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〈資料編〉 市町村で行われている具体的な取組（各公民館からの回答事例集）
（１ 「学習の成果を生かす」ことにつながる公民館講座や自主的なグループ等の活動）

①県北地区

鹿角市 花輪市民センター市町村
①生活に おいしく食べて健康作り
②趣味や生きがいに 生け花、絵手紙、コーラス、七宝焼き、書道など多数
③健康に 太極拳、ヨガ、練功フラなど
⑥家庭教育に 親子リズム
⑦地域課題に 鹿角ご近所の底力

鹿角市 十和田市民センター市町村
①生活に 婦人学級、なでしこ塾、料理同好会
②趣味や生きがいに 絵画教室
③健康に 健康ウォーキング、健康作り講習会、健康生きがい講座
⑥家庭教育に わんぱくスクール
⑦地域課題に 観光再発見事業、地域活動もりあげ隊、伝統芸能継承事業、青年育成事業
⑧ボランティアに 婦人学級、高齢者学園（あけぼの、ゆのはな、よねしろ）

鹿角市 尾去沢市民センター市町村
①生活に ワンコイン料理教室・地域防災・ＡＥＤ講習会
②趣味や生きがいに 芸能発表会、文化祭、大正琴、エコクラフト教室、園芸教室、ダンス、コ

ーン人形、手芸教室、写真教室
③健康に お笑い寄席、かなやまソーラン、ウォーキング、ヨガ教室、スポーツ吹き

矢、老壮大学、ラジオ体操、野球大会
⑦地域課題に 世代交流グランドゴルフ大会・ペタンク大会
⑧ボランティアに クリーンアップ、市民の力、からめ節保存会
⑨その他 かなやまスクール、婦人学級、花のまち、音楽のつどい

鹿角市 八幡平市民センター市町村
①生活に ア(老人大学、家庭大学、親子料理教室) イ(料理教室)

（ 、 、 、 、②趣味や生きがいに ア(老人大学) イ 書道教室 踊り教室 さつき茶道講座 五の宮俳句会
短歌同好会、ちぎり絵教室)

③健康に ア(ヘルスアップスクール) イ(健康太極拳教室、健康ヨーガ教室）
⑦地域課題に 自治会連絡会議研修事業、八幡平盆踊りの伝承

鹿角市 大湯地区市民センター市町村
②趣味や生きがいに 大湯湯ノ花コーラス
③健康に ラージボール卓球、秋桜会(社交ダンス)

鹿角市 錦木地区市民センター市町村
①生活に 料理教室
②趣味や生きがいに 錦木ソーイング
③健康に 悠卓会(ラージボール卓球)
④キャリアに 錦木籐手芸教室
⑦地域課題に 錦木を考える会

鹿角市 谷内地区市民センター市町村
②趣味や生きがいに ハーモニカ同好会、谷内生花学級、大正琴琴鈴会、ひまわりの会
③健康に 谷内ヨガ教室

小坂町 中央公民館市町村
①生活に 小坂町老壮大学 大人の学び塾
②趣味や生きがいに 小坂町老壮大学 大人の学び塾
⑦地域課題に 小坂町老壮大学 大人の学び塾
⑧ボランティアに 小坂町老壮大学 大人の学び塾

小坂町 川上公民館市町村
②趣味や生きがいに 老壮大学川上地区学習会
③健康に 健康学習、グランドゴルフ、にこにこ会、お達者塾
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大館市 二井田公民館市町村
②趣味や生きがいに 大正琴や絵手紙、書道
③健康に 卓球やバレーボール、空手

大館市 十二所公民館市町村
②趣味や生きがいに 十二所成人学級

大館市 比内公民館市町村
①生活に 料理講座
②趣味や生きがいに 比内あおぞら学園 教養講座
③健康に 健康体操 ミニテニス ラージボール卓球
⑥家庭教育に わいわいキッズ
⑦地域課題に 郷土歴史研究講座

大館市 田代公民館市町村
②趣味や生きがいに ・公民大学～５０歳以上の男女を対象に午前中は講師を招いて講話を聴

き、午後はレクダンス、舞踊、郷土史、コーラス、川柳、書道から科目を
選択し知識や技術を高める・花壇コンクール～田代地域全体の個人と団体
を対象に花壇（プランター可）の募集、審査、文化祭で個人と団体別に表
彰するもの ・ガーデニング講座～年に春と秋の２回開催。。

