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第３節 調査結果から

本節では、前節の調査結果から特徴的な事柄をいくつか挙げ、課題と思われる点について考察を加え

る。

１ 公民館ボランティアは生涯学習の場、多様な活躍の場を

「Ⅱ公民館ボランティアについて」の設問では、「公民館支援を主な目的とした団体グループがある」と

答えた施設が４６施設、「公民館を支援してくれる住民がいる」と答えた施設が６７施設あり、「どちらか一方

でもある」と答えた施設は８２施設（４１％）であった。その活動の内容を見てみると、花壇整備、補修・装

飾、除雪など設備環境の面で活躍している様子が見てとれた。

一方、この８２施設から寄せられた事業例９５件（p４０）と、地域の団体やグループと協力して行っている

事業例１７０件（p６６）の住民の役割で比較してみると、後者では、企画に参画していると読み取れる事例

が約半数であったのに対し、前者では１割程で、６割程度が補助的な役割とする回答であった。

また、前述８２施設のうち、「（４）②公民館ボランティアの継続・発展のために行っていることがあるか」と

いう問いに対し、「研修会を行っている」と回答した施設は１２施設（１８％）にとどまったのに対し、「特にな

し」は２９施設（４８％）にものぼった。

ボランティア活動は、ボランティアの側からすると、自己開発、自己実現の機会であるとともに、自己の学

習意欲を高める生涯学習の機会でもあるともとらえられる。施設環境の整備だけではなく、事業企画への

参画や広報作成、ＨＰ作成などさまざまな分野で活躍できる場を公民館が設定することも必要ではないだ

ろうか。そのためにも、ボランティア研修会などを開催して、ボランティアの意識や技術の向上を図ることが

大切である。

２ 利用団体・サークルにボランティア活動を提案してみよう！

今回の調査研究に関連して、「天王生活学級 グミの会」（以下 「グミの会」）の方のお話を聞くことが

できたので、紹介したい。

「グミの会」は元々は、秋田国体の民泊を受け入れた主婦たちが立ち上げたサークルで、月に１回公民

館で習い事などをしていたそうである。しかし、公民館や学校からから頼まれていろいろな手伝いをするよ

うになり、サークル全体で学校支援をはじめとするさまざまなボランティア活動をするようになった。サーク

ルの方に聞くと、あくまでも「グミの会」はボランティアサークルではなく、活動の一分野がボランティアであ

ると話してくれた。

今回寄せられた事例を見ると、施設の利用団体・サークルの協力によって公民館まつりを開催している

例も多く見られる。新しくボランティア団体を立ち上げ…、と考えるといろいろ大変なこともあるであろうが、

利用団体などに活動の一部として取り組むよう声をかけていくことによって、公民館でのボランティアを増

やしていくこともひとつの方策ではないだろうか。

例えば、施設の利用団体への利用説明会を開き、施設の利用に関する申し合わせ等を確認すると同

時に、ボランティアの研修会を同時に開催し、ボランティアの意識向上を図ってみてもいいのではないだろ

うか。来年度に向けて、生涯学習センターでは、「県庁出前講座」の中に「チョこボラのすすめ」という講座

を開設する予定である。ぜひ、活用を検討してみてほしい。
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３ ボランティアの力で、住民の視点に立った公民館運営を

県生涯学習推進本部は、「秋田県生涯学習ビジョン」を策定し、本県の生涯学習の将来像を「知と行動

が結びついたクリエイティブな循環型社会」とした。さらに、「学んだことを行動に結びつける」という点を重

視し、「すべての県民が行動人になる」ことを目指している。身近な社会教育施設である公民館等における

ボランティア活動は、学んだ成果を行動に結びつける第一歩となるだろう。

また、以前出前講座で、「新しい公共」について話をしたことがあった。その際、受講者から「金がなくな

ったからボランティアですませようというのか」という厳しいお言葉をいただいた。しかし、「新しい公共」と

は、今まで“官”が行っていた公共サービスに“民”も参画することにより、きめの細かい住民本位の公共サ

ービスに変えていくことである。裏を返せば、職員がやれるからボランティアは不要ということではなく、ボラ

ンティアなどで住民が参画することによって、よりきめの細かい住民の視点に立った公民館運営・事業運

営ができるのではないだろうか。

このようなことから、ボランティア活動の促進は、施設のためだけではなく住民のためでもあるということを

意識していく必要がある。（７）で、４０施設（２０％）が現在住民が公民館の事業や運営に関わっておらず

今後も現状維持でいいと考えていることは、大きな問題ではないだろうか。

４ やっぱり職員の意識向上が大切

（９）の学習の成果を適切に生かすことを意識して取り組んでいる事例を問う調査では、「ない」と答えた

施設が１４１施設（７１％）もあった。この結果に、ある委員からは意識が低すぎるのではないかという意見も

出された。「ない」と答えた施設でも、「ある」と答えた施設の事例を見ると自施設でもやっていると思うかも

しれない。しかし、ここで大切なのは、「意識している」か「意識していないか」である。やはり、社会教育に

携わる者として、基本法令である教育基本法を意識することは必要不可欠ではないだろうか。普段行って

いる事業の中で、少しでも学習の成果を生かすということを意識すれば、事業の進め方が変わってくるで

あろう。そのためにも、多忙ではあると思うが、職員が研修講座等に参加し自ら学ぶ機会をつくるとともに、

他市町村の事業や国・県の施策の動向など外にも目を向けていくことも重要であろう。

今回の調査では、各施設からすばらしい実践事例を数多く報告していただいた。次節に報告のあったす

べての事例を掲載しているので、ぜひ、今後の事業企画の際に参考にしていただき、住民の力を活用する

よう“チョット”でも工夫してみて欲しい。 その工夫が、住民の活動を促進し、新たな学びにつながって、「知

と行動が結びついたクリエイティブな循環型社会」の実現へとつながるとともに、地域の教育力の向上にもつ

ながっていくものと期待している。
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第4節 事例一覧

（５）貴施設では、今年度、公民館ボランティアと協力して実施する(した)事業や取組はありますか。学校支援

やその他館外で行ったものも含めてお答えください。（ｐ２６～３０）

○あると答えた場合、その取組についてお答えください。 【回答のあった事例 ９５】

市町村 秋田市 公民館 中央公民館

①事業名 幼児学級ひまわりキッズ

②協力団体名 中央公民館学習ボランティア

③協力形態 ア ④参加対象 ア

⑤具体的内容 幼児を持つ親と子の交流の場をとおして、家庭教育のあり方や子育て支援の仕方を学

習した。（開催回数：１０回）

⑥役割 企画、受付、運営 など

⑦成果 子育て中の親が孤立しないように、交流の場を創出した。

市町村 秋田市 公民館 東部公民館

①事業名 ボランティア主催事業、笑いヨガ、昔っこ語り、エコキャンドル等

②協力団体名 東部公民館ボランティア

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ ウ

⑤具体的内容 飾り付けや事業の協力

⑥役割 公民館まつり等の協力

⑦成果 ボランティア中心になって事業を行っている。（公民館人数が少ないため）

⑧課題 高齢化

市町村 秋田市 公民館 南部公民館

①事業名 ジュニアスクール

②協力団体名 南部学習ボランティア

③協力形態 イ ④参加対象 カ

⑤具体的内容 夏と冬の年２回、小学生を対象に開催。 夏は工作、冬はクリスマスケーキ作りを行う。

⑥役割 講座内容の企画と当日の運営（指導を含む）

⑦成果 夏休みの宿題などを兼ね、物作りの楽しさを学んだ。 ケーキは、出来合いの物ばかり

でなく、自分で作って初めて難しさと喜びを感じた。

⑧課題 限られた時間で、どこまで準備し、どこから作らせるかの線引きが難しい。

市町村 秋田市 公民館 北部公民館

①事業名 ジュニア教室

②協力団体名 北部公民館学習ボランティア

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 夏休み及び冬休みの児童を対象に手芸等の講座を開き、参加者同士で協力して手芸
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を完成させることで、参加者同士の交流を図る。

⑥役割 手芸の指導等

⑦成果 参加者同士やボランティア同士の交流

⑧課題 スポーツ少年団や他の子ども向けイベント増加による参加児童の減少

市町村 能代市 公民館 能代市中央公民館

①事業名 能代市公民館祭

②協力団体名 公民館ボランティアグループ「くりっぷ」

③協力形態 ア ④参加対象 オ

⑤具体的内容 公民館祭で実施した公開講座でバルーンアートの体験コーナーを設置し、来場者特に

小学生を対象に体験講座を実施した。

⑥役割 バルーンアート体験コーナーでの来場者への指導

⑦成果 小学生を対象とした関係機関のイベントと同時開催だったため、想定していた人数より

多くの小学生や親子が参加した。

⑧課題 ボランティアグループから参加できる人数が少ない。

市町村 能代市 公民館 向能代公民館

①事業名 文化祭の物品設置等の手伝い

②協力団体名 文化祭出品者

③協力形態 ア ④参加対象 イ ウ

⑤具体的内容 展示台設置，物品展示

⑥役割 一般作業

⑦成果 作業手順の効率化

⑧課題 老齢化

市町村 横手市 公民館 亀田公民館（亀田地域センター)

①事業名 ２０１２亀田地域センター夏まつり

②協力団体名 亀田婦人会、増田小学校亀田地区ＰＴＡ

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 午前中に地区ＰＴＡが花壇除草、館内の清掃のボランティアを行い、夕方から焼きそ

ば、焼きとり等の夜店の出店や、体育館での芸能発表を行う。

⑥役割 館内の清掃、夜店の販売係、調理係、チケットの販売など

⑦成果 地域内の子どもから高齢者まで幅広い世代が一緒になって協力し、夏まつりを成功さ

せた事で、地域内の交流と地域の活性化を図る事ができた。

⑧課題 スタッフの人数の確保、一般の来場者が年々少なくなってきている事から集客方法の再

考

市町村 横手市 公民館 吉田公民館

①事業名 グラウンド・ゴルフ大会

②協力団体名 横手市グラウンドゴルフ連盟吉田公民館教室、生き甲斐教室、交通安全協会吉田支部
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③協力形態 ア ④参加対象 オ

⑤具体的内容 住民同士の友好を深める趣旨の下、施設敷地内にある認定グラウンド・ゴルフ場にて大

会を開催する。（1組４、５人の組を作り、個人戦で争う）

⑥役割 事前に組合せの作成、開会式、閉会式の司会進行、受付、集計

⑦成果 個人の技術の向上や住民同士の交流が深められる場として大変良い事業であると思

う。

⑧課題 参加者の固定化が進んできている。高齢により参加できなくなってきた方が増えてきて

いるので、若い世代の方にもっと参加してもらえるような事業作りが必要だと思う。

市町村 横手市 公民館 大沢公民館

①事業名 大沢公民館草刈・清掃作業

②協力団体名 大沢老人クラブ

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 公民館周辺の草刈・清掃作業（年４･５回）

⑥役割 作業全般

⑦成果 公民館と地区住民の結びつきに作用している。

⑧課題 協力住民の高齢化

市町村 横手市 公民館 舘合公民館

①事業名 ピアノ御披露目式ミニコンサート

②協力団体名 舘合地区会議、舘合婦人会、福祉協力員、地区会議、交通安全協会、生涯学習関係

者

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 学校の廃校に伴い設置場所を探していたピアノを公民館で引き取ることとなった。もとも

と地域に縁のあるピアノであったことから、ミニコンサートを催し地区の方々にお披露目

した。

⑥役割 企画・運営全般

⑦成果 ピアノの生演奏に触れ、多くの地区の方々に感動を与えた。

⑧課題 ピアノの維持管理等（予算面での課題）

市町村 横手市 公民館 八沢木公民館

①事業名 川と遊ぼう

②協力団体名 白山地区会議、中房地区農地保全組合、公民館協力員

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ ウ

⑤具体的内容 幼児・小学生の夏休み期間に、イワナのつかみ取りや炭火焼きを通して、自然との触れ

合いを体験させる。

⑥役割 当日までの会場設営等準備（生け簀作り・参加の呼びかけ）。当日はテント設営・安全

確認作業・イワナの放流などの運営全般。運営資金の助成もいただいている。

⑦成果 自然との触れ合い、川遊びの体験、地域の交流

⑧課題 雨による川の水量が心配
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市町村 横手市 公民館 八沢木公民館

①事業名 高齢者のつどい

②協力団体名 白山地区会議、老人クラブ、舞踊会

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 地域の高齢者が一堂に会して、交通安全講話で地域の安全を確かめ合い、唄や踊りを

楽しみながら懇親を深める。

⑥役割 参加の呼びかけ（取りまとめ・集金）、芸能発表の取りまとめ、唄や踊りの出演

⑦成果 地域の高齢者の親睦を図り交流の場となっている。福祉活動に寄与できている。

⑧課題 送迎車があれば、もっと多くの参加が見込まれる。

市町村 横手市 公民館 八沢木公民館

①事業名 雪まつり、どんど焼き

②協力団体名 白山地区会議、婦人会、子供会育成会、公民館協力員

③協力形態 オ ④参加対象 ア イ ウ

⑤具体的内容 地域に伝わる冬の行事、ミニかまくらやミニ梵天製作、恵比寿俵の保呂羽山羽宇志別

神社への奉納、どんど焼きなどを体験させる。

⑥役割 当日までの会場設営等準備（かまくら作り・梵天恵比寿俵作り）。当日は餅つき体験、焼

き鳥やとん汁の提供、宝探しなどの運営全般、運営資金の助成もいただいている。

⑦成果 地域に伝わる冬の行事を体験させ、雪に対する親しみや雪国の楽しさを知ってもらい、

地域の皆さんが協力しながら交流できる場の提供

⑧課題 雪の量によって準備が大変である。

市町村 横手市 公民館 八沢木公民館

①事業名 八沢木地区ＧＧ交流大会

②協力団体名 生涯学習奨励員・公民館協力員

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 ＧＧ交流大会

⑥役割 参加の呼びかけ、当日の運営全般（受付け・審判）

⑦成果 地域の交流と親睦を図る。

⑧課題 天候によって中止の場合がある。(雷・豪雨)

市町村 横手市 公民館 前田公民館

①事業名 公共施設清掃

②協力団体名 老人クラブ・一般

③協力形態 イ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 老人クラブを主体とし地域住民が参加し、公共施設の清掃を行なった。

⑥役割 公共施設の草刈、清掃

⑦成果 公共施設を大切にする心の醸成

⑧課題 若い世代への継承
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市町村 横手市 公民館 十文字公民館

①事業名 夫婦バレー、野球大会、十文字地区町民運動会、ふれあい運動会（高齢者向け）

②協力団体名 十文字公民館協力員

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 主に体育関係の事業の審判や雑務等の補助

⑥役割 当日の運営補助

⑦成果 地域住民の交流や親睦を深めることができた。

⑧課題 生活スタイルの多様化に伴い、参加する町内会が減少してきていること

市町村 横手市 公民館 三重公民館

①事業名 夫婦バレー、野球大会、十文字地区町民運動会、ふれあい運動会（高齢者向け）

②協力団体名 十文字公民館協力員

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 主に体育関係の事業の審判や雑務等の補助

⑥役割 当日の運営補助

⑦成果 地域住民の交流や親睦を深めることができた。

⑧課題 生活スタイルの多様化に伴い、参加する町内会が減少してきていること

市町村 横手市 公民館 十文字西公民館

①事業名 第２１回十文字西地区マラソンバスケットボール大会

②協力団体名 第２１回十文字西地区マラソンバスケットボール大会実行委員会

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ ウ エ

⑤具体的内容 公民館地区内の植田地区と睦合地区の対抗のバスケットボール大会。ミニバス男女や

中学校のバスケ部、一般が植田と睦合にわかれトータルの点数で勝敗を決めます。

⑥役割 大会の運営から試合の審判を行っています。

⑦成果 小学生から大人までがバスケットボールを通して、地域の世代間の交流が図られ、地域

活性化の一役を担っている。

⑧課題 高齢化、過疎化の進行と、子どもたちの数が減少してきており、参加者の確保や地区の

対抗戦形式を維持するのが困難になると思われる。

市町村 大館市 公民館 大館市立上川沿公民館

①事業名 グランドゴルフ大会、ユニカール大会

②協力団体名 老人クラブ上川沿支部

③協力形態 イ ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 グランドゴルフ大会、ユニカール大会

⑥役割 参加者募集

⑦成果 高齢者の体力増進、引きこもり防止に役立っている。

市町村 大館市 公民館 大館市立下川沿公民館
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①事業名 地区文化祭

②協力団体名 高齢者学級、8人制バレーボールサークル

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区の文化祭

⑥役割 文化祭テーマ・装飾の飾りつけ、片付け

⑦成果 地区公民館との一体感、達成感を共有

⑧課題 他の住民の方にも協力してもらいたい。

市町村 大館市 公民館 十二所公民館

①事業名 ボランティア養成講座

②協力団体名 烏合会

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 北部老人総合福祉エリアの草刈、成章小学校、中学校の環境整備

