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高梁公民館　子ども高梁学
「備中松山城のひみつをさぐる教室～論語に挑戦～」
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I　n　d　e　x主な行事予定平成26年度

●平成26年度岡山県公民館連合会総会・研修会・　
　ブロック会
　日時：平成26年5月30日（金）
　場所：岡山県生涯学習センター大研修室　他
●第37回中国・四国地区公民館研究集会島根大会
　日時：平成26年9月4日（木）～5日（金）
　場所：島根県民会館　他
●第36回全国公民館研究集会 in 埼玉
　日時：平成26年10月16日（木）～17日（金）
　場所：埼玉県熊谷市熊谷会館　他

公民館記章

このシンボルマークは、公民館の
「公」の字を図案化し、しかも、
全体の形を「館」になぞらえた
ものである。
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岡山の公民館
備中ブロック

吉備中央町御北公民館
フラワーアレンジメント教室「お正月用寄せ植え」

備前ブロック

奈義町公民館
「こども歌舞伎教室」

美作ブロック

岡山の公民館 54 岡山の公民館 54

公民館で防災キャンプの推進を フォトレター

『和気町子ども塾防災キャンプ』
｠　和気町子ども塾は、ふるさとを愛する子どもの育成を目指した町内
小学生対象の体験塾です。
　防災キャンプは塾生と保護者に加え、消防団、防災士、栄養改善推進
委員、東備消防組合、地域住民、高校生ボランティア等、地域の様々な
機関と手を取り合って総勢113名で実施しました。参加者は地域の連
携を核とした継続的な防災・減災対策の重要性を実感することができ
ました。
　子ども塾では今後も公民館等を拠点に、人の“輪”を大切に、また和
気の“和”を深め、繋げていけるような学びの場を提供していきます。

《備前ブロック》 学び館「サエスタ」・和気町中央公民館

～ 防災キャンプ推進事業 実践事例

まちから
　　むらから

　郷土の歴史やゆかりの人物について学習やゆかりの地を巡りながら、
郷土の魅力を再発見する事業です。豊臣秀吉の天下統一を支え、稀代
の軍師として活躍した黒田官兵衛ゆかりの備前福岡、備中高松城跡、官
兵衛が生まれた姫路の地を訪れ、郷土理解を深めました。

「歴史探訪！瀬戸内わくわく発見！」

瀬戸内市中央公民館

　黒のスーツでキレのあるダンス。その激しい動きからは、全員高齢者とは
とても想像できません。地域を元気にと平成23年に結成し、地元の先生に
ダンスを習いました。今では、地域の多くのイベントから声がかかり、福祉施
設にも訪問しています。それが励みになり、練習に一層力が入っています。

「『ＯＹＡじ～Ｚ』 高齢者だけのヒップホップダンスグループ」

備前市立伊里公民館

　平成24年度から世代間の親睦と地域間の交流を目的に開催してい
ます。1チーム高校生以下2名、19～59歳2名、60歳以上2名の計6
名が勝利を目指して協力し、またチームの垣根を越えて会話を弾ませる
等、みんな真剣かつ楽しんでプレーしています。

「公民館対抗３世代グラウンド・ゴルフ大会」

井原市中央公民館

　早島町中央公民館を拠点に活動する「早島花の銀行友の会」。単なる
個人の趣味ではなく、会員同士の情報交換や花苗の共有を行いながら、
地域の環境美化に貢献しようとしています。発足から47年、息の長い活
動を通じた地域コミュニティの形成、醸成が期待されています。

「早島花の銀行友の会」

早島町中央公民館

　毎週1回、イケメン講師によるイタリア料理教室を開催しています。お
手軽な料金で、本格的なイタリア料理を学ぶことができます。
　参加者の方からも好評でリピーターの多い教室です。

「イタリア料理教室」

真庭市久世公民館

　「体力づくり新春ジョギング大会」を1月1日（水）に開催しました。2.0
㎞・3.5㎞・5.2㎞の3コースが一斉にスタートし、さわやかな汗を流しま
した。ゴール後は、各選手の方へ完走証の授与とお楽しみ抽選会が行わ
れ、大変にぎやかな大会となりました。

