
　

ねらい
（解決したい地域課

題）

父親の子育て参加促進と母親の“自分の時間”づくり推進、子どもの豊かな子
ども時代の創造、そして、吉備陵南学区のまちづくりの担い手づくり。父親と子
どものふれあいや、父親同士・子ども同士の交流を深めるとともに、子育てへの
参加を促す機会とする。

事業概要

①サイクリング
②球技大会
③川で遊ぼう！
④海釣りをしよう！
⑤キャンプをするぞ
⑥いろんなお仕事体験＆紹介
⑦チームに分かれてクッキング、みんなで食べ比べよう
⑧ちちとコオリンピック
⑨逃走中
⑩工作

備考

実施日（回数） 5月～2月 （全10回）

対象者 お父さんと子ども 参加予定 実施毎 50 人

講座名 ちちとコくらぶ

市町村 岡山市 公民館名 吉備公民館
TEL 086-275-1341

HP（URL） http://www.city.okayama.jp/kouminkan
/kibi/index.html

ねらい
（解決したい地域課

題）

中学生・高校生ボランティアが企画の段階から関わり、自己肯定感をもつことが
できるようにする。クラブ受講生など地域の大人と子どもが共に活動をすること
で顔見知りになる。子ども自身が主体的に活動できるようになる。

事業概要

１回　中学生と作ろう～風船アート～（福南中学校美術部）、２回　茶道（公民館
クラブ表千家）、３回　俳句（公民館クラブ俳句）、４回　おもしろアナウンス（福南
中学校放送部）、５回　石の水族館作り（公民館文庫スタッフ）、６回　音の共
鳴、振動の不思議（福南中学校科学部）、７回　公民館で過ごそう（中学生）、８
回　パソコンでＴシャツプリント（公民館パソコンボランティア）、９回　卓球（公民
館クラブ卓球）、１０回　料理（学校栄養士）、１１回　モビールづくり（学区愛育委
員）
※（　）内はスタッフ
7/1～7/7募集、7/10参加者抽選、7/11中学生ボラ説明会、7/29中学生ボラ打
合せ

備考

実施日（回数） ７月２１日（金）～８月２５日（金）　（11回）

対象者 小学生 参加予定 250 人

講座名 夏休みフリー塾

市町村 岡山市 公民館名 岡南公民館
TEL 086-262-348

HP（URL） http://www.city.okayama.jp/kouminkan
/kounan/

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kibi/index.html#
http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kibi/index.html#


ねらい
（解決したい地域課

題）

・主に思春期・受験期の難しい時期の子育てを一人で抱え込まないようにする。
・子育て仲間と子育ての先輩との世代を越えた交流や意見交換をすることで、
少しでも気分をリフレッシュさせたり、自分の子育てを客観的に捉える一助とす
る。
・子育てをひと段落させた先輩お母さんの活躍の場を作ることで、生きがいづく
りの一つに繋げる。

事業概要

第１回　子育て座談会（夜に開催）
第２回　食育についての学習・かるうま減塩に焦点をあてた調理実習・子育て座
談会
第３回　家族で楽しい時間を過ごすためのクリスマス料理の実習・子育て座談
会
　第１回は子育てに関する座談会を実施。第２・３回は、参加者同士の交流をは
かるため、調理実習を座談会のアイスブレイクのような位置づけで実施。その
後、作った料理で会食しながら、その日のテーマにそった子育て座談会を実施。
　料理や意見交換を行うとともに世代間、保護者同士で子育ての悩みを話し合
うことで、子育て中の人たちが以下のような気づきへの促しを行う。
　・自分自身や子どもを客観的に見ることができるようにする。
　・子育ての先輩や、子どもの同級生の保護者など、他者の話を聞くことで、問
題に対してどう対応していたのか、どんな悩みを抱えているのかを知るプロセス
から、子育てには唯一の正解があるわけではなく、様々な手段・方法を選択した
先にそれぞれの答えがあることに気付けるようにする。
　・多くの人との出会いや繋がりを持つことで、問題に直面した時、より多くの選
択肢が作り出せるようにして、親子共に豊かな子育て・子育ち期が過ごせるよう
にする。
　また、先輩のお母さん（６０～８０代）の人たちにとっては、時代が変わっても、
子育ての根本的な母の愛・家族愛・子を思う気持ちは変わりないものであること
を再確認するとともに、これまでの経験がアドバイスとして他者の役に立つヒン
トになることを理解し、生きがいづくりに繋がるように働きかけを行う。また、若い
世代と交流することで、元気を得る場とする。