⑥役割 使用する機材の提供、地区住民への声かけ、労力奉仕

⑦成果 地区の住民が集まって作業を行い、その後反省会を催し、交流を深めている。

⑧課題 若い人の参加が少ない。

市町村 男鹿市 公民館 船川港公民館

①事業名 清掃デー

②協力団体名 クラフト、民舞、卓球、元気体操、リフォーム、ハーモニカ、大正琴、ちぎり絵、絵手紙、

コールポート、コーラス風、盆栽教室、シェイプアップ

③協力形態 イ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 年２回、利用団体が公民館内及び敷地内の清掃をする。

⑥役割 公民館内窓ふき、敷地の草取り

⑦成果 当公民館の内外がきれいに整備され、イベント等も気持ちよく実施された。

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立秋ノ宮公民館

①事業名 秋ノ宮地区グラウンドゴルフ大会 （１０月２８日実施）

②協力団体名 秋ノ宮地区公民館運営協力員

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 老若男女を問わず、公民館区内の住民が幅広く参加し、健康の増進と地域住民の交

流と親睦を図る

⑥役割 公民館事業が円滑に実施されるための準備作業や大会当日の運営に対する支援協

力。

⑦成果 グラウンドゴルフ大会は参加者に好評のため、年々増加傾向にある。

⑧課題 現状では無し

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立秋ノ宮公民館

①事業名 秋ノ宮地区親子ピザづくり教室（１１月１８日実施）

②協力団体名 秋ノ宮地区公民館運営協力員
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③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 秋ノ宮小学校の児童を対象に、親子でコミュニケーションを図り、楽しくオリジナルピザ

をつくりおいしく食べる。

⑥役割 主催事業が円滑に実施されるための準備作業や当日の支援協力

⑦成果 親子ピザづくり教室は親子の協働作業によるコミュニケーションを図ったものであるが、

児童２１名とその保護者の参加により大変好評に終える事ができた。

⑧課題 初めての事業だったが、混乱もなくスムーズに実施することが出来た。

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立秋ノ宮公民館

①事業名 秋ノ宮地区混成バレーボール大会 （１２月１６日実施予定）

②協力団体名 秋ノ宮地区公民館運営協力員

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 公民館区内の青壮年者を対象に参加者を募り、健康の増進と地域住民の交流と親睦

を図る。

⑥役割 主催事業が円滑に実施されるための準備作業や当日の大会運営に対する支援協力。

⑦成果 バレーボール大会は公民館運営協力員の呼びかけにより、昨年同様の参加チームが

集まり、例年同様盛り上がると思われる

⑧課題 団体戦競技大会の事業は、高齢化に伴いチーム編成が困難な状況になりつつある。

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立小野公民館

①事業名 恒例 グランドゴルフ大会

②協力団体名 公民館協力員

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区内にグランドゴルフ参加のチラシ配布、参加者から参加費５００円（参加賞で全て

使用）徴収、午前中の３時間位でグランドゴルフ実施、順位を決めて賞品授与する。（生

涯学習課もち）

⑥役割 グランドゴルフ大会の運営全般

⑦成果 地域のグランドゴルフ愛好者の毎年一回であるが楽しみや、交流の場になっている。実

施場所の近くの人が多いのが特徴。

⑧課題 毎年新しい人の参加が少なく同じメンバーになりつつある。

市町村 由利本荘市 公民館 中央公民館

①事業名 本荘地区ソフトボール大会

②協力団体名 公民館運営協力員

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 町内対抗のソフトボール大会

⑥役割 前日の会場設営や当日の運営補助

⑦成果 本荘地区町内住民の親睦が深まる。

⑧課題 協力員が年々減っていること
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市町村 由利本荘市 公民館 子吉公民館

①事業名 公民館行事全般

②協力団体名 子吉公民館長連絡協議会

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 町内対抗の行事（卓球・球技・グランドゴルフ）

⑥役割 町内の運営の全般を任せている。

⑦成果 町内の親睦を深める。

⑧課題 任期が１年のため、継続性がない。

市町村 由利本荘市 公民館 小友公民館

①事業名 小友地区文化祭

②協力団体名 町内公民館長連絡協議会、公民館運営協力員、旧婦人会会員、柔道スポ少親の会等

③協力形態 ア ④参加対象 イ オ

⑤具体的内容 小学生柔道大会、作品展示、演芸発表、食堂、出店等

⑥役割 各部門に配置し、それぞれ準備から進行、後片付けまで行う。

⑦成果 地区住民の親睦や世代間・町内間の交流と地区公民館事業への理解と積極的な参

加。

⑧課題 以前、婦人会等の各団体が積極的に行ってきていたが、現在は婦人会が消滅し、旧会

員から食堂開設や演芸出演していただいている。しかし、高齢となりその後継人もいな

い。また参加者（来場者）も年々減少傾向にあるため、内容を変更するなど今後検討し

ていく必要があると思われる。予算はほとんど無く内容構成が非常に大変である。

市町村 由利本荘市 公民館 石沢公民館

①事業名 石沢地区・小学校合同大運動会

②協力団体名 町内公民館長連絡協議会、公民館運営協力員

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 石沢地区住民と石沢小学校との合同での運動会

⑥役割 各担当に役割分担し、それぞれ準備、進行、片付けまで

⑦成果 地区住民ならびに小学生らが一堂に会して、様々な競技をすることによって、健康の増

進と親睦を深める。

⑧課題 農繁期中の開催であることや各町内から参加者を集めることが年々困難になってきて

おり来年度は開催しないことが既に決定されている。地区住民が気軽に参加できる運

動会に代わる新たな催しを現在は検討中である。

市町村 由利本荘市 公民館 石沢公民館

①事業名 石沢地区球技大会

②協力団体名 町内公民館長連絡協議会、公民館協力員

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 石沢地区住民によるスポーツ大会（男性ソフトボール、女性バレーボール）
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⑥役割 各担当に役割分担し、それぞれ準備、進行、片付けまで

⑦成果 地区住民が一堂に会して、様々な競技をすることによって、健康の増進と親睦を深め

る。

⑧課題 人口減少や少子高齢化により参加人数が年々少なくなってきているが人数の多い町内

から複数チームを出してもらったり、年齢制限を緩和したりして対応している。

市町村 由利本荘市 公民館 南内越公民館

①事業名 夏祭り

②協力団体名 南内越コミュニティ振興会、夏祭り実行委員会、地区青年有志、県立大学生、内越保

育園

③協力形態 エ ④参加対象 イ ウ

⑤具体的内容 保育園、夏祭り実行委員会、南内越コミュニティ振興会の共催による夏祭り、ラウンドゴ

ルフ大会、演芸発表、抽選会、出店 等

⑥役割 各担当毎に役割分担し、それぞれ準備、進行、片付けまで

⑦成果 青年団体、県立大学生の地域貢献、園児からお年寄りまで幅広い世代間の交流促進

⑧課題 人員の確保が最大の課題。夏祭り実行委員会の主催者が代変わった時に、引き継ぐ人

がいるかが懸念されている。

市町村 由利本荘市 公民館 北内越公民館

①事業名 北内越地区運動会

②協力団体名 公民館長連絡協議会、社会体育推進員、公民館運営協力員、地域振興会、婦人会等

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 北内越小学校と共同での運動会（綱引き、長縄、リレー等）

⑥役割 各担当に役割分担し、それぞれ準備、進行、片付けまで

⑦成果 運動会を通じて、地域住民同士の交流を促進し、連帯感の創出を図る。また、住民の

健康づくりの一環となることが期待できる。

⑧課題 来年度から小学校の閉校に伴い、北内越地区だけの運動会となるため、子どもたちや

その父兄の方々の参加者が減少することが懸念される。

市町村 由利本荘市 公民館 松ヶ崎公民館

①事業名 松ヶ崎地区文化祭

②協力団体名 公民館長連絡協議会、社会体育推進員、公民館運営協力員、振興会、婦人会等

③協力形態 ア ④参加対象 オ

⑤具体的内容 地区住民の学習成果を発表する作品展示（写真・絵・書・手芸等）、サークル発表（歌・

踊り）、講演会・健康料理の試食と展示、各種売店、婦人会食堂、地元小学生・保育園

児の作品展示

⑥役割 会場の設営・撤去、各種ブースのスタッフ

⑦成果 地区住民の世代を超えた交流の場として、また、学習発表の成果を広く周知できる。

⑧課題 人口減少や高齢化による規模の減少。また、小学校統合（Ｈ２６年度より）により、小学

生の作品展示の手法を考えなければならない。
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市町村 由利本荘市 公民館 東由利公民館

①事業名 東由利スポーツ祭

②協力団体名 地域自治会体育係、中学生ボランティア

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 運営係員等

⑥役割 地域参加者の繰り出し、各種係

⑦成果 住民参加率の向上、スタッフ不足の解消

⑧課題 参加者の減少

市町村 大仙市 公民館 大曲公民館(生涯学習課内)

①事業名 俳句大会

②協力団体名 大仙市俳句懇話会大曲支部

③協力形態 イ ④参加対象 ア イ ウ

⑤具体的内容 俳句を通して文学に親しみ、地域における生涯学習の推進と、芸術文化の創造発展を

図る。具体的には、毎年１１月の市大会と翌１月の支部大会を開催するため、支部会員

が積極的に企画・運営に携わり開催する。

⑥役割 ・１１月の市大会においては、大曲支部会員含む｢大仙市俳句懇話会」の役員が、翌１

月の支部大会では大曲支部会員が中心となり、大会の企画・運営を行う。

・選者・分担評者の選定、賞品の決定、大会当日の運営にあたる。

・投稿された句をまとめた句稿集を作成し、投稿者が作品を互選して、互選賞を決める

ほか、選者（３名）による選者選などの表彰を行う。

⑦成果 １０月の市大会において、俳句愛好者の高齢化等の理由で投句者数は年々微減して

いるが、愛好者の強い創作意欲に支えられ投句数は横ばいを維持することができた。

⑧課題 ・現在、事務局は生涯学習課にあるが、将来的には俳句懇話会による自主運営に繋げ

る。

・大会参加者から参加費を徴収し、経費のほとんどの部分は参加費でまかなわれてお

り、また、大会運営もすでに予算を削減し低予算の中行っているため、今後一層市予算

が縮減された際は大会そのものの開催が困難になることが懸念される。

・新たな愛好者が育たず高齢者の会になりつつある現況から新人の発掘が必要であ

る。

市町村 大仙市 公民館 大曲公民館(生涯学習課内)

①事業名 短歌大会

②協力団体名 大仙市短歌大会実行委員会

③協力形態 イ ④参加対象 ア イ ウ

⑤具体的内容 叙情味あふれる短歌づくりを通して、文学に親しみをもち、心豊かな芸術文化の普及と

振興を図ることを目的に開催する。具体的には、毎年１０月に大会を開催するため、実

行委員会の開催や選者・分担、賞品の発注などにあたる。

⑥役割 ・市内愛好者による実行委員会を組織し、大会の企画・運営を行う。
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・選者・分担評者の選定、賞品の決定、大会当日の運営にあたる。

・投稿された句をまとめた句稿集を作成し、投稿者が作品を互選して、互選賞を決める

ほか、選者（３名）による選者選などの表彰を行う。

⑦成果 大仙市誕生の１８年度から開催されH２４年度で７回目。市内の愛好者等を参加対象と

しており、市内各地域の愛好者、同行会員の交流の場としても機能している。参加者数

全体としては横ばい状態であるため、21年度からは、参加対象を市内の学校に在学す

る学生にも拡げ各高校に募集要項を配布し愛好者の底辺拡大を目指している。

⑧課題 ・「運営」に関する課題…今後一層縮減が予測される市予算

・「大会」に関する課題…投稿者が横ばいであるため、次のことが挙げられる。他地域で

開催されている類似大会との差別化（大仙市ならではの特色など）、参加者の高齢化に

より今後一層の投稿減が予測されることから愛好者の底辺拡大のため高校生への参加

の呼びかけの継続

市町村 大仙市 公民館 大曲公民館(生涯学習課内)

①事業名 西山環境整備

②協力団体名 西山山野草共生会

③協力形態 ア ④参加対象 ア

⑤具体的内容 身近に多くの湿性植物を観察できる中沢湿原の保護と植生活動を通して、環境保護の

意識向上や会員相互の親睦を図る。また、年に一度県内の先進地視察を実施し、希少

な植物や優れた保護活動の取り組みを学ぶことで地元の自然保護活動に反映されて

いる。

⑥役割 ・通年…中沢湿原環境整備・管理 → 湿原周辺や散策の木道近辺の草刈り

・６月…視察研修（視察先の決定・連絡調整など）

⑦成果 草刈り等環境整備は、湿原という地質上原生植物が群生しているため、希少価値の高

い原生植物を誤って伐採してしまうというリスクが懸念されるが、専門的な見識力のある

会員から作業にあたっていただくことで、安全に景観の保全・整備いただくことができ

た。

⑧課題 ・木道が経年劣化により損傷が激しい箇所があり、通常の環境保全にあたっている会員

だけでは全体の修繕を行うことができないため、市の管理担当課である都市管理課に

対し予算を含め早急な対応が求められている。

・現在、個々の環境整備時の庶務手続きは市で行っており、会員は実地の作業のみを

行っているため、今後は庶務も含め本会が自主的に運用され、地元の優れた自然環境

を保全していく団体となり得るよう働き掛けていかなければならない。

市町村 大仙市 公民館 大曲公民館(生涯学習課内)

①事業名 高齢者大学

②協力団体名 大曲高齢者大学学友会

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ ウ

⑤具体的内容 高齢化社会に適応する学習活動を定期的に行い、健康でゆとりある老後をおくるきっか

けとしていただけるよう様々なテーマを設け各種講座を開催する。具体的には５月から
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翌３月の修了式まで全８回、講演会や健康体操、スポーツレクリエーション等を開催す

る。

⑥役割 ・受講希望者のとりまとめ

・当日の受け付け場所と会場設営、進行、撤去など

⑦成果 受講者の高齢化等の理由により受講生の減少が続いていたが、高齢者の学習ニーズ

は依然として高く、また、受講生の交流の場ともなるなど受講生の口コミにより、新規の

受講生は増加した。

⑧課題 ・受講者の高齢化による、受講生の減少、新規受講生の獲得が必要。

・運用に関わる人件費については、既に当事業は会員の会費により運営されていて、こ

れ以上のコスト削減は不可能であるため、市予算が縮減されると開催が困難に。

・一部にマンネリ化も伺えるため昨今の地域ニーズを探り、新たなテーマに則した講座

の検討が必要。

市町村 大仙市 公民館 大曲公民館(生涯学習課内)

①事業名 三世代交流事業(三世代交流地区民グラウンド・ゴルフ)

②協力団体名 曲陽親子会

③協力形態 ア ④参加対象 アイ

⑤具体的内容 東大曲小学校区の住民を対象に、親子だけの枠に留まらない地域全体の幅広い年代

の交流を図ることを目的に、親子会に協力を依頼してグラウンド・ゴルフ大会を開催す

る。児童と親、祖父母が１チームとなって行う団体戦や、各世代で表彰を行う個人戦な

どの種目を行い、各世代が楽しみながら交流を深めることができた。

⑥役割 ・参加者のとりまとめ

・当日の受け付け場所と会場設営、進行、撤去など。

⑦成果 幅広い年代の地区住民がグラウンド・ゴルフを通じ交流できたことは、子どもたちだけで

なく保護者や近隣住民とのコミュニケーションが図られ、人と人との関わりが希薄なもの

になりがちな現代社会において地域コミュニティ形成という点で極めて重要な効果が得

られたと言える。また、地域に住む寿民同士がお互い顔と顔を合わせ交流したことは、

地域全体で子どもたちを見守ることにも繋がるものであったと言える。

⑧課題 近年の少子化や学校の統廃合など、子どもたちを取り巻く環境は大きな変革の真っ只

中にあるため、事業の対象区域及び対象者範囲の見直しなど、情勢に合わせ臨機応

変に転換していくことが必要である。

市町村 大仙市 公民館 大曲公民館(生涯学習課内)

①事業名 太極拳教室

②協力団体名 大曲武術太極拳協会

③協力形態 ア ④参加対象 アイウ

⑤具体的内容 ゆったりとした動きで個人個人の体力に応じて行う太極拳をとおしての体力づくりや受

講者同士の交流を目的に開催。具体的には毎週火曜日、大曲武道館を会場に開催。

⑥役割 ・実技指導

・参加者受付及び参加費の徴収、実技指導中の指導助手
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・閉講式開催時（１０月９日）における修了証の交付

