
ねらい
（解決したい地域課題）

コーヒーの淹れ方の基本とコツを学び、家庭で美味しいコーヒーを飲んで、
ゆったりとした時間を過ごせるようにする。

事業概要
珈琲焙煎士の講師から、美味しいコーヒーの淹れ方を学び、淹れたてのコーヒーをケーキと一緒に
マイカップで味わう。
数種類のコーヒーの飲み比べをする。

備考

実施日／回数 ２月５日（水） ／ １回

対象者 一般 参加者数 19 人

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

ねらいのテーマ 　その他

講座名 コーヒー教室

市町村 倉敷市 公民館名 多津美公民館
TEL 086-428-6541

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

新型コロナウイルス感染症の影響で、当たり前の日常が遠くなった。この先どうなるのか不安を抱え
た人も多い。不安をため込まないために、愚痴を言って発散することが実は大切だが、人と会うこと
自体が少なくなっていた時期もあった。岡山市立公民館も、３月から５月まで活動や利用が制限さ
れ、人が集まることができない状況だった。また特に、ネットを活用していない人は、人との接点が少
なくなってしまいがちだ。
そこで、友人・知人に代わって、芳田公民館が行く当てのない愚痴を預かり、外に向かって解き放つ
手伝いをすることで、不安の解消に寄与するとともに、近況等を併せて寄せてもらうことで、実際に会
うことができない中でも人とつながりあえる回路をつくる。

事業概要

ためずに愚痴ろう　コロナグチ        －あなたの愚痴を書いてお寄せください－
みんなでがんばる　コロナエール     －お互いを励ましあおう－
教えてあげたい♥　コロナチエ        －工夫や今だからこそできること－
まいにちいろいろ　イマコロナ        －こんなふうに過ごしてるよ－

口頭ではなく、書いたものか映像・画像で投稿。無記名でも可。公民館内外の掲示板、ホームペー
ジ、フェイスブックページに掲載して紹介。

備考

実施日／回数 特に設定せず

対象者 特に設定せず 参加予定数 特に設定せず

https://www.city.okayama.jp/shisei/category/4-10-16-43-10-0-0-0-0-0.html

ねらいのテーマ 　その他

講座名
書きっぱなし上等！ためずに愚痴ろう「コロナグチ」！＆コ

ロナエール＆コロナチエ＆イマコロナ 講座アワード参加館

市町村 岡山市 公民館名 芳田公民館
TEL 086-245-0688

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

安全に多人数が集うことのできる一つのツールとして、Zoomを使える人を増やし、今後の地域づくり
に役立てる。

事業概要
ITボランティアの協力も得ながら「Zoom」アプリの機能を学び、操作方法に慣れる。Zoomを通じての
交流の場、集いの場づくりにもつなげる。

備考

実施日／回数 令和２年6月19日（金）、7月17日（金）、9月18、25日（金）／以降も開催予定

対象者 一般 参加予定 毎回12 人

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000011371.html

ねらいのテーマ 　その他

講座名 Zoomをやってみよう 講座アワード参加館

市町村 岡山市 公民館名 津高公民館
TEL 086-294-4222

HP・メールアドレス

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


ねらい
（解決したい地域課題）

ケーキ作り初心者の方でもおいしく作れるよう，講座の中でいくつかのコツを学んでいただき，手作り
ならではの楽しさ，達成感を感じていただく。さらに，家族やお世話になった人へのプレゼントとして，
講座で学んだケーキを活用してもらいたい。

事業概要
おいしく作るためのコツや注意点などを講師に教わりながら，バレンタインにぴったりなチョコレート
ケーキを作る。

備考

実施日／回数 ２月８日　土曜日　／　１回

対象者 一般 参加者数 9 人

ph-tsurajima@kurashiki-oky.ed.jp

ねらいのテーマ 　その他

講座名 ハートフルバレンタインケーキ♡

市町村 倉敷市 公民館名 連島公民館
TEL 086-448-0655

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

季節のお菓子を作ることで、暮らしを豊かにしたり、講座を通して仲間作りをする。
手に入れやすい材料を使い、比較的簡単な作り方で、家庭でも作れるようにする。

事業概要
クッキー生地を作り、型抜きし、ステンドグラス部分の飴を流して焼く。
冷めたら、家族や友人へのプレゼントにメッセージを書き込む。

備考

実施日／回数 　令和2年2月14日　/　1回

対象者 　一般 参加者数 10 人

ph-hukuminami@kurashiki-oky.ed.jp

ねらいのテーマ 　その他

講座名 バレンタインステンドグラスクッキー

市町村 倉敷市 公民館名 福田南公民館
TEL 086-456-2467

HP・メールアドレス

ねらい
（解決したい地域課題）

　指先を使って折り紙の作品づくりを行うことにより脳の活性化を促進するとともに，幅広い受講生同
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
　日本の伝統文化である折り紙や和紙を使用して，季節感を取り入れた作品づくりを学習する。ま
た，２月から３月中旬まで水島地区で開催される「みずしま雛めぐり」に合わせて作品を展示する。