備考
岡山市立妹尾中学校ＰＴＡ・妹尾学区婦人会・妹尾学区栄養改善協議会・妹尾
公民館の４団体で主催。
岡山市立妹尾小学校ＰＴＡ・岡山市立箕島小学校ＰＴＡも広報協力をしている。

実施日（回数） 平成２９年７月４日、９月１２日、１１月２８日（全３回）

対象者
主に中学生の子を持つ保護者と地区の婦
人会員・栄養改善協議会員

参加予定 各３０ 人

講座名 リフレッシュメント教室

市町村 岡山市 公民館名 妹尾公民館
TEL 086-282-4747

HP（URL） http://www.city.okayama.jp/kouminkan/senoo/index.html



講座名 福田子どもの研究所～不思議な世界へようこそ～

市町村 岡山市 公民館名 福田公民館
TEL 086-282-3773

HP（URL） fukudakouminkan@city.okayama.lg.jp

実施日（回数） 7月から11月の第1土曜日（7月のみ第2土曜）　（5回と発表会）

対象者 小学1年生～6年生 参加予定 24 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

学校外で異年齢の子どもや大人と関わる機会が減っている。
違う世代の人や違う学年の子ども同士で一つのものを作り上げること通して、
関係を築く。

事業概要

中国学園大学の学生約15名が、リーダーになり小学生に科学実験を指導す
る。
学生とグループになり、好きな科学実験を選び、道具も作成し、公民館まつりで
発表する。
違う学年ども同士がアイディアを出し合ったり、協力し合って活動する。

備考

講座名 こども囲碁クラブ

市町村 岡山市 公民館名 大元公民館
TEL ０８６-２４１８５２６

HP（URL） http://www.city.okayama.jp/kouminkan/oomoto/

実施日（回数） 毎月第1・第3土曜日　（２３回）

対象者 就学前～小中学生 参加予定 24 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

講師（成人）や学年の異なる児童、あるいは、隣接小学校の児童との交流。土
曜日の児童生徒の居場所。成人と児童との学び合いの実践。

事業概要

公民館の囲碁クラブ（囲碁同好会大元）から、4人が講師をつとめ、地域の小学
生を中心にした受講生に囲碁を手ほどきしている。昨年度は就学前児童1名の
参加もあり、一昨年度から昨年度にかけて、受講児童が増加している。公民館
管内の地域バランスよく受講生が集まっている。

備考

講座名 くらしき市民講座「これから出産を迎える人のためのパパママセミナー」

市町村 倉敷市 公民館名 市民学習センター
TEL ０８６-４５４－００１１

HP（URL）  http://www.kurashiki-oky.ed.jp/lpk-shimin-gakushu-c/

実施日（回数） 5／21 　6／25  7／23   9／17  10／29  11／19  1／21   3／18　(各全１回）

対象者 初めての出産を迎えるママとパパ（妊娠中のご夫婦） 参加予定 各30組60 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

子育てにかかる負担をやわらげ、家庭や地域で安心とゆとりを持って、楽しく子
育てができる社会の実現をめざす。
　次代を担う青少年が心豊かにたくましく成長することができるよう、家庭や学
校、関係団体など地域が一体となって子どもたちを守り育てることができる社会
の実現をめざす。

事業概要

はじめて出産を迎える夫婦が，助産師の講話や父親の妊婦体験，人形を使っ
ての実習等を通して，親になるための心構えや知識を身に付けるとともに，夫
婦で子育てをするという意識を持ってもらうことを目指す。パパ同士，ママ同士
の交流や，地域の子育て支援サービスの紹介も行う。

備考

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/oomoto/


講座名 干支のはりこ面＆土人形絵付け体験

市町村 倉敷市 公民館名 真備公民館
TEL 086-698-0102

HP（URL） http://www.kurashiki-
oky.ed.jp/makibi-ph/

実施日（回数） 1回

対象者 4歳以上(小学生未満は保護者同伴) 参加予定 15 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

