
平成２３年度 第６４回優良公民館表彰

小坂町中央公民館・横手市栄公民館が受賞

今年度優良公民館として「小坂町中央公民館」「横手市栄公民館」の２館が文部科学

大臣表彰を受けました。

小坂町中央公民館 横手市栄公民館
地域住民が学習成果や特技を生かし ～地域が輝くまちづくりと梅の里～

て活躍できる場を意図的に設定したり、 をモットーに、地域の特色を最大限に

館事業に地域の講師や高校生を含めた 生かしながら、住民と館が一体となっ

ボランティアの参画を促したりするこ た活動を展開していることが、高く評

とで、多世代が集う公民館となってい 価されました。

ることが高く評価されました。 特徴のある取組として、郷土の歴史

特徴のある取組として、地域ぐるみ を知ることで地域に愛着をもち、心豊

で子育てをする意識を高めること、ま かに生活できる楽しみの創設を目的と

た、地域教育力の向上を目的とした、 した、簡易な登山に歴史をセットした

家庭教育支援事業と放課後子ども教室 歴史ウォークを実施しています。地元

推進事業を実施しています。講座の支 小学校へも呼びかけたり、地域案内人

援者や指導者、協力者に地域人材やボ を活用したりと、幅広い年代層をとり

ランティアを積極的に活用し、知の循 こみながら郷土愛を育てるための工夫

環につながる活動を行っています。 をしています。

第６４回（平成２３年度）優良公民館表彰について
文部科学省では、公民館のうち、特に事業内容・方法等に工夫をこらし、地域住民

の学習活動に大きく貢献しているものを優良公民館として文部科学大臣が表彰してい

ます。今年度の表彰は平成２３年１１月１８日（金）文部科学省講堂（東京都千代田

区）にて行われました。全国では小坂町中央公民館・横手市栄公民館を含む６７館が

表彰を受けています。

今回表彰された６７館の概要と特色ある事業が文部科学省ホームページの報道発表で

紹介されていますので、こちらも併せてご覧ください。

【文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp】

＜公民館に求められる役割＞ 民間等では提供されにくい

社会の要請に応じた人材の育成 講座の開催や子育ての拠点と

地域の課題解決に向けた支援 なる活動を展開！

地域における世代間交流の中核施設

学校等関係機関とのネットワークの拠点 等
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秋田県生涯学習課関連施設 １ ２ 月 の 主 な 行 事 予 定 各施設のホームページもご覧ください

図 書 館 018-866-8400
お知らせ
特別整理期間のため 12月 1日(木)から 9日(金)
まで休館します。
※休館中の図書の返却は、正面玄関脇のブック
ポストへお願いします。

特別展示
県立近代美術館との共催により、洋画家 伊藤博次
氏の作品展を開催します。

12月 10日(土)～ 1月 31日(火) 10:00～ 17:00

あきた文学資料館 018-884-7760
特別展示 ※入場無料
「秋田の女性作家たち」 2012 年 4 月 22 日(日)まで
※ 12月 28日～ 1月 3日まで休館します。

農業科学館 0187-68-2300
〈実演・体験コーナー〉
そば打ち実演・体験 ※事前申込必要 11 日(日)

〈体験教室〉 ※随時実施 ただし事前申込必要

豆腐作り体験、餅つき体験、米粉で調理体験、
押し花でしおり体験、炭で消臭剤作り体験

〈フォトコンクール作品募集〉
10 月 1 日(土)～ 1 月 31 日(火)

「現在の農山村生活の様子を後世に伝える映像記録」
〈研究機関紹介コーナー〉

水産振興センター紹介展
11 月 8 日(火)～ 12 月 25 日(日)

博 物 館 018-873-4121
〈企画展〉
貝をめぐる多彩な世界

12 月 17 日(土)～ 4 月 8 日(日)
〈博物館教室〉※事前の申込みが必要

「考古学入門講座」(中学生～) 10日(土)
「真澄に学ぶ教室」講読会(高校生～) 17日(土)
「ゼロから始めるワラ仕事」(一般)14 日(水),21 日(水)
「動物の体内を調べよう」(小学 4 年生～)25 日(日)
〈ふるさとまつり広場〉
ナマハゲ 11 月 2 日(水)～ 1 月 29 日(日)
〈菅江真澄資料センター 企画コーナー展〉
真澄、県北の旅 10 月 22 日(土)～ 12 月 4 日(日)

