
http://www.city.okayama.jp/kouminkan/misaoyama/index.html

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ③まちづくり（共生） ⑤防災 ⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境

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

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ⑥郷土・地域理解

講座名 西大寺ええとこ発見ふれあいウォーキング 講座アワード参加館

市町村 岡山市 公民館名 西大寺公民館
TEL 086-942-6252

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

健康づくりと地域の再発見

事業概要

保健センターと一緒に作成した「ええとこ発見図」を活用して、約５キロを歩く。
運営は、ええとこ発見図を作成した住民と保健センターと公民館で行う。
ルートには、西大寺鉄道や郷土ゆかりの画家「ベル・串田」の絵画を展示している施設をめぐり、作
品にふれながらベル・串田を顕彰する。

備考

講座名 みさおやま　ふれあいカフェ 講座アワード参加館

市町村 岡山市 公民館名 操山公民館
TEL 086－271－5030

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

地域には高齢者世帯やひとり暮らしの高齢者、マンション暮らしや転入してきた人たちが増えている。人間関
係が孤立しがちで、地域の中で顔見知りを増やし、つながりをつくる必要がある。

事業概要

気軽に話ができるお茶会を開き、利用者同士、地域の人同士交流する。運営ボランティアも育成する。また、
各回季節や社会の需要に応じたテーマを決めて、学び合える機会も設ける。
（今年度の各回テーマ「百間川の野鳥あれこれ」「リサイクル工作」「防災ミニ講座」「七夕飾りをつくろう」「戦争
体験談」「お月見コンサート」「大人のための紙芝居」「食品ロスについて学ぼう」「クリスマスコンサート」「バ
ルーンアートを楽しもう」「お隣は外国人」「おひなまつり」）

備考

実施日／回数 原則　毎月第4月曜日　年12回

対象者 子どもから大人まで 参加予定 40 人

実施日／回数 令和元年11月21日（木）／１回

対象者 西大寺中学校区住民 参加予定 40 人

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

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ③まちづくり（共生）

講座名 そばカフェ「わ」

市町村 岡山市 公民館名 一宮公民館
TEL 086-284-6224

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

・「そば打ちボランティア養成講座」受講生の活躍の場づくり
・そばを通した地域住民や公民館利用者の集うの場づくり

事業概要
昨年度実施した「そば打ちボランティア養成講座」受講生が中心となり、現在受講している２期生とで
そばを打ち、打ちたてのそばを「そばカフェ」で提供する。

備考

実施日／回数 8月、12月/２回

対象者 地域住民、公民館利用者 参加予定 各回30 人

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


ねらいのテーマ ②健康・福祉 ⑦高齢者の仲間づくり

講座名 高松ふれあい元気クラブ 講座アワード参加館

市町村 岡山市 公民館名 高松公民館
TEL (086)287-2057

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

平成27年度にそれまで毎週あった介護予防教室が月1回に変わったために、残りの3週を市民が自
主運営で行おうと立ち上げた。

事業概要
生活習慣病・認知症・運動機能障害などの予防のため、「あっ晴れ！もも太郎体操」や脳トレ、講話
を行っている。

備考 主催：高松ふれあい元気クラブ・共催：高松公民館

実施日／回数 毎月第1・2・3金曜日 13時半～15時　（年間33回　※H30年度実績）

対象者 主に高松地域に住む高齢者 参加予定 60 人

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/senoo/index.html

ねらいのテーマ ⑦高齢者の仲間づくり 　その他

講座名 妹尾塾

市町村 岡山市 公民館名 妹尾公民館
TEL 086-282-4747

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

・高齢者の方々には、講演や行事に参加してもらう事で「仲間と共に楽しく元気に」生活を送ることが
出来るように応援と支援をする。「近所→町内→地域」へと活動範囲を外に広げるという意欲を増し
てもらう。
・若い人達にも公民館の行事に関心を持ってもらう事で、興味がある講座への参加を促し、公民館
への来館のきっかけにしてもらう。

事業概要

・「妹尾塾」とは江戸時代から明治頃まで妹尾地区にあった「矢吹学舎」に倣い、妹尾、箕島の両地
区を始め近隣の方々の『知的好奇心をくすぐる』、そして『楽しんで参加していただく』ことを狙いとし
て、妹尾公民館主催で色々な分野の様々な講座を実施する行事の総称です。
　　５月２５日：「ギターとライアーコンサート＆歌声喫茶」
　　６月９日：「爆笑落語会Ⅱ」
　　８月１１日：「妹尾・箕島地域の懐かしい映像上映会」
　　９月７日：「備前焼きの千年」
　　９月２７日：「人生を豊かにする温泉の話」
　　　以降も順次計画中

備考 会場は妹尾公民館の講座室、または、西ふれあいセンターのホールを使用。

実施日／回数  ４月～翌年3月／１０回程度を予定

対象者  講座内容に興味があればどなたでも 参加予定 ４５，or，１９２ 人

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/senoo/index.html


ねらいのテーマ ③まちづくり（共生） ⑦高齢者の仲間づくり

講座名 興除バリスタ

市町村 岡山市 公民館名 興除公民館
TEL 086-298-2660

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

長年職場で働いてきた男性は、自分が住んでいる地域での活動経験が少なく、職場外での仲間は
限定されている。また、退職後地域に溶け込めず家に閉じこもりがちになることも懸念されるなど、社
会の中でたくさんのノウハウを培ってきたにも関わらず、それが生かされることなく埋もれてしまうこと
が危惧される。この事業では、地域での仲間の輪を広げ交流することにより、シニア世代の男性が、
地域で生き生きと生活を送ることができるように図る。

事業概要

「オープンカフェ」と称して、公民館のロビー等を活用し、コンサートや演芸などを自分たちで企画・実
践することで、地域住民のふれあいの場を提供する。また、習得したコーヒーの淹れ方を活かし、新
しくできた仲間との交流を楽しむと共に、地域の中へと活動の幅を広げるきっかけをつくる。このこと
を通して、それまで培ってきた経験・技術・知識などを地域のために活かし、地域から感謝される体
験をすることにより、生きがいを見出すきっかけとする。