公民館活動において大人の利用は多いのですが、小さいお子様・親子・家族で
の参加ができる講座がなく、小さいときから公民館に慣れ親しんでいただけるよ
う、また誰でも気軽に受講できる講座を企画した。

事業概要

毎年1回12月初旬に来年の干支のはりこ面と土人形の絵付けの体験を
企画しています。
今年で8年目になります。絵付けは何回でもいろんな色で塗ることが出来る
ため、小さい子どもでも気軽に絵付け出来ます。
親子・家族等年齢層も幅広く受講していただける講座です。
12支完成するまで皆さん楽しみにしています。

備考

講座名 クリスマスお楽しみ会

市町村 倉敷市 公民館名 倉敷公民館
TEL 086-423-2135

HP（URL） http://www.kurashiki-
oky.ed.jp/ph/kurashiki/

実施日（回数） 平成29年12月23日（土）　　（1日2回公演）

対象者 ０歳からの子どもとその保護者 参加予定 各回１５０ 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

子どもとその保護者に生演奏を体験してもらう中で、親子の触れ合いの時間を
作り、音楽の楽しさを体験してもらう。また、子どもの情操教育に寄与すると共
に、幼少期から公共の場所でのマナーを学ぶ機会とする。

事業概要

子どもたちが楽しみにしているクリスマスの時期を利用して、プロの演奏家をゲ
ストに呼び、普段聞く機会の少ない生の演奏を聞いてもらう。親子で触れ合える
ように、一緒に歌ったり踊ったりする体験を促す。演奏者と観客が互いに楽しい
時間を過ごし、冬休みの思い出となるような観客参加型のコンサートを行う。

備考

講座名 Let's play!　親子で英語①②

市町村 倉敷市 公民館名 倉敷西公民館
TEL 086-424-3610

HP（URL） http://www.kurashiki-
oky.ed.jp/kurashiki-nishi-ph/

実施日（回数） 第１・３（水）　7回

対象者 未就園児とその保護者 参加予定 各回子ども8 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

遊びを通して英語に触れることで、英語を身近に感じ、慣れ親しんでもらう。ま
た、母親同士の交流の場としても活用できるようにする。

事業概要
和室で、子どもたちがリラックスできる環境の中、歌をうたったり、パズルやゲー
ムで遊んだりしながら、楽しみながら英語に慣れていく。

備考

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/makibi-ph/#
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/makibi-ph/#
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/ph/kurashiki/#
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/ph/kurashiki/#


ねらい
（解決したい地域課

題）
モノづくりの楽しさを実感してもらい、自分で作りだすキッカケをつくる。

事業概要
平成２８年より開催していますが、内容は変わります。
   平成２８年・・・鉛筆立て（２回で完結）
   平成２９年・・・万華鏡作り

備考

実施日（回数） ７月１日（土）

対象者 園児・小学生 参加予定 30 人

講座名 工作教室

市町村 津山市 公民館名 東苫田公民館
TEL 0868-22-2686

HP（URL）

ねらい
（解決したい地域課

題）
子育ての不安や悩みを相談したり、親同士、子ども同士の交流を図る。

事業概要

幼稚園、保育園、他地区の親子クラブとの交流。体験学習（豆腐作り）、出張保
育、収穫体験（ブルーベリー、サツマイモ）、体験学習（英語）、ピクニック、人形
劇、ミニ運動会、親子クッキング、クリスマス会等様々な行事を計画して子どもと
一緒に楽しむ。

備考

実施日（回数） 年間２０回程度

対象者 未就園児親子 参加予定 25 人

講座名                                                                    大崎ゆりかご会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市町村 津山市 公民館名 大崎公民館
TEL 0868-26-1420

HP（URL）

ねらい
（解決したい地域課

題）

夏休みの宿題等で、子ども達が理解できていないところを元先生方の指導によ
り理解を深める。また、このことで世代間の交流も図る。

事業概要

夏休み限定で、７月末から８月初旬にかけて「夏休み田邑わくわく教室」を開催
する。元先生方の指導や児童同士により教え合うことで習熟度の向上を図ると
共に、ゲーム等で閉じこもりがちな児童の居場所確保や異世代との交流を促進
する。