⑦成果 健康で生きがいのある生活を送ることができるよう、太極拳を通じた基礎体力の向上だ

けでなく、参加者同士が同じテーマの元に集うことで、自然に交流が図られるなど、一

層の市生涯学習振興がなされた。

⑧課題 ・これまで市より講師謝金を支払って開催いただいていたが、来年度からはその謝金も

含め完全に参加者の参加料の範囲で運営することで現在調整している。

・本事業の内容が単年で完結されるものではなく、翌年以降も引き続き受講してもらうこ

とで一層の効果が期待できるものであることからリピーター率の向上、教室開催期間以

外には自宅でも継続いただけるようなケアが必要である。

市町村 大仙市 公民館 大曲公民館(生涯学習課内)

①事業名 花壇整備（公園含む）

②協力団体名 大曲花いっぱい運動の会

③協力形態 ウ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 花を育て慈しむ心を通して家庭の融和を図るとともに、心の通う明るい地域づくりを目指

す。具体的には産業展示館、ペアーレ大仙の玄関前プランターの植裁と管理、桂公園

内の花壇への植裁と管理にあたり、花壇先進地の視察研修を行うなど精力的に活動し

ている。

⑥役割 ・主に桂公園の花だんの手入れや、産業展示館や花火通りへのプランターの設置を行

う。

・管理に関しては、班毎に交替しての水やりや、時期を見ての追肥、消毒、草取り等

・春と秋には研修会を行い、県内の先進地を訪ね、情報交換などを行う。

⑦成果 会員数こそ減少傾向にある中、作業日回数が増加したにも関わらず、軒並み例年同数

程度の参加があり、参加者の延べ人数は増となったことからも、会員個々の地域環境美

化に対する意識の高揚・会員としての責任感の醸成が着実に実を結んできていると言

える。

⑧課題 ・会員の固定化や高齢化等の理由から人数そのものは減少傾向にある

・予算に関して、既に「大曲花の会」が中心となって運動を推進しており、会計などの事

務も団体へ委譲、運用に関する人件費もほとんど全てボランティアで行われているため

今後一層の市予算が縮減になると活動が維持できなくなることが懸念される。

市町村 大仙市 公民館 生涯学習課花館公民館

①事業名 公民館まつり

②協力団体名 公民館利用サークル、団体、地区子ども会育成連合会、若者有志、地域住民有志

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 各サークル団体の作品の展示や演芸発表。地域住民による直売会や子ども会による模

擬店

⑥役割 各サークル団体は作品の展示や演芸発表、会場の設営・撤去作業、模擬店の担当

⑦成果 趣味や特技を活かすことができ、団体の励みになる。地域住民が作品やステージ発表

の鑑賞に親しみ、心の豊かさを育むと共に、コミュニケーションの場となり、地域が活性
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化する。

⑧課題 中高年の方々が中心となっているので、次の世代の育成が必要となる。

市町村 大仙市 公民館 大仙市立土川地区公民館

①事業名 土川一周駅伝大会（但し今年度は参加チーム不足により中止）

②協力団体名 公民館（地区館の運営協力委員）が声かけをした複数の住民

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 第３８回土川一周駅伝大会には直前まで、実行運営会議への出席や選手の確保など、

運営に協力してもらいました。

⑥役割 地域に密着した運営を行い住民相互の交流の潤滑剤となる。

⑦成果 地域に住む人々が協力して事業を行うことにより、住民の孤立化を防いだり心のつなが

りが強くなる。また地域の良さや問題点を発見したり、対策を考える契機になる。

⑧課題 少子高齢化が進み、高齢者の増加に対して若い力が不足していること

市町村 大仙市 公民館 大沢郷地区公民館

①事業名 生涯学習講座（冬期講座）

②協力団体名 大沢郷地区公民館運営協力委員会

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 手工芸・料理等の講習、講話会、映写会

⑥役割 実施内容の企画、運営

⑦成果 厳しい過疎化直面している当地で特に冬期は交流が少ないため、住民の交流をして生

涯学習で生きることの楽しみと活力に資する。

⑧課題 若い住民のボランティアが少なくなってきたこと

市町村 大仙市 公民館 大仙市中仙公民館

①事業名 蛍観察会

②協力団体名 県自然観察指導員

③協力形態 ウ ④参加対象 イ ウ

⑤具体的内容 ホタルの生態を観察しながら自然保護の気運を高める。

⑥役割 蛍に関しては観察指導員による解説や案内、個人としては周辺住民の環境整備

⑦成果 こどもの情操教育、自然保護意識の醸成

⑧課題 児童生徒の減少により事業の継続が危ぶまれる。

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市中央公民館

①事業名 「バターもち」ベター(BETTER)プロジェクト

②協力団体名 一般市民

③協力形態 ア ④参加対象 ア

⑤具体的内容 「バターもち」のルーツや人気の秘密を探りながら、体験活動や学習体験を実施する。

秋田北鷹高等学校家庭クラブの活動をボランティアとともに支援する。

⑥役割 研究活動する過程の中で、「バターもち」の作り方や作られるようになった背景などをレ
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クチャーしてもらうとともに、高校生と意見交換してもらった。

⑦成果 昔から家庭で作られてきた「バターもち」の作り方を聞くことにより、研究活動の一助とな

った。

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市中央公民館

①事業名 「高校生といっしょに手作りキャンドルデー」

②協力団体名 高校生・一般市民

③協力形態 ア ④参加対象 カ

⑤具体的内容 高校生のボランティアと小学生が一緒に、使用済みのロウソクを再利用しエコキャンドル

作りをする。

⑥役割 事業が円滑に進むように、外から手助けをする。この事業にあっては、寺院から使用済

みのロウソクを譲り受けるなどの協力も依頼した。

⑦成果 小学生と高校生がコミュニケーションをとりながら楽しく実施できた。また、公民館利用の

少ない小学生や青少年層に参加してもらうことによりＰＲできたと感じる。

⑧課題 中学生、高校生の体験活動を増やし、地域住民との関わりを深めるために、他部署・機

関とのネットワークが必要となる。

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市七座公民館

①事業名 三部落（今泉・前山・黒沢）運動

②協力団体名 七座婦人会・三部落自治会長

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地域住民の親睦と交流を目的とした公民館管内三部落の運動会

⑥役割 参加人数のとりまとめや当日の役割分担

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市坊沢公民館

①事業名 地区レクリエーション

②協力団体名 ユニカール協会坊沢支部

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地域のスポーツレクリエーションとしてユニカール大会の実施

⑥役割 大会運営全般

⑦成果 スムーズな進行、技術の向上（初心者への指導）

⑧課題 経験者と初心者のバランスがとれたチーム編成が必要。力の差があり過ぎると苦情が出

る。

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市沢口公民館

①事業名 新春交流会・ワイワイ文化祭

②協力団体名 保育園・小中学校・公民館を利用する各サークル

③協力形態 ア ④参加対象 イ ウ

⑤具体的内容 新春交流会…地域住民が集い親睦を深める。

ワイワイ文化祭…保育園、小中学校、地域住民の演示発表
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⑥役割 演示発表、展示作品の提供

⑦成果 地域の活性化およびコミュニケーションが図られる。

⑧課題 他行事との競合

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市森吉公民館

①事業名 歌声サロン、ママと子の交流広場

②協力団体名 峠のシルバー５、にじいろぱれっと

③協力形態 ア ④参加対象 イ オ

⑤具体的内容 歌の指導、本の読み聞かせ指導及び母親への育児助言

⑥役割 交流の場とし、仲間をつなげる。

⑦成果 講座の開発

⑧課題 参加者、受講生の増加

市町村 北秋田市 公民館 阿仁公民館

①事業名 わんぱくクラブ「川遊び」

②協力団体名 阿求道会（あくどうかい）

③協力形態 ア ④参加対象 カ

⑤具体的内容 公民館主催の事業である川遊びの補助員として参加してもらった

⑥役割 川遊びの見守り

⑦成果 世代間の交流

⑧課題 支援ボランティアの高齢化と協力者の減少傾向

市町村 仙北市 公民館 田沢湖公民館

①事業名 生保内節盆踊り

②協力団体名 一般市民

③協力形態 イ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 チラシ作成や配布、連絡調整など事業全般の補助

⑥役割 会場設営及び撤去作業など

⑦成果 地域住民の協力により盛会となり、次年度への期待が高まった。

⑧課題 ・事業（行事）に対する地域の理解と協力を更に得る必要がある。

・積極的な呼びかけが必要である。

市町村 仙北市 公民館 角館公民館

①事業名 童謡を楽しむ集い

②協力団体名 北浦コーラス会員

③協力形態 ウ ④参加対象 ア ウ エ

⑤具体的内容 主催団体（北浦コーラス）の実施事業に対し、事務補助と運営協力。

⑥役割 事業実施

⑦成果 地域の活性化

⑧課題 継続性の問題
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市町村 仙北市 公民館 角館公民館

①事業名 大人の「ぬり絵サロン」

②協力団体名 角館公民館サポーターの会会長

③協力形態 ア ④参加対象 ウ エ

⑤具体的内容 コーヒー、お茶を飲みながらぬり絵の体験

⑥役割 事業の企画及び講師

⑦成果 公民館に対する認知度の向上

⑧課題 参加者の増加

市町村 小坂町 公民館 中央公民館

①事業名 大人の学び塾、リフレッシュママ講座、学校支援 、子育て学習会

②協力団体名 チョこボラ

③協力形態 ア エ ④参加対象 ウ オ

⑤具体的内容 学校支援は学校から求められたもののみ（今年度はスポーツテスト補助） 講座の内容

について相談

⑥役割 講座の企画や準備・託児

⑦成果 町民のニーズにより近づけるのではないかと考えている。事業についての周知、ＰＲ

⑧課題 人から人へ、参加者もボランティアも広がって行くことを期待しているが、なかなかむず

かしい。積極的に関わる人は、公民館事業以外にもいろいろな活動をしていて、忙しい

人が多い。 またボランティアが活躍できる場を十分に提供できていない。

市町村 三種町 公民館 山本公民館

①事業名 第２回 山本公民館まつり

②協力団体名 山本公民館自主学習講座２５講座・地域学級２学級

③協力形態 イ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 「山本公民館まつり～みんなが元気！心ふれあう公民館～」をテーマに作品展示とステ

ージ発表を行います。

⑥役割 館内の飾り付け準備、ステージ発表の繰り出し、来館者のための駐車場係、お茶のサ

ービス、作品展示のパネル準備・後片付けなど

⑦成果 第１回山本公民館まつりが昨年行われました。皆さんの協力で成功裡に終えることがで

きました。今年も引き続き行いたいという講座代表の方々の意気込みがありますので、

地域が元気になることを期待しています。

⑧課題 参加する方々がかたよってしまうこと

市町村 三種町 公民館 八竜公民館

①事業名 県立図書館出前研修会

②協力団体名 ｢はみんぐ｣

③協力形態 イ ④参加対象 ア カ

⑤具体的内容 書架の整理と面展示、テーブル展示、カウンター周辺の改善等
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⑥役割 参加対象者への周知、会場準備等

⑦成果 研修会を通して、グループ会員等の交流と相互研鑽が図られ、また図書業務に関する

情報交換や会員のスキルアップの場になっている。

⑧課題 参加者の減少と高齢化

市町村 八峰町 公民館 八峰町公民館

①事業名 読み聞かせ

②協力団体名 読み聞かせの会「かもめ」

③協力形態 ウ ④参加対象 カ

⑤具体的内容 乳幼児健診の際に絵本の読み聞かせ（ブックスタート）、保育園・小学校での読み聞か

せ（読書活動支援）

⑥役割 読み聞かせボランティア

⑦成果 親子の絆を深める。想像力を育む。本への抵抗を無くする。心の情操教育。小学生は

読んでもらう絵本から、自分で読みたい児童文学へ移行。

市町村 五城目町 公民館 内川公民館

①事業名 グラウンドゴルフ大会

②協力団体名 福祉員、町内会長

③協力形態 ア イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 芝生広場の完成を記念し、地区住民総参加によるグラウンドゴルフ大会を開催

⑥役割 大会準備や運営への協力

⑦成果 福祉員の呼びかけで老人の参加が容易になった。

市町村 五城目町 公民館 大川地区公民館

①事業名

②協力団体名

③協力形態 ④参加対象

⑤具体的内容

⑥役割 福祉員、町内会長

⑦成果 福祉員の呼びかけで老人の参加

市町村 五城目町 公民館 馬川地区公民館

①事業名 チビっ子の赤十字体験、雪の祭典、男の料理教室

②協力団体名 社会福祉協議会、高崎老人クラブ、郷土料理研究家

③協力形態 ア イ ④参加対象 ウ オ

⑤具体的内容 災害時の炊出、年配の男性へのレシピを増す。子どもと老人のふれあい

⑥役割 知識の披露、安全管理

⑦成果 和と輪

⑧課題 予算の不足
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市町村 八郎潟町 公民館 八郎潟町公民館

①事業名 八郎潟町産業・芸術文化祭

②協力団体名 八郎潟町生涯学習奨励員協議会

③協力形態 ア ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 来場者の受付（チラシ等の配布と会場案内）、出演者の案内、舞台設営の協力。

⑥役割 来場者の受付（チラシ等の配布と会場案内）、出演者の案内、舞台設営の協力。

⑦成果 職員の手が届かないサービスを来場者及び出演者に提供することができた。

⑧課題 ボランティアの固定化。事業実施日当日のボランティアの為、ボランティア自身が事業

に参加できない。

市町村 八郎潟町 公民館 八郎潟町公民館

①事業名 中鉢聡テノールリサイタル

②協力団体名 八郎潟町公民館専門部

③協力形態 ア ④参加対象 オ

⑤具体的内容 来場者の受付（チラシ等の配布と会場案内、入場券の販売や半券もぎり）、来場者の駐

車場案内、客席への誘導

⑥役割 来場者の受付（チラシ等の配布と会場案内、入場券の販売や半券もぎり）、来場者の駐

車場案内、客席への誘導

⑦成果 職員の手が届かないサービスを来場者に提供することができた。

⑧課題 ボランティアの固定化

市町村 大潟村 公民館 大潟村公民館

①事業名 おはなしワールド

②協力団体名 図書ボランティア「コロポックル」

③協力形態 オ ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 小学校で読み聞かせを実施

⑥役割 読み聞かせやブックトーク

⑦成果 子どもたちに本の楽しさを共有したり体験させる。

⑧課題 特になし

市町村 羽後町 公民館 西馬音内公民館

①事業名 住民運動会

②協力団体名 町内会役員、地域振興会役員、商店会、集落ごとのチーム代表・役員

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 子どもからお年寄りまで地域の全住民を対象とした住民運動会

⑥役割 企画、運営全般

⑦成果 地域の住民同士のつながりを掘り起こし、再確認できる機会

⑧課題 子どもの数が減っていることもあり、参加人数が年々減少している。



- 59 -

市町村 羽後町 公民館 羽後町立三輪公民館

①事業名 第４９回三輪地区住民野球大会

②協力団体名 第４９回三輪地区住民野球大会実行委員会

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 行政区対抗の野球大会を実施

⑥役割 参加選手の確保・大会運営

⑦成果 行政区間・各世代間の交流、健康増進

⑧課題 参加者・参加チームの減少、他行事との開催時期が重なる。

市町村 羽後町 公民館 羽後町立三輪公民館

①事業名 第６２回三輪地区住民運動会

②協力団体名 第６２回三輪地区住民運動会実行委員会

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 行政区対抗の運動会を実施

⑥役割 参加選手の確保・大会運営

⑦成果 行政区間・各世代間の交流、健康増進

⑧課題 熱中症対策

市町村 羽後町 公民館 羽後町立三輪公民館

①事業名 第４７回三輪地区８人制バレーボール大会

②協力団体名 第４７回三輪地区８人制バレーボール大会実行委員会

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 ２０歳以上の女性による８人制バレーボール大会を実施

⑥役割 参加選手の確保・大会運営

⑦成果 行政区間・各世代間の交流、健康増進

⑧課題 なし

市町村 羽後町 公民館 羽後町立三輪公民館

①事業名 町民憲章

②協力団体名 町民憲章三輪支部委員会

③協力形態 エ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 郷土文化の継承・成人、青少年の交流活動・老人を敬う活動に経費を支援

⑥役割 事業評価等

⑦成果 町民憲章の推進

⑧課題 今後の在り方（経費を支援するだけの団体となっている）

市町村 羽後町 公民館 羽後町立三輪公民館

①事業名 子どもを守る会

②協力団体名 三輪子どもを守る会
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③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 子どもたちを事故や犯罪から守る。

⑥役割 見守り活動

⑦成果 子どもたちを事故や犯罪から守る。

⑧課題 見守り活動者の減少

市町村 羽後町 公民館 羽後町立新成公民館

①事業名 町民憲章

②協力団体名 町民憲章新成支部委員会

③協力形態 エ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 体力づくり・青少年の健全育成・健康増進の支援

