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ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

講座名 漱石フォーラム

市町村 岡山市 公民館名 上南公民館
TEL 086-948-3352

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

夏目漱石と金田のつながりを深く学び、上南のまちおこしを目指す。

事業概要

・西大寺高等学校書道部パフォーマンス
・岡山学芸館高等学校ICT地域貢献部の発表
・山陽学園大学の発表
・朗読物語「漱石のわすれもん」
・漱石マルシェ
・漱石ロード案内

備考

実施日／回数 平成31年3月16日　／　１回

対象者 上南学区地域住民・夏目漱石に関心のある人 参加予定 160 人

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

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

講座名 庭瀬かいわい案内人

市町村 岡山市 公民館名 吉備公民館
TEL 086－293－2170

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

地域の観光案内を通して、吉備・陵南地域の歴史と文化など地域の宝を次世代に伝承するととも
に、地域を訪ねてこられる方々へこの地域の良さを伝えていく。

事業概要

平成19年「吉備・陵南観光ボランティア養成講座」受講生により発足したボランティアグループ「庭瀬
かいわい案内人」が、「自分たちの地域の良さを自分達で伝えていく」ことを大切に活動している。毎
月1回、定例会と勉強会を実施。希望により、随時地域の史跡・名所を案内している。
平成30年度から新たに2ヶ月に1回地域の名所を案内する機会をもち、より多くの方々に地域の魅力
を伝えていこうと活動している。

備考

実施日／回数 定例会　毎月第2金曜日　13:30～15:30

対象者 地域に関心のある方 参加予定 150 人

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

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

講座名 倉敷の歴史を学ぼう

市町村 倉敷市 公民館名 倉敷公民館
TEL 086-423-2135

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

倉敷では、旧石器時代から近代にかけてどのような出来事があり、どのような暮らしをしていたのか
を知ることにより、倉敷再発見をし、倉敷への愛着を深めてもらう。

事業概要

倉敷の歴史を旧石器時代から近代にいたるまで、毎月１回合計１０回にわたって、さまざまな角度か
らピックアップし、その時代には倉敷のまちがどのようなもので、どのような出来事があり、人々はど
ういった暮らしをしていたのかを各分野の講師の方々に話していただく。
倉敷の歴史を、時代の流れに沿って学ぶことによって、倉敷の新しい発見をしていただける講座に
なっている。

備考

実施日／回数 4/26、5/10、6/7、7/5、9/6、10/4、11/1、12/13、1/10、2/7  全１０回

対象者 一般 参加予定 50 人

http://www.city.okayama.jp/kominkan/jounan/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/kurashiki-ph/


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

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

講座名 歴史を辿って歩こう～天城編(春)／早島・茶屋町編(秋)～

市町村 倉敷市 公民館名 多津美公民館
TEL

HP・メールアドレス

０８６－４２８－６５４１

ねらい
（解決したい地域課題）

近隣の天城や茶屋町、早島地区の歴史について、実際に歩きながら学びましょう！

事業概要

・地元の郷土史家の先生と一緒に歩き、実際に史跡を見ながら説明を聞くことで、郷土の歴史を学ぶ。
・天城地区は旧池田藩の家老職の領地で、備前の国である。備前と備中の国境や代々の当主の墓所、陣屋跡、神社・
仏閣などを回り歴史を学ぶ。また、古くは源平合戦の古戦場があり、数々の言い伝えが残っている。実際に歩くことで、
歴史を辿りたい。
・隣の茶屋町・早島地区とは、同じ干拓の歴史がある。特に早島戸川家と帯江戸川家は戸川４家でつながりが深い。茶
屋町、早島を回ることで、帯江地区の歴史との関わりを学びたい。

備考

実施日／回数 春4月14日(日)・6月9日(日)　秋10月13日(日)・11月10日(日)　／　春２回・秋２回

対象者 一般 参加予定 春２０・秋２０ 人

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

講座名 君は何を運ぶ？帆船　北前船を作ろう！

市町村 倉敷市 公民館名 下津井公民館
TEL 086-479-8633

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

下津井が北前船の寄港地であったことを知ってもらい、下津井の歴史や文化に興味・関心を持って
もらう。

事業概要
スマホに依存しがちな現代の子どもたちに、紙や布を使用し、日ごろ見ることのない帆船を作ることで想像力
を高め、モノづくりの楽しさを知ってもらう。

備考

実施日／回数 ８月１０日（日）／１回

対象者 小学生 参加予定 12 人

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

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

講座名 地元の桃をまるごと使った桃パフェをつくろう

市町村 倉敷市 公民館名 玉島北公民館
TEL 086-526-5315

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

地元富田地区特産の「桃」を使うことで、地元に対する関心や愛着を深め、地元の素晴らしさの再発
見に繋げたい。

事業概要
地元富田地区の特産品である「桃」を使用して夏らしいパフェを作る。桃は、地元の桃農家の方にご
協力いただき、旬の品種を提供していただく。作って楽しい、見て美しい、食べて美味しいパフェを作
ることを目指す。