備考

実施日／回数 毎月第4土曜日・及び外部への出張／約20回

対象者 男性（特に退職後の人） 参加予定 10 人

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/ashimori/index.html

ねらいのテーマ ③まちづくり（共生） ⑤防災

講座名 足守中学校区 防災・減災講座 講座アワード参加館

市町村 岡山市 公民館名 足守公民館
TEL （０８６）２９５－１９４２

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

・地域住民の、防災・減災意識を高める
・自主防災組織の組織率を上げる
・災害弱者への対応

事業概要

①気象について正しく知ろう！ 大雨（豪雨）災害から身を守るには
※2回以降は計画中
②自主防災会について考えよう！
③災害シミュレーション
④防災フェアの開催

備考 足守・大井・高田・福谷地区安全安心ネットワーク共催

実施日／回数 令和元年7月20日（土）～／年間３～４回（予定）

対象者 おもに地域住民 参加予定 30人／回 人

ねらいのテーマ ④家庭・子育て ⑥郷土・地域理解 ⑧自然・環境

講座名 親子でセミの羽化を観察しよう！

市町村 岡山市 公民館名 南公民館
TEL ０８６－２６３－７９１９

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

なかなか自然と触れ合う機会の少ない子どもたちに、自然体験の機会と場を提供し、自然との触れ
合いを通して豊かな感受性や自然を大切にする心を養う。

事業概要
南公民館に隣接する緑道公園において、セミの羽化の観察会を行う。自然体験リーダーズクラブに
よるセミの生態についての話を聞き、生き物について学ぶ。
自然や生き物への関心を高めたり、親子での体験活動の充実を図る。

備考 親子３０組を定員にし、実質参加は７６名だった（講師含む）。

実施日／回数 ７月２３日月曜日　夜　／１回

対象者 小学生とその保護者 参加予定 60 人

mailto:ph-hunao@kurashiki-oky.ed.jp
http://www.city.okayama.jp/kouminkan/ashimori/index.html
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/kurashiki-ph/


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

ねらいのテーマ ③まちづくり（共生） ④家庭・子育て 　その他

講座名 ママフェスフリマ

市町村 岡山市 公民館名 旭東公民館
TEL 086-943-1154

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

地域活動をする次世代の増加と、その世代のつながりづくり。

事業概要
・フリマの開催。
・小学生の保護者有志が、企画運営・チラシ作成などを主体的に行う。
・終了後、出店者とともにふり返りの会をおこないながら、継続的な開催につなげる。

備考

実施日／回数 ６月１日、８月１７・１８日、以下未定／回数未定

対象者 幼児・小学生保護者世代等 参加予定 未定 人

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ③まちづくり（共生） ④家庭・子育て ⑥郷土・地域理解 ⑧自然・環境

講座名 富山にこにこカフェ（ESD）

市町村 岡山市 公民館名 富山公民館
TEL 086-274-0827

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

ESDの理念をもとに、持続可能な社会をめざして多様な人々が学びつながり、今を生きる私たちの
みでなく、未来の子孫や世界の人々が「にこにこ」笑顔あふれる地域や社会をつくっていくための契
機とする。

事業概要

さまざまな社会的課題について話題提供者からの話を聴いたあと、フェアトレードのコーヒーなどを
飲みながら、自分ごととして考え参加者どうし意見交換する時間をもつ。
①児童養護施設における養育のいとなみ
②こども食堂の取り組みから
③食品ロス削減に向けて

備考

実施日／回数 6月～12月　　３回

対象者 地域住民一般 参加予定 40 人

ねらいのテーマ ④家庭・子育て ⑧自然・環境 ⑨若者の社会参画

講座名 川ガキ2019

市町村 岡山市 公民館名 高島公民館
TEL 086-275-1341

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

川があることの素晴らしさ、安全な付き合い方を知り、遊び方を習得するとともに、川を守るために自
分たちがすべきことを考えるきっかけとする。

事業概要

水辺でネイチャーゲーム
川の魚を捕まえてみよう
川の安全講習
せせらぎミニ水族館を作ろう（川の中を水槽で再現）

企画と運営を、自然と生き物が好きな学生サークルの大学生が行う

備考

実施日／回数 6月15日～9月7日／5回

対象者 小学生～大人 参加予定 34 人

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kyokutou/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/kurashiki-ph/
http://www.city.akaiwa.lg.jp/


kounandai_k@city.okayama.lg.jp
ねらいのテーマ ④家庭・子育て ⑨若者の社会参画

講座名 夏休みキッズ学び隊♪

市町村 岡山市 公民館名 光南台公民館
TEL 086－267－1255

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

・小学生の体験の幅を広げる。
・地域の人の交流を図る。（中学校区にある2小学校の児童の交流、大人と子どもの交流、中学生と
小学生の交流等）
・若者の活躍の場を作る。（中学生、大学院生）

事業概要

①デザートを作ろう
②習字の宿題やっちゃおう
③作って♪遊んで♪公民館で１日過ごそう！（保護者、大学院生、地域の大人有志がスタッフとな
り、2つの小学校の児童が交流する機会を設ける）
④わくわく科学～作って飛ばそう紙飛行機
⑤夏休みの宿題をすませよう！（中学生ボランティアが小学生に教え、大学院生が中学生に教える
予定）

備考

実施日／回数 7/25 , 8/8 , 8/9 , 8/19 , 8/20

対象者 小学生（第5回は中学生も） 参加予定 約130 人

http://www.city.okayama.jp/kouminkan.city.okayama.jp/asahi/index.html

ねらいのテーマ ③まちづくり（共生） ⑧自然・環境 　その他

講座名 みんな集まれ　エコ広場

市町村 岡山市 公民館名 旭公民館
TEL （０８６）224-0515

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

家庭の不用品をゴミを必要な人に譲る取組みの実践を通して、ごみの減量化を図る。
楽しみながら4R（リデュース、リフューズ、リサイクル、リユース)を学び、環境保全への関心・意識を
高める。

事業概要

①ごみゼロ・フリーマーケット
②おもちゃの病院
③エコカフェ（フェアトレードを学ぶ）
④本と食器のリユースコーナー

備考

実施日／回数 ①②③は5月26日（土）　　④は6月1日～30日

対象者 子どもから大人まで 参加予定 ①～③100人
④のべ400人程度

mailto:kounandai_k@city.okayama.lg.jp
http://www.city.okayama.jp/kouminkan.city.okayama.jp/asahi/index.html


http://www.city.okayama.jp/koumin/takebe/

ねらいのテーマ ③まちづくり（共生） ⑨若者の社会参画

講座名 たけべ部 講座アワード参加館

市町村 岡山市 公民館名 建部町公民館
TEL (086)722-2212

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

建部町は、現在人口5,500人。高齢化率は43％。人口は急速に減少し、少子高齢化が進んでいる。建部中学校は現在、
全校生徒94名。人数が少ないことで一人ひとりが大切にされるという良さの反面、1学年1クラスというクラス替えのない3
年間、そして部活の種類が限定されているということなど、選択肢の少ない中学生時代を送っている現状がある。進学時
には建部に高校がないことから必然的に地域外へ出ることになり、さらに就職を考えた際にも仕事の数や種類の少な
さ、また高齢化による担い手不足などが要因で休廃業の増加も懸念される状況。そうした背景から、建部の中学生は「な
りたい大人像を描きにくい」のではないかという心配を抱いた。

事業概要

「建部の中学生には、様々な大人との関わりの中で、今の自分自身や未来の自分、そして未来の建部について考え行
動できる場を継続的に持つ必要がある！」という大人たちの声により、大人たちによる実行委員会が立ち上がり、「たけ
べ部」を実施することになった。