③健康に たしろスポーツクラブ（スポーツ振興くじ助成事業）

北秋田市 中央公民館市町村
①生活に ○ニット編み講座（定期講座）
②趣味や生きがいに ○スコップ三味線講座 ○今から始める歴史倶楽部 ○ふるさと工房
③健康に ○太極拳 ○フラダンス
④キャリアに ○教育事情講座～エデュケーション・カフェ～毎月、教育関係専門の講師

を迎え、今の北秋田市の教育事情を探る。
⑤ＩＴに ○「タブレット講座」ＮＴＴの講師による実演講習
⑥家庭教育に ○「母と子のわくわく広場」
⑦地域課題に ○「めざせ！アウトドアマスター」 父親の育児参画を図る。○「おらほ

の街のまちづくりシンポジウム“わ”の地域は“ワ”で起こす～北秋田の
若き起業家へ続け～」北秋田の３名の若手起業家をシンポジストに迎え、
地域の少子・高齢化が進むなかで、地域の大きな課題である若者の職と地
域の活性化について考える。 ○「藤原和博氏「教育講演会」＆「世界で
一番受けたい授業[よのなか]科 「つなげる力」が生き方を変える～地域」
づくり＆人づくりに必要な「本当の力」を育もう～」人生に役立つキャリ
ア形成や現代社会のさまざまな問題を解決するために必要な力。地域づく
り＝人づくりにアプローチするための「本当の力」とは何か考える。[よ
のなか]科は合川中学校を会場に公開授業を行った。○「ふるさとの未来
・再考！フォーラム」～まちの宝を見つけ出せ！郷土の誇りを子どもたち
に～「子どもたちが誇りに思う地域をどうつくるか」をテーマに、三重県
相可高校「まごの店」の仕掛け人、岸川政之氏の基調講演と、総合学習で
地域活動や社会貢献活動に取り組む小・中学校、高校、大学生の事例発表
をとおして、地域づくりについて理解を深め、未来への可能性を探る

⑧ボランティアに ○「人生の楽・学講座」～学校を拠点に「子縁（こえん 」をとおして仲）
良くしましょ～千葉県習志野市秋津コミュニティー顧問、文部科学省コミ
ュニティー・スクールマイスター、岸裕司氏を講師に迎え、秋津小学校を
拠点にした「まち育て」の実践と成果の事例をもとに、学校と地域の融合
について考える。

」「 、（⑨その他 ○ 秋田北鷹高等学校家庭クラブとの連携事業 バター餅プロジェクト
比内地鶏のししとうカレー）をとおし、高校生の社会貢献事業への応援プ
ロジェクトを実施している。○「北秋田市発！高校生双方向交流～相可高
校交流プロジェクト～ 」三重県多気町においてししとうカレーやし2013
ょうゆバター餅の開発について紹介し、地域貢献への取り組みが評価され
た。 ○「綴子小学校防災キャンプ～もしも綴子小学校が避難所になった
ら～」地域の方々と関わりコミュニケーションを深めながら、防災キャン
プをとおして非常時の実践力を高め、防災意識の高揚を図った。自衛隊秋
田２１普通科連隊による東日本大震災での活動や災害装具の説明、野外炊
具１号での炊飯で実際に夕食のおにぎり作りを体験した。また、東日本大
震災で避難所となった岩手県釜石市甲子小学校の当時の校長、菊地清太氏
を講師に迎え「避難所で自分は何ができるか」と題しワークショップを行
った。被害の状況、避難所の様子を聞き、災害の恐ろしさと防災の備えや
対応について学習を深めた。
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②中央地区

秋田市 中央公民館市町村
①生活に ペン字、料理、着つけ
②趣味や生きがいに ベリーダンス、ビーズアクセサリー作り、ネイルアート
③健康に ヨガ、ズンバ
④キャリアに カウンセリング、自己プレゼンス、コミュニケーション
⑧ボランティアに ボランティア活動をしている方の講演会
⑨その他 金融関係