「第32回新庄村体力づくり新春ジョギング大会」

新庄村公民館

『里庄町防災キャンプ』
｠　災害に対する社会の意識の変化、防災教育への要請に里庄町とし
て、どのように対応していくのか。そのための取組の一つが「防災キャ
ンプ」でした。
 マンホールトイレやダンボールベッド、給水車から水の配給など避難
所を想定したプログラムを行いました。そして東日本大震災の復興支
援ボランティアに参加した高校生の講話は、子どもたちの心に響いた
のではないかと思っています。
　行政だけではなく地域住民など関係団体を巻き込んで、防災という目的に向かって一緒に事業を実施できたことが、地
域の絆を深め「地域力」を高めていく第一歩となることを期待しています。

《備中ブロック》 里庄町中央公民館

『大原小学校区防災キャンプ』
｠　7月13日～14日の2日間、公民館が所在する大原小学校区におい
て、大原小学校4～6年生の児童23人をはじめ、保護者・地域ボランテ
ィア26人が集まり、「大原小学校区防災キャンプ」を開催しました。
　防災キャンプの内容については、全国公民館連合会が編集・発行し
た「公民館における災害対策ハンドブック－避難所のよりよい運営のた
めに－」を活用し、被災時のルールや避難所づくり、地域防災など、班ご
との体験活動を行いました。
　地域に開かれた公民館として、今後も地域課題に合った学習プログ
ラムを提供し、地域づくりや人づくりによる活性化を目指します。

《美作ブロック》 美作市大原公民館
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輝く平成２５年度　受賞

【永年勤続職員表彰】
　　木原　文代（岡山市立北公民館 主任）
　　戸川　直子（岡山市立妹尾公民館 主任）
　　有馬久美子（岡山市立瀬戸公民館 事務嘱託）
　　猪原　和子（岡山市立山南公民館 事務嘱託）
　　西原貴美江（笠岡市白石公民館 主事）

岡山県公民館連合会表彰（１３名）

【優良職員表彰】
　　西村　光子 （鏡野町立郷公民館 館長）

全国公民館連合会表彰（１０名）

文部科学大臣表彰　優良公民館

　勝央町公民館
放課後等の居場所づくり、定期講座、高齢者学級、文化伝承活動等多様な

事業を実施しており、様々な年代の住民や団体が交流し、学校、家庭、地域社
会との連携を図るコミュニティ拠点施設となっている。
中でも「わくわくスクール」は、平成14年4月から完全学校週5日制が実施

されたことをきっかけに平成17年に開設され、放課後や週末等の子どもたち
の安全・安心な居場所、地域住民とのふれあいを深める場になっている。

わくわくスクール

「つどい つながり きずなを深める公民館活動の充実」
岡山県公民館連合会副会長（岡山県生涯学習センター所長）　岡本　啓

岡山県公民館連合会では、県公連発足60周年、中国・四国地区公民館研究集会（岡山大会）を契機とし
て、「つどい つながり きずなを深める公民館活動」を実践していくスタートの年とし、「地域の拠点として
豊かな地域づくりを担う公民館活動を推進する」ことを平成25年度の事業方針としました。本年度の各地
域での取組を本号で紹介しています。
県公連としては、「岡山映画塾」と題した研修により、映像・映画づくりを通して地域や公民館活動の「も

のがたり」を紡ぎ、その良さを考えるきっかけにするとともに、施設や講座、地域の人々や生活、文化など
の魅力を映像を通して積極的に発信するための基礎的な知識・技能を学びました。また、地域映画・映像作
品に接することで、情報の受け手の心情に直接迫ってくる映像や音楽が持つ情報伝達力、影響力の大きさ

に新たな可能性を実感しました。公民館の情報発信力を高め、今後の活動の充実に生かしていきたいものです。
さて、各地域の公民館活動で現代的課題や地域課題に対処するためには、高度な学習内容が求められたり、専門的な知識・技能を
持つ団体等との連携も必要になってきます。こうした人々が連携していくためには、様々な考えを持つ人々が目的や課題意識を共有
し、共に解決策を探っていくことが大切になります。公民館の皆様がプランナーやファシリテーター、コーディネーターとしての力量
を高め、その役割を果たすことにより、参加者がお互いを尊重し、葛藤を乗り越えて連携・協働することができ、同時に、参加者がそれ
ぞれに自己を変容させる学び合いが生まれるのだと思います。
近年、各地域で「子ども応援事業」の取組が広がっています。学校支援地域本部、放課後子ども教室、家庭教育支援などに加え、学

