
○

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生） ○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画 ○

⑩生き方・働き方 その他

講座名 ゆとり世代のためのコミュニケーション講座

市町村 岡山市 公民館名 中央公民館
TEL 086-272-7886

HP（URL） http://www.city.okayama.jp/kyouiku/c
huokouminkan/

実施日（回数） 7月30日、8月27日、9月24日、10月29日、11月26日（全5回、いずれも日曜）

対象者 ゆとり世代 参加予定 10 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

社会に出て数年が経ち、自分と他者との間でコミュニケーションの必要性を感じ
る機会が多くなってきたゆとり世代を対象に、コミュニケーション能力に自信がな
かったり、人間関係を作っていくことに苦手意識がある人が、多種多様な考え
方・生き方を知り、他者を尊重しつつも自己表現ができるようなコミュニケーショ
ンの方法を学ぶ。

事業概要

ファシリテーターを交えての話し合いや、対話ゲームなどを通じで多様な価値観
に触れたり、コミュニケーションの方法を考え、実践する中で実生活に役立てて
いく。
＜各回のテーマ＞
　①こわくないコミュニケーション
　②あたりまえが通じない！？～「かみ合わない」を解消する
　③いま何の話？～会話の迷子から脱出
　④何を話す？みんなの話題の見つけ方
　⑤先パイとコミュニケーション

備考

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生） ○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ○ ⑤防災 ○ ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ○ ⑨若者の社会参画 ○

⑩生き方・働き方 その他

講座名 ESD推進地域スタッフ企画会

市町村 岡山市 公民館名 北公民館
TEL 086－254－4633

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

実施日（回数） 月に1～2回程度企画会、年間5回程度のイベント開催。

対象者 岡北学区地域住民 参加予定 （現メンバー）　6 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

地域の伝統文化継承や自然、子育て、地域づくりへの若者参画など、持続可能
な社会を目指すためのさまざまなテーマに、地域住民が主体的に取り組む。

事業概要
ESD活動の推進を目的とした地域住民スタッフが、毎月１～２度集まって
企画会議を行ない、ワークショップや体験活動の場を計画し、運営・開催する。

備考

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


○

ねらい
（解決したい地域課

題）

上南学区の旬の食材や郷土食を取り上げ、楽しく美味しく勉強になる講座を継
続して企画委員と計画し、食育について考える機会とする。また地域の子ども
や保護者の方など若い世代と食を通じて交流を図る。

事業概要

定例会では、参加者がもちよった旬の野菜を使った料理づくりを行う。季節に応
じて、ふなめし、ばら寿司などの郷土料理も取り上げている。通常は講師がいな
いので、参加者同士の学び合いとなっている。
また、参加者有志が、8月には小学生を対象に地元の野菜を使った料理教室
を、9月には学区のおやこクラブとばら寿司作りを行い、世代間交流を行う。

備考

実施日（回数） 原則として、毎月第4火曜日開催　

対象者 地域の方 参加予定 20 人

講座名 上南まるごと食べよう会

市町村 岡山市 公民館名 上南公民館
TEL 086-948-3352

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

⑧自然・環境 〇 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 〇 ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

退職後の生きがいづくりや地域での仲間づくりの機会とし、活躍をとおして地域
や人の役に立つ達成感を味わい、生活に彩りを持たせる。

事業概要
「うどん学校」を受講した修了生がうどんをこね、だしをとり、毎月腕を振るい、地
域住民に毎月手作りのうどんを提供する。

備考 施設や他の公民館で出前講座を実施し、交流をはかっています。

実施日（回数） 毎月第1月曜日

対象者 地域住民 参加予定 毎月３０ 人

講座名 うどん亭つどい

市町村 岡山市 公民館名 西大寺公民館
TEL 086-942-6252

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

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


ねらい
（解決したい地域課

題）

自分達の住んでいる地域にある歴史的遺産に対する認識を深め、地域再発見
による共生の意識と地域活性化を図る。

事業概要

吉備探訪講座（座学）とふらっと探訪講座（実際に土地を訪れてその場所で学
習する）の２種類の講座を実施。高松地区を中心に、岡山の歴史・文化につい
て学ぶ。

高松の歴史・文化を後世へ伝えていく活動をしている地域団体と共に企画・運
営をしている。

備考

実施日（回数） 年　４　回

対象者 地域住民・一般 参加予定 各回　１００ 人

講座名 吉備探訪講座＆ふらっと探訪

市町村 岡山市 公民館名 高松公民館
TEL 086‐287‐2057

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

想像力と創造力を育み、思いやりの心を涵養する。
（AIの進展により人間とは何かが問われるようになっている。また、格差拡大に
より、さらに人間性が求められる。

事業概要

①参加者にあわせてアイスブレークとお話づくりの意義を説明
②何もことばが書いていない絵本をみてお話をつくる。
　（絵本は左ページに現在解決すべき課題が、右ページに解決された様子が書
かれている）
③左ページと右ページのお話をつくる
　（課題解決のための強引な指導はしない）
④お話ができたら、参加者で発表しあう。
　＊絵本の中に描かれている絵は、人権、平和、環境破壊など

備考
使用する絵本は企業、行政、ＮＰＯ、公民館、大学の５者が協働して制作し、岡
山市内各小・中学校、公民館、図書館等に配布した。

実施日（回数） ２～３回

対象者 小学校高学年～高齢者 参加予定 10 人

講座名 やさしさあふれるお話をつくる

市町村 岡山市 公民館名 一宮公民館
TEL 086-284-6224

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

⑧自然・環境 ○ ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ○ ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生）

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


○

ねらい
（解決したい地域課

題）

■若い世代の社会参画　　■まちの活性化　　■まちの魅力発信
・足守で「何かしたい」と思っている人々（おもに若者）が、顔の見える関係になる
・話し合いを定期的に持つことで、足守の未来を考え、実際の活動につなげていく

事業概要

■毎月1回のミーティング（活動のふりかえり、企画、運営についての話し合いなど）
■活動グループ「あしもりわいわい隊」（＝ほぼ「あしもりミーティング」）の活動　＊公民館は支援

　・「あしもり酒場」
　　　毎月1回、足守まちなみ地区周辺で、古民家やお寺などを会場に開催するコミュニティ酒場
　・「古民家再生プロジェクト」
　　 　足守まちなみ地区にある古民家の清掃、活用など

■公民館主催講座
　　まちあるき、障害のある方々とのWSなどを計画中

備考

実施日（回数） 毎月1回（ミーティング、活動は別途）

対象者 「足守」で何かやってみたいと思う人（おもに若者） 参加予定 １０～１５ 人

講座名 あしもりミーティング

市町村 岡山市 公民館名 足守公民館
TEL 086-295-1942

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画 ○

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

干拓地である興除地域(旧興除村)は広域農業地帯で、農業以外では、人々の交流や
世代を超えたふれあいの機会をもつことが年々難しくなってきている。また現在、地域
内に占める高齢者の比率は30％前後と高く、高齢化が進んでいることは地域課題の
一つである。
2016年度に「こうじょがいっぱいカルタ」のお披露目会を100人(高齢者・小中学生)規模
で実施したところ、好評を得、高齢者サロンや様々な場面で活用されている。郷土のこ
とをいっぱい知り愛着をもち、楽しく交流を深めることは、地域の協力意識の底力とな
る。今後もこのカルタを利用して、地域コミュニティ活性化の一助としたい。