内容は、「たけべ塾」。建部の魅力を様々な大人から学ぼうと、建部で活躍する魅力的な大人を招き、その生き方や価値
観、建部への思いを聞くことで、中学生それぞれの中にふるさと建部への思いを形作ることが目的。そのたけべ塾を経
て、１０年後の建部がどうであってほしいか、自分たちにどんなことができるかを考え、実践していく。

備考

実施日／回数 おおむね月１回・随時

対象者 中学生 参加予定 約１０ 人

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

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ④家庭・子育て

講座名 毎日が楽になる基本のお弁当作り

市町村 倉敷市 公民館名 庄公民館
TEL 086-462-5151

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

子育てや介護世代など日々忙しくしている方々へ，手間をかけず，それでいて栄養面に配慮した美
味しい弁当作りを提案したい。

事業概要

　料理研究家の方を講座講師に依頼し，次の点をポイントにおいた講座を行う。
　　○安全面，栄養面に配慮した基本的な弁当の作り方を学ぶ。
　　○手間がかからないおかず作りの実習を行う。
　　○弁当箱への詰め方のコツを学ぶ。

備考

実施日／回数 11/26　12/24　1/28  ３回

対象者 一般 参加予定 14 人

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

ねらいのテーマ ③まちづくり（共生） ⑥郷土・地域理解

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・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

１１月に茶屋町では，鬼まつりが開催されている。茶屋町は人口が増加しているため，地域のまつり
に新しく転居した人々も主体的に参加してほしい。

事業概要

「茶屋町といえば鬼，鬼といえば茶屋町」といわれるくらい鬼が，茶屋町では有名である。そこで，地
域の鬼を伝承していくという面から「鬼面づくり」の講座を開講している。粘土で型を作り，和紙を貼
り，キバ等をつけ，彩色していくという行程を約半年かけて行っていく。できれば，その面をつけて鬼
まつりに参加してほしいという願いもある。また，別に鬼衣装づくりも地元の人が行っている。

備考

実施日／回数 4/7　4/21　4/28　5/5　5/19　6/2　6/16　7/7　8/4　8/18　9/1　9/15　9/29　１３回

対象者 中学生以上 参加予定 9 人

http://www.city.okayama.jp/koumin/takebe/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/sho-ph/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/chayamachi-ph/


事業概要
・息を吹く，目で鍵盤を見る，指で鍵盤を押さえ音を奏でることで，脳の活性化につなげる
・音楽を通して，リラクゼーションの効果を図る
・演奏することの楽しさを味わう

備考

実施日／回数 4/16，5/21，6/18，7/30，8/20

対象者 一般 参加予定 19 人

ねらい
（解決したい地域課題）

鍵盤ハーモニカを演奏し，「肺機能」「口腔機能」の維持・向上をめざし，健康づくりにつなげる

市町村 倉敷市 公民館名 郷内公民館
TEL 086-485-4164

HP・メールアドレス

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ⑦高齢者の仲間づくり ⑨若者の社会参画 ⑩生き方・働き方

ねらい
（解決したい地域課題）

倉敷は大山康晴十五世名人誕生の地であり、女流タイトル「大山名人杯倉敷藤花戦」が開催される
など将棋が盛んである。市内各所で一般や子ども向けの講座は開催されているが、成人女性が勉
強するには馴染みにくい環境であった。
そこで女性対象の講座を開設することで、女性に気軽に楽しく将棋を学習してもらい、場所・年齢・体
力を問わず楽しめる「将棋」を生涯学習の一つにしてもらえたらという思いで企画した。

事業概要

将棋のルールを知らない女性を対象に、将棋の文化や歴史に触れるとともに、将棋の格言を学び対
局ができるレベルまで指導する。
講座中には実際のタイトル戦等で出されたスイーツの実食タイムも取り入れ、リラックスした雰囲気
の中で様々な側面から将棋を学習できる場とした。

備考

講座名 楽しく奏でよう鍵盤ハーモニカ講座

ねらいのテーマ ⑦高齢者の仲間づくり 　その他

実施日／回数 5/11(土）・5/25(土）・6/8(土）/3回　　9/7(土）・9/21(土）・9/28(土）・10/19(土）・11/2(土）/5回

対象者 女性 参加予定 10 人

086-448-0655
HP・メールアドレス http://www.kurashiki-oky.ed.jp/tsurajima-ph/

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

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ⑦高齢者の仲間づくり

講座名 折り紙で楽しむ四季

市町村 倉敷市 公民館名 西阿知公民館
TEL ０８６－４６５－０８３６

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

帰って家庭でも楽しめたり、教えたりできるような充実した講座内容にする。
公民館に作品を展示し、より多くの人に見てもらうことで、講座生の学習成果を活用する場を設け
る。

事業概要
四季折々に合った折り紙の知識や技術を講師の実技指導により習得する。
さらに指先を使うことにより脳の老化予防を図る。

備考

実施日／回数 4/17　5/15　6/19　7/17　9/18　10/16　11/13　12/18　８回

対象者 　一般 参加予定 15 人

講座名 ゼロから始める女性の将棋 講座アワード参加館

市町村 倉敷市 公民館名 連島公民館
TEL

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/chayamachi-ph/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/tsurajima-ph/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/nishiachi-ph/


ねらい
（解決したい地域課題）

玉島（真備）地区で活動されている朗読グループを講師として起用し、地域住民の交流と地域のシニア世代の
講師の方々が積み重ねた経験や知識を地域社会に還元し、高齢者等の仲間づくりの促進や声を出す朗読を
することで健康づくりになることを知ってもらう機会にする。また、地域にゆかりのある人物の作品を紹介し、郷
土愛を育み、玉島図書館と連携し、読書推進を図る。さらに、朗読グループの発表の場を提供することで、真
備の現状を知る機会にし、復興支援のまちづくりをめざす。

事業概要

真備の朗読グループ、朗読「まきび・野の花」の12名の方々の朗読を聴く。玉島や真備の歴史上の
人物のお話や地域にゆかりのある作家の著書を中心に紹介（朗読）する。また、玉島図書館と連携
し、朗読で紹介する作品や関係図書を用意しておき、講座受講後に受講生が借りて帰られるように
する。
朗読のほかに少し、被災した真備の現状についてお話をしていただく予定。

備考

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ④家庭・子育て

実施日／回数 ９月５日(木）・６日(金）・７日(土）　　/　　全３回

対象者 一般 参加予定 10 人

ねらい
（解決したい地域課題）

健康は，食生活と運動と休養が欠かせない。最近は，インスタント食品とか手軽に調理できる食品を
食べることが増え，手作りの食品を食べることが少なくなっている。今回も食にこだわり，「みそ作り
体験」の第２弾として「もろみ作り」に注目した。自然食品は健康に良いと言われている。家庭でも手
軽にでき，自然食品に興味をもってもらい，その良さを知ってもらうために企画した。