備考

実施日（回数） 夏季限定　６日間

対象者 地元小学生 参加予定 40 人

講座名 わくわく教室

市町村 津山市 公民館名 田邑公民館
TEL 0868-28-0902

HP（URL）

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/makibi-ph/#


講座名 子育て講座

市町村 赤磐市 公民館名 中央公民館
TEL 086-955-0069

HP（URL）

実施日（回数） １５回

対象者 一般 参加予定 40 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

少子高齢化や核家族化で孤立しがちな若者と高齢者をこの講座でつなぎ、とも
に安心して子育てできる環境を再構築する。

事業概要

子育て応援世代（高齢者）やこれから子育てする世代の若者、現在、子育て、
孫育て中の親や祖父母を対象に、子供の心の発達と親や家族のあり方につい
て知り、考えていく講座である。また、この講座をとおして子育ての悩みを世代
を超えて共有できる仲間づくりの場とする。

備考

講座名 硬筆・習字教室

市町村 笠岡市 公民館名 金浦公民館
TEL 0865-66-3433

HP（URL）

実施日（回数） 週3回（月・火・金）

対象者 幼児・児童・大人 参加予定 60 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

硬筆は、低学年児童を中心とし、美文字の習得に努めています。
習字は、年配の方を中心に、日本の伝統文化に親しんでいます。

事業概要
・週3回、学年によって振り分けて講座を開いています。
・身近かで習えるというところで、人気が良い。

備考

講座名 こどもピアノ教室

市町村 笠岡市 公民館名 六島公民館
TEL 0865-68-2992

HP（URL）

実施日（回数） 年31回

対象者 児童 参加予定 5 人

ねらい
（解決したい地域課

題）
島の子供達が何事にもチャレンジし、知性と教養を育む機会としたい。

事業概要
週1回放課後の事業とし、公民館文化祭にて舞台発表を行い一年の成果を見
てもらう。

備考



講座名 夏休み　公民館へ行こう

市町村 総社市 公民館名 西公民館
TEL 0866-92-0446

HP（URL）

実施日（回数） ７月２９日、８月３日、８月８日、８月１０日（４回）

対象者 西公民館管内の小学校児童 参加予定 24 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

少子高齢化、小家族化の進む中、長期休業中の子どもの居場所づくり、また、
地域での子育て支援に寄与する。

事業概要

公民館の涼しいところで、夏休みの宿題や楽しい活動（体験活動）をする。元教
員が学習や活動の支援をする。
＜１日目＞夏休みの宿題。夏休みの課題になっている習字作品の練習や清書
をする
＜２日目＞夏休みの宿題。ペットボトルや牛乳パックなどを使って手作りおも
ちゃやアイディア貯金箱などを作る。
＜３日目＞夏休みの宿題。電子レンジを使って簡単パンづくりに挑戦する。
＜４日目＞夏休みの宿題。ブックシアターを楽しんだり、自動車文庫の本を選ん
で読書を楽しんだりする。

備考 Ｈ２９年度新規事業

講座名 うさぎの学校

市町村 瀬戸内市 公民館名 長船町公民館
TEL 0869-26-2501

HP（URL） http：//www.city.setouchi.lg.jp

実施日（回数） ８回

対象者 ０歳児から６歳児までの未就園児と保護者 参加予定 40 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

０歳児から６歳児までの未就園児（保育園や幼稚園に行っていない乳幼児）と
保護者を対象に遊びや生活について、公民館講座により子育て支援を行うもの
である。

事業概要

講師におはなしみっけ！（公民館ボランティア登録グループ）の方々をお願い
し、４月から７月まで、９月から１２月までの８か月で毎月１日講座を開催してい
る。その時季にあった内容で子どもが楽しみながら遊びあえるもので構成してい
る。年２回保護者がお茶を飲みながら育児についての悩みや情報の交換をし
て、親同士の交流を深める「うさぎカフェ」も実施している。

備考

講座名 たんぽぽの会

市町村 赤磐市 公民館名 赤坂公民館
TEL 086-957-2211

HP（URL）

実施日（回数） 毎月第２、第４水曜日

対象者 満１才以上～未就園児 参加予定 ３０（保護者含） 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