秋田市 東部公民館市町村
①生活に 幼児家庭教育学級「トン東キッズ 、東部家庭教育セミナー、東部女性セ」

ミナー、ミセスカレッジ東部、シルバーカレッジ東部、千秋矢留寿学級、
仁別婦人学級、秋田の史跡を学ぶ会、東部公民館サークル連合会

②趣味や生きがいに 東部女性セミナー、ミセスカレッジ東部、シルバーカレッジ東部、千秋矢
留寿学級、仁別婦人学級、秋田の史跡を学ぶ会、東部公民館サークル連合
会

③健康に 幼児家庭教育学級「トン東キッズ 、東部家庭教育セミナー、東部女性セ」
ミナー、ミセスカレッジ東部、シルバーカレッジ東部、千秋矢留寿学級、
仁別婦人学級、秋田の史跡を学ぶ会、東部公民館サークル連合会

⑥家庭教育に 幼児家庭教育学級「トン東キッズ 、東部家庭教育セミナー、東部地区遊」
びの記録会、世代間交流会

⑦地域課題に 東部ふれあいまつり、親子自然体験塾、伝統工芸イタヤ細工教室、世代間
交流会

⑧ボランティアに 東部地区遊びの記録会、子ども自然体験塾（親子田植え体験、親子稲刈り
体験、親子みそタンポ作り体験 、地域づくり事業（秋田産おいしい果実）
・野菜を知ろう）

秋田市 南部公民館市町村
①生活に 手作りパンを楽しみましょう！
②趣味や生きがいに 笑いヨガ講座
⑥家庭教育に 子育て支援サークル「牛島っ子」
⑧ボランティアに 南部学習ボランティア

秋田市 北部公民館市町村
①生活に 草木染め教室
②趣味や生きがいに ３Ｂ体操
⑥家庭教育に 北・ら・らキッズ
⑦地域課題に 東部ふれあいまつり、親子自然体験塾、伝統工芸イタヤ細工教室、世代間

交流会
⑧ボランティアに 東部地区遊びの記録会、子ども自然体験塾（親子田植え体験、親子稲刈り

体験、親子みそタンポ作り体験 、地域づくり事業（秋田産おいしい果実）
・野菜を知ろう）

秋田市 西部市民サービスセンター市町村
①生活に 高齢者学級、女性学級、サークル
②趣味や生きがいに 高齢者学級、女性学級、サークル
③健康に 高齢者学級、女性学級
⑥家庭教育に 乳幼児学級
⑦地域課題に 高齢者学級、女性学級
⑧ボランティアに 乳幼児学級へのボランティアとしての協力

秋田市 北部市民サービスセンター市町村
①生活に 料理教室
②趣味や生きがいに しおかぜ大学 みなと女性セミナー
③健康に しおかぜ大学 みなと女性セミナー
⑤ＩＴに パソコン初心者講座
⑥家庭教育に カンガルー乳幼児学級 ペンギン幼児学級 家庭教育学級「キャッチボー

ルゼミ」
「 」⑦地域課題に しおかぜ大学 みなと女性セミナー 家庭教育学級 キャッチボールゼミ

⑧ボランティアに 土崎学習ボランティア



- � -- 34 -

in

3B



- � -- 35 -

in



- �0 -- 36 -



- �� -- 37 -



- �� -- 38 -



- �� -- 39 -



- �� -
- 40 -

③県南地区

大仙市 大曲公民館(生涯学習課内)市町村
②趣味や生きがいに 学びぃ囲碁サロン
③健康に 高齢者大学
⑥家庭教育に 就学時健診時「子育て講座」
⑧ボランティアに 少年少女リーダー養成「ふれあい自然塾」 キャンプin

大仙市 花館公民館市町村
①生活に 年越しそばのそばをつくる「そば打ち教室」
②趣味や生きがいに 手芸教室、歴史講座、公民館まつり
③健康に 健康体操、キッズエアロビック教室
⑥家庭教育に はなだてひろば（子育て相談、親子体操ほか）
⑧ボランティアに 花館サケまつり「稚魚の飼育、稚魚放流、鮭の一生を学ぶ 、植樹祭「桜」

の苗木の植樹、育樹 （地域と小学生参加）」

大仙市 内小友公民館市町村
②趣味や生きがいに ガーデニング講座：花を主体に花の学習と実習による花に植え付け
③健康に 森林セラピー講座：森をツールにした健康づくり