⑥役割 事業評価等

⑦成果 町民憲章の推進

⑧課題 今後の在り方（経費を支援するだけの団体となっている）

市町村 羽後町 公民館 羽後町立新成公民館

①事業名 第５２回新成地区住民体育大会

②協力団体名 第５２回新成地区住民体育大会実行委員会

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 行政区対抗の運動会を実施

⑥役割 参加選手の確保・大会運営

⑦成果 行政区間・各世代間の交流、健康増進

⑧課題 なし

市町村 羽後町 公民館 羽後町立新成公民館

①事業名 第３９回新成地区早朝マラソン大会

②協力団体名 第３９回新成地区早朝マラソン大会実行委員会

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 早朝マラソン大会

⑥役割 運営

⑦成果 健康増進

⑧課題 参加者の減少

市町村 羽後町 公民館 羽後町立新成公民館

①事業名 第３２回新成地区元旦マラソン大会

②協力団体名 第３２回新成地区元旦マラソン大会実行委員会

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 元旦マラソン大会

⑥役割 運営

⑦成果 健康増進
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⑧課題 参加者の減少

市町村 羽後町 公民館 羽後町立新成公民館

①事業名 第５１回新成地区８人制バレーボール大会

②協力団体名

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 ８人制バレーボール大会

⑥役割 運営

⑦成果 健康増進

⑧課題 参加者の減少

市町村 羽後町 公民館 羽後町立新成公民館

①事業名 新成子どもを守る会

②協力団体名 新成子どもを守る会

③協力形態 ウ ④参加対象 カ

⑤具体的内容 事故や犯罪から子どもたちを守る・環境整備

⑥役割 子どもの見守り活動、子ども１１０番の旗設置

⑦成果 事故・犯罪防止

⑧課題 学校統合により見守り活動がやりにくい。見守り活動をしてくれる人の減少

市町村 羽後町 公民館 羽後町立明治公民館

①事業名 町民憲章

②協力団体名 町民憲章明治支部委員会

③協力形態 エ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 史跡保存と整備・健康増進とスポーツ振興・郷土史資料収集と保存の支援

⑥役割 事業評価等

⑦成果 町民憲章の推進

⑧課題 今後の在り方（経費を支援するだけの団体となっている）

市町村 羽後町 公民館 羽後町立明治公民館

①事業名 第５３回明治地区住民体育大会

②協力団体名 第５３回明治地区住民体育大会実行委員会

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 行政区対抗の運動会を実施

⑥役割 参加選手の確保・大会運営・事務

⑦成果 行政区間・各世代間の交流、健康増進

⑧課題 なし

市町村 羽後町 公民館 羽後町立明治公民館

①事業名 第４９回明治地区８人制バレーボール大会
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②協力団体名 明治地区スポーツ振興委員会

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 ８人制バレーボール大会

⑥役割 運営

⑦成果 健康増進

⑧課題 なし

市町村 羽後町 公民館 羽後町立明治公民館

①事業名 明治子どもを守る会

②協力団体名 明治子どもを守る会

③協力形態 ウ ④参加対象 カ

⑤具体的内容 事故や犯罪から子どもたちを守る・環境整備

⑥役割 子どもの見守り活動、子ども１１０番の旗設置

⑦成果 事故・犯罪防止

⑧課題 学校統合により見守り活動がやりにくい。見守り活動をしてくれる人の減少

市町村 羽後町 公民館 元西公民館

①事業名 住民運動会

②協力団体名 町内会役員、集落ごとのチーム代表・役員

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 子どもからお年寄りまで地域の全住民を対象とした住民運動会

⑥役割 企画、運営全般

⑦成果 地域の住民同士のつながりを掘り起こし、再確認できる機会

⑧課題 子どもの数が減っていることもあり、参加人数が年々減少している。

市町村 羽後町 公民館 田代公民館

①事業名 住民運動会

②協力団体名 地域振興会役員、集落ごとのチーム代表・役員

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 子どもからお年寄りまで地域の全住民を対象とした住民運動会

⑥役割 企画、運営全般

⑦成果 地域の住民同士のつながりを掘り起こし、再確認できる機会

⑧課題 子どもの数が減っていることもあり、参加人数が年々減少している。

市町村 羽後町 公民館 仙道公民館

①事業名 住民運動会

②協力団体名 地域振興会役員、集落ごとのチーム代表・役員

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 子どもからお年寄りまで地域の全住民を対象とした住民運動会

⑥役割 企画、運営全般
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⑦成果 地域の住民同士のつながりを掘り起こし、再確認できる機会

⑧課題 子どもの数が減っていることもあり、参加人数が年々減少している。

市町村 東成瀬村 公民館 東成瀬公民館

①事業名 仙北道踏査事業

②協力団体名 仙北道を考える会

③協力形態 イ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 先人達が歩いた「仙北道」を現地踏査し、往時を偲ぶとともに再生と保護に努める。

⑥役割 踏査での現地確認や踏査案内

⑦成果 「仙北道」の歴史を後世に引き継ぎ、奥州市胆沢区との交流を深める。

⑧課題 会員の高齢化と減少

市町村 東成瀬村 公民館 東成瀬公民館

①事業名 全村女性の集い事業

②協力団体名 婦人団体連絡協議会

③協力形態 イ ④参加対象 ア ウ

⑤具体的内容 村内婦人単位団体の会員及び一般の婦人が集まり、レクレーションや講演会を開催

し、情報交換の場としながら会員相互の交流を深める。

⑥役割 事業の企画に参画

⑦成果 婦人会の活動が活発化することで地域の活性化を図る。

⑧課題 会員の減少

市町村 東成瀬村 公民館 東成瀬公民館

①事業名 年中行事の再現事業

②協力団体名 昔っこの会

③協力形態 ア ④参加対象 アウ

⑤具体的内容 小学生の社会学習の一環として年中行事を再現。様々なことを体験しながら伝統文化

を学習し指導を受ける。また、昔かたりを聞く機会を設ける。

⑥役割 年中行事再現の指導者や語り手

⑦成果 地域の伝統文化を学び保存・継承していくことの重要性を認識する。また、世代間交流

が図られ地域コミニュケーションづくりに役立つ。

⑧課題 会員の高齢化

市町村 東成瀬村 公民館 東成瀬公民館

①事業名 星空観察事業

②協力団体名 天文同好会

③協力形態 ア ④参加対象 アウ

⑤具体的内容 星空観察会の開催。（環境省主催事業に参加）

⑥役割 星空観察の指導

⑦成果 星空観察への関心度の高まりが図られる。
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⑧課題 参加者の減少

市町村 秋田市 公民館 秋田市西部市民サービスセンター

①事業名 乳幼児学級

②協力団体名 秋田市学習ボランティアコスモスの会

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 学級の運営

⑥役割 学級の運営

⑦成果 学級の保護者が新たにボランティアとして参加している実績が少しある。

⑧課題 協力者の高齢化

市町村 秋田市 公民館 北部市民サービスセンター

①事業名 ねむの木学級、カンガルー乳幼児学級、ペンギン幼児学級、子ども体験おやつづくり

②協力団体名 土崎学習ボランティア

③協力形態 ア ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 子育て講演会、移動学習、りんご狩り、地域散策

⑥役割 会場準備、託児、受付、おやつづくり講師

⑦成果 事業に参加することにより会員のコミュニケーションや交流の場となっている

⑧課題 新規会員の発掘

市町村 秋田市 公民館 雄和市民サービスセンター

①事業名 親子体験活動推進事業「わんぱく王国」

②協力団体名 わんぱく王国実行委員会

③協力形態 ア ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 田植体験、野菜の植え付け体験、収穫体験、収穫感謝祭など

⑥役割 田んぼや畑等の作物等の管理

⑦成果 親子で農作業や自然体験を行い「食」「農」の大切さやすばらしさを学習し、食べ物へ

の感謝の気持ちを育みながら親子の絆や参加者の交流を深めた。

⑧課題 開催する時間が限られていて参加者は農作業で精一杯で地域の協力者との交流（意

見交換等）する時間が少ないので協力者との交流時間を確保すること。

市町村 鹿角市 公民館 花輪市民センター

①事業名 「フラワーベースづくり」

②協力団体名 ご近所のご婦人個人

③協力形態 ア ④参加対象 オ

⑤具体的内容 いつも市民センターに花を飾ってくださる方が、手作りのステキなフラワーベースに生け

てきてくださる。それが好評なことから、講座に発展した。２５年１月２７日に実施予定。

⑥役割 講師

⑦成果 ものづくりを通して地域住民の交流を図る。春を前にフラワーベースを作ることで、春以

降の花づくりにも意欲を持ってもらう。
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⑧課題 今から人気が予想され、講座を複数回設けなくてはならないかもしれない。

市町村 鹿角市 公民館 尾去沢市民センター

①事業名 かなやまスクール 植樹体験

②協力団体名 地区森林組合、尾去沢里山自然の会

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 生産森林組合敷地を借りて樹木も準備してもらい、植樹指導を受けながら体験した。

⑥役割 植樹の指導

⑦成果 自然を大切に思う心を養う

市町村 鹿角市 公民館 尾去沢市民センター

①事業名 かなやまスクール 夏季世代交流グラウンドゴルフ大会、冬季世代交流ペタンク大会

②協力団体名 尾去沢地区老人クラブ

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 夏・冬休期間を活用して地区老人との交流をかねた大会

⑥役割 競技・ルール等の指導

⑦成果 大会を通して老人との触れ合いを図る。
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（６）貴施設では、公民館ボランティア以外の団体やグループ、地域住民等と今年度協力して実施する (し

た)事業や取組はありますか。学校支援やその他館外で行なったものも含めてお答えください。（ｐ３１～３３）

○ あると答えた場合、その取組についてお答えください。 【回答のあった事例 １７０件】

市町村 秋田市 公民館 中央公民館

①事業名 サンパル秋田まつり

②協力団体名 サンパル秋田まつり実行委員会

③協力形態 イ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 当施設で活動しているサークル等の会員が日ごろの学習成果を発表した。作品展示、

ステージ発表、チャリティーバザー、文化交流ひろば など

⑥役割 サークル等が実行委員会を組織して、各部門のスタッフとして活動した。

⑦成果 日ごろの学習成果を発表しながら生涯学習の振興や地域づくりを図った。

市町村 秋田市 公民館 南部公民館

①事業名 文化講演会

②協力団体名 南部６地区市民憲章連絡協議会、南部公民館サークル連合会

③協力形態 イ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 講師を招いて、講演会を開催

⑥役割 講師や講演内容の選定および当日の運営（会場設営等）

⑦成果 社会教育への積極的な参画と地域貢献に役立っている。

⑧課題 参加されたかたに喜ばれる講師や講演内容を選定するのに悩まされる。

市町村 秋田市 公民館 北部公民館

①事業名 北部公民館まつり

②協力団体名 北部公民館学習ボランティア・北部公民館まつり実行委員会

③協力形態 イ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 公民館まつりの企画立案や運営等に参加している。

⑥役割 出店や芸能発表時の司会や音響係等

⑦成果 地域住民やボランティア・実行委員同士の交流

⑧課題 イベント当日や準備にする日に参加できる方々次第で、実施する事業の内容が大きく

変わる場合がある。

市町村 能代市 公民館 能代市中央公民館

①事業名 世代間交流事業（チビッ子公民館と連携）

②協力団体名 シニアグループボランティア「竹トンボ」

③協力形態 ア ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 小学３・４年生を対象とした能代凧づくり

⑥役割 子どもたちへの指導や補助

⑦成果 高齢者の技能・技術を生かし、小学生を対象に能代凧の製作技術等を学ぶ機会を提
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供する

⑧課題 グループの高齢化や人数の減少

市町村 能代市 公民館 東部公民館

①事業名 文化祭

②協力団体名 公民館活動協力員

③協力形態 ア ④参加対象 オ

⑤具体的内容 作品展示・芸能発表・産直販売・食堂

⑥役割 会場設営・撤去・運営

⑦成果 日頃の練習成果の披露、地域文化の向上

⑧課題 発表団体、出品者の固定化

市町村 能代市 公民館 東部公民館

①事業名 東能代桜並木フェスティバル

②協力団体名 東能代地域まちづくり協議会

③協力形態 ウ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 観桜会とそれに伴うアトラクション、出店等地域活性化イベント

⑥役割 企画・運営全般

⑦成果 東能代地域の活性化、交流

⑧課題 地域住民による行政に頼らないイベントとしていく。

市町村 能代市 公民館 扇渕公民館

①事業名 文化祭

②協力団体名 公民館活動協力員

③協力形態 ア ④参加対象 オ

⑤具体的内容 作品展示、芸能発表、産直販売、食堂

⑥役割 会場設営・撤去、運営

⑦成果 日頃の練習成果の披露、地域文化の向上

⑧課題 発表団体、出品者の固定化

市町村 能代市 公民館 扇渕公民館

①事業名 東能代桜並木フェスティバル

②協力団体名 東能代地域まちづくり協議会

③協力形態 ウ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 観桜会とそれに伴うアトラクション、出店等地域活性化イベント

⑥役割 企画・運営全般

⑦成果 東能代地域の活性化、交流

⑧課題 地域住民による行政に頼らないイベントとしていく。

市町村 能代市 公民館 檜山公民館
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①事業名 檜山市民学校 歴史・文化講座「渡部斧松翁の生涯」

②協力団体名 檜山地域まちづくり協議会

③協力形態 イ ④参加対象 アイ

⑤具体的内容 郷土出身の偉人の業績を学び偲ぶ。

⑥役割 司会・進行、講師接待、聴講者の募集

⑦成果 スタッフ、参加者の確保ができた。

市町村 能代市 公民館 二ツ井公民館

①事業名 地区文化祭

②協力団体名 二ツ井町芸術文化協議会、自主学習グループ

③協力形態 イ ④参加対象 アイ

⑤具体的内容 地域関係団体の日頃の学習成果を発表する場として開催しており、芸術の発表、作品

の展示を行い、地域の活性化及び地区住民の教養を高めることを目的としている。

⑥役割 地区文化祭の発表及び展示、会場準備及び撤去

⑦成果 事業の遂行には必要不可欠な団体で、共同で行うことにより成り立っている。

⑧課題 協力団体等の会員が年齢高齢化が進んでいることと、新加入者が少ないため会員が年

々減少傾向にある。

市町村 横手市 公民館 横手中央公民館

①事業名 防災避難訓練

②協力団体名 本町上丁下丁町内会

③協力形態 イ ④参加対象 イカ

⑤具体的内容 東日本大震災を教訓に、横手を震源とするような大震災が発生した場合の地域住民協

力体制での避難誘導と避難所設置訓練、救急援助など

⑥役割 地域住民がおこなう一人暮らし高齢者の避難誘導、応急処置方法、避難所設置

⑦成果 避難所に避難するという認識がない方も多く、再確認することができた。また、そのよう

な非常時の対応など、検討すべき点なども発見できた。

⑧課題 避難所として施設と地域住民の役割分担を再確認しておくべき。また、不足などの点を

どのように解決するか検討すべき。

市町村 横手市 公民館 朝倉公民館

①事業名 朝倉秋まつり

②協力団体名 朝倉地区市民地域会議、朝倉婦人会、大鳥井山遺跡顕彰会、朝倉小学校、生涯学習

奨励員

③協力形態 ウ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 １０月２０、２１日の２日間にわたり、公民館で活動している作品展示、地産地消で野菜

の販売や試食を行った。また、大鳥井山遺跡国史跡指定記念イベントを同時開催し

て、地元小学５年生による創作子ども歌舞伎や、学識者による記念講演を行った。

⑥役割 朝倉地区市民地域会議（主催：実行委員会）、朝倉婦人会（地産地消コーナー担当）大

鳥井山遺跡顕彰会（大鳥井山遺跡イベント主催）、朝倉小５年生（子ども歌舞伎出演）
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生涯学習奨励員（ステージ部門司会進行、会計監査）

⑦成果 来場者数１日目５３０人、２日目４５０人。地場産業や食文化を通じて地域づくり事業とし

て、子どもから高齢者が集まる世代間交流の場として成果があった。

⑧課題 来場者の増加に伴い、朝倉公民館の駐車場のキャパを超えてしまうこと

市町村 横手市 公民館 旭公民館

①事業名 旭地区夏まつり

②協力団体名 旭地区市民会議

③協力形態 オ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 地区子ども会で、昔田植えに使った田形で絵灯籠を作り、コンテストを行う。夜店等。地

区の子どもたちが願い事を書いた短冊を展示。ステージ発表。

⑥役割 市民会議、PTA、婦人会等の団体で実行委員会を作り、実行委員の手により企画、運

営を行う。

⑦成果 地区の夏まつりを、地域住民の手により行うことで、地域の連携、にぎわい、地域活性

化につなげる。

⑧課題 各団体で役割を持って実施いただいているが、実行委員会以外でそれぞれの団体間

の打合せが難しい部分がある。

市町村 横手市 公民館 旭公民館

①事業名 旭ふれあい館まつり

②協力団体名 旭地区市民会議

③協力形態 ウ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 公民館利用団体のステージ発表や作品展示（公民館講座での作品含む）、地区や近

