 I

会津 喜多方市 1761 軽登山教室 期間：7月　　実施回数：1回　対象：一般　内容：軽登山 35 I
会津 喜多方市 1762 ヨガ体験教室 期間：7月　　実施回数：1回　対象：一般　内容：ヨガ体験 32 I

会津 喜多方市 1763 そば打ち教室
期間：11月～12月　　実施回数：3回　対象：一般成人　内容：そば打ちの
体験学習

17 I

会津 喜多方市 1764 なんでも体験手作り講座 期間：11月～2月　　実施回数：4回　対象：一般成人　内容：手芸等 46 I
会津 喜多方市 1765 おはなし会 期間：5月～1月　　実施回数：8回　対象：幼・小学生　内容：読み聞かせ 126 C
会津 喜多方市 1766 育児サークル 期間：5月～2月　　実施回数：10回　対象：乳幼児と保護者　内容：育児講座 244 C
会津 喜多方市 1767 家庭教育学級 期間：6月～2月　　実施回数：4回　対象：幼・小中学校　内容：家庭教育 93 C

会津 喜多方市 1768 寿スクール
期間：5月～12月　　実施回数：8回　対象：65歳以上　内容：教養・健康・
趣味講座

282 I

会津 喜多方市 1769
生涯学習推進特別事業
三ノ倉高原ウォーキング

期間：10月　　実施回数：1回　対象：一般　内容：ウォーキング 41 I

会津 喜多方市 1770 本の読み聞かせ教室
期間：4月～12月　　実施回数：9回　対象：幼・小学生親子　内容：読み
聞かせ

242 C

会津 喜多方市 1771 チャレンジキッズクラブ
期間：5月～12月　　実施回数：14回　対象：年長～小学2年　　　内容：
コーディネーショントレーニング

243 C Ｃ

会津 喜多方市 1772
親子コーディネーショント
レーニング

期間：10月14日　　実施回数：1回　対象：親子　内容：親子でのｺｰﾃﾞｨﾈｰ
ｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

14 C

会津 喜多方市 1773 子ども将棋クラブ 期間：5月～12月　　実施回数：8回　対象：小学生　内容：将棋教室 123 C

会津 喜多方市 1774 英会話教室
期間：4月～12月　　実施回数：30回　対象：一般成人　内容：初級・中級
コース

243 Ⅰ
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会津 喜多方市 1775 しおかわ地域学習塾
期間：6月～2月　　実施回数：8回　対象：一般成人　内容：史跡をめぐ
り、文化、歴史を学ぶ

157 Ⅰ

会津 喜多方市 1776 やさしいピラティス教室 期間：6月～12月　　実施回数：13回　対象：一般成人　内容：ピラティス教室 103 I

会津 喜多方市 1777 ティンクルくらぶ
開催期間：4月～3月　　予定回数：13回　対象：女性　内容：手芸・料理・
陶芸など

255 Ⅰ

会津 喜多方市 1778 絵手紙教室 開催期間：7月～10月　　予定回数：8回　対象：成人　内容：絵手紙教室 87 Ⅰ

会津 喜多方市 1779 ママのピラティス教室
期間：6月～11月　　実施回数：9回　対象：子育て中のお母さん　内容：ピ
ラティス教室

73 I

会津 喜多方市 1780 塩こうじ作り教室 2月25日　　実施回数：1回　対象：成人　内容：塩こうじ作り 11 Ｉ

会津 喜多方市 1781 家庭教育講座
期間：9月～10月　　実施回数：4回　対象：小学校入学時の保護者　内
容：家庭教育学級

89 Ｃ Ｅ

会津 喜多方市 1782 塩川あやめ大学
期間：4月～12月　　実施回数：16回　対象：高齢者　内容：移動研修、交
流事業ほか

145 Ⅰ

会津 喜多方市 1783 ファミリースポーツタイム 期間：4月～3月　　実施回数：11回　対象：一般　内容：スポーツ体験 370 I

会津 喜多方市 1784
生涯学習推進特別事業
いにしえの塩川宿探訪

期間：9月8日　　実施回数：1回　対象：一般　内容：歴史移動学習 23 I

会津 喜多方市 1785 書道教室 期間：5月～3月　　実施回数：22回　対象：小学生　内容：書道教室 228 Ｃ、Ｆ、Ｉ

会津 喜多方市 1786 姥堂むつみ学級
期間：5月～3月　　実施回数：22回　対象：一般女性　内容：移動研修、
交流事業ほか

228 F、Ｉ

会津 喜多方市 1787 押し花教室 期間：4月～3月　　実施回数：9回　対象：一般成人　内容：押し花教室 49 F,I
会津 喜多方市 1788 俳句教室 期間：4月～3月　　実施回数：12回　対象：一般成人　内容：俳句教室・吟行 57 F,I

会津 喜多方市 1789 太極拳ゆったり体操教室
期間：4月～3月　　実施回数：20回　対象：一般成人　内容：太極拳ゆっ
たり体操

227 I

会津 喜多方市 1790 パッチワーク教室 期間：4月～3月　　実施回数：13回　対象：一般成人　内容：パッチワーク 163 I
会津 喜多方市 1791 ようさいくらぶ 期間：4月～3月　　実施回数：12回　対象：一般成人　内容：洋裁教室 122 I
会津 喜多方市 1792 脳生き生き講座 期間：4月～3月　　実施回数：12回　対象：一般成人　内容：認知症予防講座 156 Ｉ
会津 喜多方市 1793 切り絵教室 期間：2月　　実施回数：1回　対象：一般成人　内容：切り絵 8 I
会津 喜多方市 1794 グラウンドゴルフ教室 期間：6月～11月　　実施回数：7回　対象：一般成人　内容：実技講習 176 I
会津 喜多方市 1795 冬季手芸教室 期間：12月～2月　　実施回数：11回　対象：一般成人　内容：手芸等 135 I

会津 喜多方市 1796 姥堂あやめ大学
期間：4月～12月　　実施回数：13回　対象：一般成人　内容：移動研修、
教養講座ほか

125 Ｆ、Ｉ

会津 喜多方市 1797
生涯学習推進特別事業
歴史講座

期間：8月8日　　実施回数：1回　対象：一般成人　内容：歴史学習 20 I

会津 喜多方市 1798 書道教室 期間：4月～3月　　実施回数：34回　対象：一般成人　内容：書道教室 460 F、Ｉ

会津 喜多方市 1799 堂島むつみ学級
期間：4月～3月　　実施回数：22回　対象：一般女性　内容：移動研修、
交流事業ほか

160 F、Ｉ

会津 喜多方市 1800 俳句教室 期間：4月～3月　　実施回数：13回　対象：一般成人　内容：俳句教室・吟行 112 F、Ｉ
会津 喜多方市 1801 墨絵教室 期間：　4月～12月　実施回数：17回　対象：一般成人　内容：墨絵教室 97 F、Ｉ

会津 喜多方市 1802 盆栽教室
期間：4月～3月　　実施回数：9回　対象：一般成人　内容：盆栽教室・視
察研修

126 F、Ｉ

会津 喜多方市 1803 レディサークル 期間：4月～3月　　実施回数：16回　対象：一般女性　内容：成人女性講座 144 I

会津 喜多方市 1804 太極拳教室
期間：4月～3月　　実施回数：26回　対象：一般成人　内容：地区民の健
康、体力づくり

264 Ｉ

会津 喜多方市 1805 冬季手芸教室 期間：12月～3月　　実施回数：4回　対象：一般成人　内容：手芸講座 50 I

会津 喜多方市 1806 堂島あやめ大学
期間：4月～3月　　実施回数：17回　対象：高齢者　内容：移動研修、教
養講座ほか

158 G

会津 喜多方市 1807
生涯学習推進特別事業
歴史学習講座

期間：11月16日　　実施回数：19回　対象：一般　内容：歴史学習 19 G,I

会津 喜多方市 1808 ジュニアリズムダンス
期間：4月～12月　　実施回数：26回　対象：小学生　内容：3B体操を取り
入れたリズムダンス

468 Ｉ

会津 喜多方市 1809 駒形むつみ学級
期間：4月～2月　　実施回数：11回　対象：一般成人　内容：50歳以上の
女性講座

198 Ｆ、Ｉ

会津 喜多方市 1810 墨絵教室 期間：4月～12月　　実施回数：9回　対象：一般成人　内容：墨絵教室 39 Ｆ、Ｉ
会津 喜多方市 1811 俳句教室 期間：4月～3月　　実施回数：12回　対象：一般成人　内容：俳句教室・吟行 56 Ｆ、Ｉ
会津 喜多方市 1812 太極拳教室 期間：4月～3月　　実施回数：24回　対象：一般成人　内容：太極拳 260 Ｉ

会津 喜多方市 1813 フレッシュママ教室
期間：4月～3月　　実施回数：11回　対象：一般成人　内容：料理、手芸
等の製作ほか

70 Ｃ、Ｉ

会津 喜多方市 1814 駒形あやめ大学
期間：4月～3月　　実施回数：9回　対象：高齢者　内容：移動研修、教養
講座ほか

64 Ｆ、Ｉ

会津 喜多方市 1815
生涯学習推進特別事業
駒形ふるさと再発見

期間：10月　　実施回数：1回　対象：一般　内容：地域歴史講話 54 G,I

会津 喜多方市 1816 やまとキッズクラブ
期間：5月～2月　　実施回数：10回　対象：小学生　内容：野外活動体
験、工作等

270 C

会津 喜多方市 1817 会津発見塾 期間：4月～11月　　実施回数：6回　対象：一般　内容：地域文化学習 198 G,I
会津 喜多方市 1818 いろいろ体験趣味講座 期間：4月～3月　　実施回数：12回　対象：一般成人　内容：趣味の講座ほか 228 F・Ｉ

会津 喜多方市 1819 素人そば打ち講座
期間：6月～2月　　実施回数：7回　対象：一般成人　内容：そば打ちの技
術と知識習得

228 Ｉ

会津 喜多方市 1820 つるし飾り講座
期間：4月～3月　　実施回数：12回　対象：一般成人　内容：縁起物のつ
るし飾りづくり

300 Ｉ

会津 喜多方市 1821 パッチワーク講座 期間：6月～3月　　実施回数：7回　対象：一般成人　内容：パッチワーク教室 84 Ｉ
会津 喜多方市 1822 料理教室 期間：2月　　実施回数：1回　対象：一般成人　内容：実技 17 Ｉ
会津 喜多方市 1823 行政区　婦人学級 期間：4月～3月　　実施回数：6回　対象：一般成人　内容：婦人講座 60 G,I

会津 喜多方市 1824 10人でGO!
期間：1月～2月　　実施回数：1回　対象：一般成人　内容：同じ趣味の仲
間での自主講座

6 G,I

会津 喜多方市 1825
就学時健診時家庭教育
講座

期間：9月　　実施回数：1回　対象：就学児保護者　内容：講演会 30 C

会津 喜多方市 1826 山都保育所家庭教育講座 期間：6月　　実施回数：1回　対象：保育所保護者　内容：講演会 40 C

会津 喜多方市 1827
やまと児童クラブ家庭教
育講座

期間：11月　　実施回数：1回　対象：やまと児童クラブ登録保護者　内
容：講演会

12 C

会津 喜多方市 1828 長寿学園
期間：4月～3月　　実施回数：10回　対象：60歳以上　内容：高齢者の教
養講座

290 Ｉ

会津 喜多方市 1829
図書ボランティアとおはな
しの会

期間：4月～3月　　実施回数：24回　対象：成人　内容：読み聞かせ等 72 F,G

会津 喜多方市 1830 親子の広場（屋台体験） 期間：10月　　実施回数：2回　対象：親子　内容：屋台体験 40 C

会津 喜多方市 1831 ３歳児絵本プレゼント
期間：10月　　実施回数：1回　対象：３歳児　内容：絵本プレゼントと読み
聞かせ

12 C

会津 喜多方市 1832
生涯学習推進特別事業
自然体験ウォークラリー

期間：10月20日　　実施回数：1回　対象：一般　内容：自然体験ウォーク
ラリー

27 I

会津 喜多方市 1833 たかさとチャレンジスクール 期間：5月～12月　　実施回数：8回　対象：小学生　内容：体験活動ほか 228 C
会津 喜多方市 1834 ジュニアクッキング教室 期間：2月～3月　　実施回数：2回　対象：小学4～6年生　内容：料理教室 30 I
会津 喜多方市 1835 夏季講座「お料理教室」 期間：6月　　実施回数：4回　対象：一般　内容：料理教室 31 I
会津 喜多方市 1836 ヨガ体験教室 期間：10月～11月　　実施回数：2回　対象：一般　内容：ヨガ体験 14 I

会津 喜多方市 1837
冬季講座「スポーツ民謡
教室」

期間：2月～3月　　実施回数：7回　対象：一般　内容：スポーツ民謡 49 Ｉ

会津 喜多方市 1838 就学時子育て講座 期間：9月25日　　実施回数：1回　対象：新入学児童保護者　内容：講演会 10 C
会津 喜多方市 1839 高郷いきがい学級 期間：4月～12月　　実施回数：9回
対象：６０歳以上
内容：講演や現地研修など 397 B
会津 喜多方市 1840 バドミントン教室 期間：4月～12月　　実施回数：14回
対象：一般
内容：実技講習 107 I
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会津 喜多方市 1841 市民ボート体験教室 期間：6月～8月　　実施回数：5回
対象：一般
内容：ボート(ナックルフォア)体験教室 176 I
会津 喜多方市 1842 生涯学習推進特別事業
「おらがまちの文化財を訪ねて」期間：7月20日　　実施回数：1回
対象：歴史愛好者
内容：文化財めぐり 17 G,I
会津 北塩原村 1843 幼児教育支援事業 乳幼児と保護者を対象に『子育ての楽しさ』を体感することをテーマに実施した。（年６回） 100 C Ｅ