大仙市 大川西根公民館市町村
①生活に ふるさと学習
②趣味や生きがいに 茶道教室、手芸教室
③健康に 地区民大運動会、野球大会

大仙市 藤木公民館市町村
①生活に 料理教室
②趣味や生きがいに 生花サークル
③健康に ・３ 体操同好会・グラウンドゴルフ同好会・ゲートボール同好会・マB

マさんバレー同好会・バトミントン同好会

大仙市 四ツ屋公民館市町村
①生活に 主催料理教室、手芸教室等
③健康に パッチワーク教室

大仙市 角間川公民館市町村
①生活に 脳すっきり教室
②趣味や生きがいに 囲碁教室、料理教室、公民館まつり
③健康に こころの健康講演会、介護予防のための運動教室
⑥家庭教育に 三世代交流「はまぐらの集い」
⑨その他 伝統文化子ども教室事業

大仙市 神岡中央公民館市町村
①生活に 嶽友大学（園芸 ・おもしろ講座くらしの教室（生け花・リフォーム・和）

裁） フラワーアレンジメント ※ 嶽友大学 高齢者大学=
②趣味や生きがいに 嶽友大学（民謡・詩吟・俳句・書道・水墨画 ・くらしの教室（舞踊））

写真・よさこい踊り・民謡踊り・マーチング・フラダンス・演劇練習 手
芸・コーラス・社交ダンス・大正琴・吹奏楽・書道教室

③健康に 嶽友大学（つぼ体操 ・健康教室 カポエイラ・３Ｂ体操）
⑥家庭教育に 子育て講座

大仙市 北楢岡公民館市町村
②趣味や生きがいに グラウンドゴルフ・卓球・大正琴・民謡練習・ダンス
③健康に Ｊｒバトミントン・男子バスケット・空手・ソフトバレー

大仙市 西仙北中央公民館市町村
①生活に 寿楽大学・健康体操・子ども体験教室・冬の講座（編み物、手芸等） 芸

術文化協会各団体活動・各種サークル活動
②趣味や生きがいに 寿楽大学・健康体操 ・冬の講座（編み物、手芸等） 芸術文化協会各団

体活動・各種サークル活動
③健康に 寿楽大学・健康体操 ・子ども体験教室・冬の講座 芸術文化協会各団体

活動・各種サークル活動
⑤ＩＴに 生涯学習奨励員活動
⑦地域課題に 寿楽大学
⑧ボランティアに 生涯学習奨励員活動
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仙北市 田沢湖公民館市町村
①生活に そば打ち講習・ロープワーク講座
②趣味や生きがいに 民謡伝承教室・パーティークッキング教室
③健康に ストレッチ教室・太極拳教室・生命の貯蓄体操
④キャリアに パソコン困りごと相談
⑤ＩＴに パソコン困りごと相談・デジカメテクニカル講座
⑥家庭教育に 家庭学級教育（幼稚園、小学校対象）
⑦地域課題に むかし語り講座
⑧ボランティアに 手話サークル

仙北市 角館公民館市町村
①生活に 仙北市公民大学（陶芸学科・園芸学科・書道学科、郷土研究学科）七宝ク

、、、、、ラブ 俳画教室 太極拳かくのだて 命の貯蓄体操さくら会 角館柔道会
角館剣道会、武心会

②趣味や生きがいに 仙北市公民大学（陶芸学科・園芸学科・書道学科、郷土研究学科）七宝ク
、、、、、ラブ 俳画教室 太極拳かくのだて 命の貯蓄体操さくら会 角館柔道会

角館剣道会、武心会
③健康に 仙北市公民大学（陶芸学科・園芸学科・書道学科、郷土研究学科）七宝ク

、、、、、ラブ 俳画教室 太極拳かくのだて 命の貯蓄体操さくら会 角館柔道会
角館剣道会、武心会

⑥家庭教育に 親子体験陶芸教室（仙北市公民大学陶芸学科との協賛）角館柔道会、角館
剣道会、武心会

仙北市 西木公民館市町村
①生活に 筆ペン習字（日常生活に使う）教室 ＰＰテープのかご編み教室
②趣味や生きがいに 短歌 俳句 水墨画 焼き物教室
③健康に 太極拳
⑥家庭教育に 幼児教育講座(くれよん広場)

美郷町 美郷町公民館市町村
①生活に お洒落なランチタイム講座、寒天料理講座、トータルビューテイ講座、ス

ローフードサークル
②趣味や生きがいに フラワーアレンジメントサークル、生け花同好会
③健康に

今日と明日のストレッチサークル、健康気功会
⑤ＩＴに 高齢者向けパソコン講座
⑥家庭教育に 子育て講座 、親力アップ講演会 、思春期の心を育てる講座
⑧ボランティアに みさと世話好きマイスター、読み聞かせボランテイア