事業概要

2014年に興除地域のESD活動として、土地に残る方言集めを行った。エリア内の小学
校（曽根・興除・東疇）を含め、地域住民にアンケートを実施すると驚くほどの数の方言
が集まった（方言の種類765、全2464語)。これを有意義に活用するため、方言を取り入
れたカルタを作成することにした。内容は興除地域の歴史から生き物まで多岐に渡り、
読み札も絵札も、地域住民で作った唯一無二の地域カルタが出来上がった。このこと
により、それぞれの時代の地域の人たちが、大切に守り伝えてきた地域遺産の価値を
見直し、五感を通して自分たちの地域の良さを発見することができた。高齢者サロンで
は笑顔の絶えないカルタ会を、小中学校では、地域を知る学習に使われている。

備考
作成した「こうじょがいっぱいカルタ」をあちこちの団体が活用する活動が、地域へ広
がっている状態であるため、現在この活動は講座という形をとっていない。

実施日（回数）

対象者 興除中学校区内の在住者 参加予定 人

講座名 【ESD事業】地域の文化を伝承しよう　興除ことばの編集

市町村 岡山市 公民館名 興除公民館
TEL 086-298-2660

HP（URL）

⑧自然・環境 ○ ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）



TEL 086-271-1911

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

ねらい
（解決したい地域課

題）

公民館が誰でも気軽に集える憩いの場となることを目的としている。
特に、家にこもりがちな高齢者が外に出て交流する場を作ることで、認知症予防や健
康寿命の維持に役立つことを目指す。

講座名 ESDオープンカフェ「三木
サンモク

」

市町村

事業概要

公民館運営を支援してくれている「あかれんがクラブ」の企画提案事業で、平成23年5
月よりスタート。毎月第３木曜日に開催することから「三木」と名付けた。メンバーが地
域の資源である雄町の冷泉の水を準備し、フェアトレードのコーヒーを使用している。
カフェは13時半～15時まで、クラブ講座生やボランティア団体による演奏やマジック、
朗読などを14時から1時間提供してもらっている。地域住民が気軽に集える憩いの場
所であると同時に、クラブ講座生やボランティア団体の活躍の場にもなっている。

備考

実施日（回数）

対象者 一般市民（高齢者が中心　） 参加予定 70 人

毎月第3木曜日（4回）　　※8月以降は公民館の工事の為休講。再開は工事終了後なので現時点では未定。

岡山市 公民館名 東公民館

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ○

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

　地域コミュニティが希薄になったと言われる昨今にあって、地域の情報を共有するこ
とは地域で暮らす上で重要である。地域の全戸へ配布している公民館だよりが、その
役割を担うことができるのではと考えている。
　そこで、紙面づくりに地域の人に参加してもらうことで、紙面を刷新し、より地域に親し
まれるものにして、地域のコミュニケーションづくり、地域づくりに役立てることをめざ
す。

事業概要

　中学校区内の3小学校区に一人ずつ編集委員をお願いし、地域の話題を住民の視
点で集めてもらい、館報で広く知らせる。大手の広報にはない地域の身近な出来事や
ヒトに焦点を当てた記事を毎月載せることで、館報に親しみを持ってもらい公民館にも
関心を持ってもらう。月初めに編集会議を開催し、原稿の確認、情報交換などを行って
いる。
　平成23年度の途中から紙面を変えて以降、「公民館だよりを身近に感じる。」、「他学
区の情報も知ることができた。」など評判もよい。また、広報協力員のことも認知されて
きて、取材依頼がくるなど新たなつながりもできており、広報協力員自身も手ごたえを
感じて楽しんでいる。

備考 広報協力員から、取材のネタを探すのに苦労していると聞いている。

実施日（回数） 毎月第1火曜日9時30分～10時（全12回）

対象者 藤田中学校区内の三小学校区の広報協力員 参加予定 3 人

講座名 さんかく館編集会議

市町村 岡山市 公民館名 藤田公民館
TEL 086-296-2185

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

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


ねらい
（解決したい地域課

題）

・地域の人たちが学び合いを通じて地域の歴史や文化を掘り起こし、それを共有する。
・地域に関する学びあいを通じて、地域の人材発掘につなげる。
・地域のことを学びあう中で地域への愛着を高め、持続可能な地域づくりにつなげてい
く。

事業概要

講師を招いての講義や現地見学など、年9回開催する。
①操南先祖の生きざまをしのぶ―政田民俗資料館見学―　（就実大学非常勤講師
安倉 清博氏）
②三蟠軽便鉄道再考　（岡山県立記録資料館元館長　在間 宣久氏）
③児島湾の形成と児島湾干拓　（安倉 清博氏）
④河内屋治兵衛と石工集団　（元小学校教諭　北脇　義友氏）
⑤日本の農機具開発の歴史を見る―ヤンマー農機製造の工場見学―　（ヤンマー農
機　木村 正道氏）
⑥操南地区周辺の干拓地　（安倉 清博氏）
⑦天城・藤戸に昔干拓の跡を見る―藤戸寺、浮州岩跡など見学―　（安倉 清博氏）
⑧倉田新田の開発あれこれ　（安倉 清博氏）
⑨沖新田の開発あれこれ　（安倉 清博氏）

備考

実施日（回数） 全９回　４月～翌３月　第4火曜日の１０時～１２時（8月・12月は休講）

対象者 地域住民 参加予定 20 人

講座名 操南をもっと知ろう会

市町村 岡山市 公民館名 操南公民館
TEL 086-276-7898

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

少子化が進み、社会や家庭、地域のありようが大きく変化し、実体験の場や親以外の
様々な人と接する機会が減ってきている中で、夏休みなどの長期休暇の時に子どもた
ちが身近な場所で地域の人たちに助けられたり教えられたりしながら、今まで知らな
かったことを知ったり、自らの手で物づくりをしたり、コミュニケーションを取り合ったりし
ながら成長していける居場所づくりが求められている。

事業概要

小学生対象の夏休みの子どもの居場所づくり事業。クラブ生や地域の大人、中学生に
指導・手伝いをしてもらいながら、料理、習字、工作、茶道、科学工作、絵画、生け花等
さまざまな体験活動を行うことで、初めての人とのコミュニケーションの取り方を学び、
やり遂げる達成感を自信へとつなげる。また、ボランティアとしてかかわる中学生や大
人にも自らの学びや体験を生かす場にするとともに、子どもへの理解を深める一助と
する。

備考

実施日（回数） ７月２０日～８月２４日（３０回）

対象者 小学生 参加予定 約４５０ 人

講座名 夏休みフリー塾

市町村 岡山市 公民館名 旭東公民館
TEL 086-943-1154

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画 ○

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ○ ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/sounan/#
http://www.city.okayama.jp/kouminkan/sounan/#
http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kyokutou/#
http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kyokutou/#


