
ねらい
（解決したい地域課題）

自分の思いを伝えたり、口に出したりすることが苦手な子どもが増えており、コミュニケーション力の
向上が課題となっている。
作文のコツを学び、自分が感じたことや思いを自由に書くことで、文章を書くことが楽しくなるととも
に、表現力やコミュニケーション力を伸ばす。

事業概要

2019年度は6年目を迎える全3回の講座。講師から作文で気を付けること、文章のきまりを習った後、テーマを
決めて各自が作文を書く。下書き完成後に、講師に添削してもらい、清書。できあがった作文は、各講座日翌
日に新聞社へ投稿する。毎回、5名程度の作文が新聞へ掲載され、受講生のモチベーションを高めることがで
きている。
講師および助手による指導により、子どもたちは自分で考える力を引き出しており、講座時間に急成長する様
子が見れ、指導する側もやりがいを持てている。

備考

実施日／回数 9月～11月／3回

対象者 小学生～中高生 参加予定 40 人

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 文章教室～自分の思いをつづる～ 講座アワード参加館

市町村 岡山市 公民館名 東公民館
TEL (086)271-1911

HP・メールアドレス http://www.city.okayama.jp/kouminkan/higashi/

ねらい
（解決したい地域課題）

藤田地区は岡山の穀倉地帯として水、農地があり、その自然環境は誇れるものである。
共働き、核家族化が進み、地域への関心が薄れがちで、親子のふれあう時間も少なくなってきてい
る。また、教育に関する親の関心がわが子だけに強く向けられており、公のつながりをもちにくくも
なってきている。

事業概要

公民館周辺の植物や生物を皆で歩いて観察し、ボランティアの中高生が望遠鏡の準備や生き物についての
説明をしていく。地域の公民館を拠点とすることで、家庭や近所のつながりをつくり、学ぶことの喜びや子ども
の自然の事象に対する関心を高める。また、中高生たちにとって学校ではない場所での仲間づくりの場であ
り、自分の力を発揮する場であり、横のつながり、縦のつながりを作り、ひいては持続可能な社会の担い手と
なることを目指す。

備考

実施日／回数 5月～2月／10回

対象者 親子（小学生）／（ボランティア）中学生～ 参加予定 40 人

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 わくわく親子ふれあい理科教室

市町村 岡山市 公民館名 藤田公民館
TEL 086-296-2185

HP・メールアドレス http://www.city.okayama.jp/kouminkan/fujita/

ねらい
（解決したい地域課題）

地域の人と交流しながらのさまざまな体験をとおして、ボランティアスタッフとして活動する中高生を
含め、子どもたちが住民のひとりとして認められ、活躍していると実感できる機会とする。　また、学
年や学校が違う子どもたちが活動をとおして交流する。

事業概要

「転がしてアイスをつくろう」、「電気パンをつくろう」、「カメラをつくろう」（福南中学校科学部企画）、「中学生と
カラーボールをつくろう」（福南中学校美術部企画）、卓球をしよう（公民館卓球クラブ受講生企画）、なかよし
クッキング（民生児童委員企画）、子ども茶道教室（公民館茶道クラブ企画）、わくわく公民館（中高生企画）、
俳句をつくろう（公民館俳句クラブ受講生企画）、牛乳パックカーでレースをしよう（愛育委員会企画）、アナウ
ンス入門（福南中学校放送部企画）

備考

実施日／回数 7/22～8/20   11回

対象者 小学生 参加予定 延べ100 人

kounankouminkan@city.okayama.lg.jp

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

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 086-262-3483

HP・メールアドレス

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


ねらい
（解決したい地域課題）

子どもたちの読書離れや活字離れが問題になっている。そのため乳幼児の頃から絵本の読み聞かせをして、
読書習慣を身に付けることが必要である。保護者は子どもに絵本の楽しさを伝えるために、絵本が子どもに
与える影響や効果を学ぶ必要がある。また子育て支援の一環として、地域の子育て世代とその子ども同士が
触れ合い、情報共有ができる場にする。