横手市 横手中央公民館市町村
①生活に 主催講座「ハンギングバスケット教室 、書道サークル」
③健康に 主催講座「健康づくり講座 、 ヨガサークル、太極拳サークル」
④キャリアに 英会話サークル、 中国語教室サークル 昔語りの会とっぴんぱらりのプ

ー
⑤ＩＴに パソコン相談窓口
⑥家庭教育に 料理サークル
⑦地域課題に 「よこてのいいとこ巡り隊」 少子化を考えるサークル

横手市 朝倉公民館市町村
①生活に 元気アップ講座（調理実習・熱中症予防とらくらく体操）
②趣味や生きがいに 元気アップ講座(折紙・フラワーアレンジメント・手芸) 造－つくり－(陶、

芸・曲げわっぱ作り・急須台製作)、ワラビ採り＆灰汁抜き処理法講座、
刺し子教室、和紙あかり教室、フラワーアレンジ教室、三味線体験教室

③健康に 元気アップ講座（熱中症予防とらくらく体操 、自然観察教室、スケート）
教室

④キャリアに 英会話教室
⑤ＩＴに パソコン教室
⑥家庭教育に あいあい☆広場（乳幼児と保護者を対象とした、折紙・野菜収穫体験・お

えかき・本の読み聞かせ・食育体験・調理実習）
⑨その他 地域の伝統文化体験・元気アップ講座（中山人形絵付け体験）

しなやかウエーブ体操講座、貯筋講座、心と体のリラクゼーション講座、
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横手市 醍醐公民館市町村
①生活に 料理教室、手芸教室、キルトを作る会、男の料理教室
②趣味や生きがいに グラウンドゴルフ、書道、大正琴、太極拳、カラオケ、パソコン、囲碁
③健康に 健康教室、移動研修
⑤ＩＴに パソコンクラブ
⑦地域課題に 醍醐を語る会

横手市 沼館公民館市町村
②趣味や生きがいに 住みよい郷土づくりの集い・伝承踊り講習会
③健康に 健康体操・ニュースポーツ教室

横手市 里見公民館市町村
②趣味や生きがいに 住みよい郷土づくりの集い

横手市 大沢公民館市町村
②趣味や生きがいに 住みよい郷土づくりの集い・盆踊り講習会・しめ縄正月用飾り作り講習会
③健康に ゲートボール練習会、スマイルボウリング講習会

横手市 舘合公民館市町村
②趣味や生きがいに 住みよい郷土づくりの集い・ピアノお披露目ミニコンサート・生花教室
③健康に 健康講座（健康の駅活用 ・ニュースポーツ教室）
⑥家庭教育に おはなしいっぱい（本の読み聞かせ ・移動図書館）

横手市 大森公民館市町村
①生活に そば作り愛好会

、 、 、 、 、 、 、 、②趣味や生きがいに 俳句 短歌 手芸 パッチワーク 茶道 華道 美術 書道 日本舞踊,
新舞踊、ダンス、カラオケ等

③健康に シルバー世代の健康づくり（スマイルボーリング、グランドゴルフ）

横手市 八沢木公民館市町村
①生活に 「川と遊ぼう 「やさわぎ雪祭り」で小中学生に地域の伝統行事の伝承」、

や日常的にほとんどないイワナのつかみ捕り等を通して自然に触れ合う体
験をさせる。

②趣味や生きがいに 毎週舞踊練習、スマイルボーリング活動
③健康に 毎週スマイルボーリング、八沢木地区グラウンドゴルフ交流大会、中房地

区グラウンドゴルフ交流大会 「高齢者のつどい」で地域の高齢者の交流、
を図っている。

⑦地域課題に 「高齢者のつどい」で高齢者を対象にした交通安全や詐欺被害から身を守
る地域安全について、講師を招いて講座を開いている。

横手市 前田公民館市町村
①生活に 防災、救急救命講話会
②趣味や生きがいに 優美会
③健康に スマイルボーリング交流会 卓球教室
⑧ボランティアに 共助組織 保呂羽地区会議の活動支援

横手市 川西公民館市町村
①生活に 男の料理教室
②趣味や生きがいに パッチワークサークル

横手市 十文字公民館市町村
①生活に テーブルマナー教室、料理教室
②趣味や生きがいに 美魔女講座、観劇
③健康に マシントレーニング講座

横手市 三重公民館市町村
①生活に 料理教室、マナー講座
②趣味や生きがいに 生け花
③健康に 野球大会、バレーボール大会、運動会
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横手市 十文字西公民館市町村
①生活に 植田地区婦人講座、睦合地区婦人講座
②趣味や生きがいに ア 植田地区婦人講座、睦合地区婦人講座、創作館まつり