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ③まちづくり（共生） ⑥郷土・地域理解 ⑦高齢者の仲間づくり

実施日／回数 令和元年９月２９日（1回）

対象者 一般 参加予定 90 人

講座名 【くらしき市民講座】聴いて楽しむ　大人の名作朗読会 講座アワード参加館

市町村 倉敷市 公民館名 玉島公民館
TEL 086-526-7625

HP・メールアドレス ph-tamashima@kurashiki-oky.ed.jp

講座名 もろみ作り体験～自然食を味わう～

市町村 倉敷市 公民館名 玉島西公民館
TEL 086-528-2713

HP・メールアドレス ph-tamanishi@kurashiki-oky.ed.jp

事業概要
麹をつくるところから始めて，すべて手作りでもろみを作る。家庭でも手作りで簡単にできる。作った
もろみを自宅で約２週間熟成させると食べることができる。ひと手間かけて，更に美味しくなるコツも
学ぶ。家族だけでなく，地域・知人にも食べてもらう。

備考

講座名 メンズキッチン

市町村 倉敷市 公民館名 玉島黒崎公民館
TEL (086)528-3143

HP・メールアドレス ph-kurosaki@kurashiki-oky.ed.jp
ねらいのテーマ ②健康・福祉 ⑦高齢者の仲間づくり

実施日／回数 ４月４日(木），６月６日（木），７月４日（木），８月１日（木）【全４回】

対象者 一般（女性も受講可） 参加予定 14 人

ねらい
（解決したい地域課題）

将来の自立に備えてとか、家族のためにとか、理由は様々あるけど、料理を習いたいと考えている
男性に参加してもらい、仲間づくりの手助けをしたいと考えた。

事業概要

・季節に合った旬な食材を取り入れて、健康面にも気をつけるようなメニューにした。
・メンズキッチンと講座名をつけているが、多くの人に参加してもらいたかったので、女性も参加でき
るようにした。
・ワンポイントとして料理のコツをレシピに入れ、どの料理にでも応用が効くようにする。

備考

mailto:ph-tamashima@kurashiki-oky.ed.jp
mailto:ph-tamanishi@kurashiki-oky.ed.jp
mailto:ph-kurosaki@kurashiki-oky.ed.jp


講座名 夏休みわくわく教室

市町村 津山市 公民館名 院庄公民館
TEL 0868-28-0335

HP・メールアドレス kou-in@mx1.tvt.ne.jp
ねらいのテーマ ③まちづくり（共生） ⑥郷土・地域理解 ⑦高齢者の仲間づくり

実施日／回数 令和元年８月5日・6日・7日・21日開催と冬休み英語講座予定

対象者 院庄小学校児童 参加予定 小学生70人支援者40人 人

ねらい
（解決したい地域課題）

長期休暇に入り、生活習慣・学習習慣・食習慣の乱れを防ぎ、規則正しい日常生活を過ごすこと、および、子
ども達だけで、休みを過ごす家庭の支援

事業概要
1学期で習って、少し理解ができてない科目、宿題で理解できない問題、工作づくり等々を、地域の元教師が、
子ども達のSOSを察知しての指導にあたり苦手科目を克服する。　また子ども達だけで昼食を食べている子ど
もを地域の支援者が教室開催中、料理を作って食べさす。

備考

講座名 三世代工作教室

市町村 津山市 公民館名 高野公民館
TEL 0868-26-1056

HP・メールアドレス

ねらいのテーマ ④家庭・子育て ⑥郷土・地域理解

実施日／回数 令和元年１２月７日（土）

対象者 小学生・保護者・老人クラブ 参加予定 100 人

ねらい
（解決したい地域課題）

三世代交流

事業概要 三世代でお飾りやたこづくりをする。

備考

講座名 三世代交流ウォーキング大会 講座アワード参加館

市町村 津山市 公民館名 清泉公民館
TEL （0868）29-1516

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

世代間の親睦と交流を行える行事を実施することで魅力ある地域づくりが可能になる。

事業概要
紅葉色に染まる季節に三浦公会堂からラビンの里までを往復するウォーキング大会。
到着後ビンゴ大会・昼食・クイズ等で三世代の交流を行う。
ご案内パンフレットと実施記録を添付する。

備考

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ③まちづくり（共生） ④家庭・子育て

実施日／回数 令和元年11月17日（日）/年一回

対象者 地域全員 参加予定 約１２０ 人

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


ねらい
（解決したい地域課題）

先人の文化や歴史を知り，地域に埋もれている史蹟等を学習する。
また，地域の歴史を知る機会を持つことで，郷土愛を深め，さらには予期せぬ災害への防災意識を
高めていく。

事業概要

教養講座は４４回目と続いており、毎回テーマに基づいて笠岡市の史蹟と文藝を講師の先生に講演
してもらっている。神社やお寺等は，写真や資料をわかりやすくプロジェクターで映しながら説明して
いる。
また，地区住民は４，２００件という大所帯なので，年４回発行される機関誌「公民館たより」にも同様
に『笠岡市を歩く』というコーナーがあり，笠岡市の歴史や文化について講師の先生より原稿をかい
てもらい，掲載しています。

備考

ねらいのテーマ ③まちづくり（共生）

実施日／回数 年４回　（５／１８、８／２４、１０／２６、２／２２）

対象者 青少年・成人一般・高齢者 参加予定 各３０ 人

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 ⑩生き方・働き方

事業概要

玉野市の主要駅・宇野駅から近い築港商店街には、ここ数年でいくつか新しいお店ができているにもかかわ
らず、一般市民の方への周知が十分とはいえない状況である。そこで、3月にオープンした、岡山発の有名フ
レッシュジュース店“マルゴデリ”の築港商店街店舗『マルゴデリウノミナト』店の方を講師にお迎えし、こんな
お店がありますということも知ってもらいながら、フレッシュジュース作りの講座を開催する。また、同じ調理台
を使っている人達とお話しながら健康や美容へ興味を持ってもらい、おいしいものを食べたり飲んだりすること
の楽しさを再確認してもらう。

備考

講座名 教養講座

市町村 笠岡市 公民館名 笠岡東公民館
TEL 0865－67－4016

HP・メールアドレス

実施日／回数 令和元年7月21日（日）／1回

対象者 市内在住・在勤を主な対象に市外も受け入れ 参加予定 20 人

ねらい
（解決したい地域課題）

・地域商店街の活性化　　　　　　　　　　・料理を通しての世代を越えての交流
・健康と美容への興味推進　　　　 　　　・飲食の楽しさの再確認

市町村 玉野市 公民館名 中央公民館
TEL (0863)31-3711

HP・メールアドレス https://library.city.tamano.okayama.jp/

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ③まちづくり（共生） 　その他

ねらい
（解決したい地域課題）

高齢化率が４０パーセントに迫る福南地区において、地域における高齢者の横のつながり、仲間づく
り、生きがいづくりは重要な案件だ。

事業概要
博物館・美術館・展示会等の見学、いろいろな工場・施設の見学、寄せ植えを製作し公民館の文化
祭に出品、料理教室で試作実食、等々仲間とともに研鑽を深め生き生きと活動。