事業概要

子どもの感受性を豊かにし想像力を育むため、季節が感じられる絵本の読み聞かせと工作を行っている。
7・12・3月は、お菓子（ごはん）作りも取り入れ、親子や地域の子育て世代との交流を図っている。
平成30年度　7月実施「絵本の読み聞かせ（４冊）、夏のモビール、お好み焼き」
平成30年度 12月実施「絵本の読み聞かせ（４冊）、クリスマスリース、マフィンつくり」
平成30年度　3月実施「絵本の読み聞かせ（４冊）、小物入れ、カップ寿司つくり」

参加者の声
・絵本選びや読み聞かせの参考になっている　　　　・0歳でも参加できる講座があって嬉しい
・情報交換の場になっている　　　　・異年齢の子どもとふれあうことができ、良い刺激になっている

備考 地域のボランティア４名による運営

実施日／回数 ４・５・６・７・９・１０・１１・１２・１・３月/１０回

対象者 乳幼児とその保護者 参加予定
定員なし

（７・１２・３月は約20人） 人

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 かるがもぶんこ

市町村 岡山市 公民館名 福浜公民館
TEL ０８６－２６５－４８３５

HP・メールアドレス http://www.city.okayama.jp/kouminkan/fukuhama/

ねらい
（解決したい地域課題）

就園前は親子クラブ等に参加することで、親子で様々な活動をする機会があるが、就園すると、なかなか親子
で物づくりをしたり、一緒に参加して活動をしたりする機会が少なくなる。親子で一つの体験を共有するため
に、幼稚園～小学生までの子どもとその親を対象とし、親子で一緒に参加、体験をする場を提供する。一回は
働いている親も参加しやすいように、夕方～夜間にかけての開催としている。

事業概要
・ハーバリウムランプを作ってみよう！
・ふわふわスライムと手づくりストラップ作り

備考

実施日／回数 7月13日（土）・8月8日（木）／全2回

対象者 幼稚園・小学生の子どもとその保護者 参加予定 84 人

http://city.okayama.jp/kouminkan/higashiyama/

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 親子でチャレンジ☆夏

市町村 岡山市 公民館名 東山公民館
TEL （086）276－6202

HP・メールアドレス

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


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，家族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をめざす。

事業概要

調理実習を通した離乳食作り，歯のブラッシングの仕方，離乳期に最適な遊び方のレクチャーなどを通じて，家族で育児
を学ぶ。お母さんが離乳食を作っている間に，お父さんは子どもと歯磨きやふれあい遊びをおこない，完成した離乳食を
試食しながら，講師へ子育ての疑問を相談することができる。（倉敷市保健所　健康づくり課と連携して実施）

【調理実習】10：00～11：00　講師：管理栄養士
取り分け食などの離乳食を3品作る。

【歯みがき・ふれあい遊び】10：00～11：00　講師：歯科衛生士，保育士
乳児期の歯のブラッシング方法を学ぶほか，ふれあい遊びを体験する。

【試食】11：00～11：30　講師：管理栄養士，歯科衛生士，保育士
離乳食の試食を行う。試食中は食べさせ方等について助言し，随時個別相談を行う。

備考

実施日／回数 令和元年8月24日（土)10：00～11：30（全１回）　　（隔月で年6回実施）

対象者 7か月～１歳ごろ乳児と保護者2名 参加予定 15 組

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 7か月からの　食べて、みがいて、遊んじゃおう！

市町村 倉敷市 公民館名 ライフパーク倉敷市民学習センター
TEL 086-454-0011

HP・メールアドレス http://www.kurashiki-oky.ed.jp/lpk-shimin-gakushu-c/

ねらい
（解決したい地域課題）

子育て世代向けの講座を定期的に開催することにより，幅広い年齢層の利用を目指すとともに，受
講生同士が交流できる場を提供することをねらいとする。

事業概要
幼児教育の経験豊富な認定こども園長を講師に招き，子どもの年齢に応じた接し方，上手なほめ方
や叱り方等について，楽しいワークショップやグループディスカッションを交えながら学習する。