隣地域の子どもたちによるステージ発表や作品展示、地域で取れた農産物等の販売、

子どもたちによるフリーマーケット

⑥役割 市民会議、PTA、婦人会等の団体で実行委員会を作り、実行委員の手により企画、運

営を行う。

⑦成果 地域住民の手により行うことで、地域の連携、にぎわい、地域活性化につなげるとともに

施設のことを知っていただく機会とする。

市町村 横手市 公民館 境町公民館

①事業名 地域夏祭り・ウオーキング

②協力団体名 境町地域会議

③協力形態 アウ ④参加対象

市町村 横手市 公民館 黒川公民館

①事業名 黒川地区住みよい郷土づくり集会事業（オアシス館まつり）

②協力団体名 黒川地区住みよい郷土づくり研究集会オアシス館まつり実行委員会、地元婦人会

③協力形態 ウ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 地区住民の交流及び公民館区内の生涯学習団体の発表の場を提供する。
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⑥役割 事業に係る全ての役割

⑦成果 約５００人の参加・来客となり、昨年よりさらに参加者を増やすことができ、若年世代～高

齢者世代が交流する場を提供することができた。

⑧課題 例年実施している事業であるが、今後、公民館運営費削減のあおりを受ける可能性が

非常に高い。そのため、実施内容の見直しを行い低予算で継続性の高い事業として実

施していけるようにしなければならない。

市町村 横手市 公民館 金沢公民館

①事業名 地区大運動会、住みよいまちづくり集会、とりごや村

②協力団体名 金沢地区大運動会実行委員会、住みよいまちづくり集会実行委員会、とりごや村実行

委員会

③協力形態 イ ④参加対象 イ カ

⑤具体的内容 運動会…地区内住民全員参加による運動会

まちづくり集会…講演、地元小中学生の学習発表により史跡及び伝統文化の継承を図

る。

とりごや村…地元の「かまくら」行事の開催と通して世代間交流と伝統文化の継承を図

る。

⑥役割 企画及び実施運営

⑦成果 それぞれで多くの地元住民の参加があり、世代間交流と伝統文化の継承を図ることが

できた。

⑧課題 地元中学校が今年度で閉校、小学校が平成27年度末で閉校となり、それぞれの事業

が小中学校の協力を得ながら実施しているため、閉校後は参加が減少し、伝統文化の

継承が出来なくなる恐れがある。

市町村 横手市 公民館 増田公民館

①事業名 地域センター事業

②協力団体名 増田地域センター

③協力形態 エ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 地域住民主体の活動全般

市町村 横手市 公民館 西成瀬公民館

①事業名 遺跡見学資料作成及び案内、中学生の理科研究支援（陶器作り）

②協力団体名

③協力形態 イ ウ ④参加対象 ア イ ウ エ

⑤具体的内容 地域住民主体の活動全般

市町村 横手市 公民館 狙半内公民館

①事業名 地域センター事業

②協力団体名 狙半内地域センター

③協力形態 エ ④参加対象 オ
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⑤具体的内容 地域住民主体の活動全般

市町村 横手市 公民館 浅舞公民館

①事業名 子育て支援事業、りんごちゃん教室

②協力団体名 平鹿町子育て支援センター、平鹿地域局市民福祉課

③協力形態 イ ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 乳幼児とその家庭の方を対象に、５月～１２月に計４回の学習会（親子遊び、運動、お

やつ作りなど）を開催

⑥役割 企画・運営・指導スタッフ

⑦成果 子育て中の人たちに集いの場を提供することにより、家庭の中だけに留まらず互いに交

流し合うことで子育てを楽しく感じてもらえた。

⑧課題 申し込み者数に対し参加者数が極端に少なかった回もあり内容の検討が必要

市町村 横手市 公民館 吉田公民館

①事業名 吉田地区文化講演会

②協力団体名 吉田地区会議（横手市）、交通安全協会吉田支部、吉田地域婦人会

③協力形態 イ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 地域文化の発展や交通安全普及推進を目的とし、地区の方々の交流を図っていただく

ために講演会（講演や、歴史のある小学校マーチングバンド部の演奏等）を開催してい

る。住民の皆様に昼食（軽食）の無料提供や子どもたちに無料の模擬店やクイズラリー

を開いた。

⑥役割 講演会の講師選定と出演交渉、謝礼の支払い、会場設定 昼食の準備、提供

⑦成果 老若男女が集って一緒に講演会を楽しみ、世代間交流の場となった。

⑧課題 マーチングバンドは広いスペースの確保が必要なので、どうしても屋外での開催となっ

てしまう。スケジュールの都合により、寒くなる時期での開催なので時期の検討や開催

場所の選択が問われる。

市町村 横手市 公民館 醍醐公民館

①事業名

②協力団体名 醍醐を語る会、醍醐地区婦人会、横手地区交通安全協会醍醐支部、醍醐グラウンドゴ

ルフ同好会

③協力形態 イ ④参加対象 イ カ

⑤具体的内容 歴史の道を歩いてみよう、グラウンドゴルフ大会、防災シンポジウム、料理教室、手芸教

室、地区内の歴史民俗についての冊子刊行

⑥役割 事業の運営・周知、費用の負担

⑦成果 相互理解・円滑な運営・事業の裾野拡大

市町村 横手市 公民館 大沢公民館

①事業名 大沢盆踊り継承事業

②協力団体名 大沢盆踊り保存会
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③協力形態 イ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 地区小学生を対象に年数回の練習会と、８月に盆踊り大会を行う。

⑥役割 企画運営全般

⑦成果 小学生と高齢者のふれあいの場となっている。

⑧課題 小学生の参加が減少傾向にある。

市町村 横手市 公民館 舘合公民館

①事業名 世代間交流事業

②協力団体名 いきいきサロンいちご会

③協力形態 ウ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 高齢者と地区保育園児との交流

⑥役割 運営

⑦成果 子どもたちとのふれあいに参加者（高齢者）から心温まるひと時をすごせたと喜ばれた。

⑧課題 園児の減少のため保育園の存続が危ぶまれる。

市町村 横手市 公民館 前田公民館

①事業名 横手明峰中学校の学校祭への支援。

②協力団体名 八沢木獅子舞保存会

③協力形態 イ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 総合的学習で、八沢木獅子舞の伝承を希望する生徒が、保存会の支援を受け学校祭

で発表した。公民館では、全面的に協力した。

⑥役割 八沢木獅子舞の実技指導

⑦成果 後継者育成につながった。

⑧課題 今後も生徒の発表の場が欲しい。

市町村 横手市 公民館 三重公民館

①事業名 孫の教育を語る会

②協力団体名 十文字第二小学校を語る会、十文字第二小学校ＰＴＡ

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 祖父母や地域の人たちと一緒に民話語りを聞いたり、昔の遊び（縄ない・コマ回し・けん

玉・お手玉・折り紙）をしたり、最後に収穫祭（もちつき等）をしたりする。

⑥役割 祖父母（地域住民）…昔の遊び、もちつき 父母…もちつき及び収穫祭の準備

⑦成果 地域の人々や祖父母との交流を深めることができた。また、食べ物や地域の人たちへ

の感謝する気持ちやふるさとを大切にする心を育てることができた。

⑧課題 全体の進行については、各町内ごとにばらつきがあり、その調整は必要かと思われる。

市町村 横手市 公民館 十文字西公民館

①事業名 童っ子の雪まつり

②協力団体名 植田神木会

③協力形態 イ ④参加対象 ア イ
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⑤具体的内容 昭和５１年に地域青年会として結成された、横手市十文字町植田地区の「植田神木会」

が、どんど焼き（神事用廃物品焼却）を行う日（２月中旬）にあわせ、横手市立植田小学

校のグランドを会場に「植田童っこの雪まつり」を開催。雪国ならではの雪の楽しみ方と

して、雪像作りや雪像宝探しを子どもたちと一緒に行っており、地域活性化の一役も担

っている。平成２４年の今年は、結成３６周年。現在の会長は７代目。神木会の会員数

は５８名。

⑥役割 雪像作りや雪中宝探しの準備。屋台等の準備と運営を行う。

⑦成果 小学生から大人まで参加し地域の親睦を深める行事となっている。

⑧課題 高齢化、過疎化の進行と、子どもたちの数が減少してきており、今後参加者の確保が難

しくなると思われる。

市町村 横手市 公民館 山内生涯学習センター

①事業名 第３５回山内文化祭

②協力団体名 山内芸術文化協会、公民館協力員、生涯学習奨励員

③協力形態 イ ④参加対象

⑤具体的内容 地域住民が一堂に集い、日頃行っている文化活動を相互に競演・交流・発表する。

⑥役割 芸能発表出演の募集、公演及び展示物募集、展示に係わる一切の業務

⑦成果 開催日数が２日間のみだが、展示物見学や芸能発表鑑賞に多くの地域住民が訪れ

た。展示作品数は、手工芸・写真・絵画など８７０点余り出展あり。芸能発表出演者数は

２６演目、８５名。

市町村 大館市 公民館 中央公民館

①事業名 中央公民館まつり

②協力団体名 中央公民館サークル協議会

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 サークル活動の成果として、作品展示や芸能発表を行う。

⑥役割 会場設営や準備作品の出品、芸能発表に出演

⑦成果 公民館でのサークル活動の成果の発表の場を設けるとともに、区域内の住民の交流を

図る。

⑧課題 参加者・作品の出展者や芸能部門の出演者、協力者ともに減少傾向にあり、高齢化し

ている。

市町村 大館市 公民館 大館市立長木公民館

①事業名 公民館祭

②協力団体名 公民館利用サークル等

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 事前の会場敷地内の除草・会場設営・運営・撤去

⑥役割 資材の運搬・会場設営・演芸への出演・作品の出品・後片付けなど。

⑦成果 事業が滞り無く終了した。
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市町村 大館市 公民館 大館市立上川沿公民館

①事業名 お正月用生花講習会

②協力団体名 花の店クローバー

③協力形態 ア ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 お正月用生花講習会

⑥役割 花や道具の準備、講師派遣

⑦成果 参加者の引きこもり防止と心の静養、活花技術の習得

市町村 大館市 公民館 大館市立花岡公民館

①事業名 花矢地区町内対抗野球大会

②協力団体名 花矢地区野球同好会

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 町内対抗の野球大会

⑥役割 大会運営全般

⑦成果 住民の健康増進と親睦が図られた。

⑧課題 野球同好会の会員のうち、協力してくれる人が、いつも決まっている。新たに野球同好

会に入会する人がおらず、会員の高齢化が進行しているため、今後、大会の運営方法

等の見直しが必要になる可能性がある。

市町村 大館市 公民館 矢立公民館

①事業名 公民館まつり

②協力団体名 公民館利用サークル、婦人会、交安協支部

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 サークル活動の成果として、作品展示や芸能発表を行う。

⑥役割 会場設営や準備駐車場の交通整理作品の出品、芸能発表に出演

⑦成果 公民館でのサークル活動の成果の発表の場を設けるとともに、区域内の住民の交流を

図る。

⑧課題 参加者・協力者ともに減少傾向にあり、高齢化している。

市町村 大館市 公民館 田代公民館

①事業名 田代地区文化祭

②協力団体名 田代地区芸術文化協会

③協力形態 イ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 作品展示の会場準備、展示作業及び撤去作業協力。芸能発表の会場設営、進行、撤

去作業の協力

⑥役割 作品展示に関すること、出品数の確認及び会場配置、芸能発表に関すること、参加依

頼及び必要物品の確認、進行に関すること

⑦成果 文化祭の作品展示及び芸能発表の参加率を上げるため、協議しながら進めている。各

地区利用サークル等の練習の成果を発表する機会を提供することを目的に、地区内の
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参加協力を呼びかけ、効率的な作品展示作業及び撤去作業。芸能発表等ができた。

⑧課題 １０の分館があるので、もう少し文化祭の作品展示及び芸能発表の参加率を上げたい。

市町村 男鹿市 公民館 戸賀公民館

①事業名 戸賀湾公民館まつり

②協力団体名 戸賀湾公民館まつり実行委員会、近隣の小・中学校、地域住民など

③協力形態 ウ ④参加対象 イ ウ カ

⑤具体的内容 主に地域住民が持ち寄る作品(写真や小物など)の展示をメインとした、公民館まつり

⑥役割 作品の募集や確保。・会場の準備、片づけ。・広報活動

⑦成果 地域の活性化や地域住民同士のふれあいなど

⑧課題 「公民館まつり」に限らず、過疎化に伴う付随的・包括的な問題、交通手段、実行委員

の高齢化、集客力など

市町村 男鹿市 公民館 戸賀公民館

①事業名 道路ふれあい美化推進事業（ハマナスロード草刈り）

②協力団体名 戸賀地区区長会、男鹿ライオンズクラブ、㈱寒風、地域住民、その他有志など

③協力形態 ウ ④参加対象 ア イ ウ エ

⑤具体的内容 「きれいな男鹿づくり」を支援して道路沿いに植樹したハマナスを、市の恒例行事である

駅伝、また観光シーズンに入る前に美化活動の一環として草刈りをする。

⑥役割 主に草刈り、また刈り取った雑草を処分場まで運搬する。参加者を募るための広報活

動。

⑦成果 当地区が掲げる「きれいな地域づくり」を地域住民が率先して行うことによって、美化活

動の意識の向上を見込める。

⑧課題 人口減少による参加者の確保。・道路沿いで行うため、危険回避のために細心の注意

を払わなければならない。

市町村 男鹿市 公民館 五里合公民館

①事業名 駅伝大会、地区運動会、バレーボール・綱引き大会

②協力団体名 五里合体育協会

③協力形態 ウ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 地区住民が競技に参加し、住民の交流を深める。

⑥役割 大会運営

⑦成果 多数の住民に参加して頂き、楽しく無事に終わった。

⑧課題 競技内容のマンネリ化

市町村 男鹿市 公民館 船越公民館

①事業名 昔遊び・餅つき大会

②協力団体名 民生・児童委員、社会福祉協議会役員、市民憲章役員

③協力形態 ア ④参加対象 イ ウ カ

⑤具体的内容 昔遊び(駒、竹馬等)を体験させるとともに、新年にちなみ餅つきにチャレンジさせ、子ど
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もたちの健全育成を図る。

⑥役割 グループで駒、竹馬等を製作し、子供たちに遊び方を実演する。臼と杵で餅つきを実

演し、子どもたちが杵でうまくつけるようサポートしたり、あん餅を作って提供する。

⑦成果 子どもたちにとっては昔遊びも餅つきも初めての体験なので、終始生き生きと参加し、

楽しく世代間交流ができた。

⑧課題 例年、冬季の事業は参加者が少ない傾向にある。魅力ある事業内容の広報活動に努

め、より多くの参加を得たい。

市町村 男鹿市 公民館 船川港公民館

①事業名 港公民館まつり

②協力団体名 大正琴、３Ｂ、民舞、あまなつ会、ハーモニカ、太極拳、元気体操、コールポート、樹脂

粘土、絵手紙、リフォーム、ちぎり絵、盆栽、クラフト、さき織り

③協力形態 イ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 公民館利用団体の作品展示、舞台発表

⑥役割 作品展示に伴う会場作り

⑦成果 日頃の活動成果を披露。公民館利用団体の生涯学習の向上

⑧課題 各団体の高齢化により存続できなくなってきている。各利用団体がいかに若返りしてい

くかが課題となる。

市町村 男鹿市 公民館 男鹿中公民館

①事業名 男鹿中公民館まつり、男鹿中地区スポーツレクリェーション祭、男鹿中地区新春の集

い、おがなか朝市

②協力団体名 男鹿中公民館まつり実行委員会、男鹿中地区体育協会、新春の集い実行委員会、お

がなか朝市実行委員会

③協力形態 イ ④参加対象 イ ウ オ

⑤具体的内容 公民館で活動しているサークルの舞台発表、作品展示を行い、日頃の学習成果を披

露。地域住民が企画段階から参加し、準備、運営など全て行い実施

⑥役割 企画、準備、運営等

⑦成果 地域住民と連帯しながら創作活動を推進し、市民の学習意欲の高揚に繋がった。地域

住民の健康づくりと体力向上、地域間の連帯を図った。

⑧課題 地域住民の参加や取組への参画を図る。

市町村 男鹿市 公民館 北浦公民館

①事業名 地区運動会

②協力団体名 北浦体育協会

③協力形態 イ ④参加対象 アイ

⑤具体的内容 北浦地区市民運動会

⑥役割 準備やグラウンド整備、大会運営等

⑦成果 地区住民の親睦と体力づくり、地域活性化を担っている。

⑧課題 年々参加者が減少しており、チーム編成等に苦慮している。
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市町村 男鹿市 公民館 北浦公民館

①事業名 地区歩こう会

②協力団体名 北浦体育協会

③協力形態 イ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 北浦公民館と地区公園の間をウォーキングする。