会津 北塩原村 1844 家庭教育支援総合支援事業
子供たちの健やかで心豊かな成長を育むため、保護者を含めた事業と
し、家庭における教育力の向上を図る場として各幼稚園・小学校・中学
校で実施した。（年６回）

300 Ｃ Ｂ、Ｅ

会津 北塩原村 1845 青少年体験活動事業 キャンプ体験、料理教室、冬の自然体験を実施した（年３回） 60 Ｃ Ｂ、Ｅ

会津 北塩原村 1846 成人体験交流事業
成人の教養と交流を目的とした事業。講演会、そば打ち体験などを実施
（年４回）

70 G、Ｉ Ｂ、Ｅ

会津 北塩原村 1847 異文化体験交流事業 英会話を直接体験しながら料理教室を実施した。（年１回） 30 G Ｅ
会津 北塩原村 1848 ボランティア活動事業 被災地視察とボランティア活動を実施した。（年２回） 30 I Ｂ、Ｅ

会津 北塩原村 1849 歴史学教養事業
会津米沢街道沿いには、柏木城や小谷山城など５つの山城跡がある
他、金山跡や松並木など数多くの歴史遺産が点在する。これらの山城
跡などの見学会を実施した。（年３回）

30 I Ｂ、Ｅ

会津 北塩原村 1850 ふるさと再発見事業
村の魅力を再発見する機会を創出する事業。探勝路をガイドと一緒に歩
く事業を実施した。（年５回）

50 I Ｂ、Ｅ

会津 西会津町 1851 おはなしの会
子どもたちに読み聞かせをとおして本の楽しさを伝え、児童の情操教育・
健全育成を図る。

131 ｃ

会津 西会津町 1852 読み聞かせ講習会
読み聞かせの技術を学び、おはなしの会の内容充実とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの拡充
を図る。

56 a 　

会津 西会津町 1853 家庭教育講座 家族と地域のコミュニケーションの醸成を図る 35 ｃ ｂ

会津 西会津町 1854
学年行事や子ども会、保
育所保護者等を活用した

レクリエーションをとおして、子どもと親が触れ合える機会の充実を図る 261 ｃ ｂ

会津 西会津町 1855 放課後子ども教室 小学１年生を対象とした放課後活動の実施 812 ｃ b

会津 西会津町 1856
放課後子ども教室
「合同休日活動」

小学校全学年を対象とし、自然体験やキャンプなどを実施 147 ｃ ｂ

会津 西会津町 1857 学社連携教室
地域の方が講師になり、学校では体験できない学習活動、部活動補助
を実施

540 ｃ ｂ

会津 西会津町 1858
英会話教室
（子供コース）

低学年と高学年にクラス別に実施し、英語に触れる機会をつくった 149 i

会津 西会津町 1859 通学学習 家庭から離れ、他校児童と共同生活のなかで、自立心等を養う 24 ｄ

会津 西会津町 1860 少年の主張大会
次世代を担う少年が日頃感じていることや考えていることを発表し、住民
が聞くことにより、子供たちに対する理解と関心を深め、健全育成に寄与

77 ｃ、ｈ ｂ

会津 西会津町 1861 女性講座
多様化する現代社会において、毎日を輝いて生きていけるよう、家庭
人・社会人として、教養の向上を目指し各種講座を開催した

148 g,i b

会津 西会津町 1862
英会話教室
（一般コース）

２コースに別け、日常会話がある程度できる語学力を目指す 152 i

会津 西会津町 1863 成人式
実行委員会方式により自ら運営し、これからの地域を担う社会人として
の自覚を促す

70 i

会津 西会津町 1864 歳百合学園
ニュースポーツをとおして、楽しく健康づくりをすすめ、仲間づくりを目的
として、スポーツ講座を実施

371 i b

会津 西会津町 1865 さゆり中学 学習意欲の向上と生きがいに満ちた人生を作り出すための学習の場の提供と生涯学習を個人（団体）から地域へと発展させる 190 a,f,g,i b
会津 西会津町 1866 沖縄交流 異なった生活習慣や文化を体験し、広く見聞を広め、児童生徒の健全育成を図る。 15 ｈ a
会津 西会津町 1867 ほっとＬＩＦＥ ４０代までの女性を対象に、美容や健康に関する講座の実施。 41 ｇ、ｉ ｂ
会津 西会津町 1868 さゆり短期大学 さゆり中学の卒業生を対象に、さらに深みのある学びの場を提供する 32 a、i ｂ
会津 西会津町 1869 新郷いきいき倶楽部 健康に関するテーマ、活動を通じて健康増進を図り、生きがい作りを目的とする 338 i e
会津 西会津町 1870 生涯学習発表会 日頃の生涯学習の成果を発表する場の提供 490 ｆ、ｇ ｂ
会津 西会津町 1871 町史を読む 町の歴史を学び、知識を深め、講師として活躍できる指導者の育成を図る 40 a,i ｂ
会津 西会津町 1872 奥川地区郷土史講座 地区の歴史や風習などを講師や参加者間の知見発表による学習 127 a,i b
会津 西会津町 1873 奥川地区生涯学習
発表会 日頃の生涯学習の成果を発表する場の提供 60 ｆ、ｇ
会津 西会津町 1874 男のスイーツ作り教室 中学生から一般を対象とした男性のみを対象として開講した 9 i b
会津 西会津町 1875 文化と産業祭 町の一大イベントをとおして生涯学習の成果を発表 12,000 ｆ、ｇ ｂ
会津 西会津町 1876 出前講座 公民館事業に参加しにくい町民に対して学習しやすいように、地区の集会所等を利用して学習の機会を提供する 337 g、i ｂ、e
会津 西会津町 1877 各地区運動会（体育祭） 各地区(５地区）ごとに運動会（体育祭）を開催し交流を深める 600 i ｂ

会津 西会津町 1878 各地区スポーツ大会
各地区においてソフトボール、バレーボール、卓球大会などを開催し、交
流を深める

2,037 g,i ｂ

会津 西会津町 1879 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 950 ｆ、ｇ、i b

会津 西会津町 1880
町民グラウンドゴルフ大
会

手軽に楽しめるニュースポーツの普及と日頃の練習の成果を試すため
に３部門に別けて大会を開催(雨天中止）

59 ｆ、ｇ、i b

会津 西会津町 1881
バレーボール
フェスティバル

町内愛好者による大会の実施 100 ｆ、ｇ、i ｂ

会津 西会津町 1882 町民カローリング大会
手軽に楽しめるニュースポーツの普及と日頃の練習の成果を試すため
に２部門に別けて大会を開催

72 ｆ、ｇ、i ｂ

会津 西会津町 1883 スノースポーツスクール 冬の運動不足の解消のため、スノーシューを履いて、野山を散策する 2 ｇ、i
会津 西会津町 1884 キッズランニングクラブ 小学生を対象に陸上競技の楽しさと技術を習得する 209 h,i b
会津 西会津町 1885 カーリンコン教室 ニュースポーツの普及と健康づくり、仲間づくりを目的に開催 70 i 　
会津 西会津町 1886 ヨガ教室 健康づくり、体力増進を目的に開催 400 i 　

会津 磐梯町 1887
少年教室
「ばんだいっ子クラブ」

小学生（一部中学生）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（年１0回）

128 Ａ・Ⅰ Ｂ・Ｅ

会津 磐梯町 1888 放課後子ども教室 町内にある二つの小学校で、放課後に様々な体験活動を実施（29回） 808 Ｃ Ｅ
会津 磐梯町 1889 中学生そば打ち体験教室 そば打ちの体験（11月13日） 103 Ａ Ｂ・Ｅ
会津 磐梯町 1890 ファミリースクール 保育所に通う保護者を対象に、子育てに関する講話を実施（5月25日） 53 Ｃ Ｅ

会津 磐梯町 1891
幼稚園・小中学校
家庭教育委託事業

各ＰＴＡに委託し、保護者が参加する機会を利用し家庭教育事業を実施
（年　各３～４回）

1,122 Ｃ

会津 磐梯町 1892 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１１回） 172 Ⅰ Ｂ・Ｅ

会津 磐梯町 1893 パソコン教室
日常生活に役立つ活用法の習得（初心者総合・ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ・ﾃﾞｼﾞｶﾒ・イ
ンターネット）５講座各５回（6月～７月）

195 Ⅰ Ｂ

会津 磐梯町 1894 英会話教室
簡単な日常会話の習得
　（9月～11月　11回）

54 Ⅰ Ｅ ○

会津 磐梯町 1895 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１４回） 674 Ⅰ B・Ｅ

会津 磐梯町 1896 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２日～４日）

800 Ｆ Ｅ

会津 磐梯町 1897
わたしの手仕事
（竹と遊ぼう）講座

竹細工の作成（7月～9月　６回） 27 Ⅰ Ｅ

会津 磐梯町 1898 遊ウォーク
・地元を歩こう（４月２７日）
・スノーシュー散策（２月１日）

21 Ⅰ B・Ｅ

会津 磐梯町 1899
第２１回
磐梯町ロードレース大会

町民を対象としてロードレースの開催
　　　（５月２６日）

108 Ｆ Ｂ・Ｅ

会津 磐梯町 1900 磐梯町お盆野球大会
町民・帰省者等を対象として開催
（８月15日）

103 Ｆ Ｅ

会津 磐梯町 1901 第４８回町民体育祭 町民を対象として開催（９月１日） 1,100 Ｆ Ｅ

会津 猪苗代町 1902
猪苗代町民健康マラソン
大会

町民を対象としたマラソン大会 493 Ｆ

会津 猪苗代町 1903 猪苗代町民大運動会 町民を対象とした運動会 1,100 Ｆ

会津 猪苗代町 1904 学びいな夏祭り
学びいな主催講座の成果発表と社会教育団体等の成果発表。体験コー
ナーあり

2000 Ｆ

会津 猪苗代町 1905 学びいな秋祭り 学びいな主催講座の成果発表と文化団体や高齢者の成果発表 1,700 Ｆ
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会津 猪苗代町 1906 町民球技大会地区大会 町民を対象とした球技大会（７月～８月） 1,500 Ｆ
会津 猪苗代町 1907 町民球技大会中央大会 町民を対象とした球技大会（９月） 500 Ｆ
会津 猪苗代町 1908 町民ハイキング 町民を対象としたハイキング 102 Ｉ

会津 猪苗代町 1909
母から子への手紙コンテ
スト

母親から子供に対する手紙のコンテスト 941 Ｉ

会津 猪苗代町 1910 歴史講座 連歌師猪苗代兼載について学ぶ 173 I
会津 猪苗代町 1911 天鏡そば打ち教室 そば打ちを基礎から学ぶ 194 I
会津 猪苗代町 1912 親子リトミック教室 就園前の親子が音楽にあわせて体を動かし、感性や集中力を養う 273 I
会津 猪苗代町 1913 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 531 I
会津 猪苗代町 1914 パソコン講習会 基礎からマスターし、可能性を広げる 328 I
会津 猪苗代町 1915 ママリフレッシュ講座 女性が楽しみながら、知性と教養を高める学習 152 I
会津 猪苗代町 1916 てくてく歩きま専科 自然、歴史を訪ねながら、体力増進を図る 144 I

会津 会津坂下町 1917 生涯学習出前講座
町民が主催する学習会や勉強会会場に役場職員などが訪問し、町制や
制度についての講座を実施

200 Ｇ

会津 会津坂下町 1918 成人式 成人式 250 Ｇ
会津 会津坂下町 1919 青少年ボランティア事業 青少年ボランティア事業 150 Ｇ

会津 会津坂下町 1920
会津坂下町放課後子ども
教室推進事業

放課後における児童の安心安全な居場所づくり事業 14,000 Ｃ

会津 会津坂下町 1921 高寺山山開き 高寺山文化の伝承と町民登山 400 Ｉ
会津 会津坂下町 1922 子どもクッキング教室 小学生を対象に、料理づくりを通して食の大切さや料理の楽しさを学ぶ 100 Ｃ
会津 会津坂下町 1923 つくしんぼ教室 入園前の親子を対象に仲間づくりと子育てを学び合う Ｃ

会津 会津坂下町 1924 ブックスタート
乳児検診時に子育て支援を目的とし、絵本の読み聞かせや絵本のプレ
ゼントをする

Ｃ

会津 会津坂下町 1925 第２回ばんげ子どもフェスタ ８館合同による交流事業。多くの子供達に楽しんでもらえた。(５月) 300 C Ｅ

会津 会津坂下町 1926 青少年囲碁・将棋教室
囲碁・将棋を通して青少年の集中力向上と、世代間交流を図った。（計５
回、７月～８月）

246 Ｃ

会津 会津坂下町 1927 お寺に泊まろう２０１３
禅寺の生活を通して、心と体の姿勢を正し,異学年や生活環境の異なる
集団生活の中で協調性を養う事が出来た(７月)。

29 C

会津 会津坂下町 1928
８館合同青少年事業 小学生6年生を対象に募集。国際理解と親善の精神を養えた。（ブリ

ティッシュヒルズ）
11 C Ｅ

会津 会津坂下町 1929
（束松ウォークにチャレンジ　１０月）高寺公民館主催｢束松ウォーキング
大会｣に参加し、旧越後街道の歴史を学んだ。

21 Ｃ Ｅ

会津 会津坂下町 1930
（少年スケート教室　１月）磐梯熱海アイスアリーナでスケート教室を開催
した。集団生活の中で協調性を養うことが出来た。

32 Ｃ Ｅ

会津 会津坂下町 1931 ものづくり講座
ものづくり講座を３回開催し、第１回と第３回は「絵手紙教室」を、第２回
はガーデニング教室を開催した。(７,１１,１２月)

85 I

会津 会津坂下町 1932
郷土歴史講座（我が町ば
んげの交通史をたどる）

会津坂下町の歴史及び交通史を学ぶ。只見線に乗り沿線の歴史に触れ
る。

86 C

会津 会津坂下町 1933 みんなで秋祭り事業 地域を超えた秋祭り参加者を募り地域の活性化、伝統行事の継承を図る。 50 C
会津 会津坂下町 1934 町民健康大運動会 地区民の親睦・健康増進・融和を図った。（１０月） 1,500 Ｆ

