
講座名 知って！見て！語ろう！香和学区の魅力★再発見

市町村 岡山市 公民館名 津高公民館
TEL 086-294-4222

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

実施日（回数） 7月20日、9月21日（木）、10月26日（木）　全３回

対象者

香和学区住民（地域の中心メンバー、公民
館クラブ講座生など）、香和学区を担当す
る職員、（保健師、地域包括支援センター、
介護予防センター、社会福祉協議会、警察
官など）

参加予定 約30 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

職員と地域活動の中心になっている人たちと、将来的に地域の次世代の担い
手となる人たち、その学区を支える職員が一同に会し、地域のことについて語り
合い、共有し、身近なことから何か一緒に取り組みができることをさぐる。

事業概要

7月20日(木)「知り合いを増やそう」自己紹介を通して知り合いを増やす。香和学
区の魅力や地域への思いを語り合う。
9月21日（木）「地域での活動を知ろう」地域で活躍している人をゲストとして招
き、具体的な活動内容を聞く。
10月26日（木）「自分たちにできることを考えてみよう」何か実際に取り組めるこ
とがあるか、皆で考える。

備考

講座名 郷土の歴史探訪

市町村 倉敷市 公民館名 玉島西公民館
TEL 086-528-2713

HP（URL） ph-tamanishi@kurashiki-oky.ed.jp

実施日（回数） H２９．４/１２，５/１０，６/１４，７/１２，９/１３，１０/１１　（全６回）

対象者 一般 参加予定 29 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

郷土の歴史をふり返り，学ぶことにより郷土への愛着を深めるとともに，若い人
たちにも歴史を伝えていく。更に学んだことから，将来の地域のあり方を考え
る。

事業概要
玉島、倉敷ゆかりの人物の中には、郷土はもちろん日本にも通じる業績を残し
た人が多くいる。知られていない人も含め、郷土の人物を中心に学ぶ。その中
で、彼らの業績（政治・経済・教育・文化等様々な分野）とひととなりを紹介する。

備考 ※その人物ゆかりの地を訪ねることも今後の課題として考えている。

講座名 鬼面づくり

市町村 倉敷市 公民館名 茶屋町公民館
TEL 086-428-1315

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

実施日（回数） 第１・３（日）　13回

対象者 中学生以上 参加予定 15 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

茶屋町は干拓300年が経過した。ベッドタウンとして現在発展し，新しい住宅が
建設された。茶屋町に住む人々が郷土茶屋町を愛する人になってほしい。

事業概要

茶屋町といえば「鬼」。鬼といえば茶屋町の祭りというくらい茶屋町の氏神様の
秋祭りに鬼はつきものである。そこで鬼面をつくる講座を設定。①粘土で型をつ
くる。②和紙を何重にも貼る。③粘土をはずし内側も和紙を貼る。④牙、角等を
つくる。⑤色づけをする。⑥棕櫚で髪の毛をつくる。この行程を約半年かけて作
り上げ、文化祭に出品する。

備考

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/makibi-ph/#
mailto:ph-tamanishi@kurashiki-oky.ed.jp#
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/chayamachi-ph/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/chayamachi-ph/


講座名 い草で作る★自分だけのコースター

市町村 倉敷市 公民館名 西阿知公民館
TEL 086-465-0836

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

実施日（回数） ８月２日（１回）

対象者 小学生 参加予定 30 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

西阿知では昔からい草の生産が盛んで「花筵」が特産だったが、現在は安い中
国製品などが登場し生産量は減少。い草や花筵を知らない子どもたちが増えて
いるので地元の特産品のい草に触れ合う機会を作る。