⑥役割 昼食準備・抽選会等

⑦成果 市民の健康づくりとコミュニティづくりに貢献する。

⑧課題 子どもの参加者が少ないため、小学生を積極的に誘うなど工夫する必要がある。

市町村 男鹿市 公民館 北浦公民館

①事業名 地区文化祭

②協力団体名 北浦地区市民憲章推進協議会

③協力形態 イ ④参加対象 ア イ ウ

⑤具体的内容 北浦地区文化祭

⑥役割 企画・会場設営等

⑦成果 地区住民が日頃から行っている文化活動に触れ、文化活動への意欲を高めるとともに

地区住民と交流することができた。

⑧課題 体育館の展示のみを見て帰ってしまう人が多かったので、他の会場への案内等を工夫

する必要があった。

市町村 男鹿市 公民館 脇本公民館

①事業名 文化祭

②協力団体名 文化祭実行委員会

③協力形態 イ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区文化祭の主催

⑥役割 文化祭を円滑に進行できるように準備（設置）と撤去

⑦成果 公民館で活動してる各サークルの横のつながりと、自主性を伸ばす。

⑧課題 全サークルの参加が望ましいが、準備・撤去に参加しないサークルもあり、不公平感も

生ずる。

市町村 男鹿市 公民館 椿公民館

①事業名 椿地区親善野球大会、椿地区グランドゴルフ大会、椿地区レクリエーション大会、椿地

区文化祭、防犯パトロール

②協力団体名 椿地区体育協会、男鹿市防犯協会南磯支部、椿地区文化祭

③協力形態 イ ④参加対象 ア、イ、ウ

⑤具体的内容 野球・ゴルフ・レク…スポーツを通して地域住民の交流を図る。

文化祭…地域住民の文化的交流 （防犯）地域住民の安全の意識を高める。

⑥役割 地域の活性化

⑦成果 年々高齢化、少子化にともない、参加人数は減少している。呼びかけを行っても、毎年
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参加する住民は決まっている。

⑧課題 住民のニーズ、地域の状況に合わせて開催内容を検討する必要がある。

市町村 男鹿市 公民館 若美公民館

①事業名 正月用しめ縄づくり

②協力団体名 角間崎老人クラブ

③協力形態 ア ④参加対象 イ ウ

⑤具体的内容 ウィークエンド・サークル事業の一環で、参加者は小学生が中心。低学年や幼・保育園

児等が参加する場合は、親子同伴を義務付けている。正月用の玄関に飾るしめ縄をみ

んなで作る。今年の参加者は親子合わせ２３人。

⑥役割 地元、老人クラブが指導者となり、今年の稲ワラを準備し提供してくれる。実際、ワラを

使い縄編みを一緒に手を取り教えてくれる。参加してくれた老人のみなさんは８人。

⑦成果 日頃、素手で縄を編む事さえない親子は悪戦苦闘。長年培ってきた高齢者の生きた実

践が何よりもすばらしい教育として活かされた。一つの物を完成する喜びを参加者全員

が感じ和やかに交流ができた。

⑧課題 参加者の殆どが小学校低学年であり高学年の参加者も望むところであるが、部活や試

合が先行され、地域行事（特に伝統行事）の伝承に苦慮しているところである。

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立湯沢公民館

①事業名 市民作品展

②協力団体名 公民館運営協力員

③協力形態 ア ④参加対象 オ

⑤具体的内容 公民館を核として活動している生涯学習関係団体・サークルの作品発表の場として「市

民作品展」を開催する。開催期間は概ね2週間で、展示場所は1階ロビー、不特定多数

の人たちが観覧に訪れる。

⑥役割 公民館運営協力員が展示会場の設営、撤去に協力している。

⑦成果 作品発表者及び関係団体の学習意欲向上など

⑧課題 作品発表者が高齢・特定化してきており、作品数も年々減少してきている。

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立山田公民館

①事業名 縄ない教室

②協力団体名 山田地区老人クラブ

③協力形態 ア ④参加対象 カ（地区内小学校児童）

⑤具体的内容 毎年11月上旬、地区内小学校の5年生児童を対象にして「縄ない」の体験教室を開催

している。講師は地区内老人クラブの有志数名が担っている。開催会場は公民館。

⑥役割 使用する稲わらの手配、わら打ち、当日の講師など

⑦成果 手づくり、ものづくりを体験することにより子どもたちの創造性や積極性を引き出す。高

齢者との交流を通じて、ふるさとの良さを見出し、文化継承に努める。

⑧課題 小学校児童の減少と、講師が高齢化してきていること（講師の役目を担ってくれる人の

減少）
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市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立山田公民館

①事業名 生活工夫展

②協力団体名 山田地区婦人会（主催）

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 毎年１月下旬、地区内住民や公民館で活動している種々生涯学習団体の「作品発表

の場＝学習成果の発表の場」として開催している。

⑥役割 団体間での連絡調整（出品作品点数調整など）、展示会場作り・撤去作業

⑦成果 作品発表者及び関係団体の学習意欲向上など

⑧課題 作品発表者が高齢・特定化してきており、作品数も年々減少してきている。

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立山田公民館

①事業名 山田大運動会

②協力団体名 山田地区部落会

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区住民を参加対象とした運動会で、地区内の小中学生も一緒に参加している。（学

校の授業の一環として参加している。）

⑥役割 企画運営（実施内容の協議、当日のスタッフ対応など）

⑦成果 小中学生と地区住民のふれ合い、地区住民の体力向上への寄与、地域コミュニティの

活動促進など。

⑧課題 成人、特に青年層の参加者が少ない。

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立三関公民館

①事業名 冬のつどい

②協力団体名 三関地域づくり協議会（主催）

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 毎年3月上旬に公民館を会場にして開催されている。生涯学習団体の作品展示や芸能

発表、会場内でのそば・カレーライスの振舞い（集客用メニュー）など

⑥役割 企画協議（作品展示・芸能発表の内容協議）、当日会場準備・スタッフ役割分担など

⑦成果 地域コミュニティ活動の推進、生涯学習意欲の向上

⑧課題 青年層の参加が少ないこと

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立弁天公民館

①事業名 住民運動会

②協力団体名 弁天地区社会体育振興会

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区住民を参加対象として、毎年９月上旬に地区内の小学校グラウンドを会場に開催

⑥役割 企画運営協議、当日の役員従事（スタッフ）

⑦成果 地域コミュニティ活動の推進、地区住民の健康意識や運動実践意欲の高揚

⑧課題 青年層の参加者が少ないこと
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市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立弁天公民館

①事業名 自然あふれる美しい地域づくり

②協力団体名 弁天地区地域づくり協議会

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区住民全体による花の植栽運動

⑥役割 企画運営協議、当日の役員従事（スタッフ）

⑦成果 地域コミュニティ活動の推進

⑧課題 住民の総力結集を呼びかけているが、参加者が固定化、高齢化してきていること

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立幡野公民館

①事業名 住民運動会

②協力団体名 幡野地区自治協議会

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区住民を参加対象として、毎年9月初旬に地区センター隣接グラウンドを会場に開催

⑥役割 企画運営協議、当日の役員従事（スタッフ）

⑦成果 地区住民の健康増進、地区コミュニティ活動の推進

⑧課題 青年層や子どもの参加者が少ないこと

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立幡野公民館

①事業名 地区文化祭

②協力団体名 幡野地区自治協議会

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区住民や生涯学習活動団体の作品展示（学習成果発表）、農作物の展示（収穫農

作物の品評）、文化講演会など

⑥役割 企画運営協議、当日の役員従事（スタッフ）

⑦成果 地区コミュニティ活動の推進、生涯学習意欲の向上

⑧課題 展示作品数の減少、講演会講師の選定に難儀していることなど

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立須川公民館

①事業名 地区住民登山

②協力団体名 須川地区地域づくり協議会

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区住民を参加対象として、毎年10月上旬に地区内の「郷土の山＝東鳥海山」への登

山を行っている。

⑥役割 企画運営協議、当日の役員従事（スタッフ）

⑦成果 地域コミュニティ活動の推進、地区住民の健康意識の高揚、ふるさとの良さ再認識の機

会につなげる。

⑧課題 青年層の参加者が少ないこと



- 81 -

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立須川公民館

①事業名 絵どうろうづくり、犬っこづくり教室

②協力団体名 地区婦人会、食生活改善推進委員

③協力形態 ア ④参加対象 カ（地区内の小学校児童）

⑤具体的内容 地区内の小学校高学年児童を対象に、絵どうろう（夏休み）と犬っこのしんこ細工（冬休

み）教室を開催している。（会場は、公民館と地区内小学校）

⑥役割 指導者（講師及び指導補助）、昼食時に振舞うカレーライスの調理など

⑦成果 手づくり、ものづくりを体験することにより子どもたちの創造性や積極性を引き出す。高

齢者との交流を通じて、ふるさとの良さを見出し、文化継承に努める。

⑧課題 児童数が減少してきていること、指導者側が高齢化してきていること

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立高松公民館

①事業名 コスモスライン運動推進事業

②協力団体名 高松コミュニティ推進委員会

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区住民参加型の年間を通じたもので、春から秋にかけて、地区内を通る国道沿いに

コスモスの植栽し、その後の育成管理や刈り取り（種子収穫）などを行っている。小中学

生の参加も積極的に促し、世代間交流も進めている。

⑥役割 企画運営協議、役割分担人員配置、作業従事の呼びかけなど

⑦成果 地域コミュニティ活動の推進、ふるさとの良さ再認識の機会につなげる。

⑧課題 青年層の参加者が少ないこと、高齢者が増加、子どもが少ないこと

市町村 湯沢市 公民館 稲川公民館

①事業名 趣味講座 歴史講演会 「中世稲川地域の原風景」

②協力団体名 稲庭町自治区

③協力形態 イ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 稲川地域における中世の歴史の学習会場、稲庭公民館

⑥役割 開催における地域への広報活動、講師への対応

⑦成果 参加者５９名稲川地域に残る歴史の再認識をし、地域学習の活性化につなげる。稲庭

町自治区では今年度市の補助金制度を利用し歴史マップ作成予定

⑧課題 今後、地域学習をどう継続いていくかと地域づくりへどうつなげていくか。

市町村 湯沢市 公民館 稲庭公民館

①事業名 子どもクッキング

②協力団体名 湯沢市食生活改善推進協議会 稲川支部

③協力形態 イ ④参加対象 カ 公民館区域内小学生

⑤具体的内容 調理実習

⑥役割 調理の指導、実習補助

⑦成果 参加者７名、調理実習を通じ、日ごろの食事について考える。世代交流を図る。
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⑧課題 地域の児童の減少により参加者が年々減ってきている。今後、参加対象者の範囲を拡

大するかどうか。

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立院内公民館

①事業名 上院内トンネルウォーキング

②協力団体名 院内地域づくり協議会

③協力形態 ウ ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 当日役員として協力

市町村 湯沢市 公民館 湯沢市立小野公民館

①事業名 春と秋のトレッキング

②協力団体名 一般住民

③協力形態 ア ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 春は森吉山トレッキング、市のバス利用。８合目からの往復３時間程度の高山植物観察

会を兼ねた軽登山。秋は獅子ヶ鼻湿原の紅葉見学トレッキング往復２時間半程度のも

の。

⑥役割 参加者が安全にトレッキングが楽しめるようにサポートしてもらった。

⑦成果 普段は登山などしたことのない人達が、高山植物を見たり、紅葉を眺めたりと楽しい一

日を過ごした。

⑧課題 ２回実施したが、少し遠い場所を選んだ為、バスの移動時間が長くなってしまい、少し

窮屈なトレッキングになってしまった。

市町村 由利本荘市 公民館 中央公民館

①事業名 秋の親子体験入学

②協力団体名 秋田県立大学本荘キャンパスの教授および学生

③協力形態 ア ④参加対象 カ

⑤具体的内容 県立大学を会場に、親子でものづくり等の学習を行う

⑥役割 当日の指導や教材の準備など

⑦成果 子どもが貴重な経験を得られるとともに、親子の絆も深まる。県立大学についての理解

が深まる

⑧課題 他部署主催事業と内容が重ならないようにすること

市町村 由利本荘市 公民館 中央公民館

①事業名 本荘囲碁大会・本荘新春将棋大会

②協力団体名 日本棋院秋田本荘支部・日本将棋連盟本荘支部

③協力形態 イ ④参加対象 ウ エ

⑤具体的内容 由利本荘市・にかほ市の将棋・囲碁愛好者による大会

⑥役割 競技の進行・審判など

⑦成果 囲碁・将棋愛好者の親睦が深まる。

⑧課題 こどもの部の参加者を増やすこと
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市町村 由利本荘市 公民館 小友公民館

①事業名 小友地区球技大会

②協力団体名 町内公民館長連絡協議会、公民館運営協力員、ソフトボール経験者等

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 町内対抗ソフトボール大会（男子）、ソフトバレーボール大会（女子）

⑥役割 町内公民館長連絡協議会：各町内参加取りまとめ、繰り出し、連絡等

公民館運営協力員：会場準備、進行、審判、後片付け等

⑦成果 地区住民の親睦や世代間・町内間の交流と地区公民館事業への理解と積極的な参加

⑧課題 人口減少とスポ少・部活動等により参加できない理由で人数が集まらず、辞退する町内

が増えている。審判についても、自分の町内で試合に出場しなければならなく不足して

しまう場合がある。

市町村 由利本荘市 公民館 石沢公民館

①事業名 石沢地区文化祭

②協力団体名 町内公民館長連絡協議会、公民館協力員

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 日常の生活やグループ活動などで得た学習成果を発表し、互いに評価しあい、生涯を

通じての学習の場とする。

⑥役割 各担当に役割分担し、それぞれ準備、進行、片付けまで

⑦成果 地域住民が一同に介し地元の歴史や文化についての理解を深めるとともに、親睦を深

めることができる。

⑧課題 参加団体、来場者の減少が課題となっている。チラシを配布したり、展示物だけではく

体験型の催しを実施するなどして来場してもらうように工夫している

市町村 由利本荘市 公民館 南内越公民館

①事業名 老人と園児の集い（運動会）

②協力団体名 南内越福寿会連絡協議会、内越保育園

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 保育園児と老人クラブ会員の運動会（玉入れ・綱引き・園児による踊り）老人クラブ会員

対象の室内手作りボーリング大会

⑥役割 会場設営、運営進行の協力、会場後片付け

⑦成果 高齢者の健康・体力づくりの推進。生活習慣病の予防。園児との交流による精神的スト

レスの解消。

⑧課題 参加者の確保。老人クラブ会員数の減少により、年々参加者が減少している。

市町村 由利本荘市 公民館 北内越公民館

①事業名 北内越地区文化祭

②協力団体名 公民館長連絡協議会、社会体育推進員、公民館運営協力員、地域振興会、婦人会等

③協力形態 ア ④参加対象 オ
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⑤具体的内容 作品展示（写真・絵・書・手芸等）、演芸（歌・踊り）、各種売店、婦人会食堂地元小学生

・保育園児の作品展示

⑥役割 会場の設営・撤去、演芸等の発表

⑦成果 行政と市民が一体となって文化祭の企画、運営に取り組み、地域の連帯感を高める。ま

た、自分たちの地域の伝統・文化に触れ、その素晴らしさを改めて実感する。

⑧課題 運動会同様、小学校の閉校に伴い来年度からの参加者減少が懸念される。

市町村 由利本荘市 公民館 松ヶ崎公民館

①事業名 松ヶ崎地区市民運動会

②協力団体名 公民館長連絡協議会、社会体育推進員、公民館運営協力員

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 運動会（１００ｍ走、飴くい競争、綱引き等）

⑥役割 各町内の参加呼びかけ、開催時のスタッフ

⑦成果 町内や地区全般の発展を図り福祉向上に寄与する。

⑧課題 参加者の減少。また、Ｈ２６年度の小学校統合により、児童参加のありかたを検討しなけ

ればならない。

市町村 由利本荘市 公民館 東由利公民館

①事業名 新緑の八塩登山

②協力団体名 住吉分館

③協力形態 イ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 地域最高峰の山への登山会

⑥役割 同行、案内等

⑦成果 事業への住民参画機会の増、意識の向上

⑧課題 活動参加者の固定化

市町村 由利本荘市 公民館 鳥海公民館

①事業名 獅子まつり

②協力団体名 本海獅子舞番楽伝承者協議会

③協力形態 ア ④参加対象 オ

⑤具体的内容 獅子舞番楽の公演

⑥役割 公演・解説等

⑦成果 伝統芸能の保存伝承・情報発信が図られている

⑧課題 獅子舞番楽の後継者確保

市町村 由利本荘市 公民館 鳥海公民館

①事業名 女性セミナー

②協力団体名 ＪＡ女性部・婦人会

③協力形態 ア ④参加対象 ア

⑤具体的内容 講演会・交流会等研修
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⑥役割

⑦成果 婦人会等会員の親睦と交流を深めると共に、今日的課題等に対応した学習機会を提

供することにより、健康で生きがいのある豊かな生活に資する。（婦人の資質向上等）

⑧課題 特になし

市町村 由利本荘市 公民館 鳥海公民館

①事業名 高齢大学講座

②協力団体名 老人クラブ

③協力形態 ア ④参加対象 ア

⑤具体的内容 講演会・交流会等研修

⑥役割 講師の選定、会場準備、司会進行等

⑦成果 老人クラブ会員の親睦と交流を深めると共に、今日的課題等に対応した学習機会を提

供することにより、健康で生きがいのある豊かな生活に資する。（高齢者の資質向上等）

⑧課題 特になし

市町村 由利本荘市 公民館 鳥海公民館

①事業名 スキー交流大会

②協力団体名 スキークラブ

③協力形態 ア ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 スキー大会

⑥役割 会場準備、大会運営等

⑦成果 雪国に住む地域住民として、雪に親しみ雪に鍛え、冬を明るく過ごすことに繋がってい

る。

⑧課題 スキー人口の減少

市町村 由利本荘市 公民館 鳥海公民館

①事業名 家庭婦人８人制バレーボール教室

②協力団体名 婦人会

③協力形態 ア ④参加対象 ア

⑤具体的内容 ８人制バレーボール教室

⑥役割 ８人制バレーボールの競技ルール及び技術指導等

⑦成果 婦人層の体力づくり及び健康増進が図られている。

⑧課題 特になし

市町村 由利本荘市 公民館 鳥海公民館

①事業名 生涯学習発表会

②協力団体名 婦人会、老人クラブ、生涯学習奨励員、芸術文化協会

③協力形態 ア ④参加対象 オ

⑤具体的内容 作品展及び生涯学習の発表

⑥役割 作品の出品、生涯学習の発表及び司会進行等
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⑦成果 発表する機会を設けることにより、生涯学習への取り組み機運が高められている。