校の土曜日授業も計画されています。
公民館が中心になって、県下のいずれの地域にあっても、学校、家庭、地域が連携して地域全体で子供たちをはぐくみ育てていけ

るよう取組を支えていきたいものです。

　公民館活動の実態を把握し、今後の公民館振興をより効果的に推進するための基礎資料とするために平成25年11月に県
内の全公民館（本館）への調査を実施させていただきました。245館から回答をいただきました。皆様のご協力に感謝いたし
ます。ありがとうございました。
　今回はその中で現代的課題や地域課題についての結果をお知らせします。
　詳しい調査結果は後日報告させていただきます。

日時　平成２５年５月３１日（金）　　場所　岡山県生涯学習センター
理事会・総会の内容　●平成２４年度事業報告・決算報告及び監査報告
　　 　   　　　　　●平成２５年度事業計画（案）及び予算（案）　他
研修会　講演　「岡山映画塾～映画・映像による地域づくり」
　　　　講師　福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター
　　　　　　　特任准教授 天野 和彦 氏

【平成２５年度　理事会・総会・第１回研修会】

日時　平成２５年８月３０日（金）　　場所　岡山県生涯学習センター
研修会　演習　「岡山シネマ・ワークショップ～公民館の映画をつくろう！」
　　　　講師　脚本家、Fire Works 取締役 栗山 宗大 氏

【第２回研修会】

県南会場　日時　平成２５年９月１１日（水）　　場所　岡山県立大学
県北会場　日時　平成２５年９月１３日（金）　　場所　鏡野町中央公民館
研修会　演習　「動画制作講座～映画づくりの基礎を学ぼう！」
　　　　講師　岡山県立大学デザイン学部 教授 嘉数 彰彦 氏

【第３回研修会】

日時　平成２６年１月３０日（木）　　場所　岡山県生涯学習センター

 説明　「ＥＳＤに関するユネスコ世界会議へ向けて」

 岡山市ＥＳＤ世界会議推進局 担当課長補佐 内田 光俊 氏

 シンポジウム  「持続可能な地域づくりを支援する公民館とは？」

　コーディネーター ノートルダム清心女子大学大学院 教授 西井 麻美 氏
　シンポジスト 笠岡市白石公民館 館長 天野 正 氏
 玉野市中央公民館 館長 大倉 明 氏
 岡山市立西大寺公民館 主任 柏崎 希 氏

 実践発表「公民館発ふるさとムービー『祭囃子が聞こえるとき』」

 movie OKAYAMA 山田 信和 氏
 岡山市立光南台公民館 館長 石原 訓志 氏

 映画「ふるさとがえり」上映　～脚本家によるスペシャルトーク

 脚本家、Fire Works 取締役 栗山 宗大 氏

【第4回研修会】（兼　公民館がつなぐ「人づくり・地域づくり」フォーラム）

「ＥＳＤ推進のための公民館-ＣＬＣ国際会議
　～地域で学び、共につくる持続可能な社会」のお知らせ
日時　平成26年10月9日（木）～11日（土）
会場　岡山コンベンションセンター、市内公民館（分科会）
主催　岡山市、文部科学省（予定）、公民館・ＣＬＣ会議実行委員会
参加対象者　公民館及びＣＬＣ関係者、ＥＳＤの実践者及び関心のある人等
内容　全体会　基調講演、パネルディスカッションと実践事例報告
　　　分科会　市内の公民館を主会場に、環境保全や防災、地域活性化など様々なテーマで開催
問合せ　岡山市ESD世界会議推進局 (TEL:086-803-1354、Email:esd@city.olayama.jp)