会津 会津坂下町 1935
健康づくり３３０歳ソフト
ボール大会

地区民の体力増進と親睦融和を図った。(５月) 300 F

会津 会津坂下町 1936
男女混合
バレーボール大会

町内対抗戦。地区民の親睦・融和・健康増進を図った。（１１月） 300 Ｆ

会津 会津坂下町 1937 ボウリング大会
町内対抗戦とオープン戦も同時開催し、親睦・融和・健康増進・世代間
交流を図った。（２月）

51 Ｆ

会津 会津坂下町 1938 シルバースポーツ大会共催 ３地区対抗戦。会員の健康増進と融和を図った。（８月） 150 Ｆ

会津 会津坂下町 1939
第２回坂下公民館フェス
ティバル

坂下公民館・坂下地区地域づくり協議会合同で開催。地域住民が互い
に交流し「ぶっとい絆」をきずく事ができた。（５月）

400 Ｆ

会津 会津坂下町 1940 イカダ下り大会に挑戦
イカダ製作の際に、意見を出したり作業に参加する事で社会・グループ
の中で自分の役割の大切さを感じる(6～7月)

156 F

会津 会津坂下町 1941
第2回会津坂下町スポー
ツ交流大会

坂下町７地区の代表戦(ソフト、バレー  　７月)　ソフトは雨天の為中止 F

会津 会津坂下町 1942
文化講演会・家庭教育講
演会

磐梯町出身の落語家　三遊亭円福師匠による落語講演会ーわかみや
寄席ー

70 I

会津 会津坂下町 1943 陶芸、絵画教室
同じ趣味を通してサークルの親睦を図り、リーダーの育成も図る(各年間
４回実施）

90 I Ｂ

会津 会津坂下町 1944 若宮ガキ大将教室 小学４～６年生対象、自然体験、歴史、　　物づくり体験等年間7回開催 176 A、C

会津 会津坂下町 1945
いきいきわかみやフェス
ティバル

(10月)地区文化祭、町民作品展・地元産農産物販売等 400
A、B、F、

G

会津 会津坂下町 1946 出前講座
勝方婦人会『まなべの引き締めエクササイズ』上金沢婦人会『ヨガ体験
講座』若宮老人クラブ『ミサンガ製作講座』上中新田婦人会『自分ででき
るデトックスマッサージ講座』

43 G、I

会津 会津坂下町 1947 成人講座 クラフト教室3回、パソコン講座4日間、　　そば打ち教室2回 105 G、I

会津 会津坂下町 1948 若郷教室(高齢者教室)
60歳以上の男女対象、４～12月まで8回開催予定（健康、歴史、自然、
世代間交流等）8回

192 I

会津 会津坂下町 1949 ソフトボール大会
(6月）地区民の親睦と融和を目的とした区対抗のソフトボール大会（20
名×11チーム）

220 F Ｅ

会津 会津坂下町 1950
さなぶりバレーボール大
会

(6月）地区民の親睦と融和を目的とした区対抗のバレーボール大会(10
名×5チーム）

50 F Ｅ

会津 会津坂下町 1951 若宮地区町民大運動会 (9月）地区民が一堂に会する一大イベント（30名×15地区）荒天により中止 F

会津 会津坂下町 1952
史跡めぐり健康ウォーキ
ング事業

(6月、10月)地区内の史跡をめぐりながらウォーキングを楽しむ 51 I Ｂ

会津 会津坂下町 1953 家庭バレーボール大会
(11月））地区民の親睦と融和を目的とした区対抗のソフトボール大会
（20名×15チーム）

200 F Ｅ

会津 会津坂下町 1954 健康づくり卓球大会
(3月））地区民の親睦と融和を目的とした区対抗のソフトボール大会（20
名×15チーム）

200 F Ｅ

会津 会津坂下町 1955 ばんげこどもフェスタ ８館合同による交流事業（５月）ものづくり体験『オリジナルエコバックづくり』 80 Ｃ Ｅ
会津 会津坂下町 1956 冬休み寺子屋教室 小学生対象の習字練習会・勉強会・手芸・工作教室　冬休みに3回実施 48 A、C

会津 会津坂下町 1957
提案型交付金事業
親子スキー教室

小学生と保護者対象　スキー技術、体力向上・保護者間交流と団結力
強化

61 Ｂ、Ｃ、Ｉ Ｂ

会津 会津坂下町 1958 わんぱくチャレンジ隊 小学生を対象に体験活動（年5回実施、5月～2月） 124 Ｃ D

会津 会津坂下町 1959 ひよっこクラブ
幼稚園就園前の幼児とその保護者を対象に、工作、食育、年中行事、
野外活動など年10回実施（5月～3月）

172 Ｃ

会津 会津坂下町 1960 ちびっこ書道教室 地域の書道クラブの指導で、冬休みの課題の書初めを仕上げた。（12月） 14 Ｃ

会津 会津坂下町 1961 ちびっこ将棋教室
地域の名人による小学生への指導・将棋の基本と礼儀作法を学んだ。
(年5回　12月・1月・2月)

46 Ｃ

会津 会津坂下町 1962 330歳ソフトボール大会 地区対抗、9チームによるトーナメント（6月） 150 Ｆ
会津 会津坂下町 1963 家庭バレーボール大会 地区対抗、4チームによるリーグ戦（6月） 60 Ｆ
会津 会津坂下町 1964 地区民大運動会 地区対抗団体戦および個人競技（8月） 500 Ｆ
会津 会津坂下町 1965 ちびっこリレーマラソン大会 1チーム6名によるチーム対抗（10月） 130 Ｃ，Ｆ
会津 会津坂下町 1966 ボウリング大会 4部門による個人戦（12月） 31 Ｆ

会津 会津坂下町 1967
混合家庭バレーボール大
会

地区対抗、予選リーグ、決勝トーナメント(2月) 120 Ｆ

会津 会津坂下町 1968 陶芸教室 手びねり、ロクロで作品作り（6月） 10 Ｉ

会津 会津坂下町 1969
八重の桜巡り健康ウォー
キング

八重の桜巡りウォーキングをしながらその歴史を学んだ。（9月） 22 Ｉ
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会津 会津坂下町 1970 かながみーつナイト 夢に向かってチャレンジする若者達の一歩前進を応援した。（11月） 22 Ｉ
会津 会津坂下町 1971 しめ縄づくり教室 地域の名人による、神棚用しめ縄、お正月飾りを作成した。（12月） 17 Ｂ，Ｉ
会津 会津坂下町 1972 熟年大学 高齢者の教養・健康づくり・交流などを目的とし、年6回実施した。（5月～3月） 138 Ｂ，Ｉ
会津 会津坂下町 1973 消防協力隊の組織化 ジャケットとヘルメットを購入し、消防協力隊へ引き渡しを実施した。（10月） Ａ
会津 会津坂下町 1974 主要道路の歩道美化運動 縁石両面の雑草及び土砂の除去（8月） 30 Ａ

会津 会津坂下町 1975 金上ピカ市
地域の畑でできる野菜を販売する場の提供、チャレンジする場の提供と
してさなぶり祭・いなほ祭りで実施した。（年2回7月・11月）

Ｂ

会津 会津坂下町 1976 金上さなぶり祭 地域住民の交流（７月） 300 Ｆ D
会津 会津坂下町 1977 金上いなほ祭り 生涯学習発表、異世代間の交流（11月） 500 F D
会津 会津坂下町 1978 新春交歓会 事業の発表、祝宴、アトラクション他（1月） 64 Ｂ
会津 会津坂下町 1979 先進地視察研修 地域づくりの先進的な取り組みの視察研修をした。（3月） 8 Ｈ

会津 会津坂下町 1980
提案型地域づくり事業
「講演会」

講師に黒川敬氏を迎え「“ご近所の底力”からみる地域のつながり」を講
演していただいた。(3月)

70 Ａ

会津 会津坂下町 1981 地区合同奉仕作業 運動会前に地区民が集まりグラウンドの除草をした。（8月） 70 Ａ
会津 会津坂下町 1982 第2回ばんげ子どもフェスタ ７館合同による交流事業。多くの子供達に楽しんでもらえた。(5月) C Ｅ

会津 会津坂下町 1983
会津坂下町スポーツ交流
大会

坂下町７地区の代表戦(ソフト、バレー  　7月) Ｆ Ｅ

会津 会津坂下町 1984
第1回チャレンジ子ども隊
『キャンドル作り』

キャンドルを作り、広瀬地区夏祭りの際に灯して祭りを彩った。（7月） 18 Ｄ

会津 会津坂下町 1985
第2回チャレンジ子ども隊
『八木山動物公園で写真
を撮ろう！』

動物たちの色々な表情を写真に撮り、出来た作品を広瀬みつばちフェス
タ(広瀬地区文化祭）で展示した。(10月）

42 D

会津 会津坂下町 1986 懐かしい映画観賞会 広瀬みつばちキッズを対象に映画『南極物語』DVD鑑賞会を開催。 35 C

会津 会津坂下町 1987 8館合同少年教室
磐梯熱海アイスアリーナにて『少年スケート教室』を開催。集団活動の
ルールやマナー等を学んだ。

25

会津 会津坂下町 1988
広瀬地区
親子スキー教室

広瀬地区地域づくり協議会主催、広瀬地区育成会共催によりフェアリー
ランドかねやまにて開催。スキー技術向上と親子の触れ合いが図られ

49 C

会津 会津坂下町 1989
広瀬みつばちキッズお楽
しみ会

『体育館で遊ぼう！お昼ご飯を作ろう！』春休みを利用して、体育館での
自由遊びや昼食づくりで自立心向上を図った。

35 D

会津 会津坂下町 1990
健康づくり講座
『いきいき講座』

坂下警察署による“なりすまし詐欺”と高齢者の交通安全についての講
演

30 Ｂ、Ｉ

会津 会津坂下町 1991
趣味の講座　　地元で『味
噌作り体験』教室

地元　目黒麹店にて味噌作りを体験 14 Ｄ、Ｉ

会津 会津坂下町 1992
大人の嗜み講座　『ワイン
に合うイタリア料理に挑
戦！』

講師に会津若松市在住の池田克志氏を招き、イタリア料理を学んだ。 12

会津 会津坂下町 1993
 第1回ひろせカレッジ
いわき市方面移動教室

いわき市の災害復興状況視察研修 23 Ｇ、Ｉ

会津 会津坂下町 1994
第2回ひろせカレッジ
広瀬歴史を学ぶ会第1回
歴史講座

『ばんげ五薬師めぐり』　４地区コミセン合同開催。上宇内(川西）・片門
（高寺）・中泉（広瀬）・杉（八幡）・塔寺（八幡）の各薬師様を拝観した。

29

会津 会津坂下町 1995
第3回ひろせカレッジ　広
瀬歴史を学ぶ会第2回歴
史講座

『水と堰についての雑記帳』　講師に会津史学会理事の二瓶明治氏を招
き、水・堰についての雑記帳「水の大切さ」について講演いただいた。

12 I

会津 会津坂下町 1996
第4回ひろせカレッジ　広
瀬歴史を学ぶ会第3回歴
史講座

福島県立博物館移動教室。秋の企画展『考古学からの挑戦！』観覧。 15

会津 会津坂下町 1997 ものづくり講座
広瀬みつばちフェスタ（地区文化祭）に向けて、『クリアジェルキャンドル
＆ホワイトリース』作りを行い、フェスタで展示した。

13

会津 会津坂下町 1998 広瀬地区大夏祭り 地区の子供と住民の交流を通して、地域を盛り上げるイベント(7月) 700 F
会津 会津坂下町 1999 懐かしい映画観賞会 子供からお年寄りまで楽しめる映画鑑賞会(時期未定) 100 I

会津 会津坂下町 2000
脳トレに最適！健康麻雀
教室

麻雀４卓を使用し、３０〜７０代までの方々が参加。 16 I

会津 会津坂下町 2001
広瀬みつばちフェスタ
（地区文化祭）

様々な学習発表の場であり、地域住民の交流と親睦が図られた。（11
月）

700 Ｃ、Ｆ

会津 会津坂下町 2002 健康づくりソフトボール大会 親睦と融和・健康づくり（6月） 300 Ｆ、Ｉ

会津 会津坂下町 2003 第２回スポーツ交流大会
バレーボール：下政所チーム、ソフトボール:五香チームが広瀬地区代表
として出場（雨天のためバレーボール大会のみ実施）

会津 会津坂下町 2004 チャレンジデー２０１３
各地区単位で１５分間以上の運動を実施し多。コミセンではスーパーマ
ルコ体操を実施した。（５月最終水曜日）

18

会津 会津坂下町 2005 広瀬地区大運動会 親睦と融和・健康づくり（９月） 350 Ｆ、Ｉ

会津 会津坂下町 2006
健康づくりグラウンドゴル
フ大会

健康づくりと共に、異世代交流を図る　　（9月） 25 Ｆ、Ｉ

会津 会津坂下町 2007 広瀬地区ボウリング大会 健康づくりと共に、異世代交流を図る　　（11月） 19 Ｆ、Ｉ

会津 会津坂下町 2008
健康づくりバレーボール
大会

親睦と融和・健康づくり（2月） 300 Ｆ、Ｉ

会津 会津坂下町 2009 ばんげ子どもフェスタ
８館合同による交流事業（５月）　広瀬地区はニュースポーツ体験ブース
を設置。

Ｃ Ｅ

会津 会津坂下町 2010 学校跡地利活用事業 　先進地視察研修（宮城県）　（１０月） 13 Ａ、Ｈ
会津 会津坂下町 2011 環境美化事業 資源回収(６月、１０月） 200 I
会津 会津坂下町 2012 新春交歓会 新年を寿ぎ、地区民同士の交流と親睦が図られた。（１月） 57 I