⑧課題 特になし

市町村 潟上市 公民館 飯田川公民館

①事業名 飯田川地区合同年祝い会

②協力団体名 地区分館事業（飯塚、和田妹川、金山、下虻川）

③協力形態 エ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 飯田川地区内に４地区に分館運営審議員があり、審議委員が中心になって２月に行わ

れる厄年や年祝いの方に通知し、飯田川公民館で年祝い会を実施する。主催者は４分

館の持ち回りで行い、審議委員が使用する者を調達し、神事や直来を行う。公民館で

は、案内通知の作成や段取りを手伝う。

⑥役割 対象者(３９０名)への案内の配布、参加費の徴収、神事の供物の準備、直来の準備、当

日の準備と運営、後片付け

⑦成果 長く続いている事業です。４分館が一つになって事業を進めています。

⑧課題 対象の参加者が少なくなっている。

市町村 大仙市 公民館 生涯学習課花館公民館

①事業名 桜の植樹祭、花館さけまつり（第１部、第２部、第３部）

②協力団体名 花館地区コミュニティ会議

③協力形態 ウ ④参加対象 イ カ

⑤具体的内容 公園に桜の苗を植樹する、小学生玉川のウライ・ふ化場見学→サケの稚魚飼育観察会

→サケの稚魚放流

⑥役割 会場設営と撤去。児童へ歴史や、サケの成長についての指導

⑦成果 小学生が地域を学ぶ機会となり、桜やサケの成長を感じながら自分の成長も喜び、地

域愛も育つと思われる。

⑧課題 桜の植樹を終えた後は、育樹をしていく事が重要になってくる。

市町村 大仙市 公民館 内小友公民館

①事業名 余目さくら花火事業

②協力団体名 余目いきいき会議協議会

③協力形態 ウ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 花火とさくらの観賞会

⑥役割 準備等は協議会会員で行う春一番のイベント事業

⑦成果 大仙市の春の観光の一躍になっている。

⑧課題 継続するための費用面の工夫

市町村 大仙市 公民館 内小友公民館

①事業名 さくら植栽事業

②協力団体名 萬桜・育友会運営協議会

③協力形態 ウ ④参加対象 ア イ
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⑤具体的内容 内小友地域内へさくら苗木植樹

⑥役割 材料、準備等は運営協議会で行い、植栽は会員で行う。

⑦成果 さくらの植栽学習も行うので、地域内の森林環境活動になっている。

⑧課題 長期にわたる事業運営

市町村 大仙市 公民館 内小友公民館

①事業名 体力つくり交流大運動会

②協力団体名 内小友スポーツクラブ

③協力形態 ウ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 内小友全地域参加の運動会

⑥役割 地域内を５区に分けて、協議会開催

⑦成果 秋の地域内一大イベント

⑧課題 継続するための費用面の工夫

市町村 大仙市 公民館 内小友公民館

①事業名 ほたる観賞会

②協力団体名 余目いきいき会議協議会

③協力形態 ウ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 ほたるに関わるイベント事業

⑥役割 6月下旬～７月初旬に協議会会員が毎日交代で出番案内

⑦成果 夏の風物詩となっている

⑧課題 ほたる生息環境整備の必要

市町村 大仙市 公民館 内小友公民館

①事業名 交通安全キャンペーン事業

②協力団体名 内小友交通安全会、防犯協会内小友支部、内小友駐在所安全パートナー会

③協力形態 ウ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 春秋１回づつの街頭指導

⑥役割 各々の団体役員が街頭指導を行う。

⑦成果 地域内での事故率低下となっている。

⑧課題 安全啓蒙の継続

市町村 大仙市 公民館 大川西根公民館

①事業名 青少年交流推進事業

②協力団体名 昔を語る会、老人クラブ、その他地域住民

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 さつまいもの植栽を通して、小学校と地域住民が交流する。

⑥役割 畑づくり、さつまいも植えと収穫の指導と作業補助

⑦成果 核家族化が進むなかで、地域のお年寄りと子どもたちが世代間交流できる貴重な機会

となり、地域活性化につながる。また、さつまいもの育て方を学び、生きた食育ができ
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る。

⑧課題 畑の土地の借上げや畑づくりの準備作業など、予算的にも作業の人手も確保が難し

い。

市町村 大仙市 公民館 大仙市立藤木公民館

①事業名 藤木地区大運動会

②協力団体名 藤木地区体育協会

③協力形態 エ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区内の保育園・小学生・中学生・住民による運動会

⑥役割 体育協会…企画、運営 中学生…当日のサポート

⑦成果 地区住民の交流と親睦を図る。

⑧課題 人口の減少に伴い、チーム編成や競技種目の検討が必要になる。

市町村 大仙市 公民館 四ツ屋公民館

①事業名 水辺の楽校祭、四ツ屋まつり、三世代交流会、料理教室、手芸教室

②協力団体名 グラウンドゴルフ愛好会、商工協議会青年部、老人クラブ、婦人会、ＪＡ婦人部等

③協力形態 ア イ ④参加対象 ア ウ

⑤具体的内容 「四ツ屋まつり」では、地域の老若男女が誰でも参加できるように、大人用、子ども用の“

花火灯籠”を作成して祭りを盛り上げている。また、生涯学習の成果として、ステージ発

表、作品展示も行っている。

「三世代交流」では、祖父母、父兄、子どもたちが一緒に、昔の遊び、縄ない、おやき作

り、餅つき、グラウンドゴルフ等で交流を深めている。

⑥役割 商工協議会青年部、園児、児童による「花火灯籠」の作成、及び祭りへの参加

老人クラブ、婦人会の三世代交流における講師

⑦成果 地域の活性化

市町村 大仙市 公民館 角間川公民館

①事業名 三世代交流事業「浜倉の集い」

②協力団体名 角間川小学校、角間川小学校PTA研修部、角間川盆踊り保存会

③協力形態 イ ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 角間川小学校を会場に「みんなの登校日」と称し、７月１３日（金）１４日（土）の２日間に

わたり、地区の伝統である盆踊り練習会や親子・祖父母の交流を目的としたカルタ大

会、読み聞かせ会、ネット安全教室を開催した。

⑥役割 ・お囃子、盆踊りの指導…角間川盆踊り保存会

・親子窓ふき活動/親子・祖父母カルタ大会…角間川小学校PTA研修部

・谷京子先生を迎えて歌とお話しの会…角間川小学校、公民館

⑦成果 小学生全員が地域の伝統文化を学ぶことができる。親子・祖父母が一堂に会する機会

を提供できる。

⑧課題 参加したいけれども、交通手段がなく、参加できなかった祖父母やお年寄りの方々につ

いて、今後は手助けをするような方策を取りたい。
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市町村 大仙市 公民館 大仙市立土川地区公民館

①事業名 いきいきウォーキング

②協力団体名 土川体育協会

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地域内での地域住民を対象としたウォーキング

⑥役割 スポーツの楽しみに触れ、心と体の健康を推進する。

⑦成果 故郷の良さを再発見し、世代を越えた住民同士の交流に役立った。

市町村 大仙市 公民館 大沢郷地区公民館

①事業名 亀田街道まつり

②協力団体名 亀田街道まつり実行委員会、亀田街道を守る会、西仙北小学校

③協力形態 イ ④参加対象 ア イ オ

⑤具体的内容 小学校児童や参加者による旧時代仮装行列、僧による街道供養、文化芸能のイベント

⑥役割 事業企画、運営、開催

⑦成果 大仙市指定文化財「旧亀田街道」の歴史的遺産の保存・継承を図り、文化財保護意識

高揚と地域の活性化に資したい。

⑧課題 学校統合（少子化）と共済団体の高齢化のため、運営に支障がみられること。

市町村 大仙市 公民館 大沢郷地区公民館

①事業名 弥生まつり

②協力団体名 弥生まつり実行委員会

③協力形態 ア ④参加対象 アイオ

⑤具体的内容 生涯学習作品展示・芸能発表会（冬の講座作品、一般作品、踊民謡等イベント）

⑥役割 事業企画、運営、開催

⑦成果 地域の伝統芸能及び生涯学習の成果を一同に発表する機会をもつとともに、地域住民

の親睦を図る。

⑧課題 公民館ボランティアの苦労と難儀を少なくしたい。

市町村 大仙市 公民館 大沢郷地区公民館

①事業名 文化財、史跡研修会

②協力団体名 大沢郷歩こう会

③協力形態 ウ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 大沢郷と関係のある場所の見学研修（岩城亀田、矢島藩、院内銀山、文化財史跡等）

⑥役割 事業企画、運営、開催

⑦成果 歴史、先人の生方を見聞し現在の姿と自分の足下を見て歴史から何かを学んでほし

い。また、歩くことで健康の増進を図る。

⑧課題 ない

市町村 大仙市 公民館 強首地区公民館



- 90 -

①事業名 地区野球・駅伝・ゲートボール・グランドゴルフ大会、冬の講座

②協力団体名 強首体育協会、球友会、ゲートボールクラブ、地区館協力員

③協力形態 ウ ④参加対象 アイウ

⑤具体的内容 地区住民のコミュニケーションと体力（健康）増進のためと生涯学習のため。

⑥役割 地域活性化に向けて自ら活動する主体性を養い、住民一人一人のコミュニケーションと

連帯感を持たせる。

⑦成果 スポーツ・講座に取り組むことにより、学習意欲とコミュニケーション（親睦と融和）が取れ

るようになった。

⑧課題 高齢化が進んでおり、事業の中身によっては参加人数も少なくなってきている。

市町村 大仙市 公民館 大仙市中仙公民館

①事業名 中仙地域生涯学習作品展

②協力団体名 委嘱実行委員

③協力形態 ウ ④参加対象 イウ

⑤具体的内容 一年を通じ活動している文化的創作活動の披露

⑥役割 会場設営から管理、撤収。出展参加の呼びかけ。

⑦成果 個人レベルの向上と各教室の認知度の向上。

⑧課題 作品応募者の固定化。個人参加の減少

市町村 大仙市 公民館 大仙市立南外公民館

①事業名 なんがい地域祭「おらだの秋フェス２０１２」

②協力団体名 南外地域協議会、大仙市芸術文化協会南外支部、婦人会、ＪＡ秋田おばこ南外支店女

性部

③協力形態 イ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 １）地域内住民によるステージ発表、作品展示 ２）茶道、昔遊び、こども囲碁バトル等

の体験コーナー ３）農産物コンクール、支所業務施策ＰＲコーナーの設置など

⑥役割 協力団体が実行委員会を組織して企画、会場設営、運営に主体的にかかわる。

⑦成果 日常の学習活動や農産活動の成果を発表することにより、地域住民の相互理解が深ま

り活力ある地域社会を築く契機となる。

市町村 大仙市 公民館 大仙市立仙北公民館

①事業名 おらだの体験学校

②協力団体名 おらだの体験学校実行委員会

③協力形態 エ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 毎週土曜日に公民館の一室を子どもの遊び場として開放する。（サタデーキッズパー

ク）夏、冬に子ども向けのイベントを開催する。

⑥役割 サタデーキッズパークでの子どもの安全管理、イベント開催時のスタッフ

⑦成果 「地域で子どもを守り育てる」という意識の浸透、子どもの学校外での異学年交流による

自己形成の効果
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市町村 大仙市 公民館 大仙市立仙北公民館

①事業名 公民館まつり

②協力団体名 公民館運営協力委員、生涯学習奨励員

③協力形態 ア ④参加対象 オ

⑤具体的内容 館内の作品展示、舞台で歌や踊りを披露する等の「公民館まつり」を実施し、日頃の

公民館活動の成果を広く地域住民へ周知する機会をつくる。

⑥役割 会場設営並びにまつりの運営（舞台繰り出しやイベントブースのスタッフ）

⑦成果 公民館スタッフだけでは実施できない規模のイベントとなっており、協力を頂く事で実施

可能なものである。イベントの企画段階から参画を頂いており、公民館のスタッフでは気

づかない点や新たな視点でのアイデア等をイベントに組み入れることができる。

⑧課題 毎年企画が同じものとなりつつある。

市町村 大仙市 公民館 大仙市立仙北公民館

①事業名 夏休み親子陶芸教室

②協力団体名 一般個人による講師（自宅で作品を作っている方）

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地区内の小学生を対象として、夏休み期間を利用して親子で陶芸作品を作成する。

⑥役割 自宅に焼き窯を所有する地域住民に依頼して、講座中の講師及び作品の焼き上がりま

での作業一式をお願いしている。

⑦成果 親子で一緒に形に残る作品を作ることで思い出づくりができ、また陶芸に触れることで

子どもの多様な関心の育成に寄与する

⑧課題 参加者がリピーターになりやすく、新規に参加したい方の掘り起こしが難しい。・うまく作

品を作ることができない参加者もいるので、「ものづくり」分野の講座はむずかしいケー

スもある。

市町村 大仙市 公民館 大仙市立仙北公民館

①事業名 子育て講座

②協力団体名 元教員（住職）

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 小学校の就学時健診実施時に、その保護者を対象として子育てに関する講話を行う。

⑥役割 講師

⑦成果 子育てに関する情報や心構え、教育等に関する講話を聴くことができ、自身の子育て

へそれを生かすことができる。

⑧課題 特になし

市町村 大仙市 公民館 大仙市立仙北公民館

①事業名 子ども書道教室

②協力団体名 現職教員

③協力形態 ア ④参加対象 イ



- 92 -

⑤具体的内容 小学生を対象に、隔週土曜日の午後に書道教室を実施する。昇段審査を含む指導を

行う。

⑥役割 講師

⑦成果 個人が開設する書道教室が年々減る中で、書道を子どもに習わせたい保護者の要望

もあり、安価で質の高い指導を提供している。昇段も可能な教室となっており、参加者

は自己の技術向上を感じながら意欲的に書道に取り組むことができる。

⑧課題 講師の確保（主に時間的、曜日的なもの）が難しく、隔週開催とはしているが急な休講

等もあること。

市町村 大仙市 公民館 大仙市立仙北公民館

①事業名 仙北公民館 あじさいキャンパス

②協力団体名 老人クラブ、婦人会

③協力形態 ア ④参加対象 ア

⑤具体的内容 地域の老人クラブ会員、婦人会会員がキャンパス参加者となり、視察研修や体験教室、

お楽しみ交流会等を実施する。

⑥役割 実行委員会を組織し、年間の企画運営や会員への周知連絡、参加とりまとめ等を行う。

⑦成果 公民館と地域の住民との協働事業であり、一緒に何かを実施するという姿勢や意識が

高まる。・会員相互の交流の促進が期待できる。

⑧課題 参加者の固定化 ・企画のマンネリ化など

市町村 大仙市 公民館 大仙市立仙北公民館

①事業名 あなたの生涯学習講座「古文書講座」

②協力団体名 地元研究者、古文書サークル

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 公民館利用者や地域内の住民に「何の講座に興味があるか」をアンケートし、その結果

を反映した住民主体の古文書講座。初歩的な文字の解読から始めます。

⑥役割 地元の古文書研究者が講師となり、参加者に教える。・参加者の中で古文書サークル

がたちあがり、講座の準備や後片付けなどの作業を行う。

⑦成果 仙北地域は払田柵跡に代表される遺跡や名勝に恵まれた地域で、地域の歴史や伝統

を学びたいという住民のニーズに応える講座となっている。

⑧課題 新規の加入者が減少傾向にある。

市町村 大仙市 公民館 大仙市立仙北公民館

①事業名 親子スキー教室

②協力団体名 地域のスキークラブ（愛好者団体）

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 小学生の親子等を対象に、基礎スキーの技術向上を目的にスキー教室を実施する。