イ 大正琴、茶道
③健康に 植田地区健康バレーボール大会、西地区民登山、植田地区民大運動会、睦

合地区民大運動会、西地区民グラウンドゴルフ大会、睦合地区夫婦バレー
ボール大会、マラソンバスケットボール大会

⑥家庭教育に 植田地区民大運動会、睦合地区民大運動会、マラソンバスケットボール大
会

⑦地域課題に 植田地区民大運動会、睦合地区民大運動会
⑧ボランティアに 西公民館運営委員研修会「防災講座（被災地から学ぼう （※平成２４）」

年度は、東日本大震災被災地（釜石市）を訪問し、震災当日の状況や現状
を現地のガイドさんから学ぶ）

⑨その他 西公民館運営委員研修会「防災講座（被災地から学ぼう （※平成２４年）」
度は、東日本大震災被災地（釜石市）を訪問し、震災当日の状況や現状を
現地のガイドさんから学ぶ）

横手市 山内公民館市町村
①生活に 新聞紙で作るエコバック
②趣味や生きがいに 高齢者の学習（歴史）陶芸サークル・手芸サークル 山菜学習講座（山菜

の見分け法、処理方法）
③健康に ストレッチ教室、地域登山、ウォーキング、自然観察
⑥家庭教育に 小児への薬の飲ませ方講座
⑦地域課題に 人材養成講座
⑨その他 各種工場見学

横手市 大雄公民館市町村
②趣味や生きがいに 書道教室、各サークル活動（俳句、短歌、ハーモニカ、詩吟等）

横手市 吉田地区生涯学習センター市町村
①生活に 男の料理教室
②趣味や生きがいに 史跡探訪会
③健康に 健康講座
⑨その他 生涯学習教室交流会

横手市 雄物川コミュニティセンター市町村
②趣味や生きがいに 書道通信講座・高齢者学習「雄川大学」開設・年末年始伝承会・芸術文化

協会
③健康に チャレンジディ・駅伝競走大会・ちびっ子バレー教室・ニュースポーツ大

会など
⑧ボランティアに 生涯学習奨励員、公民館事業、スポーツ推進員・奨励員の事務局

横手市 大森コミュニティセンター市町村
②趣味や生きがいに 囲碁教室・踊りの団体の練習・コーラスの練習・社交ダンスの練習・卓球

の練習
③健康に 太極拳、気功、軽スポーツ

湯沢市 湯沢公民館市町村
①生活に パソコン教室
②趣味や生きがいに 自然観察会・生き生きシルバー学級・市民大学・市民作品展・茶の湯教室

・生け花教室、着物着付け教室・ハングル教室
③健康に 生き生きシルバー学級・市民大学・健康歩こう会・市民ラジオ体操の集い

・健康ウォーク
⑤ＩＴに パソコン教室
⑧ボランティアに 生き生きシルバー学級

湯沢市 山田公民館市町村
①生活に 編物教室、男の料理教室
②趣味や生きがいに 書道教室
③健康に グラウンド・ゴルフ同好会
⑥家庭教育に やまだキッズ
⑨その他 クリーンアップ(年二回)
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（２）最も地域の活性化や教育力の向上につながっている講座
①県北地区

鹿角市 花輪市民センター市町村
①講座名 鹿角ご近所の底力！『花輪の地域防災を考える会』
②時期 平成２４年１１月１０日
③趣旨 自治会を中心に連携を取り、いざというときに備えるため準備したり考え

る会
④特色 簡易炊飯体験 『命を守る２４時間キット』づくり 「災害」って？非常、、

事態に備える 講師 加賀谷七重氏、防災備蓄品展示:
⑤成果と課題 自治会や婦人会からの参加を期待したが、あまり多くなかった

鹿角市 十和田市民センター市町村
①講座名 伝統芸能継承事業
②時期 ７月～３月
③趣旨 伝統芸能の｢毛馬内の盆踊り｣、着付け、横笛講習会
④特色 毎年、十和田小、十和田中、十和田高校の児童生徒に踊りの講習会を開催
⑤成果と課題 十和田中と十和田高校では、８月２１～２３日の盆踊り本番に多数の生徒