ねらい
（解決したい地域課

題）

・夏休みの子どもの居場所づくり　　・地域住民の力量発揮
・地域住民と子どもとの交流　　　　・中学生、高校生の活躍の場づくり

事業概要

芳田・芳明学区に住んでいる（または働いている）人たちと、毎年、夏休み事業
に向けて「よしよし応援団」というゆるやかな組織をつくり、上記ねらいに沿った
事業を企画開催している。
・夏休みチャレンジGO！･･･小学生の体験講座
・子ども夏まつりin芳田公民館･･･よしよし応援団が提供するイベント
・よしよしサマースペース･･･公民館の一室を開放して夏休みの子どもの居場所
とする
（※芳田中学校の生徒多数が中学生ボランティアとして各事業に協力）
（※よしよしサマースペースには高校生もボランティアとして協力）

備考

実施日（回数） 夏休みチャレンジGO！14回、子ども夏まつりin芳田公民館1回、よしよしサマースペース34日

対象者 小学生 参加予定 270
（チャレンジGO!のみ)

人

講座名
「よしよし応援団」とともに行う夏休み子どもチャレンジ事業

－夏休みチャレンジGO！・子ども夏まつりin芳田公民館・よしよしサマースペース-

市町村 岡山市 公民館名 芳田公民館 TEL 086-245-0688
HP（URL） http://www.city.okayama.jp/kouminkan/yoshida/index.html

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画 ○

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ○ ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

①夏休みに安心して過ごすことのできる子どもの居場所を提供すること。
②地域の子どもと大人が交流できる場所を作り、お互いに興味や関心を持つこ
と。
③クラブ講座を地域の子どもたちに開放して公民館での活動を還元すること。

事業概要

現代の社会システムや雇用形態などのもとでは、地域の大人（子育てを一段落
した世代）と子どもたち（またはその家族）が関わる機会や場所が少なく、地域
の中での交流が少なくなっている。そのため、コミュニティにおける人間関係が
希薄化したり、子どもたちが安心して過ごすことのできる場所が減少したりして
いる。そこで、クラブ講座を地域の子どもたちが体験することで、世代を越えた
つながりが生まれ地域での交流に発展すると考え本事業を計画した。実施に当
たっては、①熱中症やけがの対策、子どもが参加するための子ども用のルール
を作る。②クラブ講座の皆さんに対して打ち合わせの時に、公民館クラブの役
割と事業の目的を伝える。③小中学校を通じて案内を全員に配布する。

備考

実施日（回数） 7月21日～8月26日(全30回)

対象者 地域の大人　地域の小学生 参加予定 延べ400 人

講座名 夏休み公民館　クラブ体験＆こども講座

市町村 岡山市 公民館名 福浜公民館
TEL 086-265-4835

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ○ ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/fukuhama/#


086‐224‐0515
kouminkan.city.okayama.jp/asahi/index
.html

旭公民館

※○を付け
てください。
（複数可）

備考

HP（URL）

⑥年１回（日にち未定）　⑧年４回（四季毎）

⑥子どもから大人まで　⑧親子・一般 参加予定 　⑥20　⑧30 人対象者

・まちや人の移り変わりが激しい地域であり、地域の歴史や特色を知らない人
が増えている。
・核家族も多く、世代を超えた交流の機会も減っている。
・公民館の庭が都市部の貴重な緑地として親しまれている。

事業概要

⑥路地裏さんぽ（まちあるき）
　　地域の人と一緒にコースを練り、地域の隠れた名所や、語り継いでいきたい
史跡、人物などに思いをはせながら、歩いて回る。
⑧庭であそぼう！In旭公民館
　春は野草の天ぷらをつくって食べたり、春の昆虫や植物の観察を行う。夏は
公民館の庭の樹木に集まる昆虫やセミの羽化を観察する。秋は庭で育てたサ
ツマイモを使って焼き芋をして食べる。冬は木の実などを使ったクラフト工作を
行う。

市町村

実施日（回数）

岡山市 公民館名

ねらい
（解決したい地域課

題）

講座名

⑤防災 ⑥郷土・地域理解 〇

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 〇

④家庭・子育て

⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

①人権・国際・平和 ②健康・福祉 〇 ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

高齢化率が低く、若い世代の出入りが多い地域であるため、孤立した子育てに
ならないように、就園前の親子と地域のボランティアが交流を深めることにより、
地域住民みんなで協力し合いながら子育てをしていくことの大切さや楽しさを実
感してもらう。

事業概要

運動会や遠足等年間を通して季節にちなんだ行事を行い、就園前の親子に
とって、様々な体験の場、仲間づくりの場となるようにする。企画・運営は、公民
館とともに、託児ボランティアグループ「りんごの会」が主体的に取り組むこと
で、ボランティアの活躍の場ともなるようにする。

⑥路地裏さんぽ　⑧庭であそぼう！In旭公民館

TEL

ねらいのテーマ

備考

実施日（回数） 平成２９年５月２３日（火）～平成３０年１月３０日（火）　（全８回）

対象者 就園前の親子 参加予定 35 人

講座名 りんごの会親子講座　「みんなでいっしょに楽しもう！」

市町村 岡山市 公民館名 御南西公民館
TEL 086-244-1855

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ○ ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/minannishi/#


ねらい
（解決したい地域課

題）
地域づくり、人口減に対して定住のための郷土愛熟成

事業概要

灘崎地域は、彦崎貝塚に証明される縄文より5000年以上の歴史をもつ地域で
あり、さらに日本有数の干拓が行われた所でもある。その5000年を6回に区切
り、現代までをふりかえり、改めて地域の歴史を学び後世に伝えることで郷土愛
を熟成する。

備考
付帯事業に、中学生をレポーターとして「ふるさとカレンダー30景（ＤＶＤ）」の制
作、灘崎文化まつりで「懐古写真展」を開催。

実施日（回数） 5/16(火)～3/6(火) (全6回)

対象者 一般（地域住民） 参加予定 30 人

講座名 灘崎地域の「ふるさと史」

市町村 岡山市 公民館名 灘崎公民館
TEL 086-362-0408

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

少子化等に伴い、子どもたちがいろいろな場面で様々な体験をする機会が減っ
てきている。
また、世代を超えて一つの目標に向けて語り合い、行動する機会も減ってきて
いる。そのため、多様な体験の機会を設定し地域の大人と子どもが共に一つの
事業に向けて主体的に考え、活動することで世代間の交流とともに主体的に行
動できる人材の育成を図る。

事業概要

実行委員会形式のもと、子どもたち（小学生～大学生）は主におばけ屋敷の運
営に携わり、地域の団体や大人、中・高校生のボランティアたちによって子ども
あそび（ヨーヨー釣りやわなげ）や模擬店を運営し夏休みの夕方に地域のおま
つりとして子どもたちの活躍を支援する。

備考

実施日（回数） 平成２９年８月２６日（土）（１回ただし実行委員会など実施に向けての話し合いは数回開催）

対象者 実行委員（小学生～大人）、当日はどなたでも 参加予定 ７００
（昨年度実績参考）

人

講座名 子どもも大人も公民館de夕涼み

市町村 岡山市 公民館名 岡輝公民館
TEL 086-222-0855

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画 ○

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kouki#
http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kouki#