平成25年度 岡山県公民館連合会事業
（兼 社会教育施設職員等研修会、視聴覚ライブラリー担当者研修会、公民館情報ネットワーク事業） 「公民館実態調査」速報

主催講座の実施を通して、地域住民に変化があったか？
（主催講座を実施した公民館194館から回答）

平成24年度に現代的課題や地域課題をテーマとした
主催事業を行ったか？
 （N=245） 

主催講座として取り上げた現代的課題や地域課題は？
（主催講座を実施した公民館194館から複数回答　N=1,209）

学習に対する意欲やニーズを
掘り出すことができた

15.5％ 20.1％63.4％

地域にある団体・グループの
活動が活性化された

11.3％ 40.7％43.3％

様々な現代的課題に対する
興味関心が高まった

18.0％ 9.8％71.6％

課題を考え、解決しようとする
団体・グループができた

7.2％ 53.1％24.2％ 15.5％

■ あてはまる　　■ややあてはまる　　■あまりあてはまらない　　■あてはまらない
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行って
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21％

行った
79％

健康・体力づくり
人権教育

地域文化の継承
子育て・家庭教育
青少年健全育成
高齢化社会

食育
まちづくり
防災教育

情報・IT活用
介護・福祉

男女共同参画
安全・安心
環境教育

ボランティア
読書推進
国際理解

資源・エネルギー
消費者教育
その他
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梅林　裕美（岡山市立御南西公民館 主任）
小槇　祐子（岡山市立高松公民館 主任）
山本　史織（岡山市立光南台公民館 事務嘱託）
杉山　知代（岡山市立一宮公民館 事務嘱託）

【優良職員表彰】
　　景山　　泰（岡山っ子育成局こども園推進課 次長）
　　高田　あい（岡山市立東山公民館 主任）
　　妹尾　和治（前倉敷市教育委員会水島公民館 館長）
　　川辺　政昭（笠岡市真鍋島公民館 主事）
　　加藤　悦子（笠岡市城見公民館 主事）
　　皿井　員義（赤磐市立熊山公民館 主査）
　　神原　澄江（吉備中央町下竹荘公民館 主事）

入野　曜子（岡山市立建部公民館 事務嘱託）
黒住美智子（前倉敷市教育委員会倉敷公民館 主任）
山下　　孟（笠岡市真鍋島公民館 館長）
平岡　瑞恵（笠岡市笠岡東公民館 主事）
芽野　博史（総社市昭和公民館 次長）
山崎富美子（鏡野町立富公民館 事務員）

（敬称略・順不同）



432

岡山の公民館 54 岡山の公民館 54 岡山の公民館 54

輝く平成２５年度　受賞

【永年勤続職員表彰】
　　木原　文代（岡山市立北公民館 主任）
　　戸川　直子（岡山市立妹尾公民館 主任）
　　有馬久美子（岡山市立瀬戸公民館 事務嘱託）
　　猪原　和子（岡山市立山南公民館 事務嘱託）
　　西原貴美江（笠岡市白石公民館 主事）

岡山県公民館連合会表彰（１３名）

【優良職員表彰】
　　西村　光子 （鏡野町立郷公民館 館長）

全国公民館連合会表彰（１０名）

文部科学大臣表彰　優良公民館

　勝央町公民館
放課後等の居場所づくり、定期講座、高齢者学級、文化伝承活動等多様な

事業を実施しており、様々な年代の住民や団体が交流し、学校、家庭、地域社
会との連携を図るコミュニティ拠点施設となっている。
中でも「わくわくスクール」は、平成14年4月から完全学校週5日制が実施

されたことをきっかけに平成17年に開設され、放課後や週末等の子どもたち
の安全・安心な居場所、地域住民とのふれあいを深める場になっている。

わくわくスクール

「つどい つながり きずなを深める公民館活動の充実」
岡山県公民館連合会副会長（岡山県生涯学習センター所長）　岡本　啓

岡山県公民館連合会では、県公連発足60周年、中国・四国地区公民館研究集会（岡山大会）を契機とし
て、「つどい つながり きずなを深める公民館活動」を実践していくスタートの年とし、「地域の拠点として
豊かな地域づくりを担う公民館活動を推進する」ことを平成25年度の事業方針としました。本年度の各地
域での取組を本号で紹介しています。
県公連としては、「岡山映画塾」と題した研修により、映像・映画づくりを通して地域や公民館活動の「も
のがたり」を紡ぎ、その良さを考えるきっかけにするとともに、施設や講座、地域の人々や生活、文化など
の魅力を映像を通して積極的に発信するための基礎的な知識・技能を学びました。また、地域映画・映像作
品に接することで、情報の受け手の心情に直接迫ってくる映像や音楽が持つ情報伝達力、影響力の大きさ