備考

講座名 おいしいフレッシュジュースのつくりかた 講座アワード参加館

ねらいのテーマ ⑦高齢者の仲間づくり 　その他

実施日／回数 年５回　

対象者 高齢者 参加予定 12 人

講座名 福南文化学級

市町村 津山市 公民館名 福南公民館
TEL 0868-23-6374

HP・メールアドレス

mailto:ph-tamanishi@kurashiki-oky.ed.jp
https://library.city.tamano.okayama.jp/


事業概要

毎月第１火曜日・第３木曜日の午後１時３０分から３時３０分まで開催。様々な講師を迎え専門職に
よる講義をしていただいたり、当事者や家族の体験談・施設見学・親睦バス旅行・クリスマス会等を
企画している。参加者はおおむね３０人以上で多い時には５０人以上になることもある。毎回一人１０
０円の参加費をいただている。（飲物付き）　交通手段のない人向けに大井地区内を巡回タクシーで
送迎も行っている。【１回２００円】

備考

実施日／回数 毎月２回

対象者 認知症に関心のある方どなたでも 参加予定 毎回３０～４０ 人

ねらい
（解決したい地域課題）

参加者同士で認知症の悩みや不安について話をしたり認知症について正しい理解で学びあう場とし
て開催している

市町村 笠岡市 公民館名 大井公民館
TEL ０８６５－６３－０６６３

HP・メールアドレス

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ②健康・福祉 ⑦高齢者の仲間づくり

ねらい
（解決したい地域課題）

生涯スポーツである「ニュースポーツ」のシャフルボードとユニカールを通して、個々の活動とふれあ
いを図り、4地域間の交流を深める。

事業概要

・シャフルボードは、これまでの実施により、ゲーム習得・体験者が増えてきています。
・今年度は、新しいユニカールの普及を図るべき、地域内の普及指導員を中心にして、子ど
　もから高齢者までの参加率を高めたい。
・年1回の4地域間の交流会も開催し、ふれあいを図りたい。

備考

講座名 ひだまりカフェ

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） ⑦高齢者の仲間づくり

実施日／回数 毎月第４水曜日・年1回は交流会～年計12回

対象者 高齢者～子ども 参加予定 例会日20 人

事業概要

・毎月3回練習をする。
・新しいダンスにも挑戦していく。
・仲間で振り付けを考えていく。
・練習の成果は、地元の芸能文化祭や笠岡市の生涯学習フェスティバルに出演して発表する。

備考

講座名 シャフル・ユニカ教室

市町村 笠岡市 公民館名 城見公民館
TEL 0865-66-1807

HP・メールアドレス

実施日／回数 毎月第２、第４水曜日、第１木曜日　　　　　　　　　　　3回

対象者 成人女性 参加予定 10 人

ねらい
（解決したい地域課題）

曲に合わせてダンスで健康促進と地域の仲間づくり

市町村 笠岡市 公民館名 金浦公民館　
TEL ０８６５－６６－３４３３

HP・メールアドレス

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ⑦高齢者の仲間づくり

講座名 ハーラウプアナニ（ハワイアン　フラダンス）

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/sho-ph/
mailto:ph-kurosaki@kurashiki-oky.ed.jp


事業概要 オリンピックも近く、島を訪れる海外からの観光客に対応出来る様、学びの場としたい。

備考

実施日／回数 年8回（5月〜12月）

対象者 全島民（園児〜高齢者） 参加予定 １０〜１５ 人

ねらい
（解決したい地域課題）

海外の方に、島のこと、休憩場所、手洗いなど、簡単な説明が出来ればと思います。

市町村 笠岡市 公民館名 六島公民館
TEL ０８６５－６８－２９９２

HP・メールアドレス

ねらいのテーマ ①人権・国際・平和 ③まちづくり（共生） 　その他

ねらい
（解決したい地域課題）

学び考える楽しみと、作る喜びを通して意欲ある人生を育むと共に、地域の豊かな交流関係を図る。

事業概要 一人一人の個性や創意工夫を生かし、身近なものや最近話題のものを使った作品を作る。

備考 ハーバリウム、アロマワックスバー、木の枝サンタなど

講座名 英会話教室

ねらいのテーマ ⑦高齢者の仲間づくり 　その他

実施日／回数 年３～４回

対象者 一般 参加予定 ５～１０ 人

講座名 手作り講座

市町村 笠岡市 公民館名 真鍋島公民館
TEL 0865-68-2852

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

男性にも料理を当たり前にしてほしい。

事業概要

平成２０年最初は「大人の料理」として、栄養委員さんと協力してはじめ、年１回でした。それが「男の
料理」「男前料理教室」と講座名を変え、平成２５年から年２回講座となりました。
参加者も常連さんとなり、指導者もいらないくらいです。今年度２回目には、第１回の反省をもとに、
「酒の肴」作りに挑戦しようと計画しています。

備考

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ⑦高齢者の仲間づくり

実施日／回数 ６月１９日（水），１１月２７日（水）／年２回

対象者 地域の男性 参加予定 20 人

講座名 男前料理教室

市町村 笠岡市 公民館名 吉田公民館
TEL 0865-65-2550

HP・メールアドレス

http://www.city.okayama.jp/kouminkan/kyokutou/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/kurashiki-ph/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/chayamachi-ph/


講座名
昭和っ子キラキラ事業
　　「みんなおいでよ！夏休み子ども教室」

講座アワード参加館

事業概要

１回目は造形遊び｢作ることを楽しもう｣
２回目は「バドミントン教室」
３回目は不思議実験｢作って遊ぼう楽しいものづくり」
４回目は｢オカリナを吹いてみよう」

備考

実施日／回数 ７月２７日～８月９日/４回

対象者 小学生 参加予定 80

0866-99-1103
HP・メールアドレス なし

ねらいのテーマ ④家庭・子育て ⑨若者の社会参画

事業概要

地元の歴史（古代・近代史から明治・大正・昭和に至る郷土の歴史、文化、史跡、史話、偉人などに
ついて、調査・研究、探訪現地研修など定期的に行い、郷土史に対する関心を深めるとともに、会員
相互の親睦を図っている。成果については、よもや話として地域の子ども達に紹介、語り継ぐなどし
周知している。

備考

実施日／回数 1回/2ヶ月

対象者 地区住民（郷土の歴史等に興味のある方） 参加予定 15～20 人

ねらい
（解決したい地域課題）

郷土の伝統・文化、旧跡等を探訪、調査研究等により、教養を高めるとともに、郷土に対する愛着心
を向上し、成果については、資料の編纂・講和等に活用する。

人

ねらい
（解決したい地域課題）

長い夏休みに子ども達が公民館に来て学校では学べない体験学習を行うことにより、地域の子育てや家庭教
育の一助となり、子ども達が有意義な夏休みを送れるようにする。
この事業には地元の中学生の社会参画を促すために職場体験中に企画、チラシ作成等を行う。さらに事業開
催時に可能な限り中学生の参画を期待する。