ねらい
（解決したい地域課

題）

希少生物が多く生息できる豊かな自然が残されている瀬戸町で、専門家の助
言のもと気軽に自然に触れ合い、身近な環境に対する理解と関心を高める。

事業概要

瀬戸町内の河川や山間部、街中に生息している生きものの観察と保護
　・瀬戸町森林公園や吉井川で季節ごとに集まる野鳥等の観察
　・夜間観察会として、街中のコウモリやセミの羽化、ホタル観察等
　・希少種のアユモドキやナゴヤダルマガエルの保護活動

備考

実施日（回数） ５月～３月（全１０回）

対象者 子ども～大人（小３以下は保護者同伴） 参加予定 各回定員３０ 人

講座名 自然大好き！瀬戸町生きもの探偵団～瀬戸町の身近な生きものたち～

市町村 岡山市 公民館名 瀬戸公民館
TEL 086-952-4146

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

⑧自然・環境 ○ ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

　高齢化の進む建部町において、ひとり暮らしなどで地域との関わりが少なく
なっている高齢者が多くいる。ここに来れば誰かに会え、地域住民同士が気軽
に話をできる場をつくる。語り合う中で、建部町の良さを再確認し、自分たちに
出来る形で未来につなげていく活動を行うことをねらいとする。

事業概要

　ゲストスピーカーを招き話題提供をしてもらった後、参加者が質問をしたり内
容をふくらませたりして語り合っている。ゲストは、主に建部地域で“がんばって
いる”人に依頼している。
　申込みは不要で、誰でも気軽に参加できるようにしている。また、新たな参加
につながるよう、「みんなの喫茶室新聞」を作成して毎回の内容を新聞風にまと
め、公民館に配架している。

備考

実施日（回数） 毎月・第４月曜日（１２回／年）

対象者 地域住民 参加予定 ５～１０ 人／回

講座名 みんなの喫茶室

市町村 岡山市 公民館名 建部町公民館
TEL 086-722-2212

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり ○

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/seto/#


ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ○ ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 古布や古着で作るカラフル布ぞうり

市町村 倉敷市 公民館名 多津美公民館
TEL 086-428-6541

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

実施日（回数） １１月１６日・１７日　（２回）

対象者 一般 参加予定 10 人

ねらい
（解決したい地域課

題）
健康的である。また、古布や古着でエコにも最適。

事業概要 布を裂いて、自分だけの布ぞうりを編む。

備考

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画 ○

⑩生き方・働き方 その他

講座名 新発見！海から見る絶景水島コンビナート

市町村 倉敷市 公民館名 福田公民館
TEL 086-454-0148
HP(URL) http://www.kurashiki-

oky.ed.jp/fukuda-ph/

実施日（回数） ①８月１９日（土）１７：００～２０：００　　　②８月２０日（日）１３：００～１６：００

対象者 １０歳以上（小・中学生は保護者同伴） 参加予定 60 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

　水島コンビナートを直接「見て、触れて、感じる」ことで水島コンビナートの将来
のあるべき姿を考える機会を提供する。

事業概要
①講師（水島の企業のＯＢ）と高校生ボランティア（アシスタント）から水島コンビ
ナートの　歴史と今を学び将来を考える。
②船上から水島港の港湾作業や水島コンビナートの夜景を見学する。

備考
高校生（３年生）には、講座の準備段階から参加してもらう。水島公民館と合同
で取り組む。

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


ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ○ ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 いきいき元気体操！

市町村 倉敷市 公民館名 連島南公民館
TEL 086-448-9631

HP（URL）

実施日（回数） 春講座６回・秋講座６回

対象者 中高老年 参加予定 20 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

自宅近くの公民館ですることで、車での移動もなく気軽にご近所の方や
友達と参加でき、元気と若さを保つ。

事業概要
中高老年期運動指導士の早田正美先生をお迎えして、簡単エアロ（ウォーク）
ストレッチ・脳トレをする。先生のユーモア溢れる解説で運動週間を身につけ、
習慣病を改善する。

備考

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 〇 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり 〇 ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 認知症予防カフェ

市町村 倉敷市 公民館名 玉島公民館
TEL 086-526-7625

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

実施日（回数） 4/19,5/17,6/21(3回)

対象者 一般 参加予定 22 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

地域の人々が、主体的に健康づくりや健康管理を行い、生涯にわたっていきい
きと暮らせる社会の実現をめざす。

事業概要

１回目：認知症について詳しく知ってもらい、病気を漠然と怖がるのではなく、日
常的に取り入れ られることから始め、自分自身の予防や、身近にいる認知症の
方や家族の方への理解を深める。講座後「認知症サポーター」に認定される。
（倉敷市健康長寿課連携）
２回目：音楽療法。歌いながら手足を動かす二重課題をこなすことで脳を活性
化させ認知症予 防につなげる。
３回目：囲碁ボールと交流会。グループに分かれて作戦を練りながら対戦する
囲碁ボールというニュースポーツをすることで頭を動かしながら運動して認知症
予防。また、さらに交流を深めてもらうために、お互いに話をする時間を設け、
仲間作りを促した。

備考



ねらい
（解決したい地域課

題）

・グループで協力して料理を作ることで、仲間づくりにつなげる。
・栄養バランスの整った献立で、健康的な食生活に関心をもってもらう。

事業概要

男性限定の料理教室で、包丁の使い方やごはんの炊き方など、料理の初歩か
ら学ぶ。気軽に料理に親しんでもらえるように、晩酌のお供に役立つ「酒の肴」
もメニューに入れている。
数人ずつのグループに分かれて協力しながら料理をすることで、仲間づくりにつ
なげることを目的としている。また、レシピにカロリー数を表示することで、健康
的な食生活に関心をもってもらい、健康の増進につなげたい。

備考

実施日（回数） 平成２９年９月１２日（火）・１０月３日（火）・１１月１４日（火）・１２月１２日（火）　全４回

対象者 男性（倉敷市在住・在勤・在学） 参加予定 １６ 人

講座名 気軽に作れる男性料理教室

市町村 倉敷市 公民館名 玉島北公民館
TEL 086-526-5315

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ○

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

玉島の歴史を学ぶことによって、地元地域への関心・理解を深め、
後世へと伝えていくことを目指している。

事業概要

様々な文献や資料（写真）を読み解き、地元玉島の歴史（戦の跡・住居跡・人物
等）について学習する。

第３回 お酒の歴史では、『備中杜氏と玉島の酒について』、蔵元の発展や衰退
など、酒造業について学習した。

備考

実施日（回数） ８回

対象者 一般 参加予定 35 人

講座名 郷土の歴史を学ぶ

市町村 倉敷市 公民館名 玉島東公民館
TEL 086-526-7726

HP（URL）

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

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


ねらい
（解決したい地域課

題）

「子どもの居場所づくり」。
少年健全育成を目指し、地域の人との交流を深める学習の場の提供。

事業概要

　地元支援者（講師・教員ＯＢ・愛育委員他のスタッフ）との協力・サポートによ
り、より多くの児童を招き、物づくりの楽しさや家では進まない宿題を講師や仲
間と一緒に学習する。又、苦手科目や1学期に習ったところの復習等の指導も
行う。
　その他、楽しく学べる英語教室や料理教室も講座に盛り込み、「子ども達の居
場所をつくる」。