会津 会津坂下町 2013 郷土学習講座
川西地区に関連した「人物」について調べ小冊子「川西人物ものがたり」
を発行

5 G,I

会津 会津坂下町 2014 子どもフェスタ ８館合同で実施、川西地区ではニュースポーツ、クイズを行った（５月） C E

会津 会津坂下町 2015
ブリティッシュヒルズ宿泊
研修

８館合同で実施（８月） C

会津 会津坂下町 2016
　ばんげちびっこリレーマ
ラソン

８館合同で実施(１０月) C E

会津 会津坂下町 2017 　スケート教室 ８館合同で実施（１月） C E
会津 会津坂下町 2018 親子宿泊研修 ものづくり・講演会など終了後に親子で料理教室・花火あそび（８月） 14 C,F
会津 会津坂下町 2019 　開講式 交通安全講習会を実施（５月） 22 B,I
会津 会津坂下町 2020 ニュースポーツ講習会 ガラッキー、フロッカー、囲碁ボールといったニュースポーツを体験（１１月） 22 G,I
会津 会津坂下町 2021 一泊研修（県外） 岩手方面、語り部や奇跡の一本松の見学等を行う（９月） 16 G,I
会津 会津坂下町 2022 日帰り研修（県内） 会津若松市内にて、大河ドラマ八重の桜をめぐる研修（１１月） 23 G,I
会津 会津坂下町 2023 議会傍聴（町議会） 会津坂下町の町政について知ることを目的に実施（１２月） 22 G,I
会津 会津坂下町 2024 閉講式（歴史講演会） 川西歴史研究会による、宇内村誌についての講演会を実施（２月） 33 F,G
会津 会津坂下町 2025 成人講座「ワンコイン教室」 ベトナム料理教室、茶道教室（年４回） 32 G,I

会津 会津坂下町 2026
フラワーアレンジメント（い
け花）

講習会で、実際にアレンジメントを作成し、ミニ文化祭にて展示（１１月） 8 G,I

会津 会津坂下町 2027 蒔絵体験教室 蒔絵の技術を学び、菓子皿等に絵をかいたり、葉押しをした（８月） 37 C,F
会津 会津坂下町 2028 地区運動会 地域住民の交流と親睦を図る（９月） 350 F
会津 会津坂下町 2029 地区ミニ文化祭 日頃の学習成果の発表(11月) 200 F
会津 会津坂下町 2030 地区新春交歓会 地域住民の交流と親睦を図る（１月） 50 A,D
会津 会津坂下町 2031 地区ソフトボール大会 １試合５０分のトーナメント大会（６月） 200 I

会津 会津坂下町 2032 町スポーツ交流会
坂下町７地区の代表戦(ソフト、バレー  　７月)　雨天のためソフトボール
は中止

20 F E

会津 会津坂下町 2033 地区バレーボール大会 ３セットマッチ２セット先取で勝ち。トーナメント大会（１１月） 200 I
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会津 会津坂下町 2034 地区ボウリング大会
個人競技２ゲームトータル６０歳以上と女性の方はハンデ２０Ｐあり（小
学生以上）

24 I

会津 会津坂下町 2035 ウオーキング大会
地区の歴史、風土を学び、自然を感じながら健康づくりを行う（７月最終
日曜日）

70 I

会津 会津坂下町 2036 先進地視察研修 会員のスキルアップを図る研修視察。高寺コミセンと合同（７月） 22 H
会津 会津坂下町 2037 親子ふれあい教室 親子を対象とした体験型活動（７月） 71 Ｃ 単独
会津 会津坂下町 2038 キッズクラブ事業 サッカー観戦(10月）つるし雛作製（2月）キッズひな祭り（３月） 105 C 単独
会津 会津坂下町 2039 親子料理教室 親子や友達と参加して夏向けのメニューを作った。（8月） 18 C 単独
会津 会津坂下町 2040 歴史探訪 会津三十三観音巡り（８月） 18 Ｉ 単独
会津 会津坂下町 2041 手芸サークル教室 パッチワーク・つるし雛作成 175 Ｉ 単独
会津 会津坂下町 2042 4月～3月　８回実施
会津 会津坂下町 2043 健康講座 救急救命法の学習（8月） 43 A 単独
会津 会津坂下町 2044 料理教室 サバ缶を使った簡単メニュー（1月） 24 Ｉ 単独
会津 会津坂下町 2045 合同研修視察 新潟キルトウィーク（6月）喜多方市駒形公民館と合同 25 Ｉ A
会津 会津坂下町 2046 会津五薬師巡り 4地区コミセンの合同事業 28 Ｉ Ｂ
会津 会津坂下町 2047 スポーツ行事 地区対抗戦　ソフトボール・バレーボール 472 Ｇ Ｂ
会津 会津坂下町 2048 町民運動会・グラウンドゴルフ
会津 会津坂下町 2049 ボウリング大会 個人戦 11 Ｇ 単独
会津 会津坂下町 2050 公民館運営委員研修 運営委員のスキルアップを図る（11月） 9 Ｉ Ｅ
会津 会津坂下町 2051 やはたわいわい祭り 学習発表の場の提供・作品展示等（11月） 176 Ｆ Ｂ

会津 会津坂下町 2052 つるし雛でひな祭り
手芸サークルと子どもたちの作ったつるし雛を展示し、地区内外の人に
みていただいた。（２～３月）

269 F 単独

会津 会津坂下町 2053 地区新春交歓会 地域住民の交流と親睦を図る 55 Ｂ Ｂ

会津 会津坂下町 2054
史跡探索健康ウォーキン
グ大会

地区の史跡等をウォーキクーングしながら巡る。(10月) 22 Ｉ 単独

会津 会津坂下町 2055 ミニ集会講演会
講師を招いて「八重の桜から学ぶ会津の人づくり」について講演会を開
催した。(7月)

51 C Ｅ

会津 会津坂下町 2056 第１回ばんげ子どもフェスタ ７館合同による交流事業。多くの子供達に楽しんでもらえた。(５月) C Ｅ

会津 会津坂下町 2057
８館合同青少年事業 （少年スケート教室1月）磐梯熱海アイスアリーナでスケート教室を開催し

た。集団生活の中で協調性を養うことが出来た。
47 Ｃ Ｅ

会津 会津坂下町 2058
会津坂下町スポーツ交流
大会

坂下町７地区の代表戦(ソフト、バレー  　７月) F Ｅ

会津 会津坂下町 2059 高寺こどもクラブ
小学生を対象に、自然観察・宿泊学習等体験学習を通じ協調性・観察力
を育む（月２回開催）

72 Ｃ

会津 会津坂下町 2060 ８館合同教室 各催しを通じ各地区との交流を図る（年２回開催） 12 Ｃ Ｅ

会津 会津坂下町 2061 高寺文化財教室
史跡の見学及び歴史講座の開催
（８月現地研修　３月歴史講演会）

70 Ｉ

会津 会津坂下町 2062 高寺歴史･自然教室 地元の貴重な歴史･自然についてのセミナー（講義３回、現地研修１回） 60 Ｈ

会津 会津坂下町 2063 高寺親子教室
親子ふれあい、共同学習の場の設定
「自然科学館見学・サッカー観戦」（８月）「お月見コンサート」（９月）２回

32 Ｃ

会津 会津坂下町 2064 ミニ文化祭
日頃の学習成果の発表
「束松峠ウォーキング大会」と合わせ同時開催（１０月）

120 Ｆ

会津 会津坂下町 2065 高寺少年書道教室
習字力をアップし昇級に挑戦し向上力を養う
毎月２回開催

192 Ｃ

会津 会津坂下町 2066 俳句会 毎月1回開催 70 Ｉ
会津 会津坂下町 2067 健康づくりソフトボール大会 地域住民の健康増進と親睦（６月開催１３チーム参加） 180 Ｆ
会津 会津坂下町 2068 束松峠ウォーキング大会 地区内外から参加を集うことにより、地域の活性化・交流を図る（１０月開催） 120 Ｆ

会津 会津坂下町 2069 ばんげ五薬師めぐり
広瀬・川西・八幡コミセンと合同開催し、文化遺産の保存・保護の重要性
を認識し地域活性化へ繋げる（６月開催）

29 G

会津 会津坂下町 2070 運営委員視察研修
川西コミセンと合同開催し運営委員の資質向上・交流を図る（長井市あ
やめ公園他）

8 Ｈ

会津 会津坂下町 2071 高寺地区新春交歓会 地域住民の親睦交流 50 Ｉ
会津 会津坂下町 2072 高寺「桜の花まつり」 地域住民の親睦交流（４月） 40 Ｉ
会津 湯川村 2073 語学・異文化体験学習 一泊二日の日程で、外国の生活様式を英語で学ぶ 32 I
会津 湯川村 2074 中学生音楽鑑賞会 音楽・文化の良さにふれさせ、素晴らしさと感動をあたえる 150 I
会津 湯川村 2075 村民芸能発表会 村民相互の文化芸能の育成をはかり、村民の文化芸能の発表の場 400 F

会津 湯川村 2076 文芸作品発表会
俳句、短歌、詩、川柳の作品を村民から広く募集し選者の好評を得て優
秀作品を発表、表彰する

350 I

会津 湯川村 2077 生涯学習講演会
中央から講師を呼んで青少年問題や家庭教育、生涯学習に関する講演
会の開催

100 C E ○

会津 湯川村 2078 湯川村塾 健康講座や研修旅行等第二の人生を有意義な物として活かす事業 40 B
会津 湯川村 2079 女性学級 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 25 I
会津 湯川村 2080 家庭教育子育て支援 用字を対象にした子育てを支援するサークル 10 I
会津 湯川村 2081 茶道教室 茶道の基本、割り稽古、盆略点前、薄茶点前の作法、お茶会 11 I
会津 湯川村 2082 子どもクッキング 簡単な料理技術の習得など 20 I
会津 湯川村 2083 読書教室 ブックトーク、読書まつり、本のりサイクルや人形劇、昔語り 10 I
会津 湯川村 2084 読み聞かせお話し教室 本や昔話の読み聞かせ、お話しづくりやお話しお楽しみ会 10 I
会津 湯川村 2085 手づくり絵本教室 親子で世界に一冊しかない絵本づくり、鑑賞会 5 I
会津 湯川村 2086 少年少女探検隊 年３回の自然探索、野外活動 23 I

会津 柳津町 2087 放課後子ども教室
子供達に安全、安心で健やかな居場所の提供。（｢ジャンプやないづ｣週
２回。｢杉の子サークル｣週１回）

3,080 C

会津 柳津町 2088 青少年の主張発表大会 社会の現状や将来の希望、体験等の発表。(小・中学生)（１１月） 10 C
会津 柳津町 2089 ジュニアリーダースクール 自然体験から仲間づくりと協調性を学ぶ。（小学５・６年生）（８月） 25 C
会津 柳津町 2090 悠友倶楽部 心豊かな生きがい学習。（月１回） 132 G
会津 柳津町 2091 高齢者学級 高齢者の社会的能力を高める生きがいづくり。（月１回） 880 G
会津 柳津町 2092 伝統工芸教室 伝統工芸の継承と余暇の活用。　　　　（しめ縄・またたび細工）（５日間） 114 E
会津 柳津町 2093 料理教室 家庭料理の工夫と栄養のバランスを考え実施。（月１回） 88 B・I
会津 柳津町 2094 ふれあい文庫 読書活動推進と読書ボランティアの活動。 100 C
会津 柳津町 2095 町文化祭 芸術、文化作品の展示。（１１月） 550 F

会津 柳津町 2096
第57回町民ソフトボール
大会

ソフトボールの普及と町民の融和、健康増進。（６月） 285 F

会津 柳津町 2097 町民運動会 各地域住民の健康と親睦、融和。　　　　　（９月） 500 F

会津 柳津町 2098
第39回町民バレーボール
大会

バレーボールの普及と町民の融和、健康増進。（１１月） 260 F

会津 柳津町 2099 タウンリレーマラソン マラソンの普及と町民健康増進。　　　　　　（９月） 62 F
会津 柳津町 2100 赤べこトータルスポーツ 元気で健康な連帯感あふれる生涯スポーツの振興を目的に実施。 200 I
会津 柳津町 2101 各種団体連絡協議会 各機関との連携強化と行事調整。 32団体 G

会津 三島町 2102 お楽しみランチ
学校給食を実施していないため、月に２，３回程度、地域の母親たちで
結成された会が子どもたちに食事を届ける

3,600 C B

会津 三島町 2103 ワンダークラブ 保育所に入所前の乳幼児、保護者同士の交流の場とする子育て支援を行う 53 A

会津 三島町 2104 地区探検
小学校3年生の総合学習の時間に各地区に出向いて、案内人に地区の
様子を詳しく伺う

45 C

会津 三島町 2105 テーブルマナー講座 会津自然の家で本格的フランス料理のテーブルマナーについて学ぶ 13 I B
会津 三島町 2106 桐の子隊 放課後や学校の繰替え休日を有効利用し、子どもたちの安全を守る 432 C
会津 三島町 2107 文化祭 町公民館を中心に芸術、文化の発表の場を設け、文化祭を実施した 230 F
会津 三島町 2108 成人式 成人式を実施（8月15日） 32 A
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会津 三島町 2109 町民運動会 地区対抗の町民運動会を開催 500 G

会津 三島町 2110 おばあちゃんの味
郷土料理の伝承と食生活の改善を目的に、おばあちゃんと子どもたちが
一緒に郷土料理を作る

86 C

会津 三島町 2111 通学合宿 宿舎から学校に通い、身の回りのことを自分でできるようにする 17 C
会津 三島町 2112 宮城三女OG合唱団演奏会 合唱団の演奏会を実施、ワークショップを実施 100 I C