市町村 総社市 公民館名 昭和公民館
TEL

市町村 井原市 公民館名 木之子公民館
TEL 0866-62-8559

HP・メールアドレス

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ⑥郷土・地域理解

ねらい
（解決したい地域課題）

郷土の豊かな自然を感じながら、数多い史跡を説明を受けながらウオークし、健康増進を図る。

事業概要

郷土の歴史研究グループの協力を得て史跡巡りを行い、郷土の歴史を身をもって感じ、郷土愛を育
む。10年以上続いている事業です。愛育委員会の接待(お茶・お菓子)もあり、楽しみです。参加者の
内訳はお年寄り3割、子供3割、成人4割です。今年度は大江全体の史跡が判るように巨大看板（縦
2.4ｍ×横2.4ｍ×高さ5.4ｍ）を公民館に設置しました。町内の主な史跡をを掲載135カ所、寺院関係
35カ所、城跡3カ所、古墳13カ所、人物・石造物等41カ所、スポット写真3カ所を掲載してあります。

備考

講座名 木之子歴史同好会（歴史講座）

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ⑥郷土・地域理解 ⑧自然・環境

実施日／回数 毎年3月第2土曜日

対象者 子供から大人まで、町民対象 参加予定 60 人

講座名 史跡探訪健康ウオーク

市町村 井原市 公民館名 大江公民館
TEL 0866-67-2373

HP・メールアドレス

http://www.city.akaiwa.lg.jp/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/kurashiki-ph/


備考

実施日／回数 6月29日・8月・10月・12月／４回

対象者 市内在住、在学、在勤 参加予定 20 人

ねらい
（解決したい地域課題）

釣りはするけどさばけない、魚をもらったけどさばけない、今更さばき方を聞けない、誰に聞いたらい
いか分からない、日生に住んでいて時々そんな悩みに遭遇する住民の為の講座を開催する。
地元の旬の魚介を使うので、水揚げの時期、本来の姿、形、切り身にした時の色合い等も学べる。

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解 ⑧自然・環境

ねらい
（解決したい地域課題）

料理をする楽しさを学びながら、地元の井田米(せいでんまい)を食べることで郷土の歴史に触れる

事業概要

栄養委員の協力により食育の話や包丁の使い方、材利用の切り方を教えていただき、その後グループに分
かれて調理実習を行う。 主食は、日本遺産旧閑谷学校の学校田である約350年前の井田(せいでん)から収
穫されたお米を食し、郷土の歴史に触れる体験をする。
【メニュー】　井田米のご飯／豆腐とサバ缶詰のハンバーグ／キュウリとトマトの中華風サラダ／冷蔵庫の野菜を使った
スープ／デザート(春巻き風チョコバナナ)

備考

井田(せいでん)制度　田を「井」型に9等分し、周囲の8区を8家で耕作、中央1区を公田として共同耕作しその
収穫を上納する(学校に収める)もの。
庶民の学校としては世界最古といわれる旧閑谷学校の経費を藩財政から独立させ、恒久的なものにするた
め井田制度を導入して設けられた学校田が備前穂浪の井田(いた)地区にあり、350年ほど守られてきたが、こ
こ50年で休耕などにより荒廃が進んでいるが、現存する田圃を往時の姿に近づける取り組みを続けている。

講座名 魚介さばき方講座 講座アワード参加館

事業概要
地元で居酒屋を営む店主に講師を依頼しています。旬の魚介を使った郷土料理のみならず、アレン
ジ料理も教えてもらえる料理講座をします。初回はアジを使います。夏、秋は漁の様子を伺い、漁師
と講師と相談しながら材料を選びます。冬は特産の牡蠣を使う予定です。

対象者 園児・小学生と家族 参加予定 30 人

講座名 家庭料理教室　井田米(せいでんまい)を使った食育教育

市町村 備前市 公民館名 伊里公民館
TEL 0896-67-0001

HP・メールアドレス

市町村 備前市 公民館名 日生地域公民館
TEL ０８６９（７２）１００６

HP・メールアドレス

ねらいのテーマ ④家庭・子育て ⑥郷土・地域理解

実施日／回数 令和 元年 7月 7日（日）　／　１回

ねらい
（解決したい地域課題）

地区公民館利用者が減る中で、興味を持ってもらう講座を開催すること。また、内面から輝く女性に
なるための、はじめの一歩をお手伝いする企画。まずは、一歩踏み出すこと、何かに挑戦すること、
目標を持つこと、ひとつのきっかけにしてもらう。

事業概要

夏講座・・・地域のかたを講師に迎えて「浴衣の着付け体験」
秋講座・・・自己ヒーリング「おとなの塗り絵体験」から色彩ぷちセラピー
冬講座・・・おしゃれな「キャンドル作り体験」
ひとつのことを深く学ぶ講座ではなく、様々な体験をする中で、人とのコミュニケーション、時間を共
有する、情報をキャッチする、また、日常において前向きになれるチャンスと捉えてもらう講座。

備考

ねらいのテーマ ⑩生き方・働き方 　その他

実施日／回数 7/10　10/9　12/11　　３回講座

対象者 １８歳以上の女性（市内在住・在勤） 参加予定 11～13/回 人

講座名 内面から輝く女性に～はじめの一歩をお手伝い～「おとな女子のおしゃれ塾」

市町村 備前市 公民館名 西鶴山公民館
TEL 0869-66-9545

HP・メールアドレス

http://www.city.okayama.jp/koumin/takebe/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/sho-ph/


事業概要

和テイストの雰囲気を持つ高月公民館母屋。この特徴を活かし、日本文化の伝承にフォーカスした講座をいく
つか企画している。そのひとつが「干し柿作り教室」である。
高齢のため、柿の手入れ、収穫ができなくなり、干し柿も作ることができなくなったという地域の高齢者と話す
中、このままでは無駄になるであろう柿を利用し、平安時代から続いてきた「干し柿作り」を、次世代が体験で
きる講座として企画した。
講座では、柿の下準備から、ネットに入れてすぐ吊るせる工程まで行い、後は個々自宅に持ち帰り、熟成して
もらう。
１２月には天然甘味たっぷりの干し柿を食べることができる。

備考
・最近の生活事情、衛生面の問題より、柿に虫が寄り付かないように、吊るす時のネット（網）を考案した。
・冬場に柿の入手先高齢者宅に出向き、柿木の手入れや剪定作業を実施している。