備考 平成２９年８月２日～４日と２１日の４日間での講座。

実施日（回数） 年に4回（夏休みを中心）に実施する。今年度は平成２９年８月２日～４日と２１日の４日間。

対象者 小学校児童を対象 参加予定 400 人

講座名 わくわく子ども教室（夏休み工作づくり・宿題教室）

市町村 津山市 公民館名 院庄公民館
TEL 0868-28-0335

HP（URL）

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

〇

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ○ ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

高齢化率が高い地域で、健康づくり・体力づくりを兼ねたスポーツ吹矢講座を設
ける。
世代交流を図りながら礼儀作法を学びつつ、健康増進にもつなげていく。

事業概要

日曜日に開設することで小学生から高齢者まで幅広く気軽に参加でき、様々な
年代がふれあいながらスポーツを通して楽しく学べる講座づくり。
スポーツ吹矢の腹式＆胸式呼吸により内臓の活性化を図り、健康寿命を伸ば
す。
また脳の活性化、自律神経の強化、ストレスの解消にも効果があるとされてい
ます。
健康面だけでなく、武道的礼儀作法を学ぶことにより、精神力、集中力などを高
める狙いもある。

備考

実施日（回数） 4月9日～5月28日（4回）

対象者 小学生以上 参加予定 20 人

講座名 健康！スポーツ吹矢

市町村 倉敷市 公民館名 玉島黒崎公民館
TEL 086-528-3143

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

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ○ ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ○

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生）

mailto:ph-hunao@kurashiki-oky.ed.jp#
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/tamashima-kurosaki-ph/#
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/tamashima-kurosaki-ph/#


○

ねらい
（解決したい地域課

題）

1.高倉地域の課題は、「農地の荒廃と農業に対する意欲の低下」、「高齢者がい
つまでも暮らしやすい地域づくりへの取組の遅れ」「濃密な人間関係に対する若
い世代のネガティブ思考」、「子どもや子育て世代が暮らしやすい環境づくりへ
の取組不足」などがあげられる。
2.これらの課題を解決するために、高倉地域では公民館が拠点となっての地域
づくりを推進しており（H23年度～高倉地域活性化委員会、H26年度年度～高倉
自治協議会）、今年度からは、休耕農地の活用や農業生産による生きがいづく
り、地域内経済循環をめざしての活動を始めることとした。
3.昨年度は高倉公民館等で開催している事業に高校生ボランティアが年間のべ
100名以上参加している。県北の高校では「高倉地域での活動は教育的価値が
ある」という認識が定着してきているが、「生徒の成長」が見える化できていな
い。
4.また、生徒個々にも「人間関係が狭い」、「自己肯定感が低い」、「自発性に乏
しい」などの課題がみられ、これらの解決方策を見いだすのもねらいとなってい
る。

事業概要

1.講座名／耕せ！プロジェクトI・M・O
2.テーマ／高校生と大人が高倉地域を舞台に「土を耕す　社会を耕す　　人を耕
す」
3.実施日／平成29年4月21日～平成30年1月20日までの15～20回程度　（3時
間／回）
4.場所／高倉公民館（津山市下高倉西58-4）、及び周辺の農地等
5.参加者／美作高校高校（3年普通科、ライセンスコース26名）及び地域住民
（町内会長・副会長、農業委員、専業農家等）
6.講座内容　※別紙スケジュール参照
　4月：開講式、休耕地を鍬で開墾。
　5月：地元農機具販売店の協力により、最新トラクターで耕運。サツマイモの定
植。
　6月：近隣農家の困り事や鳥獣被害の聞き取り調査。農業委員から農業情勢
について講義。
　7月：前半まとめ、中間発表
　8月～12月：農産物や地域の行事に合わせながらカリキュラムを組んでいく
　1月20日：最終発表会（一般公開予定）
7.期待される効果／
　高校生が、高倉地域での農作業を通して住民とふれ合い地域活動への参加
することで農村地域の課題と向き合い、対話的で深い学びを行いながら、社会
で役立つ技術と力を身に付ける。また、受け入れる側の地域住民の教育力が
向上し、関わる人すべて自己有用感が向上し、地域の活力が高まる。
8.その他／プロジェクトのイメージ別紙参照。

備考 主催：津山市高倉公民館、高倉自治協議会　　協力：岡山県美作高等学校

実施日（回数） 平成29年4月21日～平成30年1月20日までの15～20回程度

対象者 高校生と地域住民 参加予定 30 人

講座名 耕せ！プロジェクトI・M・O　（たがやせ　ぷろじぇくと　あいえむおー）

市町村 津山市 公民館名 高倉公民館
TEL 0868-29-1513

HP（URL）

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画 ○

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

mailto:ph-hunao@kurashiki-oky.ed.jp


ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生） ○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ○ ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 三世代交流ウォーキング大会

市町村 津山市 公民館名 高野公民館
TEL 0868-26-1056

HP（URL）

実施日（回数） 平成29年7月30日(日)

対象者 地域住民（三世代） 参加予定 50 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

親子、家族で津山市内を探訪し、ふるさとの史跡や歴史を知るとともに、健康づ
くりや地域交流の推進、青少年の健全育成を図る。

事業概要
三世代で、津山市内にある山城跡に登り、交流を深める。本年度は、津山市吉
見にある「医王山城跡」を見学する。

備考

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 〇 ③まちづくり（共生） 〇

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり 〇 ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 国分寺いきいきクラブ

市町村 津山市 公民館名 河辺公民館
TEL 0868-26-6512

HP（URL）

実施日（回数） 毎週水曜日

対象者 国分寺町内の住民 参加予定 30 人

ねらい
（解決したい地域課

題）
交流、健康づくり、生きがいづくり

事業概要 健康体操、講話、茶話会、食事会、料理教室、手芸等

備考

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


ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ○ ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 健やか料理教室

市町村 津山市 公民館名 広野公民館
TEL 0868-29-0380

HP（URL）

実施日（回数） １１月末（毎年１回）

対象者 独居老人・老夫婦 参加予定 35 人

ねらい
（解決したい地域課

題）
高齢者に宅外での活動の楽しさを味わってもらい、健康を保ってもらうこと。

愛育委員・民生委員・市健康増進課が中心となり、独居老人・老夫婦を公民館
に招待し、栄養バランスのとれた料理を提供する。あわせて市健康増進課の保
健師・栄養士による健康維持に関する講演を聞き、あまり顔を合わす機会のな
い住民に交流・居場所を提供する。

備考

事業概要

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 〇 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て 〇 ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり 〇 ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 絹の会

市町村 津山市 公民館名 佐良山公民館
TEL 0868-28-2543

HP（URL）

実施日（回数）  月１回

対象者 一般 参加予定 15 人

ねらい
（解決したい地域課

題）
伝統食の継承と交流

事業概要
　とうふ、味噌、甘酒、こんにゃくといった体にやさしい伝統食の作り方を若い世
代に伝えると共に、皆で作る楽しさを味わう。

備考



〇

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生） ○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ○ ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 つるし飾りサークル

市町村 津山市 公民館名 城西公民館 TEL 0868-31-0102
HP（URL）

実施日（回数） ２回／月

対象者 一般市民 参加予定 30 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

来年３月に地域で実施する「雛めぐり」を盛り上げることを目標に、今まで「地域
づくり」に参加する機会のなかった人材をほりおこして交流の機会を作り、地域
のつながりの輪を広げる。