備考

実施日／回数 9月25日，10月23日，11月27日，12月25日，1月22日／5回

対象者 一般 参加予定 16 人

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

ねらいのテーマ 　その他

講座名 大人かわいい♡季節の折り紙講座

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

mailto:ph-tsurajima@kurashiki-oky.ed.jp
mailto:ph-hukuminami@kurashiki-oky.ed.jp
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/mizushima-ph/top/


事業概要
細かい柄の線画に色鉛筆で着彩する。
小さな部分を塗る繊細な作業を集中して取り組むことで、ストレス発散や認知症予防の効果も期待
できる。

備考

ねらい
（解決したい地域課題）

興味があっても今まで教わる機会がなかった方に，スマートフォンを使う機会を提供し，社会との繋
がる機会を増やすとともに生活の質を豊かで便利なものにする。

事業概要
毎講座１つの項目について，機種や習熟度段階に応じて，自分のスマートフォンを実際に使いなが
ら日常生活において使える技術を習得していく。

備考

実施日／回数 毎月第１・３水曜日

対象者

実施日／回数 12/3、12/１7、1/21、2/4　（全4回）

対象者 一般 参加予定 8 人

ねらい
（解決したい地域課題）

今話題の大人の塗り絵を取り上げ、普段利用のない年齢層の方にも興味をもってもらうきっかけを
作る。

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

ねらいのテーマ 　その他

ねらい
（解決したい地域課題）

一人ずつ手ごねでパン生地を作ります。
自宅でも実践できる、美味しいパンを焼けるようになる基本のレシピを毎回学びます。

事業概要
パン・オ・レ、フルーツパン、チョコスティックパン作りなどを経て生地も上手くこねられるようになることを目指します。
食パン型でなく、パウンドケーキ型を利用した家庭でも気軽に挑戦しやすいレシピを学びます。

備考

講座名 季節のぬり絵

ねらいのテーマ 　その他

実施日／回数 9月3日，10月1日，11月12日，12月3日，2月4日，3月3日／全6回

対象者 一般 参加予定 16 人

講座名 パン作り　きほんのき！

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 ph-tsuraminami@kurashiki-oky.ed.jp

市内在住・在勤者 参加予定 8 人

ねらいのテーマ 　その他

講座名 スマホ教室

市町村 笠岡市 公民館名 中央公民館
TEL 0865-69-2156

HP・メールアドレス

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


備考

対象者 女性 参加予定 2教室で20 人

ねらい
（解決したい地域課題）

誰でも、どこでも、いつでもできる日本の伝統文化の継承と仲間作り

事業概要
身近なカレンダー、包装紙、折り紙、和紙などを使い月ごとに創作活動を行っている。笠岡市生涯学
習フェスティバルや中学校文化祭、夏休みこども体験、加えて地域へ出向いて(アウトリーチ）の活動
も行っている。　講座生は地区外からも多い。　40～50歳代女性

HP・メールアドレス

ねらいのテーマ 　その他

実施日／回数 毎月第2水曜日、金曜日

事業概要
小学校に参加募集を行い、購入したスポンジ台にフルーツ・クリーム･カラースプレー等で飾る。ま
た、班分けをしているので、高学年の児童が低学年の世話もしながら作る。