実施日／回数 令和元年　１０月１２日（土）

対象者 小学生～一般 参加予定 12 人

ねらい
（解決したい地域課題）

伝承されてきた日本の食文化（伝統食）の知識を持った高齢者はたくさんいるが、次世代へ
と伝承する機会がすくないのが現状である。公民館が、高齢者と次世代との中継役となれる
ように企画した。

市町村 赤磐市 公民館名 高月公民館
TEL ０８６－２２９－９７７７

HP・メールアドレス http://www.city.akaiwa.lg.jp
ねらいのテーマ ④家庭・子育て ⑥郷土・地域理解

ねらい
（解決したい地域課題）

生きていく上で必要なことは「食べること」。参加者同士の親睦を深めながら料理を基礎から学ぶ男
性限定の料理教室です。いろいろなメニューに挑戦します。

事業概要

米の洗い方、包丁のとぎ方から飾り切り、だしの取り方などいろいろな技能を習得していきます。
学習の一環として「買い物」をグループごとに担当してもらいます。
毎回時間／9：30～12：30
講師／山田桂子（管理栄養士）
参加費／参加料300円＋材料代3,000円（全6回分）＝3,300円

備考

講座名 干し柿作り 講座アワード参加館

ねらいのテーマ ⑦高齢者の仲間づくり ⑩生き方・働き方

実施日／回数 令和元年5/9、6/13、7/4、8/1、9/5、10/3　の6回実施

対象者 市内在住、在勤で「料理の基礎を学びたい方」　 参加予定 12 人

講座名 男の料理教室 講座アワード参加館

市町村 瀬戸内市 公民館名 長船町公民館
TEL 086-26-2501

HP・メールアドレス

講座名 わくわくチャレンジ　地引網体験

市町村 瀬戸内市 公民館名 牛窓町公民館
TEL 0869-34-5663

HP・メールアドレス

備考 毎年行っているが、今回初めて魚のおろし方を学ぶ機会を提供した。

http://www.city.setouchi.lg.jp
ねらいのテーマ ④家庭・子育て ⑥郷土・地域理解 ⑧自然・環境

実施日／回数 令和元年6月9日（日）

対象者 市内在住3歳以上小学生以下の子どもと保護者 参加予定 250 人

ねらい
（解決したい地域課題）

地域資源の一つである「海」を家族で楽しみながら、漁業や魚食文化への理解を深め、シビックプラ
イドの醸成を図る。

事業概要
牛窓町漁協と共催し、地引網体験を行い、魚の種類や生態、魚のおろしかたを学ぶ機会を提供す
る。地引網体験の前に海岸清掃を行い、環境意識を高める。

http://www.city.akaiwa.lg.jp/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/chayamachi-ph/
http://www.city.setouchi.lg.jp/


ねらい
（解決したい地域課題）

赤磐市が有する天文・星空資源というポテンシャルを最大限に生かし、来場者を増やすことにより、地域への
誘客促進や交流人口の拡大を図るとともに、青少年に地域の魅力について再発見してもらうように企画する。

事業概要

晴れの国と呼ばれる岡山県は、晴天率の高さに加え大気が安定しているため、星の光の揺らぎが少なく天体
観測に適していると言われている。旧吉井町が、町内にて最も空の暗い山に整備した公園の天文台。40ｃｍ
反射、標高470ｍ。直接光がなく、天の赤道以北は比較的光害が少ない。11月開催の講座では、普段の観望
会でも見ることの少ない惑星、天王星や海王星について学んだ後、40ｃｍ望遠鏡で実際に観察する。３月開
催の講座では、おとめ座・しし座といった春の星座や、これらの方向にある数千万光年かなたの銀河団を紹
介・観測する。

備考

ねらいのテーマ ④家庭・子育て ⑥郷土・地域理解 ⑧自然・環境

実施日／回数 令和元年１１月３日（日）、令和２年３月２２日（日）/２回

対象者 小学３年生～一般 参加予定 各20 人

事業概要

岡山六官道の一つ、岡山城から美作倉敷までの倉敷往来（赤磐市内分）の文化財を訪ねながら
ウォーキングする事業。赤磐市馬屋から赤磐市周匝までを8回に分けて行う。（年2回）　赤磐市の元
学芸員の案内で、往来の史跡、文化偉人などについて学ぶ。今も当時の風情が感じられるところも
あり、古を顧みながら歩くのもこの講座の醍醐味でもある。今年度は、５月に第７回を実施し、いよい
よ１０月には最終回を迎える。周匝諏訪神社から船着き場跡までのコース。また、陣屋跡、池田墓
所、茶臼山城なども訪れる。

備考

講座名 天文教室 講座アワード参加館

市町村 赤磐市 公民館名 吉井公民館
TEL ０８６－９５４－１３７９

HP・メールアドレス http://www.city.akaiwa.lg.jp

実施日／回数 ５月２９日、１０月２５日　／　２回

対象者 　一般 参加予定 25 人

ねらい
（解決したい地域課題）

赤磐市の魅力ある観光資源「倉敷往来」の再発見を通して郷土愛を育み、同時にウォーキングによ
る健康づくりを図る。

市町村 赤磐市 公民館名 山陽公民館
TEL ０８６－９５５－９７７７

HP・メールアドレス http://www.city.akaiwa.lg.jp
ねらいのテーマ ②健康・福祉 ⑥郷土・地域理解

ねらい
（解決したい地域課題）

　地域の特産品である黄金桃の消費拡大、ひいては生産拡大を図る。

事業概要

黄金桃は白桃などに比べ知名度が低く、かつ秋口という桃の食べ頃の最後の方に収穫、販売されるため、そ
の消費量があまり増えないという課題がある。
その課題を少しでも克服するため、腐りやすいため賞味期限が短いという桃の弱点を解消する１つの手段で
あるシロップ漬けを消費者に広めるべく講座を開催する。
今までのこの講座の参加者の声としては、黄金桃の味へのファンが多く、近所や親戚などの桃農家からもらっ
た黄金桃が傷みやすいので、それらを捨てることなく長く味わいたいというニーズが強い。

備考

講座名 倉敷往来と道中文化財探訪 講座アワード参加館

ねらいのテーマ ⑥郷土・地域理解 　その他

実施日／回数 　令和元年　９月７日（土）

対象者 　一般 参加予定 15 人

講座名 黄金桃のシロップ漬け作り 講座アワード参加館

市町村 赤磐市 公民館名 西山公民館
TEL 086-955-0777

HP・メールアドレス http://www.city.akaiwa.lg.jp

http://www.city.akaiwa.lg.jp/
http://www.city.akaiwa.lg.jp/
http://www.city.akaiwa.lg.jp/


ねらい
（解決したい地域課題）

涼しい場所でわからないところを教えてもらいながら夏休みの宿題をする。高齢者や中高生など普段の学校
と家庭以外の人達と交流する。自分たちが住んでいるところの自然を知る。