事業概要

この地域では、３月に津山観光協会が中心となって行う「つやま雛めぐり」に参
加している。地域の方から「せっかくやるなら、城西地区独自の取り組みで盛り
上げてはどうか」との提案があったので、公民館講座で「『つるし雛』を作って城
西の雛めぐりを盛り上げませんか」と呼びかけた。最初の呼びかけで、地域内
外から約３０名の方が集まった。１回目に、講座の名前、開催日、古布・紙バン
ドを材料につるし飾りを作ることを決めた。講座名も「雛」に特化しない「つるし飾
りサークル」となった。公民館に来たことがなかった方、地域外の方が半数近く
おられ、公民館のクラフトクラブ指導者、手芸好きの方を中心に、和気あいあい
と来年３月をめざしてつるし飾りを作っている。「ええ時間だったわ」「楽しみまし
た～」との声が聞かれている。

備考

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 〇 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 〇

⑦高齢者の仲間づくり 〇 ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 シルバー生きがい教室

市町村 津山市 公民館名 加茂町公民館 TEL 0868-42-3035
HP（URL）

実施日（回数） 年6回（隔月）

対象者 概ね60歳以上 参加予定 50 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

　さまざまな学習を通じて、高齢化、過疎化が進む加茂地域の高齢者の引きこ
もりを防ぎ、積極的な仲間づくり、生きがいづくりの機会を提供することによっ
て、参加者の教養を高め、高齢者同士や地域との交流を盛んにし、彩りあふれ
る豊かな老後を目指す。

事業概要

　毎回、数多くの候補の中から、高齢者にとって興味や関心の高い「健康や食
生活」、「交通安全や詐欺防止」、「文化や芸術」そして「笑い」等、さまざまなジャ
ンルから厳選した講座内容と、それに最適な専門の講師を招聘してシルバー生
きがい教室を実施している。
　そして、講師の話を一方的に聴くだけでなく、参加者が自ら身体を動かしたり、
またクイズに進んで答えたりするような場面を設けて、高齢者が主体的に講座
に参加できるような「仕掛け」も取り入れている。
　参加者からは、「参加して良かった」、「為になった」、「おもしろかった。次回も
是非…」というような声が常に聞かれるなど毎回大変好評を博しており、今後も
高齢者に生きがいのある日々充実した豊かな人生を過ごしてもらえるよう、楽し
く、為になる、そして元気あふれる講座を開催していきたい。

備考



〇

　　　　

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 〇 ③まちづくり（共生） 〇

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 〇

⑦高齢者の仲間づくり 〇 ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 たまの地域人づくり大学「おやじ塾」

市町村 玉野市 公民館名 中央公民館
TEL 0863-32-5577(社会教育課）

HP（URL）

実施日（回数） １０回

対象者 （団塊世代の）男性 参加予定 20 人

〇 ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

退職した男性が、地域の一員として地域活動や社会貢献したいという声から開
講した。楽しく学びながら受講生同士のつながりを深め、その「学び」や「つなが
り」をきっかけとして、社会貢献活動や地域活動への参加を促すことを目的とし
ている。

事業概要
「すぐに役立つ男の料理」「介護予防　寝たきりにならないコツ」「大工さん伝授
家具づくり」「写経と法話　先人の知恵にふれ人生のヒント」「シーバスで名所め
ぐり」等

備考

⑦高齢者の仲間づくり 〇

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 〇 ②健康・福祉

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

HP（URL）

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

各20 人

講座名 学びの広場

市町村 笠岡市 公民館名 城見公民館
TEL 0865-66-1807

ねらい
（解決したい地域課

題）
自ら学び地域へ発信しよう【拡がりを】

事業概要

広場名　・歌声喫茶“城見人”・・・歌を通して人権、平和、命を考えよう
　　　　　 ・手話に親しもう・・・・・・ 手話にふれあおう
　　　　　 ・太鼓と仲良し・・・・・・・・和太鼓にふれあう
　　　　　 ・陶芸教室・・・・・・・・・・・土と親しみ表現しよう
　　　　　 ・川柳入門・・・・・・・・・・・川柳の基礎を学ぶ
　　　　　 ・大人の脳トレ・・・・・・・・脳の活性化を図り、健康づくり

備考

実施日（回数） 各広場年２～３回ずつ

対象者 一般（成人・高齢者）、子ども 参加予定



　　　　

○

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生） ○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画 ○

⑩生き方・働き方 その他

講座名 ふれあいまちづくり納涼祭

市町村 笠岡市 公民館名 陶山公民館
TEL 0865-66-1149

HP（URL）

実施日（回数） 年１回（８月第１土曜日）

対象者 一般，中学生（地域内外） 参加予定 800 人

ねらい
（解決したい地域課

題）
住みよい地域づくり、仲間づくり、自己有用感の達成、郷土文化の継続化

事業概要

・夏の一夜を老若男女一堂に介して楽しく交流する。
　参加者８００人、実行委員形式。
・陶山ぼっけぇ音頭、入田水替おどりの継承。
　小学生・中学生・一般でおどる。
・中学生の参画による運営活動の充実と地域愛の育成。
・まちづくり協議会との共催により、村をあげての祭りとする。

備考

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 〇 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 居合道

市町村 笠岡市 公民館名 大島公民館
TEL 0865-67-0176

HP（URL）

実施日（回数） 毎週木曜日

対象者 中学生以上で、男女は問いません。 参加予定 15 人

ねらい
（解決したい地域課

題）
世代を越えて絆を深め、集中力を増してより健康に。

事業概要

１５００年代から伝わる古武道の一つ。
江戸時代まで、武士は、毎日、日本刀を振って稽古していた。有名な武将や剣
客も同じ稽古をしていたことを思い巡らし、後世に伝承する。合わせて、自己研
磨にはげむ。

備考



〇

〇

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 〇 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 〇

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 緑と健康クラブ

市町村 総社市 公民館名 清音公民館
TEL 0866-94-0131

HP（URL）

実施日（回数） １１回（１３日）

対象者 小学校３年以上の児童 参加予定 19 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

学校では味わえない自然体験を異年齢や異なる学校の児童が参加して活動す
ることで健全育成に寄与する。

事業概要
カヌー体験、田植え体験、２泊３日のキャンプ（今年は北木島）、サツマイモの苗
植えと収穫、稲刈り、脱穀、わらぐろ作り体験、洞くつ探検（終日）、餅つき、そり
づくりと雪原体験（終日）、ウォークラリーなど基本は土曜日の午前半日。

備考

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり 〇 ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 フラワーアレンジメント＆プリザーブドフラワー教室

市町村 備前市 公民館名 三石公民館
TEL 0869-6２-0811

HP（URL）

実施日（回数） 週１回（水曜日のＡＭとＰＭ）

対象者 どなたでも（ほぼ高齢女性） 参加予定 12 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

特にスポーツ等屋外活動をされない静的な女性は高齢になり閉じこもりがちに
なる傾向があり、人間関係が薄くなることから健康上の懸念もされる。ただ自然
豊かな土地柄から花の好きな方が多いことから、この教室を糧に公民館に来る
ことで仲間もでき、心の健康維持に繋げたい。