あきた白神体験センター 0185-77-4455
〈八森ハタハタを味わう！〉 17日(土)～ 18日(日)

対象：２０歳以上１０名まで
内容：ハタハタ漁見学、そば打ち・田舎料理体験

ハタハタ釣り体験、ハタハタ料理作り体験
費用：お一人 11,800円（１泊２食,体験料,保険料）
締切：12月 9日(金)

大館少年自然の家 0186-43-3174

〈冬の野鳥観察会〉 10 日(土)
対象：小中学生及びその保護者

内容：大館少年自然の家周辺（岩神貯水池等）
の池に飛来した渡り鳥の観察

費用：200円（保険代等）
締切：随時受付

生涯学習センター 018-865-1171
あきた学特別公開講座 （無料）
【発見！秋田の文学～小林多喜二の文学】

講師：美の国カレッジシニアコーディネーター北条常久

○多喜二と秋田 7日(水)
○多喜二と小樽 14日(水)
○多喜二と「蟹工船」 21日(水)

パソコン入門（無料） 6日(火)～ 9日(金)

美 術 館 018-834-3050
＜美術ホール 展示会＞

第 34 回蒼樹会日本画展 1 日(木)～ 5 日(月)
フォト自由塾第 18 回写真展 2 日(金)～ 5 日(月)
平成 23年度秋田県高等学校芸術科教員発表会

8 日(木)～ 11 日(日)
平成 23年度第 68 回秋田・南秋地区高校美術連盟展

15 日(木)～ 19 日(月)
第 52 回秋田県児童生徒美術展 24日(土)～ 27日(火)

近代美術館 0182-33-8855
〈企画展〉 ※観覧無料

時代のよそおい展 3日（土）～ 2月 12日（日）
・学芸員によるギャラリートーク 4 日（日）14：00 ～

〈コレクション展〉※観覧無料
Ａｒｔ Ｒｅｐｏｒｔ Ａｋｉｔａ２０１１
第３期 日本画の風景 2012 年１月 9 日(月)まで

〈みんなの教室〉
・グリーティングカードづくり 18 日（日）10：00 ～
材料費：300 円ほど 定員：30 名 ※事前申込みが必要
【大好評】近美キッズルーム！ 毎日 9：30 ～ 15：45
たのしい絵本や木のおもちゃがあります！ ※無料

岩城少年自然の家 0184-74-2011
〈アドベンチャーキャンプ〉 3 日(土)～ 4 日(日)
対象：小学４年生～中学生
内容：交流ゲーム、だまこ鍋、テント泊等
費用：2,500円 締切：11月 25日(金)

〈親子 de パティシエ〉 10 日(土)
対象：小学生を含む家族
内容：クリスマスケーキづくり
費用：2,500円 締切：11月 30日(水)

〈親子 de キャンプ〉 17 日(土)～ 18 日(日)
対象：小学生を含む親子
内容：クリスマスリース、きりたんぽ鍋等
費用：2,000円 締切：12日(月)

保呂羽山少年自然の家 0182-26-6011
〈親子で作ろう！クリスマス工作〉 4日(日)
対象：年中児～年長児とその親 12組まで
時間：① 10:00～ 11:30 ② 13:30～ 15:00
会場：Ｙ （わいわい）ぷらざ２

内容：松ぼっくりで作るﾐﾆｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ
どんぐりで作る ﾄﾅｶｲ と ｻﾝﾀｸﾛｰｽ

〈冬季出前講座〉
プロジェクトアドベンチャーやうどん打ち、
陶芸創作活動等ご希望に応じて出前いたします。

青少年交流センター（ユースパル） 018-880-2303

各種研修・団体活動にご利用下さい。
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