事業概要

基本的は、公民館または集会所の中で、午前中いっぱい自学自習をおこないます。
持ってきた宿題をするのが基本ですが、自分がやりたい教材を持参します。
本年度は、老人クラブと一緒に刃物で竹を削ってお箸や器を作って流しそうめんを食べたり、専門家
の先生に来てもらって目の前を流れている美山川の生き物の学習をします。自分でトッピングするピ
ザ作り体験や、栄養委員さんに食事を作ってもらう計画もあります。

備考 学校の授業の範囲では、なかなか体験できないことをやります。

ねらいのテーマ ③まちづくり（共生）

実施日／回数 夏休み初め頃の６日間

対象者 学区内の小学生 参加予定 のべ210 人

④家庭・子育て ⑥郷土・地域理解 ⑦高齢者の仲間づくり ⑧自然・環境 ⑩生き方・働き方

講座名 夏休み学習会 講座アワード参加館

市町村 矢掛町 公民館名 美川公民館
TEL 0866-83-3255

HP・メールアドレス http://mikawakominkan.blogspot.com/

事業概要

○北房公民館（北房振興局）と教育委員会が共同開催し、県外大学や地域の協力のもと、市内で参加者を
募って、民学官連携で、「まに大(まにわ大楽の略)附属ふるさと研究所」を実施します。
○期間は、7月下旬から翌年3月で、講座の年間計画は大きく２つの活動を中心に行います。
○１つは、文化遺産の活用方法などの学習講座です。専門家から北房地域の文化遺産やその活用方法を学
びます。講義だけでなく、実際の歴史資料の展示や情報発信など実践活動も行います。
○もう１つは、11月末頃に、市指定文化財「荒木山古墳」の学術調査を行います。県外大学の専門家から指
導支援を受けながら、備中北部有数の大形古墳の謎に迫るべく、最新の機器を用いた３次元測量・地中探査
など非破壊調査を住民参画で７日間かけて行う予定です。
○熱心に参加し学習された方に対しては、「楽位（がくい）」が授与されます。
○活動成果は、地域住民を対象としたプレゼン報告会や、小学校での子ど
も達への出前講座など文化遺産の普及啓発に繋げ、地域へ還元していきます。

備考  

実施日／回数 　７月～翌年３月までに９回（延べ１４日）を予定

対象者 歴史・文化遺産に関心のある市内在住・在勤者 参加予定 40 人

ねらい
（解決したい地域課題）

○北房地域で伝えられてきた有形無形の文化遺産は、少子高齢化・人口減等もあり、未来への継承が危惧さ
れており、文化遺産の保護や活用の担い手となる人材や団体の育成が課題となっています。
○そこで、当公民館では、ふるさとの文化や歴史を学び、ふるさとへの愛情 と誇りを育てる”郷育”の一環とし
て、住民自らが行政や大学と協働で、地域の文化・歴史及び地域史の在り方を学び、その成果を地域に伝
え、次世代に引き継ぐ活動を、公民館講座として昨年度より開講しました。
○参加者は、年間の学習や体験を通じ、地域の歴史や文化遺産に関する知識習得だけでなく、次世代への
継承に必要な方法を皆で考え、終了後は文化遺産継承の担い手として活動いただくことを目指しています。

市町村 真庭市 公民館名 北房公民館 TEL ０８６６（５２）５２２０
HP・メールアドレス

ねらいのテーマ ③まちづくり（共生） ⑥郷土・地域理解 　その他

講座名 まに大附属ふるさと研究所 講座アワード参加館

昨年の古墳調査

http://mikawakominkan.blogspot.com/
mailto:ph-tamanishi@kurashiki-oky.ed.jp


事業概要
公民館を出発し、小田地内を参加者全員でウォーキングする。
現地で生活部による昼食の提供、またネイチャーゲームを行ない、参加者同士のふれあいも深め
る。

備考

実施日／回数 令和元年11月17日（日）

対象者 人

ねらい
（解決したい地域課題）

まち歩きを通じて、世代を越えた住民同士のふれあいと健康増進を図る。
また、周りの景色を楽しみながら歩くことで、地元の再発見をする。

小田地区民全員 参加予定 50

市町村 矢掛町 公民館名 小田公民館
TEL ０８６６－８４－８４０９

HP・メールアドレス oda@kouminkan.town.yakage.okayama.jp

ねらいのテーマ ②健康・福祉 ⑥郷土・地域理解 ⑧自然・環境

ねらい
（解決したい地域課題）

こどもの居場所づくりとして、めだかの楽校で様々な体験をし、こども食堂で楽校参加者以外の児
童・生徒そして高齢者との異年齢、世代交流を図り、自由な会話の中からこどもたちのふるさと愛を
育み、地域を創る力を養う。

事業概要

めだかの楽校とは中高生が主体となり、地域の肩の力をお借りしながら、小学生の学習支援や体験活動の
企画運営を実施するものです。
今年度も夏休み・冬休み期間中のうち平日の午前中、学習支援を実施。（小学生の居場所づくり）
土・日に体験活動（川遊びや農業体験など）を計画・実施。
とくに体験活動の実施日には、午前中のめだかの楽校で活動したことにちなんだ献立でこども食堂を実施す
るなど、２つの行事をコラボすることで、より多くの方を巻き込んで活動を実施します。
賑やかで、年齢の幅を超えた地域の絆が深まる活動として、中川公民館で定着しています。

備考

講座名 小田地区ウォーキング大会

ねらいのテーマ ④家庭・子育て ⑨若者の社会参画

実施日／回数 毎月第３土曜日（原則）／１２回

対象者 小学生・中学生・高齢者 参加予定 ４０～５０ 人

事業概要

『やまだ通学合宿』は今年で3年目となる事業で、5.6年の希望者が、公民館に2泊3日寝泊まりし、自
分たちの力で炊事や学習などを行いながら学校に通います。食事面に関しては栄養改善委員・ボラ
ンティア団体のぞみ会・公民館生活部などが1食ずつ担当、学習面は学習サポーター、防犯安全面
は青パト隊と、参加者13名の児童に対し30名以上の大人が協力し、地域の大切な子どもたちのサ
ポートを行います。

備考

講座名 こども食堂とコラボしためだかの楽校 講座アワード参加館

市町村 矢掛町 公民館名 中川公民館
TEL ０８６６－８３－１２９９

HP・メールアドレス

実施日／回数 令和元年6月27日・28日・29日

対象者 山田小学校5.6年生の希望者と地域の大人 参加予定 45 人

ねらい
（解決したい地域課題）

子どもと地域の方との結びつきを強め、地域の連帯感、地域における教育力を高める

市町村 矢掛町 公民館名 山田公民館
TEL 0866-83-0123

HP・メールアドレス

ねらいのテーマ ④家庭・子育て 　その他

講座名 やまだ通学合宿

mailto:oda@kouminkan.town.yakage.okayama.jp
mailto:ph-tamanishi@kurashiki-oky.ed.jp
mailto:ph-tamashima@kurashiki-oky.ed.jp