が参加している

鹿角市 尾去沢市民センター市町村
①講座名 かなやまスクール
②時期 年間を通じて
③趣旨 小学１年生～６年生まで対象に地域の方が講師となって学習している
④特色 １、２年生昔遊び、３年生尾去沢鉱山で使用した道具、４年生地域の産業

について、５年生田植え・木工作稲刈り体験、６年生植樹・田植え・稲刈
り体験だまっこ鍋づくり

⑤成果と課題 特に子どもたちと老人のふれあいを通じて地域の歴史や生活様式について
学ぶことができる

鹿角市 八幡平市民センター市町村
①講座名 八幡平盆踊りの伝承
②時期 通年
③趣旨 盆踊りを知らない、踊れない地域住民（子どもから大人）を対象に人との

交流と融和を目的に踊り、唄、太鼓ノ講習会を開催し、各地区の盆踊りの
伝承を目指す。

④特色 地元の保育園・小中学校に講師が出向き子どもたちに盆踊りや唄、太鼓な
どを教えている。また、年々参加者が減少している各自治会の盆踊りを盛
り上げるために各自治会の若者や盆踊りを知らない方を対象に講習会を行
っている。

、 「 」⑤成果と課題 園児の成果は保育園の星祭りで披露され また昨年度は 八幡平教育の日
に小中学校全児童生徒が成果を発表した。

小坂町 中央公民館市町村
①講座名 大人の学び塾
②時期 年２～３回
③趣旨 学習活動の充実と機会の提供、地域の人材育成を図るため、人と人のつな

。がりを構築しながら豊かな地域づくりへ資する
④特色 地域の歴史や気候、産業、農業など、幅広くテーマを設定し学んでいる。

）（、、また 対象者は全町民であるが なかなか参加が少ない成人層 現役世代
に重点を置くように考慮している。

⑤成果と課題 地元地域の知られざる部分を学ぶ機会になることや、なかなか訪れること
の出来ない施設・史跡等を訪れることができる。さらに学んだ成果を地域
づくりや人材育成にも活かすことができ、学びの循環と還元を図る。学習
ニーズの把握とテーマ設定、また季節・時期的なタイミング等がなかなか
難しい。
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大仙市 強首地区公民館市町村
①講座名 生涯学習教室（手芸講座、料理教室など）
②時期 １２月～３月
③趣旨 冬期間でも室内で行える生涯学習講座を開催し、地域住民に学習の場を提

供する。
④特色 ・料理教室（通常の料理教室の他、男性を対象とした料理教室の開催）

・手芸教室（パッチワーク、小物づくりなど、地域の要望に合わせた教室
を開催）

⑤成果と課題 ・学習成果を発表する機会が乏しいこと ・毎年同じような内容の教室に。
なりやすいこと。

大仙市 中仙公民館市町村
①講座名 表装教室
②時期 ９月～３月
③趣旨 次代を担う子供たちの情操と地域性を養うために。
④特色 小学校卒業記念として、習字作品を表装加工し、永く手元に保管できるも

のを残す。
⑤成果と課題 ・現在の６年生の活動を見て、５年生が「来年は自分たちがやれる」と楽

しみにしている ・大人になったときに見かえし、初心に帰る。地域故郷。
を思う一助となる ・費用がかかる ・指導者が高齢化しつつある。。 。

大仙市 協和公民館市町村
①講座名 図書館お話会
②時期 年１０回
③趣旨 未就学児童と保護者に対して、読み聞かせ・手遊び等でふれあいの機会、

仲間作りのきっかけになってほしい。
④特色 毎月１回第３土曜日１０時から１時間程度 クリスマスシーズンにゲーム

等も加えて実施
⑤成果と課題 土曜日と云うことで、保護者が必ずしも休日ではない、価値観の多様化で

参加者が思うように集まらないことが多い。

大仙市 南外公民館市町村
①講座名 女性学級講座
②時期 随時
③趣旨 地域の女性が婦人学級主催の教室・講座を通して交流を深める。
④特色 地域の婦人学級主催によるパッチワーク、ニットサークル、舞踊の教室や