に新たな可能性を実感しました。公民館の情報発信力を高め、今後の活動の充実に生かしていきたいものです。
さて、各地域の公民館活動で現代的課題や地域課題に対処するためには、高度な学習内容が求められたり、専門的な知識・技能を
持つ団体等との連携も必要になってきます。こうした人々が連携していくためには、様々な考えを持つ人々が目的や課題意識を共有
し、共に解決策を探っていくことが大切になります。公民館の皆様がプランナーやファシリテーター、コーディネーターとしての力量
を高め、その役割を果たすことにより、参加者がお互いを尊重し、葛藤を乗り越えて連携・協働することができ、同時に、参加者がそれ
ぞれに自己を変容させる学び合いが生まれるのだと思います。
近年、各地域で「子ども応援事業」の取組が広がっています。学校支援地域本部、放課後子ども教室、家庭教育支援などに加え、学

校の土曜日授業も計画されています。
公民館が中心になって、県下のいずれの地域にあっても、学校、家庭、地域が連携して地域全体で子供たちをはぐくみ育てていけ

るよう取組を支えていきたいものです。

　公民館活動の実態を把握し、今後の公民館振興をより効果的に推進するための基礎資料とするために平成25年11月に県
内の全公民館（本館）への調査を実施させていただきました。245館から回答をいただきました。皆様のご協力に感謝いたし
ます。ありがとうございました。
　今回はその中で現代的課題や地域課題についての結果をお知らせします。
　詳しい調査結果は後日報告させていただきます。

日時　平成２５年５月３１日（金）　　場所　岡山県生涯学習センター
理事会・総会の内容　●平成２４年度事業報告・決算報告及び監査報告
　　 　   　　　　　●平成２５年度事業計画（案）及び予算（案）　他
研修会　講演　「岡山映画塾～映画・映像による地域づくり」
　　　　講師　福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター
　　　　　　　特任准教授 天野 和彦 氏

【平成２５年度　理事会・総会・第１回研修会】

日時　平成２５年８月３０日（金）　　場所　岡山県生涯学習センター
研修会　演習　「岡山シネマ・ワークショップ～公民館の映画をつくろう！」
　　　　講師　脚本家、Fire Works 取締役 栗山 宗大 氏

【第２回研修会】

県南会場　日時　平成２５年９月１１日（水）　　場所　岡山県立大学
県北会場　日時　平成２５年９月１３日（金）　　場所　鏡野町中央公民館
研修会　演習　「動画制作講座～映画づくりの基礎を学ぼう！」
　　　　講師　岡山県立大学デザイン学部 教授 嘉数 彰彦 氏

【第３回研修会】

日時　平成２６年１月３０日（木）　　場所　岡山県生涯学習センター

 説明　「ＥＳＤに関するユネスコ世界会議へ向けて」

 岡山市ＥＳＤ世界会議推進局 担当課長補佐 内田 光俊 氏

 シンポジウム  「持続可能な地域づくりを支援する公民館とは？」

　コーディネーター ノートルダム清心女子大学大学院 教授 西井 麻美 氏
　シンポジスト 笠岡市白石公民館 館長 天野 正 氏
 玉野市中央公民館 館長 大倉 明 氏
 岡山市立西大寺公民館 主任 柏崎 希 氏