事業概要
備中西阿知花筵グループの作ったミニ織機を使って、実際にい草を織ってコー
スターを作製する。

備考

講座名 一宮の遺産をみつける会

市町村 津山市 公民館名 一宮公民館
TEL 0868-27-0390

HP（URL）

実施日（回数） 毎月第3金曜日の午後

対象者 地域内住民 参加予定 31 人

ねらい
（解決したい地域課

題）
地域の歴史を掘り起こすことで、地域に愛着をもつことをねらいとしている。

事業概要

一宮地区の優れた遺産、伝承文化の調査を行い、次世代のために保存・紹介
していく。
近年は若い学級生を呼び込むため、講座紹介・成果発表の工夫にも取り組み
たい。

備考

講座名 古文書教室

市町村 津山市 公民館名 勝北公民館
TEL 0868-36-2101

HP（URL）

実施日（回数） 毎月１回

対象者 津山市民 参加予定 15 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

　地域に残存している近世の古文書を解読することにより、地域の歴史を再発
見し、郷土愛を醸成する。

事業概要
　勝北歴史研究会の方を講師とし、勝北地域に残っている古文書を解読し、当
時の文化や人々の暮らしについて語りあう。

備考

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/nishiachi-ph/#
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/nishiachi-ph/#
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ねらい
（解決したい地域課

題）
島の歴史について知る。

事業概要
１　調べる。（高齢者への聞き取り。資料を使って。）
２　まとめる。
３　製本。

備考 ２年間をかけて

実施日（回数） ９月から月２回

対象者 一般 参加予定 ７～８ 人

講座名 歴史探訪

市町村 笠岡市 公民館名 真鍋島公民館
TEL 0865-68-2852

HP（URL）

ねらい
（解決したい地域課

題）

少子高齢化で盆唄・盆踊りが衰退傾向にあるため、ふるさとの伝統文化を継承
保存し、後継者育成に努める。

事業概要
・大人と子ども一緒に、盆唄・盆踊りの練習をそれぞれ実施する。
・北木西公民館主催の８月１３日「ふれあい納涼祭」で披露する。

備考 １１月３日笠岡市芸能祭にてステージ発表予定。

実施日（回数） 練習：6/25, 7/9, 7/17, 7/28, 8/11, 本番：8/13（計６回）

対象者 金風呂地区の小中学生 参加予定 10 人

講座名 金風呂の盆踊り

市町村 笠岡市 公民館名 北木西公民館
TEL 0865-68-2898

HP（URL）

ねらい
（解決したい地域課

題）

転入者が多い地域性の中で、住民が地域の歴史、特色を学び、郷土について
知ったり、郷土愛を深めたりする。

事業概要 年4回の講演

備考

実施日（回数） 年4回（5月、8月、10月、2月）

対象者 一般 参加予定 30 人

講座名 教育講座

市町村 笠岡市 公民館名 笠岡東公民館
TEL 0865-67-4016

HP（URL）



ねらい
（解決したい地域課

題）
地域の伝統的な文化を知る。

事業概要
毎回地域の文化に詳しい講師を招いて、自分たちが住んでいる所の伝統的文
化について学ぶ講座。

備考

実施日（回数） ２０１７、７，９（１回）

対象者 地域住民と町内の興味がある者 参加予定 34 人

講座名
文化講座

各四国八十八ヶ所霊場の今と昔

市町村 矢掛町 公民館名 美川公民館
TEL 0866-83-3255

HP（URL）

ねらい
（解決したい地域課

題）

地域内をウォーキングして、文化財などを巡ることによって、地域を知り、地域
の良さを再認識し、地域に好意を持つことを目的する。

事業概要 唐松地域内にある文化財などを巡り、クイズ等によりゲーム感覚で地域を知る。

備考

実施日（回数） 平成２９年１１月予定

対象者 唐松地域民 参加予定 50 人

講座名 地域めぐりウォークラリー

市町村 新見市 公民館名 唐松公民館
TEL 0867-76-9020

HP（URL）

ねらい
（解決したい地域課

題）

国指定重要無形民俗文化財の「備中神楽」の学習を通して、伝統芸能の継承、
地域文化の理解により郷土愛を育む。

事業概要

備中神楽の舞や口上を学習する。
（平川）平成１４年頃から始めこれまでに７０人以上卒業、３人が地元「備中社」
で活躍している。
（湯野）平成１０年７月設立　これまでに９０人以上卒業、４人が地元「湯野社」で
活躍している。

備考

実施日（回数） 平川　毎週木曜日（年５２回）　　湯野　毎週金曜日（年５１回）

対象者 小中学生及び幼稚園生 参加予定
平川延104
湯野延555 人

講座名 備中神楽子供教室（平川　・　湯野）

市町村 高梁市 公民館名 備中公民館
TEL 0866-45-2211

HP（URL）