事業概要

この教室は募集をかけて昨年５月からスタートしたばかりですが、参加者が６人
から１２人と倍増しています。幅広い年齢層に人気のフラワーアレンジメントに
加え、花の美しさを長期間保てるプリザーブドフラワーを学べることが魅力。こ
れにより、比較的若い方の参加も得られ始めた。過疎化が進む地域ですが、仲
間づくりの場として幅が出はじめた感があります。また、参加されている方たち
は初年度の昨年から文化祭に出品されるなど積極的で、今年の活動からも今
後が期待できます。

備考



〇 〇

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 夏休み子ども日本画体験講座「日本画を描いてみよう！」

市町村 瀬戸内市 公民館名 中央公民館
TEL 0869-22-3761

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

実施日（回数） 1回

対象者 小学生・中学生（付添の保護者も参加可） 参加予定 30 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

瀬戸内市にお住いの、日本画の先生に教えてもらいながら、その魅力に触れて
みよう。

事業概要

　瀬戸内市にお住いの、愛知県立芸術大学准教授で日本美術院同人の井手康
人先生と日本美術院院友の藤田和美先生を講師にお迎えし、日本画で使う岩
絵具に実際に触れ、その楽しさや難しさを体験してもらう講座。先生は以前よ
り、住まいのある瀬戸内市で日本画の魅力に触れてもらいたいと考えておら
れ、公民館では昨年初めて講座が実現。今年度は子供向けの講座も実施する
運びとなった。（１１月に大人向け講座も開催。）「普段の生活の中に目を向け、
自分の興味のあるもの、好きなものを観察し、自分の中にある世界観を創る機
会にしてもらいたい。」とのコメントをいただいている。
完成した作品は、新春に開催される、院展岡山会場の番外編として展示される
予定。

備考
講座終了後には瀬戸内市立美術館で開催中の「オバケ芸術祭」を学芸員の案
内で見学。（同伴保護者も入場料免除）

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ○ ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 牛窓を楽しむ講座

市町村 瀬戸内市 公民館名 牛窓町公民館
TEL 0869-34-5663

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

実施日（回数） 年４回

対象者 大人 参加予定 20 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

牛窓の自然・産業にふれ、体験し味わってもらい、友だち同士・親子で参加し、
牛窓を一緒に楽しみ、牛窓の良さを知ってもらうことを目的とする。

事業概要

６月・・・「お酒のできるまで」高祖酒造見学と市立美術館「木版画展」見学
９月・・・「ノートができるまで」キョクトウ・アソシエイツ工場見学
10月・・・錦海塩田跡地のメガソーラー建設地見学
12月・・・寒風陶芸会館で備前焼ランプシェードづくり

備考



ねらい
（解決したい地域課

題）

大人の趣味として人気のそば打ちを通じ、健康の推進や生きがい、講座生間の
交流を図る

事業概要

平成21年より地域の方を講師に迎え始まった公民館講座です。健康福祉セン
ターの栄養指導室にて活動をしており、年間を通してそばのコネや切り方等を
学び、最終的には10割そばに挑戦していきます。女性の講座生も増えてきてお
り、自身で学んだことを家庭でも披露できると人気の講座となっています。

備考

実施日（回数） 毎月第2、第4日曜日

対象者 市内在住、在勤、在学の方 参加予定 12 人

講座名 手打ちそば入門講座

市町村 浅口市 公民館名 中央公民館
TEL 0865-44-7001

HP（URL）

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ○

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

　限界集落で後継者不足である伝統工芸を広く伝え、多くの人の理解の中で後
継者を育成し、技術を将来に継承するため。

事業概要

　自然木の木目の美しさを表現できる伝統工芸の楽しさを味わう。レトロ感あふ
れる市所有のボンネットバスに乗車し、大原公民館から木地師の館を訪問す
る。木地師の館には６台の木工ろくろがあり、一度に６人が利用できることから、
午前の部・午後の部に分け、２日間計４回の木工ろくろ出張体験教室を開催し
た。
　各教室の所要時間は約２時間で、思った以上の作品に仕上がり（くるみ仕上
げという。）、参加者自身がとても満足のいく教室となった。

備考 参加者からは、継続開催と友の会設置をとの声が多くあった。

実施日（回数） 平成２９年６月２３日（金）及び２４日（土）の２日間、両日とも午前の部・午後の部各１回開催

対象者 市民 参加予定 ２４ 人

講座名 木地師の館で木工ろくろ出張体験教室

市町村 美作市 公民館名 大原公民館
TEL 0868-78-3110

HP（URL） なし

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり ○

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）



ねらい
（解決したい地域課

題）

生活習慣病予防や認知症予防、災害時の備えにもつながる、食育面から平時
の暮らし方について学ぶ講座。

事業概要

１．生活習慣病の予防と認知症予防はつながっていることを学ぶ。
２．熊本地震の避難所で出会った人から学んだ平時の暮らし方の大切さに
　　ついて学ぶ
３．災害時の０次備えで、いざという時にも、普段にも、自分の命を守ることが
　　できることを学ぶ
４．体験（ポリ袋で簡単クッキング・・・避難所でも活用できる）

備考

実施日（回数） 平成29年10月27日（金）　13:30～15:00　（実施予定）

対象者 里庄
さとしょう

虚空蔵
こ く う ぞ う

大学生と　65歳以上の希望者 参加予定 ５０～６０ 人

講座名 「食育講座」～転ばぬ先の認知症予防と平時の備え

市町村 里庄町 公民館名 中央公民館
TEL 0865-64-7219

HP（URL）

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ○ ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり

事業概要

地図上に示されたチェックポイントを制限時間内にできるだけ多く回り、得点を
競うゲーム感覚の競技である。早島町を東西南北の４エリアに分け、全４回の
開催とし、早島の名所、史跡、自然等をチェックポイントとして設定する。各チー
ムに地図とチェックポイント一覧表を配布し、それを見ながらチェックポイントを
探し、到達したらチェックポイントごとに定めたミッションをクリアしていく。チェック
ポイントは難易度によって得点が異なるうえ、ルートを回る順番には決まりがな
いため、チームごとの戦略が試される。まとめの成果は後日ゆるびの舎に掲示
するとともに全４回の成果を活用し、地図付きのパンフレットを日本語や英語で
作成する。留学生が各グループに入り、英語や母国語を使って活動すること
で、日本人の参加者が異文化に触れるとともに、留学生が日本や早島町を知
り、互いの違いや文化を理解し、交流を深める。

備考

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

ロゲイニングを通して町内を歩き、名所や史跡、自然に触れ、さらには町民の方
や留学生と触れ合うことで、今まで知らなかった早島の魅力を発見する。

対象者 早島小学校３年生～６年生とその保護者、地域の方 参加予定 各回約５０ 人

ねらいのテーマ

※○を付け
てください。
（複数可）

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境

⑩生き方・働き方 その他

①人権・国際・平和 〇

実施日（回数） ５/９（土）、６/１０（土）、１１/８（土）、１２/９（土）

早島町 公民館名 中央公民館
TEL 086-482-1511

HP（URL）
市町村

講座名

⑤防災 ⑥郷土・地域理解 〇

⑨若者の社会参画 〇

ロゲイニング（ｗｉｔｈ　留学生）ｉｎ　はやしま

②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

④家庭・子育て



ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 〇

⑦高齢者の仲間づくり 〇 ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 古文書講座

市町村 矢掛町 公民館名 中央公民館
TEL 0866-82-2100

HP（URL）

実施日（回数） 月２回程度

対象者 歴史好きなら誰でも 参加予定 15 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

地元や近隣に残る古文書を解読する講座を通して、仲間づくり、歴史理解に役
立てる。

事業概要
古文書を解読しながら地域の歴史への知識を高めていくもの。また、講座を通
して、歴史仲間、古文書仲間の和、輪を広げるというもの。講座生の家に眠る文
書類も取り上げることあり。