 実践発表「公民館発ふるさとムービー『祭囃子が聞こえるとき』」

 movie OKAYAMA 山田 信和 氏
 岡山市立光南台公民館 館長 石原 訓志 氏

 映画「ふるさとがえり」上映　～脚本家によるスペシャルトーク

 脚本家、Fire Works 取締役 栗山 宗大 氏

【第4回研修会】（兼　公民館がつなぐ「人づくり・地域づくり」フォーラム）

「ＥＳＤ推進のための公民館-ＣＬＣ国際会議
　～地域で学び、共につくる持続可能な社会」のお知らせ
日時　平成26年10月9日（木）～11日（土）
会場　岡山コンベンションセンター、市内公民館（分科会）
主催　岡山市、文部科学省（予定）、公民館・ＣＬＣ会議実行委員会
参加対象者　公民館及びＣＬＣ関係者、ＥＳＤの実践者及び関心のある人等
内容　全体会　基調講演、パネルディスカッションと実践事例報告
　　　分科会　市内の公民館を主会場に、環境保全や防災、地域活性化など様々なテーマで開催
問合せ　岡山市ESD世界会議推進局 (TEL:086-803-1354、Email:esd@city.olayama.jp)

平成25年度 岡山県公民館連合会事業
（兼 社会教育施設職員等研修会、視聴覚ライブラリー担当者研修会、公民館情報ネットワーク事業） 「公民館実態調査」速報

主催講座の実施を通して、地域住民に変化があったか？
（主催講座を実施した公民館194館から回答）

平成24年度に現代的課題や地域課題をテーマとした
主催事業を行ったか？
 （N=245） 

主催講座として取り上げた現代的課題や地域課題は？
（主催講座を実施した公民館194館から複数回答　N=1,209）
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梅林　裕美（岡山市立御南西公民館 主任）
小槇　祐子（岡山市立高松公民館 主任）
山本　史織（岡山市立光南台公民館 事務嘱託）
杉山　知代（岡山市立一宮公民館 事務嘱託）

【優良職員表彰】
　　景山　　泰（岡山っ子育成局こども園推進課 次長）
　　高田　あい（岡山市立東山公民館 主任）
　　妹尾　和治（前倉敷市教育委員会水島公民館 館長）
　　川辺　政昭（笠岡市真鍋島公民館 主事）
　　加藤　悦子（笠岡市城見公民館 主事）
　　皿井　員義（赤磐市立熊山公民館 主査）
　　神原　澄江（吉備中央町下竹荘公民館 主事）

入野　曜子（岡山市立建部公民館 事務嘱託）
黒住美智子（前倉敷市教育委員会倉敷公民館 主任）
山下　　孟（笠岡市真鍋島公民館 館長）
平岡　瑞恵（笠岡市笠岡東公民館 主事）
芽野　博史（総社市昭和公民館 次長）
山崎富美子（鏡野町立富公民館 事務員）

（敬称略・順不同）
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梅林　裕美（岡山市立御南西公民館 主任）
小槇　祐子（岡山市立高松公民館 主任）
山本　史織（岡山市立光南台公民館 事務嘱託）
杉山　知代（岡山市立一宮公民館 事務嘱託）
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　　景山　　泰（岡山っ子育成局こども園推進課 次長）
　　高田　あい（岡山市立東山公民館 主任）
　　妹尾　和治（前倉敷市教育委員会水島公民館 館長）
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黒住美智子（前倉敷市教育委員会倉敷公民館 主任）
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芽野　博史（総社市昭和公民館 次長）
山崎富美子（鏡野町立富公民館 事務員）

（敬称略・順不同）
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高梁公民館　子ども高梁学
「備中松山城のひみつをさぐる教室～論語に挑戦～」
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I　n　d　e　x主な行事予定平成26年度

●平成26年度岡山県公民館連合会総会・研修会・　
　ブロック会
　日時：平成26年5月30日（金）
　場所：岡山県生涯学習センター大研修室　他
●第37回中国・四国地区公民館研究集会島根大会
　日時：平成26年9月4日（木）～5日（金）
　場所：島根県民会館　他
●第36回全国公民館研究集会 in 埼玉
　日時：平成26年10月16日（木）～17日（金）
　場所：埼玉県熊谷市熊谷会館　他
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公民館で防災キャンプの推進を フォトレター

『和気町子ども塾防災キャンプ』
｠　和気町子ども塾は、ふるさとを愛する子どもの育成を目指した町内
小学生対象の体験塾です。
　防災キャンプは塾生と保護者に加え、消防団、防災士、栄養改善推進
委員、東備消防組合、地域住民、高校生ボランティア等、地域の様々な
機関と手を取り合って総勢113名で実施しました。参加者は地域の連
携を核とした継続的な防災・減災対策の重要性を実感することができ
ました。
　子ども塾では今後も公民館等を拠点に、人の“輪”を大切に、また和
気の“和”を深め、繋げていけるような学びの場を提供していきます。