会津 三島町 2113 enjoy　スキーin デコ
町のスキークラブと連携し、スキーの普及に努めるとともに、町民の健康
づくりに努める

50 I B

会津 三島町 2114 すってんころりんピック 町営スキー場を活用し、冬ならではの運動や遊びを実施 100 I
会津 三島町 2115 ビーチバレー大会 18歳以上を対象にビーチバレー大会を年2回実施 120 I
会津 三島町 2116 山っこスクール 小学校高学年を対象に3町村が合同で合宿を行い、交流を図る。 20 C A
会津 金山町 2117 少年少女球技大会 小学生を対象にドッジビーの講習とゲーム 48 Ｃ

会津 金山町 2118 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

6 Ｃ Ａ

会津 金山町 2119 私の言いたいこと発表会 小学生から高校生まで、将来の夢や自分の日頃考えていることを発表 63 Ｃ Ｅ

会津 金山町 2120 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

1,870 Ｃ

会津 金山町 2121 こめらっこ広場 小学生を対象に、自然体験、高齢者とスポーツ交流、登山を実施 134 Ｃ

会津 金山町 2122 こんにちは先輩
プロとして活躍中の金山町出身の先輩から、社会人として自立するため
の心構えを学ぶ

33 Ｄ

会津 金山町 2123 冬休み学習塾 冬休み期間の学習会や習字学習など 31 Ｃ
会津 金山町 2124 こまどり学級 60歳代の女性を対象にした移動教室、創作活動、スポーツ、ボランティア活動 247 Ｉ
会津 金山町 2125 白寿学級 70歳以上の男女を対象に移動教室、創作活動、スポーツ、ボランティア活動 200 Ｉ
会津 金山町 2126 演劇鑑賞会 現代版組踊「息吹」の金山町特別公演「小栗山義民喜四郎伝」を実施 180 Ｃ
会津 金山町 2127 映画鑑賞会 映画の上映（5回） 180 Ｉ Ｃ
会津 金山町 2128 パソコン講習会 初心者を対象にしたパソコン操作から年賀状作成までの講習 100 Ｅ
会津 金山町 2129 ものづくり講座 マタタビざる制作体験 154 Ｉ Ｃ ○
会津 金山町 2130 地区文化祭 4地区館で各地区の特色を生かした地区文化祭を開催 500 Ｆ

会津 金山町 2131
第14回会津西部総合演
芸大会

柳津、三島、昭和、金山の4町村住民による大正琴、舞踊、カラオケなど
の発表会

150 Ｆ

会津 金山町 2132
第15回文化協会総合発
表会

19の加盟団体が、舞台発表や活動の成果を発表（3月） 200 Ｆ

会津 金山町 2133
青少年健全育成町民会
議への支援

町内6地区の健全育成への支援（年間） 89 Ｃ

会津 金山町 2134 家庭教育学級 町内各保育所、小中学生を持つ親の家庭教育を支援 165 Ｃ
会津 金山町 2135 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） 71 Ｉ
会津 金山町 2136 町民登山 猫魔ケ岳登山を行い、健康増進と世代交流を図る 18 Ｉ Ｅ
会津 金山町 2137 ３Ｂ体操講習会 ３Ｂ体操の講習会を実施 200 Ｉ
会津 金山町 2138 リズムダンス教室 リズムダンスの講習会を実施 120 Ｉ
会津 金山町 2139 スーパーマルコ体操 スーパーマルコ体操の講習会を実施 140 Ｉ
会津 金山町 2140 文化協会支援 18の団体が加盟する文化協会運営の支援（年間） 280 Ｇ
会津 金山町 2141 体育協会支援 350名余が加盟する体育協会運営の支援（年間） 350 Ｇ
会津 金山町 2142 こぶし学級 視察研修、趣味の講座、学習会等 78 Ｉ

会津 金山町 2143
家庭バレーボール審判員
講習会

家庭バレーボールの審判員の養成とルールの確認等 9 Ｈ

会津 金山町 2144 子ども読書活動推進事業 働く親の子育て支援のための読み聞かせ及び紙芝居の実施 20 Ｃ
会津 昭和村 2145 ヨガ教室 インストラクターを講師に招き、リラックスしながら疲れない体づくり。 21 I Ｅ
会津 昭和村 2146 陶芸教室 地元の窯元を講師に招き、成形まで体験。 9 Ｉ

会津 昭和村 2147 パソコン教室（全５回）
会津美里町のＮＰＯ法人から講師を招き、エクセルの使い方や年賀状の
作り方を学ぶ。

7 Ｉ Ｃ

会津 昭和村 2148
うつくしま水ウォークに参
加しませんか

柳津町で開催されるうつくしま水ウォークへ参加。 16 Ｉ Ａ

会津 昭和村 2149
ヘルシーイタリアン料理
教室

会津若松市のレストランより講師を招き夏野菜を使ったイタリア料理を作
る。

14 Ｉ

会津 昭和村 2150 お菓子作り教室 会津のスイーツ店の社員を講師に招き夏のスイーツを作る。 17 Ｉ
会津 昭和村 2151 アロマにふれる 専門家を講師に招き、アロマについて学ぶ。 13 Ｉ

会津 昭和村 2152 プリザーブドフラワー教室
南会津町より講師を招き、プリザーブドフラワーを使ったクリスマスリース
を作成。

16 Ｉ

会津 昭和村 2153 蕎麦打ち教室
地元の蕎麦打ち職人を講師に招き、蕎麦打ちの全工程を学び新蕎麦を
味わう。

7 Ｉ

会津 昭和村 2154 しめ飾り作り教室
地元の工人を講師に招き、手作りのしめ縄を作成。地元老人クラブ若手
委員会共催。

24 Ｉ Ｂ

会津 昭和村 2155 飾り寿司づくり教室 学校給食センター栄養技師を講師に招き、２種類の飾り寿司を作る。 15 Ｉ

会津 昭和村 2156 親子料理教室（全２回）
地元の椎茸を収穫し調理する。
専門課を招き講演会を実施。

55 Ａ Ｅ

会津 会津美里町 2157 いきいき体験事業
会津鉄道利用による小学生の乗車券購入体験及び東京都内の公共施
設見学（7・8月　3回）

118 I B

会津 会津美里町 2158 成人式 式典（8月15日） 189 I E
会津 会津美里町 2159 町民スポーツ大会 家庭バレーボール競技等6種目（6月9日） 400 I
会津 会津美里町 2160 高齢者運動会 個人・団体戦による軽競技種目(8月30日） 284 I E

会津 会津美里町 2161
会津美里ふれあいウォー
ク2013

3・5・10㎞・歴史探訪コースを設定し、ウォーキングを開催（10月6日） 1,289 I E 〇

会津 会津美里町 2162
第1回町民オリエンテーリ
ング大会

体育の日のスポーツ行事（10月14日） 66 I

会津 会津美里町 2163 スキー教室 初心者を対象とした実技指導（1月・3回） 226 I
会津 会津美里町 2164 町民スキー大会 スラローム大会（2月11日） 80 I

会津 会津美里町 2165
左下り観音堂保存事業講
演会

県文化財指定に向けた啓蒙事業（7月6日） 61 I D

会津 会津美里町 2166 会津山辺の道を訪ねて 地元文化財の見学会（会津坂下町と共催・10月26日） 20 G A・D

会津 会津美里町 2167
会津美里町総合美術展
（ジュニア展）

町内在住者・町ゆかりの芸術家（9/6～13日） 1,400 F・G・I 〇

会津 会津美里町 2168 歴史講座 会津美里町における戊辰戦争について学ぶ（5～7月・3回） 158 A・G・I
会津 会津美里町 2169 天海大僧正講演会 地元の偉人天海について学ぶ（9月28日） 292 A・G・I 〇

会津 会津美里町 2170 学校週５日制対応事業
茶道教室を年４回、お琴教室を年５回実施し、それぞれ発表会を１回開
催した。

168 Ｆ，Ｉ

会津 会津美里町 2171 放課後子ども教室事業 町立宮川小学校の施設を利用しての、スポーツ読み聞かせ等を実施した。 750 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2172 美里大学 健康教室・歴史探訪・時事解説等の教室講座の合計年間１０回実施した。 463 Ｇ
会津 会津美里町 2173 うるおい学級 運動教室・健康講座・視察研修・料理教室等を実施した。 171 Ｇ
会津 会津美里町 2174 いさすみ楽園 趣味講座・健康教室・史跡めぐり・クラブ活動等を実施した。 676 Ｇ
会津 会津美里町 2175 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した。 5,000 Ｉ

会津 会津美里町 2176
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。年４５回

990 Ｃ

会津 会津美里町 2177 成人講座「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学
習の場を提供（年１２回）

361 Ｇ、Ｉ

会津 会津美里町 2178 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りながら地域の話題やコミュニ
ケーションを通し明るい町づくりを推進。（9/1）

800 Ｂ

会津 会津美里町 2179 ニュースポーツセレクト体験 スポーツに親しむきっかけ作り（ラダーゲッター、シャッフルボード） 20 Ｇ、Ｉ
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会津 会津美里町 2180 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開催（１１月2
日・３日）

2,000 Ｆ

会津 会津美里町 2181 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。
「戊辰戦争の逸話を通じて」（３/9）

27 Ｇ、Ｉ

会津 会津美里町 2182 放課後子ども教室事業 主に毎週水曜日、児童に居場所を提供（5～2月　計35回） 2,625 Ｇ・Ｉ

会津 会津美里町 2183 読み聞かせ事業
絵本や紙芝居による読み聞かせ
（4～12月　計8回）

187 Ｇ・Ｉ

会津 会津美里町 2184 青少年講座
・毎週水曜日に和太鼓教室を実施
（4～3月　計35回）
・勾玉づくり教室（8月　19人）

720 Ｆ・Ｉ

会津 会津美里町 2185
青少年体験ボランティア
事業

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

240 Ａ・Ｂ

会津 会津美里町 2186 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（4～3月
計10回）

105 Ｂ・Ｇ

会津 会津美里町 2187 いきいき成人講座 成人を対象に教養の向上と学習、楽しみの場を提供（6～3月　計5回） 135 Ｂ・Ｉ

会津 会津美里町 2188 新鶴地域産業文化祭
新鶴公民館で産業文化祭を開催
（10月26・27日）

2,000 Ｆ

会津 会津美里町 2189 新鶴運動会 運動会の開催（9月1日） 1,000 Ｉ
会津 会津美里町 2190 各種スポーツ大会 ソフトボール・インディアカ（6月2日）・ソフトバレーボール（12月1日） 220 Ｉ

会津 会津美里町 2191
新鶴文化協会の自主的
活動育成

芸能発表会の実施（3月1日） 297 Ｆ

会津 会津美里町 2192 婦人学級
女性の資質向上と人間形成を図るために各種教室や研修旅行などを実
施した。

85 Ａ

会津 会津美里町 2193 成人セミナー ハイキングと健康教室の実施。 97 Ｉ

会津 会津美里町 2194 風の子スクール
放課後の子どもたちの安全安心な居場所つくりと、地域ボランティアとの
連携。

675 I A

会津 会津美里町 2195 各区対抗ソフトボール大会 男子ソフトボール大会の開催。 300 Ｉ
会津 会津美里町 2196 町民ふれあい運動会 運動会の実施。 900 Ｉ

会津 会津美里町 2197
各区対抗ソフトバレー
ボール大会

女子のソフトバレーボール大会の開催。 100 Ｉ

会津 会津美里町 2198 各区対抗インディア大会 男女によるインディア大会の開催。 320 Ｉ
会津 会津美里町 2199 少年教室 遊びや奉仕活動、郷土の自然・文化を学ぶ（9回） 349 Ｃ・Ｉ
会津 会津美里町 2200 高齢者学級 知識・教養に関する学習、社会参加の実践（9回） 210 Ｂ・Ｇ・Ｉ
会津 会津美里町 2201 家庭教育講演会 望ましい家庭教育のあり方及び家庭作りに関する学習 114 Ｃ
会津 会津美里町 2202 婦人学級 婦人としての豊かな教養を身につけるための学習（6回） 101 Ｉ
会津 会津美里町 2203 成人セミナー 成人としての豊かな教養を身につけるための学習（3回） 52 Ｉ
会津 会津美里町 2204 春季スポーツ大会 スポーツ吹矢、ラージボール卓球を実施（6月23日・高田体育館） 105 Ｉ
会津 会津美里町 2205 町民大運動会 各種競技（9月1日・旧永井野小校庭） 250 Ｉ
会津 会津美里町 2206 秋季スポーツ大会 ビーチバレーボールを実施（11月17日・永井野小体育館） 94 Ｉ
会津 会津美里町 2207 館長杯スポーツ大会 カローリングを実施（1月19日・高田体育館） 81 Ｉ
会津 会津美里町 2208 少年教室 春のさわやかお茶会 15 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2209 少年教室 育成会廃品回収 65 Ｃ Ｅ
会津 会津美里町 2210 少年教室 木工クラフト＆ダッチオーブン体験 29 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2211 少年教室 パン作り体験 18 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2212 少年教室 ふくしまの森科学体験教室 33 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2213 少年教室 クリスマスお楽しみ会 19 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2214 少年教室 風力発電を作ってみよう 17 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2215 世代間交流事業 花いっぱい運動 35 Ｃ Ｅ
会津 会津美里町 2216 世代間交流事業 旧暦節句の菖蒲のいわれと昔語りを聞く 70 Ｃ Ｅ
会津 会津美里町 2217 家庭教育講座 食育講習「お米がご飯になるまで」を見る 100 Ｃ Ｅ
会津 会津美里町 2218 世代間交流事業 餅つき体験 70 Ｃ Ｅ
会津 会津美里町 2219 世代間交流事業 団子さし体験 70 Ｃ Ｅ
会津 会津美里町 2220 成人セミナー 毎週水曜日運動 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2221 成人セミナー 会津木綿バックつくり 22 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2222 成人セミナー 県立美術館見学 20 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2223 成人セミナー 〆縄つくり講習 19 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2224 高齢者講座 楽しく長生き教室（全８回） 194 Ｉ Ｅ
会津 会津美里町 2225 高齢者講座 合同楽しく長生き教室（カローリング大会） 150 Ｉ Ｅ