備考

実施日／回数 令和元年７月２８日（日）／１回

対象者 小学生～一般（小学生は保護者同伴） 参加予定 20 人

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/tatsumi-ph/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/fukuda-minami-ph/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/tamashima-kita-ph/


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・メールアドレス

実施日／回数 月１回程度

対象者 津山市民 参加予定 15 人

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

笠岡市 公民館名 大島公民館
TEL （0865）67-0176

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

地域に残っ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等を講師に、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
らしについて語らう。

備考

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

講座名 土曜クラブ「大島の傘踊り」

ねらい
（解決したい地域課題）

大島の伝統であり県指定重要無形民俗文化財の「大島の傘踊り」を次世代へ伝承するため。

事業概要
夏休みを利用して、大島の傘踊り保存会の方々にご指導していただき、音頭、お囃子、太鼓
を練習する。
そして地元の行事８月の「納涼の夕べ」９月の「スポーツまつり」で成果を発表する。

備考

実施日／回数 夏休み前後／8回

対象者 小・中学生 参加予定 10 人

市町村

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

講座名 夏休みチャレンジ教室「神島神社学習会」

市町村 笠岡市 公民館名 神島外公民館
TEL ０８６５－６７－４６５３

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

郷土の歴史・文化を知り、継承する。

事業概要
神島神社では、毎月1日と15日に月例祭を行っている。
普段は学校等でお参りすることが難しいことから、夏休みにお参りをさせていただいて歴史や毎年
行っている祭り等のことを勉強する。

備考

実施日／回数 ８月１日／年1回

対象者 小学生・中学生・一般 参加予定 昨年11人参加

mailto:minannishikouminkan@city.okayama.lg.jp
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/kurashiki-ph/
mailto:minannishikouminkan@city.okayama.lg.jp


ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

講座名 ふれあい文化祭

市町村 笠岡市 公民館名 北木西公民館
TEL 0865-68-2898

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

地区住民だけでなく島全体からお客様を誘致し、人口減少や高齢化に負けず島の活性化のきっか
けを探る。【H31.3.31現在 ： 北木島人口　777人　高齢化率 71.4%】

事業概要
今年で３５回目の開催となる当公民館の一大イベントである。今回は特別に県警音楽隊を招致し、
会場の雰囲気を盛り上げる。また作品展示は、小学校との共催を初めて試みる。名物となっている
模擬店は、その中でも特に人気が高い海鮮販売コーナーに地元漁師の協力を得て充実を図る。

備考

実施日／回数 １１月２４日（日） 予定

対象者 北木島島民全員 参加予定 200 人

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

講座名 子ども議会

市町村 高梁市 公民館名 中井公民館
TEL 0866-28-2265

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

子どもたちの目線で地域の課題を見つけ、解決に向けて取り組む。

事業概要
事前に子どもたちから、地域における疑問点や要望するところを考え通告質問し、地域の住民がそれに対し
て答弁をする。その答弁を基に、その後の活動の中で地域との関係を密接にして、課題や疑問点の解消に努
めていく。

備考

実施日／回数 毎年６月第一火曜日（もしくは水曜日）

対象者 ５・６年生児童、地域住民 参加予定 20 人

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解

講座名 歴史講座・岡山の城「鬼ノ城」（現地研修） 講座アワード参加館

市町村 早島町 公民館名 中央公民館
TEL （０８６）４８２－１５１１

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

郷土の歴史や文化遺産を学び、郷土のよさを再認識し、文化遺産を大切にする態度を培う。　

事業概要

岡山の城講座は、５回シリーズで各回備中松山城、岡山の山城、鬼ノ城、岡山城、備中高松城について、各
回専門性の高い講師をお迎えし、座学や現地研修により、日本の名城10０選の城（備中松山城、鬼ノ城、岡
山城）や歴史的に名高い城（備中高松城の水攻め）を理解し、郷土を誇りに思う心や文化財・文化遺産を大切
にする心を培いたい。
第３回講座は、標高約400ｍ、7世紀後半築城とされる鬼ノ城について、総社市埋蔵文化財学習の館 平井館
長の案内と指導により現地研修を行う。第１回の備中松山城は天守現存唯一の山城で、第２回の岡山の山
城は県古代吉備文化財センター職員の指導を受ける。

備考

実施日／回数 2019/11/29(金）

対象者 歴史講座受講者 参加予定 30 人

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