満１才以上未就園児のお子さんと保護者の交流の場をつくり、子育てについて
勉強する。

事業概要

チーム員を派遣してもらい、リトミック（歌・リズム体操など）、手遊び、絵本の読
み聞かせ、毎月の誕生祝い、季節の行事（秋の運動会、クリスマス会）、新聞紙
を使った簡単な工作、七夕飾り作りを行っている。また、保健師による虫歯予防
の話、保護者向けの消防士による救急の話（ＡＥＤの使い方）を行った。

備考



講座名 夏休み子ども囲碁・将棋教室

市町村 赤磐市 公民館名 高月公民館
TEL 086-229-9777

HP（URL）

実施日（回数） ４回（７/２７、８/３、１０、１７）

対象者 小中学生 参加予定 25 人

ねらい
（解決したい地域課

題）
「子育てするなら赤磐市」の指針に沿い、若い子育て世代を応援する

事業概要

・夏休みの子ども支援事業として、子育て世代が仕事で留守となる時期・時間
帯に、子ども達が安心・安全に遊べ、思い出づくりができる環境・施設を提供す
る。
・公民館グループの５名が、講師として指導する。
・以前からの実施事業であるが、今年度は将棋ブームの影響で、参加者が２倍
に増加している。

備考

講座名 ハンドメイド教室

市町村
吉備中
央町

公民館名 円城公民館
TEL 0867-34-1555

HP（URL）

実施日（回数） 年５回位

対象者 小学生～大人 参加予定 ５～２０ 人

ねらい
（解決したい地域課

題）
手芸の制作を通じて世代間の交流を図る。

事業概要

小学生でも作れる簡単な布手芸、低学年の児童には安全の為、保護者の方と
一緒に製作してもらう。時間は３～４時間程度なので、作品によっては講師に事
前に作業していただくこともある。作品が出来たら、皆で見せ合ったり、次の講
座の内容を話したりして、楽しく交流する。大人には作品が簡単すぎることもあ
り、そのような方のために、対象を大人だけでミシンなどを使い仕上げる作品に
するときもある。

備考

講座名 リトミック教室

市町村 高梁市 公民館名 有漢公民館
TEL 0866-57-3215

HP（URL）

実施日（回数） 年12回（毎月第4日曜日）

対象者 １～５歳児　と　その保護者 参加予定 １０名程度 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

親子で友達や先生と触れ合い、音楽に慣れ親しんだり、グループ学習の素地作
りをします。そして芽生えた能力をさらに伸ばし、それらを上手に制御できる心を
育みます。

事業概要

ピアノの低い音にあわせてドーンドーン、と鳴らして、「ゾウさんがきた！」と言
い、ドシンドシンと歩いてみたり、「ちょうちょ」の音楽を流し、手をヒラヒラ上下に
動かして部屋の中を飛び回ったりします。昔から保育に取り入れられた音楽遊
びです。

備考



ねらい
（解決したい地域課

題）

子供の数が減ったうえ、学級に参加する親子が少なく、学級生だけでの活動が
限られてくるので、世代の違う他団体とも交流し、地域でのつながりを広げてい
きたい

事業概要

・親子ボーリング大会、バス旅行
・地域の夏祭りや文化祭へのバザー参加
・地区愛育委員会と合同で市の出前講座（食育講座）への参加
・世代の違う女性学級との活動（手作りお菓子・折り紙教室等）

備考

実施日（回数） ２か月に１回程度

対象者 小学生親子 参加予定 19 人

講座名 家庭教育学級（ほっとサークル）

市町村 井原市 公民館名 稲倉公民館
TEL 0866-62-5174

HP（URL）

ねらい
（解決したい地域課

題）

大江地区の同世代の子どもや親同士が知り合い、交流することで一緒に楽し
み、子育てについての情報交換をする。

事業概要

・町民運動会や幼稚園の運動会に参加
・園庭開放で幼稚園児と水遊びをしたり、お弁当を一緒に食べて、園児とふれ
あう
・児童会館の先生方に、大江公民館へ来てもらい楽しく活動する
・親子クッキングやいちご狩りで、親子のふれあい、親同士の交流を深める

備考

実施日（回数） １１回

対象者 ０～２歳児とその保護者 参加予定 ８＋８ 人

講座名 あくしゅ会（大江幼児学級）

市町村 井原市 公民館名 大江公民館
TEL 0866-67-2373

HP（URL）