《備前ブロック》 学び館「サエスタ」・和気町中央公民館

～ 防災キャンプ推進事業 実践事例

まちから
　　むらから

　郷土の歴史やゆかりの人物について学習やゆかりの地を巡りながら、
郷土の魅力を再発見する事業です。豊臣秀吉の天下統一を支え、稀代
の軍師として活躍した黒田官兵衛ゆかりの備前福岡、備中高松城跡、官
兵衛が生まれた姫路の地を訪れ、郷土理解を深めました。

「歴史探訪！瀬戸内わくわく発見！」

瀬戸内市中央公民館

　黒のスーツでキレのあるダンス。その激しい動きからは、全員高齢者とは
とても想像できません。地域を元気にと平成23年に結成し、地元の先生に
ダンスを習いました。今では、地域の多くのイベントから声がかかり、福祉施
設にも訪問しています。それが励みになり、練習に一層力が入っています。

「『ＯＹＡじ～Ｚ』 高齢者だけのヒップホップダンスグループ」

備前市立伊里公民館

　平成24年度から世代間の親睦と地域間の交流を目的に開催してい
ます。1チーム高校生以下2名、19～59歳2名、60歳以上2名の計6
名が勝利を目指して協力し、またチームの垣根を越えて会話を弾ませる
等、みんな真剣かつ楽しんでプレーしています。

「公民館対抗３世代グラウンド・ゴルフ大会」

井原市中央公民館

　早島町中央公民館を拠点に活動する「早島花の銀行友の会」。単なる
個人の趣味ではなく、会員同士の情報交換や花苗の共有を行いながら、
地域の環境美化に貢献しようとしています。発足から47年、息の長い活
動を通じた地域コミュニティの形成、醸成が期待されています。

「早島花の銀行友の会」

早島町中央公民館

　毎週1回、イケメン講師によるイタリア料理教室を開催しています。お
手軽な料金で、本格的なイタリア料理を学ぶことができます。
　参加者の方からも好評でリピーターの多い教室です。

「イタリア料理教室」

真庭市久世公民館

　「体力づくり新春ジョギング大会」を1月1日（水）に開催しました。2.0
㎞・3.5㎞・5.2㎞の3コースが一斉にスタートし、さわやかな汗を流しま
した。ゴール後は、各選手の方へ完走証の授与とお楽しみ抽選会が行わ
れ、大変にぎやかな大会となりました。

「第32回新庄村体力づくり新春ジョギング大会」

新庄村公民館

『里庄町防災キャンプ』
｠　災害に対する社会の意識の変化、防災教育への要請に里庄町とし
て、どのように対応していくのか。そのための取組の一つが「防災キャ
ンプ」でした。
 マンホールトイレやダンボールベッド、給水車から水の配給など避難
所を想定したプログラムを行いました。そして東日本大震災の復興支
援ボランティアに参加した高校生の講話は、子どもたちの心に響いた
のではないかと思っています。
　行政だけではなく地域住民など関係団体を巻き込んで、防災という目的に向かって一緒に事業を実施できたことが、地
域の絆を深め「地域力」を高めていく第一歩となることを期待しています。

《備中ブロック》 里庄町中央公民館

『大原小学校区防災キャンプ』
｠　7月13日～14日の2日間、公民館が所在する大原小学校区におい
て、大原小学校4～6年生の児童23人をはじめ、保護者・地域ボランテ
ィア26人が集まり、「大原小学校区防災キャンプ」を開催しました。
　防災キャンプの内容については、全国公民館連合会が編集・発行し
た「公民館における災害対策ハンドブック－避難所のよりよい運営のた
めに－」を活用し、被災時のルールや避難所づくり、地域防災など、班ご
との体験活動を行いました。
　地域に開かれた公民館として、今後も地域課題に合った学習プログ
ラムを提供し、地域づくりや人づくりによる活性化を目指します。

《美作ブロック》 美作市大原公民館
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