会津 会津美里町 2226
イザベラバードの道歴史
探訪ウォーク

ウォーキング 110 Ｇ Ｅ

会津 会津美里町 2227 地域ボランティア活動 グランドの整備 100 Ｇ Ｅ
会津 会津美里町 2228 新春の集い 地区のコミュニティー活動 130 Ｉ Ｅ

会津 会津美里町 2229
少年教室、成人セミナー
「春のお茶会」

小中学生と保護者、地区住民を対象
にお茶の作法を学ぶ

15 I

会津 会津美里町 2230 少年教室
パン作り体験、羊毛フェルト作り
などを学ぶ。年４回実施。

93 I

会津 会津美里町 2231
少年教室、成人セミナー
「ケナフ」体験学習

地区小学生と住民を対象に
「ケナフ」の種まきから紙すきまで
を学ぶ。年４回実施。

200 B D

会津 会津美里町 2232 世代間交流事業
地区高齢者と保育所園児との交流
文化伝承。保育所共催。団子さし
餅つきなど。年４回実施。

240 C E

会津 会津美里町 2233 成人講座
健康教室、料理教室、トレッキング
趣味教養講座。年１０回実施。

150 I

会津 会津美里町 2234 藤川地区大運動会 大字対抗の地区運動会。 350 F

会津 会津美里町 2235 地区スポーツ大会
地区対抗のバレーボール
ソフトボール、卓球大会など。
年４回実施

500 F

会津 会津美里町 2236 藤川ふれあい祭り 地区住民による文化祭 200 F B

会津 会津美里町 2237 新春藤川交流会
新春の顔合わせ、地区住民各団体役員
が地域の振興を話し合う。 80 F

会津 会津美里町 2238
赤沢地区春季スポーツ大
会

男子ソフトボール、女子ビーチバレー 140 F

会津 会津美里町 2239
高齢者赤沢地区グランド
ゴルフ大会

高齢者による地区グランドゴルフ大会実施 13 F

会津 会津美里町 2240 赤沢地区大運動会 地区対抗運動会 F
会津 会津美里町 2241 赤沢地区婦人研修旅行 那須ハーブ石鹸作り体験 10 H
会津 会津美里町 2242 少年教室「美里町探訪」 会津本郷焼き体験 18 D
会津 会津美里町 2243 婦人講座「そばうちに挑戦」 講師を招いてそばうちを体験 10 B A

会津 会津美里町 2244
婦人講座「フラワーアレン
ジメントお正月の花」

講師を招いてフラワーアレンジメントの講義と実践 13 B

会津 会津美里町 2245 新春のつどい 赤沢地区住民と新春のお祝いと行政報告、地区の親睦を目的に実施 113 I
会津 会津美里町 2246 少年教室「もち突き体験」 昔のもちつきを体験し全員で味わう 26 B

会津 会津美里町 2247
赤沢地区冬季スポーツ大
会

男女混合ビーチバレー大会 105 F
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会津 会津美里町 2248 おまたっ子クラブ
地区児童と保護者を対象とした野外活動
夏はキャンプ、冬はスキー教室の年２回実施

46 Ｃ

会津 会津美里町 2249 家庭教育講座 保育所共催事業　絵本の読み聞かせの効能について講演 50 Ｃ Ｅ

会津 会津美里町 2250 異世代交流会
おじいちゃん、おばあちゃんから幼児へ文化伝承事業。保育所共催　だ
んごさし、もちつき等（年４回）

200 Ｃ Ｅ

会津 会津美里町 2251 廃品回収
地区児童と保護者、地域住民が連携し廃品回収を通し、ボランティア活
動とリサイクルを学習する機会とする

60 Ｇ

会津 会津美里町 2252 町文化祭への作品展示 成人講座で製作した作品を町文化祭に展示する 6 Ｆ Ｅ

会津 会津美里町 2253 そばうち教室
蕎麦栽培がさかんな尾岐地区で、自分で育てた蕎麦を打ってふるまえる
よう指導する

15 Ａ

会津 会津美里町 2254 成人講座
趣味などの教養講座　（年4回）
樹脂粘土・カゴ作り2回・パッチワーク

71 Ｉ

会津 会津美里町 2255 手細工の談話室
講師を招かず、地区住民が互いに手芸などの手細工の知識を教えあい
製作のコツを共有しあう講座　（年２回）　Ｈ２５年度は、吊るし雛

26 Ｂ

会津 会津美里町 2256 パソコン相談会 パソコン中級者対象。エクセルやワードの便利な操作方法などの情報交換会 5 Ｅ
会津 会津美里町 2257 地区スポーツ大会 大字対抗尾岐地区スポーツ大会。競技内容：主にバレーボール　（年２回） 120 Ｆ
会津 会津美里町 2258 尾岐地区大運動会 大字対抗尾岐地区運動会。および　お楽しみ餅つき会 200 Ｆ
会津 会津美里町 2259 尾岐の新春のつどい 新春の顔合わせ、尾岐振興を語る 50 Ｆ
会津 会津美里町 2260 少年教室 地区児童と保護者を対象とした活動。年４回実施 96 Ｃ
会津 会津美里町 2261 家庭教育講座 保育所共催事業、本の読み聞かせの効能についての講演 50 Ｃ Ｅ
会津 会津美里町 2262 異世代交流会 高齢者から幼児へ文化伝承事業。保育所共催。だんごさし、もちつき等 200 Ｃ Ｅ

会津 会津美里町 2263 廃品回収
地区児童と保護者、地域住民が連携し、ボランティア活動とリサイクルを
学習する

50 Ｇ

会津 会津美里町 2264 春季・冬季スポーツ大会
分団対抗スポーツ大会。
競技：春「パターゴルフ」冬「インディアカ」

90 Ｆ

会津 会津美里町 2265
成人講座「クラフトテープ
でかご作り」

講師を招いての趣味などの教養講座。かご作り３回 45 Ｉ

会津 会津美里町 2266 東尾岐地区大運動会 紅白対抗運動会。 130 Ｆ
会津 会津美里町 2267 東尾岐新春のつどい 新春の顔合わせ。 40 Ｆ

会津 会津美里町 2268
高齢者講座
「認知症と若返り体操」

講師を招いて簡単で楽しい頭と体の体操。 18 18

南会津 下郷町 2269 なんでも挑戦隊
小学４～６年生を対象に、ふるさとの自然、文化、行事や物づくりを体験
する。（年６回）

41 c

南会津 下郷町 2270 つくしんぼ学級 幼児と親とのふれあいを図りながら、幼児の知能と情操を高める。（年１０回） 57 c E

南会津 下郷町 2271 家庭教育学級 家庭教育における親の役割について学習する。３地区で実施　（年６回） 113 c

南会津 下郷町 2272 名瀑探勝講座
県内の名瀑を訪ねる機会を提供する。写真を撮影しふるさと写生展に展
示する。（年５回）

88 Ⅰ

南会津 下郷町 2273 クッキング講座 様々な料理に挑戦し、食の楽しさ、仲間づくりをする。（年６回） 102 Ⅰ

南会津 下郷町 2274 登山講座
安全な登山を実践するため、近隣の名山を楽しみ、生きがいと健康づく
りをする。（年５回）

79 Ⅰ

南会津 下郷町 2275 プリザードフラワー講座 趣味の世界を広げ、手芸の知識・技術を習得する。（年２回） 19 Ⅰ

南会津 下郷町 2276 健康吹矢講座 吹矢を習得し、体力の維持と健康増進（年１２回） 112 Ⅰ

南会津 下郷町 2277 はつらつ太極拳教室 太極拳を習得し、体力の維持と健康増進（年１２回） 98 Ⅰ

南会津 下郷町 2278 文化財探訪
日本三大稲荷神社の笠間稲荷と、益子焼を見学し文化意識の高揚を図
る。（年１回）

32 Ⅰ

南会津 下郷町 2279 町民登山 尾瀬ヶ原（6月1泊2日） 16 Ⅰ

南会津 下郷町 2280 実年大学校 高齢者に必要な社会性や知識を身につける。（年７回） 222 A

南会津 下郷町 2281 地域高齢者学級 高齢者に必要な社会性や知識を身につける。３地区で実施。（年５回） 262 I

南会津 下郷町 2282 文化祭・農業祭 第50回記念文化祭・農業祭を実施（１１月） 1,542 F E

南会津 下郷町 2283 芸能祭 各団体の発表会（１１月） F

南会津 下郷町 2284 新春書初展 小学生以上の書き初めを展示（１月） 443 F

南会津 下郷町 2285 ふるさと写生店 ふるさと下郷の風景を写真で表現した作品を展示　（８月） 18 F

南会津 下郷町 2286 町民ハイキング デコ平自然探勝路（8月北塩原） 27 I

南会津 檜枝岐村 2287 ひのえまたオコジョクラブ
小学生を対象に自然体験、芸術文化見学、スポーツ教室、料理教室の
実施した。

71 Ｃ.Ｄ Ａ.Ｂ

南会津 檜枝岐村 2288 村民大運動会 小学校・中学校・児童館・村民合同運動会（９月） 200 Ｃ Ｅ

南会津 檜枝岐村 2289 村民球技大会 ソフトボール・バレーボール・ドッジボール・ゲートボール・グラウンドゴルフ 110 Ｆ

南会津 檜枝岐村 2290 村民雪上運動会 スキー記録会、雪上レクリエーション 150 Ｃ.Ｆ Ｅ

南会津 檜枝岐村 2291 東雲こどもクラブ 小学校低学年を対象に、英語や音楽、体操教室などを開催 730 Ｃ Ｅ

南会津 檜枝岐村 2292 ヨガ教室 村民を対象に２日間実施 31 Ｉ

南会津 只見町 2293 カルガモクラブ 季節行事開催や交流事業を行う　　　　　（年10回開催） 310 C

南会津 只見町 2294 みんなですくすく 親子で体験できるイベントの実施　　　　　（年4回開催） 63 C

南会津 只見町 2295 成人教育 視察研修、地域資源を活かして生花を楽しもう、郷土料理の伝承等 6 I

南会津 只見町 2296 湖岸健康マラソン大会 健康増進を目的としたマラソンの実施 87 C B

南会津 只見町 2297 県民スポーツ大会町予選 バレー、ソフト競技を実施 60 B A

南会津 只見町 2298 勾玉づくり講座 古代のアクセサリー作り 17 I ○

南会津 只見町 2299 土器づくり講座 縄文土器の作成 14 I ○

南会津 只見町 2300 日帰りキャンプ 川遊びを中心にした体験事業 中止 C

南会津 只見町 2301 成人式 記念式典 38 D・I

南会津 只見町 2302 オーロラと音楽の贈り物 星座の観察及び音楽鑑賞 29 I B

南会津 只見町 2303 ファミリーシアター 児童劇公演の実施 300 C A

南会津 只見町 2304 ちびっこ球技大会 バレー、ソフト競技を実施 100 C B

南会津 只見町 2305 町駅伝競走大会 町内にて駅伝競走大会を実施 212 F B

南会津 只見町 2306
放課後子ども教室（ただ
みこども教室・あさひこど
も教室・めいわこども教

放課後を安全に楽しく過ごすための事業（各地区週２回開催） 4,000 C

南会津 只見町 2307 子育てひろば事業
放課後時間を活用し子どもの心身を家庭と協力しながら育む事業
（週２回及び不定期開催）

4,000 C

南会津 只見町 2308 町文化祭 町民の芸術作品等の発表、展示 3,400 F B

南会津 只見町 2309
土器焼き講座＆火熾し体
験

土器づくり講座にて作成した土器を野焼きする。火おこしも体験する。 中止 I

南会津 只見町 2310 ふくしま駅伝 50 F

南会津 只見町 2311 町民文芸コンクール 町内から文芸作品を募集し、審査、表彰行う。（表彰は3月） 300 F

南会津 只見町 2312 青少年健全育成標語募集 町民から標語を募集し、審査、表彰を行う（表彰式は主張大会と同日） 300 G

南会津 只見町 2313 青少年健全育成主張大会 主張発表者を募集し、大会を行う。 100 G

南会津 只見町 2314 町民スキー大会 町民対象のスキー大会 中止 F B

南会津 只見町 2315 つる細工教室 伝統技術の伝承を目的に小学生対象に実施 60 I B

南会津 只見町 2316
芸術・文化・スポーツ優秀
選手表彰

芸術・文化・スポーツにおいて優秀な成績を修めた町民を表彰 50 F

南会津 只見町 2317 地域人材育成事業
幅広い分野において地域リーダーを育成するため、１０の類型ごとに募
集し、１期２ヶ年継続で講座を開催する。（４期生・５期生）

212 A B・E

南会津 只見町 2318 只見学推進事業
只見おもしろ学ガイドブックを作成し、学校の総合学習や各種成人教
育、生涯学習事業での活用を図り推進する。

430 I

南会津 只見町 2319 子ども読書活動推進事業
子どもの読書活動推進計画を策定し、家庭・地域・学校が連携し、環境
づくり及び体制づくりを推進する。

30 C

南会津 只見町 2320 シニア教育 給食試食体験、視察研修、パソコン教室、伝統工芸講座等 200 I
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南会津 南会津町 2321 まちづくり出前講座 サークルや学校の依頼により、町職員が講義を行う。 809 Ｇ Ｅ

南会津 南会津町 2322 放課後子ども教室 放課後の子どもの居場所と体験活動を提供し、地域の教育力を養う。 6,866 Ｃ

南会津 南会津町 2323 青少年健全育成事業 青少年の主張大会・ボランティア活動子どもひなんの家巡回活動 969 Ｃ

南会津 南会津町 2324 家庭教育支援事業
学童期子育て講座(小学生）・明日の親となる中学生と乳幼児のふれあ
い教室

628 Ｃ

南会津 南会津町 2325 各種スポーツ大会 子どもから高齢者まで参加できる各種スポーツを実施 4,025
Ｆ・Ｇ

Ｉ
南会津 南会津町 2326 芸術文化振興事業 美術展「風121」たじま展キッズシアター児童生徒作品展 2,972 Ｇ

南会津 南会津町 2327 文化ホール事業
文化ホールアウトリーチ事業松竹大歌舞伎川井郁子ヴァイオリンコン
サート由紀さおり＆安田祥子コンサートみんなの檜舞台田島衹園祭屋
台歌舞伎舞台特別公演南会津で第９をうたおう御蔵入寄席