備考

講座名 折り紙教室

市町村 笠岡市 公民館名 陶山公民館
TEL 0865-66-1149

実施日／回数 １２月１９日　・　１２月の第３土曜日に年1回実施

対象者 今井小学校1年生～6年生 参加予定 30 人

ねらい
（解決したい地域課題）

子ども達が創作意欲をもち、作ることの楽しさを覚え、食への感謝をする。

市町村 笠岡市 公民館名 今井公民館
TEL 0865-62-4368

HP・メールアドレス imaikou@kcv.ne.jp
ねらいのテーマ 　その他

ねらい
（解決したい地域課題）

伝統文化伝承

事業概要 日本の伝統文化に触れ、思いやりの心の育成を図る

備考

講座名 クリスマスケーキ作り教室

ねらいのテーマ 　その他

実施日／回数 第１・３土曜日　（月２回）

対象者 小学生 参加予定 21 人

講座名 わくわく子ども茶道教室 講座アワード参加館

市町村 笠岡市 公民館名 笠岡公民館
TEL 0865-63-2121

HP・メールアドレス kasa-ko@kcv.ne.jp

mailto:imaikou@kcv.ne.jp
mailto:kasa-ko@kcv.ne.jp


→ 第 2 回

→ 第 3 回

ねらい
（解決したい地域課題）

生活の中で音楽と共に心を癒し、続けることが生涯学習につながる。

事業概要 講師と練習する。

備考

この講座は、以前紹介したこ
とがある

※これまでに紹介したことがある講座の場合は、変更・改善した部分、そ
の経緯などを備考に記入してください。

これまでは全員同じ種類の琴で練習をしていたが、講師の勧めもありベースやアルトの琴にも挑戦
して練習している。合奏することの楽しさを知ることができ、種類が違う楽器でも講師に褒めてもらう
ことでさらにがんばろうと練習に励むことができている。飛島公民館だけの人数はすくないので、他
の公民館との合同で練習して発表会に参加する。

ねらいのテーマ 　その他

実施日／回数 毎月第１・３火曜日

対象者 地域住民 参加予定 4 人

講座名 大正琴講座

市町村 笠岡市 公民館名 飛島公民館
TEL 0865-68-2414

HP・メールアドレス hisimako@mx1.kcv.ne.jp

事業概要
５台程度のドローンを用意し、参加者が交代で実際に操縦を体験する。
晴天時であれば公園で、上空からのカメラ映像を眺める。
雨天の場合は体育館で、組み立てたゲートを通過させるなどの競技をおこなう。

備考

実施日／回数 実施日未定／１回

対象者 地域住民のうちドローンの操作に関心のある人 参加予定 20 人

ねらい
（解決したい地域課題）

自分たちの住んでいる所を上空から眺めて郷土の良さを再発見する。
ドローンを実際に操縦して、楽しさを体験する。
その体験から、実生活に応用できるアイディアが出てくる可能性がある。

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/

ねらいのテーマ 　その他

講座名 ドローン講座 講座アワード参加館

ねらい
（解決したい地域課題）

地域に残る機織り機を利用して、島内外からの体験者を受け入れ交流を深める。

事業概要

講座生は、地域に残っていた機織り機や、糸車などを利用して、栽培した綿から糸を紡ぎ、織り物の
技術の向上を目指している。
機織教室で習得した技術をもとに、綿づくり、糸紡ぎ、機織りまでを体験できる工房として島内外から
の体験を受け入れています。

備考

この講座は、以前紹介したこ
とがある

※これまでに紹介したことがある講座の場合は、変更・改善した部分、そ
の経緯などを備考に記入してください。

さらなる織り物技術の向上を目指し、体験できる機織り機を増やし、単純な平織りだけでなく複雑な
模様織も体験できるように準備しています。

実施日／回数 教室は年間８回　　体験は随時受付

対象者 教室は成人　　体験は小学生以上 参加予定 5 人

ねらいのテーマ 　その他

講座名 機織教室・機織体験

市町村 笠岡市 公民館名 白石公民館
TEL 0865-68-4519

HP・メールアドレス

mailto:hisimako@mx1.kcv.ne.jp
http://mikawakominkan.blogspot.com/
http://www.kurashiki-oky.ed.jp/kurashiki-ph/


→ 第 回

事業概要

村民講師の特技、好きなことや趣味を生かした少人数講座で、村民講師と参加者はフラットな関係
で講座を行う。
多くの講座を開催することで、人口が少ない村でも多様なニーズや潜在的なニーズに応える。
あわくら会館は講師の発掘、イベントの実施をサポートする。

備考

実施日／回数 毎月４回程度

対象者 講師：村民、参加者：内容による 参加予定数 内容による

ねらい
（解決したい地域課題）

村民が主役（講師）となり、“あつまる、つながる、やってみる”場をつくることで、村民の「生きるを楽
しむ」活動を応援する。

この講座は、以前紹介したこ
とがある

※これまでに紹介したことがある講座の場合は、変更・改善した部分、そ
の経緯などを備考に記入してください。

　西粟倉村が掲げるビジョン

市町村 西粟倉村 公民館名 あわくら会館
TEL 0868-79-2216

HP・メールアドレス http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/awakurakaikan/

ねらいのテーマ 　その他

講座名 村民講師イベント・ワークショップ 講座アワード参加館

http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/awakurakaikan/