備考

実施日／回数 ３回

対象者 一般 参加予定 15 人

www.kurashiki-oky.ed.jp/mizushima-ph/top/

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 子育ては親育ち～合言葉は「わくわく・チャレンジ・ドンマイ！」～

市町村 倉敷市 公民館名 水島公民館
TEL 086-444-2541

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

身近なものを使って実験をし、原理やしくみを学ぶ。
また、実験結果がどのように変化するか、工夫し考える力を養う。

事業概要 スーパー紙とんぼをとばしたり、サイフォンコップを作ったりして、不思議を体験する。

備考

実施日／回数 7/30（火）　　１回

対象者 小学生 参加予定 20 人

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/kurashiki-nishi-ph/

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 こどもわくわく実験教室

市町村 倉敷市 公民館名 倉敷西公民館
TEL 086-424-3610

HP・メールアドレス

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/lpk-shimin-gakushu-c/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/mizushima-ph/top/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/kurashiki-nishi-ph/


ねらい
（解決したい地域課題）

「子どもの手作り工作教室シリーズ」毎年1回開催。今年は陶芸を学ぶ！
対象は子どもだが、プロの陶芸作家に教えてもらい、技能面だけでなく陶芸についても話を聞く。モノ
づくりを体験する事で、モノを大事にする事を学ぶ。

事業概要

外部から講師を招き指導してもらう。
「作業内容」
①土をこねて柔らかくする。良い形を作るため下準備の大事さを知る。
②土を紐状に伸ばして積み上げる陶芸の技法を知る。
③実際に形作りをし、粘土遊びとの違いと「難しさ」を学ぶ。
④完成品は公民館の文化祭に展示したり、地域の敬老会などにプレゼントする。

備考

実施日／回数 令和元年７月６日（土）　　／　１回

対象者 幼稚園児・小学生／１０名、大人６名 参加予定 １６ 人

kou-higa@mx1.tvt.ne.jp

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 手作り工作教室（陶芸を学ぼう）

市町村 津山市 公民館名 東苫田公民館
TEL 0868-22-2686

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

近年，アレルギーに苦慮している子どもや保護者が多くいる。今回，そういった親子にも，楽しくおや
つを作って食べられる，楽しい時間を過ごすことができればと考えた。

事業概要
管理栄養士の先生に，アレルギー対応のメニューを考えていただいた。「パウンドケーキ，ひんやり
スイ－ツ」を親子で作り，アレルギーの勉強も取り入れながら楽しく学んでいけるようプログラミングし
た。

備考

実施日／回数 １０月６日（日）　/　１回

対象者 小学校とその保護者 参加予定 （８組）１６ 人

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/honjyou-ph/

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 『子どももニッコリ♪　体にやさしいおやつ作り』

市町村 倉敷市 公民館名 本荘公民館
TEL ０８６－４７５－２２０２

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

自分よりも年上や年下の子どもと交わり遊ぶ機会が少ない状況が現代を生きる子どもたちにはあります。本館のある小
中学校区は宅地化が進んでいて，子どもが増加しているにもかかわらず，子どもたちが遊んでいる風景を見ることは本
当に少ないです。保護者の大人がそばにいない環境で，子どもたちだけで一つの目標を持ち，協力し合って甘くて美味し
いケーキを作ることからコミュニケーションの大切さ，自己中心的な考えを抑えること，助け合うことを学んでほしいです。

事業概要

一つのグループを学年が偏ることなくなるべく色々な学年の子どもたちで構成しています。
材料を計ることから始まり，混ぜて焼いて，ケーキを飾り付けて最後は片づけもきちんとすませる。こ
れら一連の作業を時間内にこなしていくにはチームワークがとても重要です。ケーキ作りを通して，
自分で作ったという達成感とともに，美味しい楽しいという感情で心が満たされた年上年下，同学年
の友だちとの楽しい経験と学びの機会としたいです。