4,645
Ｆ・Ｇ

Ｉ

南会津 南会津町 2328 民俗文化財保存事業
展示・体験学習・年中行事体験学習・藍染講座・古民家山王茶屋活用事
業

12,237
Ｇ・Ｈ

Ｉ
○

南会津 南会津町 2329 公民館講座 青少年から高齢者までの領域で地域ごとに講座開催文化祭 4,383
Ｆ・Ｇ

Ｉ
南会津 南会津町 2330 図書館事業 ブックスタート事業わくわくとしょかんワーク学校文庫貸出事業 1,062 Ｇ・Ｉ ○

相双 相馬市 2331 まちづくり出前講座
学習会や会合などの場に市や関係機関の職員、またはボランティア市
民講師が出向き、講座を実施

2,197 Ｇ Ｅ

相双 相馬市 2332
就学時健康診断の機会
を利用した子育て講座

家庭教育の推進を図るため、就学時健診の機会を利用して子育て講座
を実施（10月～11月）

309 Ｃ・Ｉ Ｃ

相双 相馬市 2333
応急仮設住宅生涯学習
講座

仮設住宅生活者の生きがいづくりや心身のリフレッシュ、地域コミュニ
ティづくり

2,809 Ｉ

相双 相馬市 2334 親子体操教室 親子が触れ合う機会のひとつとして、屋内でもできる親子体操教室を実施。 78 I

相双 相馬市 2335 成人式 新成人を祝福する式典 418 I E

相双 相馬市 2336 姉妹都市交流事業 姉妹都市とスポ少及び少年使節団交流 210 A　G E

相双 相馬市 2337 音楽の郷づくり推進事業
そうま音楽夢工房による演奏会の実施
（４回実施）

740 I

相双 南相馬市 2338
南相馬市子どもサイエン
ス体験事業

科学体験（つくば科学フェスティバル）の実施 17 C D,Ｅ

相双 南相馬市 2339
生涯学習講演会開催事
業補助金

生涯学習講演会の実施 528 G Ｂ

相双 南相馬市 2340 生涯学習まちづくり事業 学習機会の提供（出前講座講座の実施回数３８２回） 8,138 B、F、Ｇ Ｂ

相双 南相馬市 2341
報徳精神がいきづくまち
づくり事業

ふるさと教育の推進（学校への副読本配布）、報徳のまちづくり講演会開
催ほか

100 G Ａ,E

相双 南相馬市 2342 高等学校開放講座事業
高等学校との連携による各種専門講座の実施(相馬農業高等学校：３
回、小高商業高等学校：３回）

173 I Ｄ

相双 南相馬市 2343 成人式事業 平成２６年度南相馬市成人式の開催 588 I Ｅ

相双 南相馬市 2344
家庭教育支援総合推進
事業

就学時検診子育て講座（小学校１4校）、家庭教育講座（幼稚園１園、保
育園３園）、子育て学習講座（１団体）の実施に係る講師謝礼の支援

602 C Ｄ

相双 南相馬市 2345
青少年ボランティア活動
推進事業

中学生職場体験・福祉体験の支援、体験活動ボランティア情報誌の発
行（１回5,500部）

Ｄ Ｂ

相双 南相馬市 2346
女性教育セミナー（鹿島
生涯学習センター事業）

健康・趣味・教養・料理教室（年６回） 108 I B

相双 南相馬市 2347
ひこばえ学級（鹿島生涯
学習センター事業）

高齢者向け講座：交通安全教室、認知症予防教室等（年５回） 288 I Ｂ

相双 南相馬市 2348
各種短期セミナー（鹿
島生涯学習センター事
業）

エアロビクス教室、パッチワーク教室、ハーブ＆アロマｄe健・食・美教室、和菓
子教室、洋菓子教室、フラダンス教室、冬野菜料理教室（各３回実施）

399 I Ｂ

相双 南相馬市 2349
夏休み小学生編み物教
室（鹿島生涯学習セン
ター事業）

編み物教室（７回） 54 I B

相双 南相馬市 2350
成人大学（市内生涯学習
センター共通事業）

健康・経済・文学・歴史等の教養講座（１０回） 870 I Ｂ

相双 南相馬市 2351
家族ふれあい広場事業
（市内生涯学習センター
共通事業）

料理教室、ろうそく作り、折り紙等（４回） 131 I Ｂ

相双 南相馬市 2352
原町女性学級（原町生涯
学習センター事業）

女性向け一般教養講座・実習(９回） 320 I Ｂ

相双 南相馬市 2353
原町高齢者学級（原町生
涯学習センター事業）

高齢者を対象とした健康・教養講座・実習(８回） 128 I Ｂ

相双 南相馬市 2354
バラエティー講座（原町生
涯学習センター事業）

趣味・教養講座・実習（５回） 127 I Ｂ

相双 南相馬市 2355
フラダンス教室（原町生
涯学習センター事業）

フラダンス教室（２４回） 412 I Ｂ

相双 南相馬市 2356
エアロビクス教室（原町生
涯学習センター事業）

エアロビクス教室（８回） 187 I Ｂ

相双 南相馬市 2357
絵手紙教室（原町生涯学
習センター事業）

絵手紙教室（１回） 20 I Ｂ

相双 南相馬市 2358
太田女性学級（太田生涯
学習センター事業）

女性向け教室（４回） 83 I Ｂ

相双 南相馬市 2359
太田高齢者学級（太田生
涯学習センター事業）

交通安全教室（１回） 53 I Ｂ

相双 南相馬市 2360
太田バラエティー講座（太
田生涯学習センター事

「家族でつくろう！！玄関に飾るクリスマス＆お正月寄せ植え教室」
「フラワーアレンジメント教室」

30 I Ｂ

相双 南相馬市 2361
高齢者学級（太田生涯学
習センター事業）

生け花教室（１９回） 162 I Ｂ

相双 南相馬市 2362
高齢者学級（太田生涯学
習センター事業）

菊づくり教室（８回） 67 I Ｂ

相双 南相馬市 2363
高齢者学級（太田生涯学
習センター事業）

筋力アップの体操・運動教室（８回） 94 I Ｂ

相双 南相馬市 2364
花・花工房（太田生涯学
習センター事業）

押し花教室（１０回） 28 I Ｂ

相双 南相馬市 2365
太極拳教室（太田生涯学
習センター事業）

太極拳の実技指導（１９回） 191 I Ｂ

相双 南相馬市 2366
太田村史を学ぶ会（太田
生涯学習センター事業）

太田村史を教材に郷土の歴史を学ぶ会（１８回） 201 I Ｂ

相双 南相馬市 2367
切り絵教室（大田生涯学
習センター事業）

切り絵の作品制作（９回） 122 I Ｂ

相双 南相馬市 2368
女性学級（大甕生涯学習
センター事業）

女性向け講座・教室（３回） 47 I Ｂ

相双 南相馬市 2369
高齢者学級（大甕生涯学
習センター事業）

高齢者を対象とした講座・教室（５回） 71 I Ｂ

相双 南相馬市 2370
パッチワーク教室（大甕
生涯学習センター事業）

パッチワークの作品創作・鑑賞等（２２回） 254 I Ｂ

相双 南相馬市 2371
切り絵教室（大甕生涯学
習センター事業）

切り絵の作品制作（１０回） 77 I Ｂ

相双 南相馬市 2372
健康ヨーガ教室（大甕生
涯学習センター事業）

ヨーガの実技講習（２４回） 239 I Ｂ
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相双 南相馬市 2373
吊るし雛短期教室（大甕
生涯学習センター事業）

吊るし雛の制作・鑑賞（８回） 144 I Ｂ

相双 南相馬市 2374
バラエティ講座（大甕生涯
学習センター事業）

プランター寄せ植え、レザークラフト教室、七宝焼き体験 29 I Ｂ

相双 南相馬市 2375
女性学級（高平生涯学習
センター事業）

女性向け講座・教室（６回） 126 I Ｂ

相双 南相馬市 2376
高齢者学級（高平生涯学
習センター事業）

高齢者を対象とした講座・教室（７回） 169 I Ｂ

相双 南相馬市 2377
子育て広場（高平生涯学
習センター事業）

子ども・親子を対象とした講座・教室（１１回） 264 I Ｂ

相双 南相馬市 2378
絵手紙教室（高平生涯学
習センター事業）

絵手紙の作成（１３回） 204 I Ｂ

相双 南相馬市 2379
フラダンス教室（高平生
涯学習センター事業）

フラダンスの実技講習（３９回） 447 I Ｂ

相双 南相馬市 2380
ヨーガ教室（高平生涯学
習センター事業）

ヨーガの実技講習（４１回） 343 I Ｂ

相双 南相馬市 2381
ふるさと歴史講座（高平
生涯学習センター事業）

高平地区の歴史・文化について調査研究（１０回） 67 I Ｂ

相双 南相馬市 2382
女性学級（石神生涯学習
センター事業）

女性向け講座・教室（５回） 94 I Ｂ

相双 南相馬市 2383
若妻学級（石神生涯学習
センター事業）

親子料理教室（４回） 68 I Ｂ

相双 南相馬市 2384
高齢者学級（石神生涯学
習センター事業）

高齢者を対象とした講座・実習（５回） 100 I Ｂ

相双 南相馬市 2385
ふる里味塾講座（石神生
涯学習センター事業）

ふるさと料理実習（５回） 87 I Ｂ

相双 南相馬市 2386
おりがみ教室（石神生涯
学習センター事業）

おりがみ教室（１回） 13 I Ｂ

相双 南相馬市 2387
石神シニア携帯電話教室
（石神生涯学習センター
事業）

携帯電話の利用方法についての講座（１回） 14 I Ｂ

相双 南相馬市 2388
日本画（墨画）体験教室
（石神生涯学習センター
事業）

日本画（墨画）体験教室（２回） 16 I Ｂ

相双 南相馬市 2389
石神シニア歌声教室（石
神生涯学習センター事

シニア歌声教室（２回） 38 I Ｂ

相双 南相馬市 2390
石神ショートテニス教室
（石神生涯学習センター

ショートテニス教室（２回） 32 I Ｂ

相双 南相馬市 2391
石神和紙人形教室（石神
生涯学習センター事業）

和紙人形の製作（１２回） 108 I Ｂ

相双 南相馬市 2392
石神書道教室（石神生涯
学習センター事業）

書道教室（３６回） 324 I Ｂ

相双 南相馬市 2393
石神ちぎり絵教室（石神
生涯学習センター事業）

ちぎり絵の創作（６回） 89 I Ｂ

相双 南相馬市 2394
石神ソフトテニス教室（石
神生涯学習センター事

ソフトテニス教室（４０回） 1,320 I Ｂ

相双 南相馬市 2395
女性学級（ひがし生涯学
習センター事業）

女性向け講座・教室（７回） 155 I Ｂ

相双 南相馬市 2396
しらゆり学級（ひがし生涯
学習センター事業）

高齢者向け講座・教室（８回） 185 I Ｂ

相双 南相馬市 2397
男の料理講座（ひがし生
涯学習センター事業）

料理教室（５回） 55 I Ｂ

相双 南相馬市 2398
陶芸教室（ひがし生涯学
習センター事業）

陶芸の作品制作（２４回） 308 I Ｂ

相双 南相馬市 2399
太極拳教室（ひがし生涯
学習センター）

太極拳の実技講習（４１回） 327 I Ｂ

相双 南相馬市 2400
ヨーガ教室（ひがし生涯
学習センター事業）

ヨーガの実技講習（４５回） 597 I Ｂ

相双 南相馬市 2401
篆刻体験講座（ひばり生
涯学習センター事業）

篆刻体験（８回） 92 I Ｂ

相双 南相馬市 2402
ひばり七宝焼き体験講座
（ひばり生涯学習センター
事業）

七宝焼き体験（１回） 9 I Ｂ

相双 南相馬市 2403
ひばり和紙人形作り体験
講座（ひばり生涯学習セ
ンター事業）

和紙人形作り体験（１回） 13 I Ｂ

相双 南相馬市 2404
ひばりスポチャン体験講
座（ひばり生涯学習セン
ター事業）

スポーツチャンバラ体験（１回） 20 I Ｂ

相双 南相馬市 2405
絵手紙教室（ひばり生涯
学習センター事業）

オリジナル絵手紙作成教室（２４回） 345 I Ｂ

相双 南相馬市 2406
フラダンス教室（ひばり生
涯学習センター事業）

フラダンスの実技講習（２４回） 608 I Ｂ

相双 南相馬市 2407
ヨーガ教室（ひばり生涯
学習センター事業）

ヨーガの実技講習（４８回） 921 I Ｂ

相双 広野町 2408 平成２５年度復興祭
３年ぶりに収穫祭、健康まつり等のイベントとの同時開催で゜「文化展」を
開催。

1,500 Ｆ

相双 広野町 2409 手芸教室 仮設住宅を中心に８６回開催。 737 Ｉ

相双 広野町 2410 折り紙教室 仮設住宅を中心に１９回開催。 241 Ｉ

相双 楢葉町 2411 成年セミナー 生涯学習の一環として、学習交流活動を行った。（年6回） 80 Ｉ Ａ

相双 富岡町 2412 成人式 成人（二十歳）祝賀式典 139 Ｉ Ｂ，Ｅ

相双 川内村 2413 LED出前工作教室 子どもたちの復興支援のため、ボランティアにより教室を開催　　6月4日 10 I

相双 川内村 2414 写真教室 さらなる技術を磨くために写真教室開催　6月30日 7 I E

相双 川内村 2415 ドッジビー教室 子どもたちの復興支援のため、ボランティアにより教室を開催　　7月8日 16 I

相双 川内村 2416 天山祭り 詩人故草野心平をしのび毎年開催　　　　　　　　　　　　　　　　　7月13日 187 I E

相双 川内村 2417 県民スポーツ大会 震災後はじめて開催　ソフトボール、ソフトテニスに出場　8月4日 15 I A ○

相双 川内村 2418 夏季野球大会
お盆の時期に各地区から帰省者を交えてチームを編成しトーナメント戦
を行う。　　　　　　　　　　　　　　8月13・14日　（2日間）