備考

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 〇 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て 〇 ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 〇

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

講座名 親子たこ作り講習会

市町村 矢掛町 公民館名 小田公民館
TEL 0866-8４-8409

HP（URL）

実施日（回数） 平成２９年１２月３日（日）　年１回

対象者 小田小学校学童および親 参加予定 100 人

ねらい
（解決したい地域課

題）

親子で六角凧を作るとともに新春のたこ揚げ大会を開催し、交流と昔ながらの
遊びを学ぶ。

事業概要

・事前に注文した材料で講師による指導を受けながら六角凧作りを親子で行う。
子供達が凧に思い思いの絵を描き完成する。
・新春(１月１１日）、小田小学校グランドで「新春親子たこ揚げ大会」を開催し、
各種の賞を出している。本年で第３７回となる。

備考 教養育成部担当



○

毎月１回

対象者

公民館名 川上公民館

ねらい
（解決したい地域課

題）

剪定技術の向上と高齢者の生きがいづくり（剪定技術の向上始め、地域のコ
ミュニティハウス等の環境整備が図られるとともに、受講生（高齢者、女性）同士
の交流、生きがいづくりの場となっているほか、剪定講座の場所を小学校・中学
校等の公共施設で行っているため、公共施設等の環境整備が出来ているほ
か、地域住民と児童・生徒との交流が図れている。

事業概要

平成２１年度から市民を対象に実施、毎月１回（不定期）
４月～１１月まで小学校、中学校等の公共施設において、庭木等を使用して実
技の講座を行う。また、冬季に室内において、年度の復習及び講師による講義
を行う。

備考

実施日（回数）

⑥郷土・地域理解

HP（URL）

一般市民 参加予定 31 人

剪定講座

○ ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

TEL 0866-48-2203

講座名

市町村 高梁市

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災

⑦高齢者の仲間づくり ○ ⑧自然・環境

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

ねらい
（解決したい地域課

題）

自分の住む町のことをもっとよく知って、生まれ育った町に誇りや愛着を持って
育ってもらう（郷土・地域理解を育む）

事業概要

町内の既存の施設、豊かな自然環境を肌で感じることができるよう毎回開催場
所を変え、「鏡野町」でしか味わえない活動を通し、故郷への理解を深める。
①山の上から見てみよう（地元ボランティアの方との山登り）
②カヌーでダム湖を探検しよう（ダム湖でよってできた奥津湖でカヌー体験）
③ミツロウキャンドルを作ろう（町内企業と連携した養蜂体験、キャンドル作り）
④木工工作をしよう（地元ボランティアとの木工工作）

備考

実施日（回数） 計4回（5/21・7/16・9/10・11/4）

対象者 町内児童 参加予定 20 人

講座名 かがみの未来じゅく

市町村 鏡野町 公民館名 中央公民館
TEL 0868-54-0573

HP（URL）

⑧自然・環境 ○ ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）



○

③まちづくり（共生）

⑦高齢者の仲間づくり

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

HP（URL）

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

20 人

講座名 歴史教室（方谷さんに学ぶ）

市町村 高梁市 公民館名 中井公民館
TEL 0866-28-2001

ねらい
（解決したい地域課

題）
郷土の偉人「山田方谷」について、その業績を詳しく学ぶ。

事業概要

備考

実施日（回数） 年１回

対象者 中井町の歴史愛好家 参加予定

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ○ ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画 ○

⑩生き方・働き方 その他

高梁市 公民館名 玉川公民館
TEL 0866-22-2901

HP（URL）

備考

実施日（回数） 毎週水曜日

対象者 小、中学生 参加予定 人

　「方谷の里管理ボランティアガイドの会」の尾崎さんを講師に、方谷さんの生
涯について詳しく学ぶことで、現代のまちづくりに活かせるヒントを探る。

ねらい
（解決したい地域課

題）
子どもの放課後の居場所作り

事業概要

放課後の居場所作りの一環として、学区の小学校と連携して箏講座を開設した
子供達が、得意とする分野を広げ、中学生になっても自信をもって過ごす事が
できるようにと活動を続けてきた。５年目になった今年は筝曲全国コンクールで
優勝する児童も出てきた。それぞれが自信をもって演奏できるようになって来て
いる。今後も継続、発展させたい。

講座名 子供箏教室

市町村



○

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ○ ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑦高齢者の仲間づくり ○ ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

⑩生き方・働き方 その他

人

講座名 ピンポン同好会

市町村 高梁市 公民館名 松原公民館
TEL 0866-26-1001

HP（URL）

ねらい
（解決したい地域課

題）
健康づくりと介護予防(引きこもりや認知症予防)

事業概要

○毎週１回開催します。
○準備運動としてロコモ体操を３０分間します。
○卓球と言うような物ではなく、ピンポンとお互いに打ち合うもので、休憩等自由
で自分の体力に合わせて運動したり話しに花が咲いたりの楽しい講座です。

実施日（回数） 毎週金曜日(週１回)

対象者 松原町民 参加予定 20

備考

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解

⑩生き方・働き方 その他

○

⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画 ○

講座名 三世代交流スポーツ大会・そうめん流しを楽しむ会

市町村 高梁市 公民館名 高倉公民館
TEL 0866-26-0059

HP（URL）

実施日（回数） 　年１回実施

対象者 高倉町民全員の対象 参加予定 制限無し 人

ねらい
（解決したい地域課

題）
高倉町民の健康づくりと三世代との交流

事業概要
競技は、グランドゴルフ・マルチリングターゲット・ビンゴだボード・ビーンボウリン
グ・ラダーゲッター・大豆運びの六種目です。そうめん流しを楽しむ会は、といは
老人クラブの方に作ってもらい，子供達は箸と器は竹使って自分で作ります。

備考



備考

ねらい
（解決したい地域課

題）

地元で音楽活動をしている様々なグループがつどい、発表する場を作ることで
いろいろな世代の間で交流を行う。

事業概要
落合町の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校又公民館で月に１～２回の練
習を重ねている音楽グループ（琴・ハーモニカ・コーラス）の町民への発表の場
として開催している。

実施日（回数） ２９年１０月２１日（土）予定

対象者 落合町民全員 参加予定 500 人

講座名 音楽を楽しもう

市町村 高梁市 公民館名 落合公民館
TEL 0866-22-2932

HP（URL）

⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画 ○

⑩生き方・働き方 その他

○

※○を付け
てください。
（複数可）

④家庭・子育て ⑤防災 ⑥郷土・地域理解 ○

⑦高齢者の仲間づくり ○

ねらいのテーマ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）