備考

実施日／回数 12月21日　1回

対象者 小学生 参加予定 16 人

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 集まれ小学生！プチX’masケーキを作ろう

市町村 倉敷市 公民館名 連島南公民館
TEL 086-448-9631

HP・メールアドレス

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


ねらい
（解決したい地域課題）

ねらい（解決したい地域課題）：児童間・世代間交流の推進と，郷土愛の醸成

事業概要

総社市西部地区の，４つの異なる小学生が西公民館へ集まり，一緒に宿題をしたり，地域の先達か
ら工作や調理を教わったりすることで，児童間・世代間の交流を促す。また，当講座を通じて，児童
間・世代間の知り合いを増やすことにより，住んでいる地域に愛着を強め，郷土愛を醸成する。
５日間とも、来館後１時間は、退職教諭の指導のもと宿題ほか学習を行い、その後、１日目「スライム
やスーパーボールを作って楽しく遊ぶことを通して、科学のおもしろさを感じる」、２日目「とんぼ玉作
りを体験し古代人の思いに触れる」、３日目「手づくり紙粘土をつくったり身近な材料で工作をしたり、
マーブリングや墨流しをしたりして楽しく遊ぶ」、４日目「防災の話を聞いたり、ダンボールベッドを組
み立てたり、空き缶を使ってご飯を炊いたりする」、５日目「電子レンジを使って、簡単パンづくりに挑
戦する」等の活動を行う。

備考

実施日／回数 7月23日～8月8日の間の5日間／5回

対象者 総社市の西部地区の小学生 参加予定 24 人

ph-nishi@city.soja.okayama.jp
ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 夏休み公民館へ行こう！ 講座アワード参加館

市町村 総社市 公民館名 西公民館
TEL 0866-92-0446

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

・大人との三世代交流を通して、ふるさとを思うやさしさ、心情を育む。
・親しみやすい公民館として、子どもたちの居場所づくり。

事業概要

・公民館管理人の森原ユミさんが、夏休みの小学生を対象に公民館で、身近な材料を使った「工作
教室」を開き、楽しく交流する。
・夏まつりの的あてなど作る予定。詳しくは未定。
・主事はアシスタントで参加します。

備考

実施日／回数 ７月２６日（金），８月９日（金）／２回

対象者 小学生 参加予定 20 人

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 もりもりちゃんの夏休み工作教室 講座アワード参加館

市町村 笠岡市 公民館名 新山公民館
TEL ０８６５－６５－０２２０

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

子ども対象の講座を開設することで、若い世代にも公民館に来てもらえる。公民館の認知度アップ

事業概要
小学校の授業が終わる時間に合わせて、活動をしている。参加者は陶山地区以外の児童も多い。
公民館の文化祭での発表はもちろん笠岡市や福山市で行われるイベントに参加している。3月には
単独で発表会を開催

備考

実施日／回数 毎週木曜日

対象者 幼児・児童 参加予定 25 人

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 キッズダンス

市町村 笠岡市 公民館名 陶山公民館
TEL 0865－66－1149

HP・メールアドレス

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/honjyou-ph/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/kurashiki-ph/


ねらい
（解決したい地域課題）

中国の方を講師に中国で食べられているお菓子を教えてもらい親子の触れ合う機会をつくる。国際
交流や文化の違いに触れる。図書館では開催困難な調理を公民館を使うことで行い、利用促進をは
かる。

事業概要

七夕の日に中国で食べられているカラフルに色づけされたお餅を親子で作る。お餅を蒸している間
に公民館和室で七夕にちなんだ絵本を読み聞かせする。お餅が出来上がったら親子で試食する。
久米南町にも中国だけではなく様々な国から来られた方が住んでいる。国際交流の観点から文化
の違いを理解し、子どもたちや地域の方と交流をもってもらう。

備考

実施日／回数 １回

対象者 保育園年中～小学校低学年の親子 参加予定 8 組

http://www.town.kumenan.okayama.jp

ねらいのテーマ ④家庭・子育て

講座名 おはなしクッキング

市町村 久米南町 公民館名 中央公民館
TEL 086-728-2711

HP・メールアドレス