100 I E ○

相双 川内村 2419 成人式 新成人の門出を祝う　8月15日 33 A E

相双 川内村 2420 速読教室 速読の技術を学ぶ　7月29日 11 I E

相双 川内村 2421 食育教室 食の大切さを学ぶ　7月30日 14 I E

相双 川内村 2422 水泳教室 技術の向上、水の怖さを学ぶ　8月1日 12 I E

相双 川内村 2423 世代間交流事業 高齢者とふれあい、やさしい心を学ぶ　8月2日 27 A E

相双 川内村 2424 バドミントン教室
震災後、中学校ではバドミントン部のみ　小学生から基礎を学ぶ　8月8・
9日　2回

10 I E

相双 川内村 2425 市町村野球大会
若い力をひとつに同じ目標を持つ。仲間作りを学ぶ。　7月28日（1回）　9
月15・28日（2回）

43 I E ○
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相双 川内村 2426 紙芝居教室 子どもたちの復興支援のため、ボランティアにより教室を開催　　10月15日　 10 B E ○

相双 川内村 2427 桧枝岐歌舞伎公演 文化の交流　11月16日 350 G E ○

相双 川内村 2428 ふくしま駅伝 自分の限界に挑戦、仲間づくり11月17日 6 I E ○

相双 川内村 2429
健康づくりソフトバレー
ボール大会

村民の交流を深め、健康づくりを推進する14チーム　2月23日 70 I E ○

相双 大熊町 2430 フレンドリー教室
様々なイベントをとおして友達との絆を育み、大熊町を背負う次代のリー
ダー育成を目的としています。

120 Ａ

相双 双葉町 2431 双葉町生活学級
町民の出会いの場、コミュニティを再生する場を提供（健康講座・食育講
座・郷土文化講座・防犯予防講座）平成２５年５月～１２月まで、福島県
内外８か所で実施　　　　５２回開催

717 B

相双 双葉町 2432 双葉町婦人学級
町民の出会いの場、コミュニティを再生する場を提供（手芸・料理・ボラン
ティア活動・茶話会・研修会）平成２５年６月～平成２６年２月まで、福島
県内外８か所で実施　８０回開催

1,279 B

相双 双葉町 2433 放課後学習支援
小中学生を対象とした仮設住宅における放課後の学習支援　平成２５年
１０月から平成２６年３月までいわき市南台応急仮説住宅集会所で毎週
２回実施　　　　　　　　９０回開催

538 B

相双 双葉町 2434 双葉町青春の集い
高校生の再会を図り、絆を強めることを目的に、平成２５年８月１０日に
郡山市において開催

62 B

相双 双葉町 2435
第２６回双葉町総合美術
展

双葉町芸術文化団体連絡協議会の主催で平成25年10月9日・10日郡山
市において総合美術展を実施

208 B

相双 双葉町 2436
第２４回双葉町芸能発表
会

双葉町芸術文化団体連絡協議会の主催で平成26年1月12日いわき市
南台応急仮設住宅において芸能発表会を実施

35 B

相双 浪江町 2437 出前講座 10名以上で自主的に企画・学習するグループに講師を派遣する。 187 I

相双 葛尾村 2438 わんぱく教室
小学１～６年生を対象とした自然活動
世代間交流事業等（４月～２月　年１１回）

210 Ｃ Ｂ

相双 葛尾村 2439 大正琴教室 大正琴（４月～３月　月２回） 192 Ｉ

相双 葛尾村 2440 舞踊教室 舞踊（４月～３月　月１回） 72 Ｉ

相双 葛尾村 2441 民謡教室 民謡（４月～３月　月１回） 84 Ｉ

相双 葛尾村 2442 パッチワーク教室 パッチワーク（毎週水曜日） 652 Ｉ

相双 葛尾村 2443 寿学級 高齢者を対象に研修会・講演会・生活講座等（４月～３月　年１１回） 399 Ｇ

相双 葛尾村 2444 女性学級 女性を対象にした講演・研修会等（４月～１月　年５回） 60 Ｄ・Ｇ

相双 葛尾村 2445 生き生き学習講座 芸術鑑賞・講演会 73 Ｇ Ｅ

相双 葛尾村 2446 公民館まつり 成果発表・音楽会　他　（９月　） 250 Ｆ・Ｉ Ｂ・Ｅ

相双 葛尾村 2447 生涯学習カレンダー 行事カレンダー作成・配布 650 Ｇ Ｅ

相双 葛尾村 2448 成人式 ２０歳のお祝い 13 Ｇ

相双 葛尾村 2449 ふれあい教室 ウォーキング・ハイキング 41 Ｃ

相双 葛尾村 2450 スポーツ教室 三屋裕子とのスポーツ交流 67 Ｆ Ｂ

相双 葛尾村 2451 村民運動会2014 運動会 350 Ｃ Ｅ

相双 葛尾村 2452
体験学習ボランティア推
進事業

仮設入居者へのボランティア派遣 60 Ｃ・Ｇ

相双 新地町 2453 新地町職員出前講座
１０人以上の学習者に対して、町関係職員等が講師となり、町政の説明
や専門知識を活かした講座等を開催　期日：４月～３月（開催回数：２

26 A

相双 新地町 2454 移動教室
１０人以上の団体等が主催する講座等の学習活動に対し、講師謝礼の
一部を補助　期日：５月～３月（開催回数：１回 11/24）

15 I

相双 新地町 2455
第１２回新地町男女共生
のつどい

講演会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成２６年２月２３日（日） 60 G ○

相双 新地町 2456
男女共同参画推進事業
『男の料理教室』

町内に在住・在勤する男性を対象にした料理教室　開催日：平成２５年１
２月１４日（土）

18 G

相双 新地町 2457
読書活動ボランティア支
援事業

町内各小学校での読み聞かせ、昔語り等及び図書館ボランティア活動等　　　　　　　　　　　　　期日：４月～３月(実施回数：４６回) 110 C

相双 新地町 2458
新地町生涯学習フェス
ティバル

開催日：平成２６年１月２５日(土)・２６日(日) 1,200 F

相双 新地町 2459 リフレッシュ健康体操教室 開催日：平成２５年５月～１０月（７回） 38 I

相双 新地町 2460 初心者そば打ち教室 開催日：平成２５年６月～平成２６年２月（７回） 61 I

相双 新地町 2461 和のキルト教室 開催日：平成２５年６月～平成２６年２月（７回） 87 I

相双 新地町 2462 陶芸教室 開催日：平成２５年６月～１２月（７回） 77 I

相双 新地町 2463 手芸教室 開催日：平成２５年５月～平成２６年１月（７回） 37 I

相双 新地町 2464 やさしい水彩画教室 開催日：平成２５年５月～平成２６年２月（７回） 140 I

相双 新地町 2465 フラワーガーデン教室 開催日：平成２５年５月～平成２６年１月（７回） 201 I

相双 新地町 2466 ハンドメイド教室 開催日：平成２５年６月～平成２６年１月（７回） 133 I

相双 新地町 2467 クラフトバンド教室 開催日：平成２５年６月～平成２６年２月（７回） 140 I

相双 新地町 2468 手作りお菓子教室 開催日：平成２５年５月～１２月（７回） 105 I

相双 新地町 2469
たのしいレクリエーション

教室
開催日：平成２５年５月～７月（３回） 66 I

相双 新地町 2470 初めての篆刻教室 開催日：平成２５年５月～９月（５回） 57 I

相双 新地町 2471 アロマセラピー教室 開催日：平成２５年５月～１２月（７回） 93 I

相双 新地町 2472 タイ式ヨガ教室 開催日：平成２５年５月～１２月（７回） 110 I

相双 新地町 2473 フロアホッケー教室 開催日：平成２５年１１月３０日(土) 51 I

相双 新地町 2474 スポーツ講演会 開催日：平成２６年２月１６日(日) 60 I

相双 新地町 2475 キンボール教室 開催日：平成２６年３月１６日(日) 25 I

相双 飯舘村 2476 金婚式・賀寿祝等 該当者への褒状授与と祝賀（老人クラブ単位） 11箇所で開催 150 Ｉ

相双 飯舘村 2477 総合文化展事業
村内で創作活動をしている方、園児、児童、生徒の作品展示及び文化
芸能発表などの場として10月に開催した。

2,000 Ｇ Ｅ

相双 飯舘村 2478
生命と地球、沖縄でのま
でいの旅事業

３泊４日、沖縄での命の尊さ・環境教育の体験・感動学習 48 Ｃ Ａ

相双 飯舘村 2479 成人式 成人者で実行委員会を組織し、手作りの式典を挙行する。 53 Ｇ

相双 飯舘村 2480 絵手紙教室 仮設集会所等3箇所で各２回ずつ実施 32 Ｉ

相双 飯舘村 2481
村民グラウンドゴルフ大
会

村民相互の親睦と交流を深める。
男女別16ホールストロークマッチ

100 Ｉ Ａ

相双 飯舘村 2482 思いやりまでいラリーピンポン大会村民の交流と運動不足の解消 250 Ｉ Ｂ

相双 飯舘村 2483 １人１趣味活動支援事業 教養、趣味等のグループ学習時講師謝の助成 120 Ｉ

相双 飯舘村 2484 ふくしま駅伝大会 市町村対抗福島県縦断駅伝大会 160 Ｆ

相双 飯舘村 2485
家庭教育支援総合推進
事業

家庭教育学級等講座開催
２回開催

200 Ｃ Ｂ

相双 飯舘村 2486 避難者支援事業
各スポーツ教室
県青少年会館の体育館の開放

1,500 Ｉ Ｂ

相双 飯舘村 2487 パートナーシップ協定事業 ニットーボールネサンススポーツ福島と協定を結び、施設の開放 300 Ｉ Ｂ

相双 飯舘村 2488 移動図書館事業 各仮設住宅を巡回し、本に触れる機会をつくる 1,000 Ｉ

相双 飯舘村 2489
未来への翼「ドイツ研修」
事業

３泊４日、沖縄での命の尊さ・環境教育の体験・感動学習 18 Ｃ Ａ

いわき いわき市 2490
学校・家庭・地域パート
ナーシップ推進事業

学校・家庭・地域が連携しながら地域ぐるみの人づくりを目指して、各学
校が公民館や地域と連携しながら学社連携・融合及び学校支援等の取
り組みを進めるとともに、各関係機関との連携・協力体制づくりを推進す

－
Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,

Ｆ,Ｇ
Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅ



事業区分
連携・協
力の状況

県民ｶﾚｯ
ｼﾞ連携講

方部 市町村名 № 事業名 事業概要 参加者数
事業の区分・連携等

いわき いわき市 2491
いわき防災サマーキャン
プ事業

子どもたちの防災意識を高め、「生きる力」を育むことを目的に、小学生
を対象として、防災をテーマとした宿泊体験や体験学習プログラムを行う
防災キャンプを実施する。また、地区実行委員会を設置して地域住民の
参画を得ながら実施することで、地域防災力の強化、地域の絆づくりに
つなげる。
※連絡調整館単位の６ブロックからそれぞれ会場（学校及び公民館）を

199
Ａ,Ｂ,Ｃ,

Ｆ,G
Ｂ,Ｃ,Ｅ

いわき いわき市 2492
いわき・わくわく「しごと
塾」事業

小学生を対象として、公民館、学校・家庭・地域団体など地域の子どもの
育ちに関わる様々な関係機関が一体となりながら、映画づくりの手法を
通して、子どもたちに自分達の暮らす地域の魅力に触れる体験の機会
を提供し、自分の将来への夢を育むとともに、郷土に対する誇りや愛着

131
Ａ,Ｃ,Ｄ,Ｆ,

Ｇ
Ｂ,Ｃ,Ｅ

いわき いわき市 2493 公民館事業 各公民館（市内36館）で年次計画による講座等を実施。 89,340
A,B,C,D,
E,F,G,I

B,C,E

いわき いわき市 2494 市役所出前講座事業 市職員を講師として地域に派遣し、市民の学習活動を支援。 7,322 G B,E

いわき いわき市 2495
いわきヒューマンカレッジ
（市民大学）

市民の多様で高度なニーズに対応するため、高等教育機関と連携した
講座を開設。
・現代社会学部、教育心理学部、環境再生学部、いわき学部（各学部定
員55名、７回実施）

2,097 A,B,D,G,Ｉ D ○

いわき いわき市 2496
生涯学習市民講師活用
事業

人材を広く市民から発掘し、その豊富な知識・経験を活用し、公民館や
自治会等での自主的な学習活動に講師として派遣（講師派遣に係る講
師謝金を助成）

3,279
A,Ｂ,Ｃ,Ｆ,

Ｇ
Ｂ

いわき いわき市 2497 成人式事業
地区ごとの実行委員会方式により、市内13会場で地域性豊かな成人式
を開催

2,946 Ｉ Ｂ,Ｅ

いわき いわき市 2498 生涯学習プラザ事業 年次計画により生涯学習プラザにおいて講座等を実施。 3,432
Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,
Ｅ,Ｆ,Ｇ,Ｉ

Ｂ,Ｃ,Ｅ

いわき いわき市 2499 生涯学習フェスティバル
生涯学習プラザを拠点に活動する団体・サークルと市民との交流を通し
て、さらに親睦を深め、広く生涯学習を推進する（1月開催）

2,892 Ｆ,Ｇ Ｂ,Ｃ,Ｅ