講座などを行っている。
⑤成果と課題 趣旨内容通りの成果があると考えられる。婦人学級の会員数減少など運営

が課題と考えられる。

仙北市 田沢湖公民館市町村
①講座名 田沢湖公民館まつり
②時期 ３月上旬
③趣旨 公民館を通じて活動するサークルや個人が一同に会し、情報交換や親睦を

深めながら新たな学習意欲の高揚を図ることとする。
④特色 このまつりでは、和菓子・料理・昔語り・パソコン操作とした実演等も行

う。
⑤成果と課題 分野の異なるサークル同士の情報交換や参加者達の親睦を深め生涯学習の

高揚を図ることができた。

美郷町 美郷町公民館市町村
①講座名 みさと世話好きマイスター
②時期 夏休み、冬休み
③趣旨 小学生を対象とするわくわくスクールの企画・運営
④特色 県地域マイスター養成講座修了生による独自のみさと世話好きマイスター

を立ち上げ活動。地域の物知り博士として子どもたちに学習や遊びの機会
を作っている。

⑤成果と課題 自主活動までの町の協力 地域と密接した事業展開
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平成25年度秋田県生涯学習センター調査研究事業

「知と行動が結びついた循環型社会構築に向けた公民館事業及び運営

の在り方に関する調査研究」アンケート調査について（お願い）

県内各市町村公民館用アンケート調査

※上記は、実施要項裏面と同じ文面です。

【調査項目】

Ⅰ 施設について

１ 施設の概要

〕〔名村町市）１（

〕〔名設施）２（

（３）職員数（ ）人（現業職員を除く）

①（３）のうち正職員（ ）人、非正規職員（ ）人

②（３）のうち専任 （ ）人、兼任 （ ）人

③（３）のうち常勤 （ ）人、非常勤 （ ）人

（４）主催事業の有無 （有・無）

【調査趣旨】

平成18年に教育基本法が改正され 「国民一人一人が （中略）その生涯にわたって、あらゆる、 、
機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会

の実現が図られなければならない」という生涯学習の理念が初めて明示されました。

これを受けて県では、平成23年9月に「秋田県生涯学習ビジョン」を策定し 「知と行動が結び、

ついたクリエィティブな循環型社会」の実現を目指しています。その第一歩となるのは、学んだ

ことを行動に生かす「行動人」の育成であり、本県生涯学習の目指す人間像として「すべての県

民が行動人になる」ことを掲げています。

、」「、、そこで 秋田県生涯学習センターでは 県民が 学んだ成果を行動に結びつける 気運を高め
学習した成果を波及させていくことを目指して、生涯学習･社会教育の中核施設として機能する

公民館の現状を調査し、その事業や運営の在り方について研究します。

本調査においては、県民が「学習した成果を適切に生かし 、地域の活性化や教育力を高めて」

いる事例に視点を当てて分析・考察し、より多くの実践例を紹介することで、それぞれの公民館

が持っている有益な情報の共有を図ります。

つきましては、趣旨をご理解の上、調査にご協力くださいますようお願いします。

【記入にあたって】
（１）この調査は、県教育委員会発行「平成25年度秋田県の生涯学習・文化財保護施策の概要」

に掲載されている全ての公民館及び公民館類似施設を対象として実施します。したがって本
文に表記する「公民館」とは、公民館類似施設も含むものとして回答してください。また、
職員が常駐していない施設がある場合には、お手数をおかけしますが、教育委員会事務局の
当該館担当職員の方が記入してくださるようお願いします。

（２）各公民館は、調査票を「秋田県生涯学習センターホームページ」→主催事業〔平成25年度
調査研究事業「知と行動が結びついた循環型社会構築に向けた公民館事業及び運営の在り方
に関する調査研究 〕→ダウンロード「アンケート調査票(一太郎版または 版)」から」 Word
ダウンロードして回答票を作成してください。

作成した回答済みの調査票は 「調査票回答○○公民館」のファイル名に変更し、貴教育、
委員会生涯学習・社会教育担当課に電子ファイルにて提出してください。
各市町村教育委員会生涯学習・社会教育担当課は 各公民館からの回答票を取りまとめ 集（、

計不要 、次の宛先に電子メールで送信してください。）
( は小文字のエル)回答〆切り：１０月８日（火） ｌ

sgcen002@mail2.pref.akita.jp：スレドアliam-E)(先信送 秋田県生涯学習センター

（３）回答を記入する上で、具体的な記述の量によってはページ内に収まらないこともあります
が、かまわずに記入してください。

※ 不明な点等ありましたら担当までご連絡ください。
【問合せ先】県生涯学習センター 学習情報班（高木寛）℡018 865 1171- -
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