⑥役割 仙北スキークラブ（地元体育協会の加盟団体）に講師を依頼している。スキー場内での

講座になるため、指導はもとより参加者の管理（食事や休憩）など自主的にして頂いて

いる。
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⑦成果 技術の向上はもとより、参加者間の交流の促進やスキーへの関心拡大などの効果が期

待できる。

⑧課題 年々参加者が減少している。

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市中央公民館

①事業名 生涯学習フェスタ2012

②協力団体名 自主講座グループ・公民館講座受講生・地域住民

③協力形態 ア ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 公民館等において自主サークルや各種団体で活動しているグループに発表してもらう

とともに、来場者が気軽に体験できる場を提供する。

⑥役割 日頃の学習の成果を披露してもらう。また、体験コーナーでは参加者を指導、補助して

もらう。

⑦成果 子どもから大人まで気軽に参加してもらうことにより、年代をこえたコミュニケーションが

図れる。

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市中央公民館

①事業名 サンタ列車で行く角館・武家屋敷の旅

②協力団体名 秋田北鷹高等学校

③協力形態 ウ ④参加対象 カ 子ども会加入会員

⑤具体的内容 北秋田市子ども会育成連合会が行う事業を高校生がサポートする。 秋田内陸縦貫鉄

道「サンタ列車」に乗車し角館までを旅する。

⑥役割 参加する小学生のサポートや、列車内でのゲーム等の補助

⑦成果 小学生の活動を補助することにより、高校生のボランティア意識を高め、相互の心の交

流が深められる。

⑧課題 高校生の依頼の方法・時期など、高校との連携と共通理解が必要となる。

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市坊沢公民館

①事業名 新春交流会

②協力団体名 公民館運営委員会、マンドリン同好会

③協力形態 ア ④参加対象 イ

⑤具体的内容 １月３日に地域住民で新年を祝う。

⑥役割 公民館運営委員会を開催し、実行委員を組織する。

⑦成果 マンドリン同好会の演奏で始まり、格調の高い会になる。実行委員で事前準備、当日の

手伝いで無黙なく進行できる。

⑧課題 高齢化による参加人数の減少、若い人の参加が少ない。マンドリン同好会も少人数化

で、今年度は演奏を取りやめる。

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市栄公民館

①事業名 「栄公民館まつり」「東地区ユニカール交流会」

②協力団体名 栄公民館自主講座及び地域住民



- 94 -

③協力形態 ア ④参加対象 アイウ

⑤具体的内容 地域内の交流及び親睦・活性化策

⑥役割 作品の提供及び演示の協力

⑦成果 特記なし

⑧課題 特記なし

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市沢口公民館

①事業名 ワイワイ文化祭

②協力団体名 保育園、小中学校、各サークル

③協力形態 ア ④参加対象 イウ

⑤具体的内容 各団体の演示発表の場

⑥役割 演示発表。

⑦成果 地域住民の親睦やコミュニケーションが図られた。

⑧課題 他の行事が重なり、出演依頼が難しい。事業を行うための資金（予算）があればよい。

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市七日市公民館

①事業名 おやかたさあつまるべ講座

②協力団体名 おさるべ元気くらぶ

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 地域の歴史、民俗、風土を学ぶ。本年度４回開催。１回目…七日市の親方（長岐家宗

家）と北秋田市の歴史文化、２回目…浅利城址と小猿部川上流の森林探勝、３回目…

近世建築史からみた長岐邸の価値、４回目…江戸時代に佐竹の殿様に差し上げた御

膳料理の再現。

⑥役割 地域間のつながりが希薄になりつつある現代において、先人の英知に学び、長岐家を

拠り所として地域づくりをめざし、ボランティア団体や地域内外の人に目を向けてもらえ

るよう活動していきたい。

⑦成果 長岐邸が一般公開される機会は少なく、講座の内容の良さもあり、希望する声が絶えな

かった。参加者アンケートの感想も好評を得た。

市町村 北秋田市 公民館 北秋田市森吉公民館

①事業名 レクスポーツの指導、助言（ミニテニス等）

②協力団体名 クマゲラスポーツクラブ

③協力形態 ア ④参加対象 イ ウ

⑤具体的内容 軽スポーツの指導

⑥役割 健康講座の振興

⑦成果 レクスポーツの普及

⑧課題 対象者（参加者）、特に男性の参加が少ない。

市町村 北秋田市 公民館 阿仁公民館

①事業名 阿仁文化交流のつどい
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②協力団体名 北秋田市芸術文化協会阿仁支部

③協力形態 ア ④参加対象 イ ウ

⑤具体的内容 公民館講座、公民館自主グループ、公民館区内住民が作品などを展示、ステージで演

示をおこなった。

⑥役割 作品展示やステージ発表の運営スタッフ

⑦成果 学習の成果を一同に発表することができた。

⑧課題 発表者の固定化

市町村 北秋田市 公民館 合川駅前公民館

①事業名 合川まとびとふるさとまつり

②協力団体名 合川まとび保存会、合川ふるさとまつり実行委員会

③協力形態 ウ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 毎年開催されるイベント。万灯火（まとび）と呼ばれる伝統行事を大掛かりにアレンジし、

上記団体や地元中学生、太鼓サークル、各地区婦人会、住民が役割を分担しながら開

催されるお盆の祭り

⑥役割 伝統芸能・行事の指導及び伝承（まとび、踊り、行事使用物の作成等）と運営

⑧課題 少子高齢化に伴う若者層（中学生含む）の減少

市町村 北秋田市 公民館 合川公民館

①事業名 合川まとびとふるさとまつり

②協力団体名 合川まとび保存会、合川ふるさとまつり実行委員会

③協力形態 ウ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 毎年開催されるイベント。万灯火（まとび）と呼ばれる伝統行事を大掛かりにアレンジし、

上記団体や地元中学生、太鼓サークル、各地区婦人会、住民が役割を分担しながら開

催されるお盆の祭り。

⑥役割 伝統芸能・行事の指導及び伝承（まとび、踊り、行事使用物の作成等）と運営

⑦成果 伝統芸能・行事の伝承と各種準備作業を通じての世代間及び地域間の交流、愛郷心

の醸成。

⑧課題 少子高齢化に伴う若者層（中学生含む）の減少

市町村 にかほ市 公民館 仁賀保公民館

①事業名 市民文化祭・子どものつどい

②協力団体名 地域婦人会、高齢者学級、自主グループ

③協力形態 ア ④参加対象 ア

⑤具体的内容 市民文化祭…地域婦人会が食堂をひらいて協力している。

子どものつどい…冬休みを利用して地域の大人から昔遊び等を教わる。

⑥役割 婦人会…食堂や食育の一環として地元の食材を使った豚汁の提供を行う。

その他…公民館事業で講師としての役割。

⑦成果 学校の長期休暇を利用し、遊びを通して地域の人々とふれあいを体験する。また、学校

以外での活動を通し社会性の醸成をはかる。
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⑧課題 講師となる人材の高齢化が進んでおり、わら細工の指導など今後教えてくれる人がいな

くなるのではないかと心配している。また子どもとの接し方に不慣れで、講師が手を出し

過ぎる場合がある。

市町村 にかほ市 公民館 金浦公民館

①事業名 文化祭

②協力団体名 芸術文化協会加盟団体、自主学習グループ

③協力形態 イ ④参加対象 ウ エ

⑤具体的内容 芸術文化協会、自主学習グループに加盟している団体がそれぞれの部門を発表し、一

般の方や公民館教室受講者の作品も一緒に展示する。

⑥役割 発表、展示、運営

⑦成果 団体や個人の日頃の学習成果発表の場となり、生涯学習・公民館活動への理解や関

心が高まる。

⑧課題 展示者との調整や来場者数増加へ向けた取り組み。

市町村 にかほ市 公民館 金浦公民館

①事業名 高齢者学級

②協力団体名 金浦福寿大学

③協力形態 ア ④参加対象 ア イ

⑤具体的内容 年間を通して月１回程度の生涯学習活動を行っている。

⑥役割 学習や行事等のメニュー作成や運営を公民館とともに担っている。

⑦成果 高齢者の生きがいづくり

⑧課題 将来的には、より自主的な運営に移行することが望まれるが、主体が高齢者であること

から現実的には困難である。

市町村 にかほ市 公民館 象潟公民館

①事業名 市民文化祭・放課後子ども教室友遊くらぶ

②協力団体名 地域婦人会、芸文協団体、自主グループ

③協力形態 ア ④参加対象 ア

⑤具体的内容 ・市民文化祭…もちつき体験等、芸文協団体・自主グループが企画運営するイベントの

開催

・放課後子ども教室友遊くらぶ…月１回程度の行事補助

⑥役割 ・市民文化祭…地域婦人会がもちつきをして来館者に振る舞ったり、芸文協団体・自主

グループが企画運営するイベントで文化祭を盛り上げている。

・放課後子ども教室友遊くらぶ…コーディネーターの補助や子どもたちの見守り

⑦成果 地域の人々とのふれあいや体験を通した地域交流

市町村 仙北市 公民館 田沢湖公民館

①事業名 ライフサポートセミナー

②協力団体名 安心・安全な街づくりの会実行委員会
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③協力形態 ウ ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 交通事故・犯罪被害・遭難事故など身近で起きている事故の実例を元に対策について

講演会を実施

⑥役割 開催要項・講師手配・会場準備など

⑦成果 身近かな実例で具体的内容の講話であった。主に高齢者の参加が大半を占めたが、

約７０人の参加者が熱心に聞き入り、身を守る事への意識が高まったと感じた。

⑧課題 年々新手のトラブルに巻き込まれるケースが増えており、一人暮らしの高齢者などが安

心して日常生活を送れるよう、今後も定期的に実施する必要がある。

市町村 仙北市 公民館 角館公民館

①事業名 大曲養護学校交流事業

②協力団体名 大曲養護学校

③協力形態 エ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 大曲養護学校農耕班と角館公民大学園芸学科との花壇整備（花の植栽、草取り）を通

じての交流事業

⑥役割 技術指導

⑦成果 世代間交流の向上

⑧課題 参加者の増加

市町村 仙北市 公民館 西木公民館

①事業名 春休み子どもスペシャル

②協力団体名 ひまわりの会

③協力形態 町内園児・児童その保護者 ④参加対象 イ

⑤具体的内容 読み聞かせやゲーム等

⑥役割 事業の計画

⑦成果 親子で参加することにより絆が深まる。

⑧課題 参加人数の減少

市町村 小坂町 公民館 中央公民館

①事業名 老壮大学、アカシア祭り、敬老会

②協力団体名 老人クラブ、アカシア祭り実行委員会

③協力形態 イエ ④参加対象 ア オ

⑤具体的内容 毎月１回学習会開催

⑥役割 参加者の取りまとめ、受付、会場の後片付け

⑦成果 参加すること、関わることで町の事業や行事に少しでも関心をもっていただけるのでは。

⑧課題 各団体、サークルの高齢化。一部の動ける人に負担が重くなっている。

市町村 小坂町 公民館 小坂公民館

①事業名 自治会運営研究会 、小坂七夕祭

②協力団体名 小坂町中央地区自治体連絡協議会 、七夕祭振興会
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③協力形態 ウ ④参加対象 ウ オ

⑤具体的内容 年１回学習会開催 町の施策に関する学習、協働の町づくりについての事例発表、

福祉や自主防災組織についての学習会など開催している。

⑥役割 学習内容に検討、自治会内の参加者取りまとめ、当日の準備や片付け

⑦成果 地域の課題に目を向けるきっかけになる。

⑧課題 団体の事務局を公民館で担っているため、自主的な活動になりにくい。 自治会の役員

がほとんど参加するが、毎年メンバーが変わる自治会が多く学習したことが次につなが

っていかない。

市町村 小坂町 公民館 川上公民館

①事業名 盆踊り、運動会、自治会運営研究会、福祉座談会

②協力団体名 小坂町川上地区自治体連絡協議会

③協力形態 ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 盆踊りや運動会など地域で長年開催、受け継いできたもの。 運営研究会や福祉座談

会は、そのときの課題や現状にあった内容をテーマに開催している

⑥役割 盆踊りや運動会は、役員会を数回開催。準備、地区内の取りまとめをして当日の運営を

担っている。

⑦成果 事業そのものは地域住民の交流になっていると思われる。

⑧課題 主催事業という意識が乏しく、年々参加者が減少している。自治会連絡協議会＝公民

館になっていて、担当する職員も単に事務局として関わることになり、毎年決まったこと

をすればよいという感じになっている。

市町村 小坂町 公民館 七滝公民館

①事業名 健康学習会、まつりっ子、盆踊り、運動会、自治会運営研究会

②協力団体名 女性団体、七滝地区自治会連絡協議会

③協力形態 イ ウ ④参加対象 イ

⑤具体的内容 盆踊りや運動会など地域で長年開催、受け継いできたもの。 まつりっ子は、子どもたち

のために地域の大人が露店を出したり、手作りのお祭りを開催している。

⑥役割 まつりっ子や盆踊り、運動会は、役員会を数回開催。準備、地区内の取りまとめをして

当日の運営を担っている。

⑦成果 事業そのものは地域住民の交流になっていると思われる。

⑧課題 主催事業という意識が乏しく、年々参加者が減少している 自治会連絡協議会＝公民

館になっていて、担当する職員も単に事務局として関わることになり、毎年決まったこと

をすればよいという感じになっている。

市町村 上小阿仁村 公民館 上小阿仁村公民館

①事業名 芸能まつり

②協力団体名 生涯学習センター事業実践専門部会

③協力形態 ウ ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 村内芸能活動グループによる発表会
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⑥役割 事業計画、当日のイベント進行等

⑦成果 村内の芸能活動グループに発表の場を与えることが出来た。秋に行われる学習発表会

の出演につながる取組となっている。

⑧課題 協力してくれる人が毎年固定されており、新しい人材が不足している

市町村 藤里町 公民館 藤里町公民館

①事業名 全町婦人家庭バレーボール大会

②協力団体名 藤里町スポーツ推進委員

③協力形態 ア ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 藤里町に住む女性を対象とした家庭バレー大会

⑥役割 バレー大会の運営

⑦成果 スポーツを通じて、成人女性の世代間交流を深める。

⑧課題 参加者の減少

市町村 藤里町 公民館 藤里町公民館

①事業名 少年教室

②協力団体名 上若郷土芸能保存会（郷土芸能コース）、志茂若郷土芸術会（郷土芸能コース）、大沢

壮士舞保存会（郷土芸能コース）、金沢番楽保存会（郷土芸能コース）、高山太鼓白神

会（郷土芸能コース）、将棋同好会、切り絵同好会、絵手紙同好会、佐々木宗林（茶道

コース）、菅原隆之介（書道コース）

③協力形態 ア ④参加対象 カ（町内の小中学生）

⑤具体的内容 夏休み期間を利用して、郷土芸能や科学・文化などの多彩な活動を行なう。

⑥役割 子どもたちに対する指導・町民祭や各種イベントでの成果発表

⑦成果 郷土芸能の習得、科学・文化活動の学習、活動を通じた地域住民との触れ合い、町民

祭や各種イベントでの成果発表

⑧課題 小中学校側の協力体制も手厚いため特になし

市町村 藤里町 公民館 藤里町公民館

①事業名 書き初め大会

②協力団体名 菅原隆之介 村岡満（書道講師）

③協力形態 ア ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 書き初め大会の実施

⑥役割 書道の指導

⑦成果 ・書道の上達・書き初め大会を通じた世代間交流

⑧課題 特になし

市町村 藤里町 公民館 藤里町公民館

①事業名 和友教室

②協力団体名 桂田良子（講師）

③協力形態 ア ④参加対象 ウ
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⑤具体的内容 手作り技術、教養の習得

⑥役割 技術指導、教養講座の実施

⑦成果 手作り技術、教養の習得・和友教室を通じた世代間交流

⑧課題 特になし

市町村 三種町 公民館 山本公民館

①事業名 地域の小学校への読み聞かせ

②協力団体名 山本地区図書ボランティア

③協力形態 オ ④参加対象 ア

⑤具体的内容 森岳小学校からの依頼で年６回（５月・６月・９月・１０月・１１月・２月）午前８時１５分から

３０分までの１５分間、読み聞かせボランティアに行っています。

⑥役割 山本地区では、１９人の図書ボランティアが登録されており、それぞれ３小学校へ読み

聞かせに行っています。

⑦成果 子どもたち（小学校）からは、大変喜ばれています。

⑧課題 図書ボランティアグループの方々が高齢化になってきていることです。

市町村 八峰町 公民館 八峰町公民館

①事業名 町文化祭

②協力団体名 八峰町芸術文化協会

③協力形態 イ ④参加対象 ウ

⑤具体的内容 町文化祭での各種芸能発表や書道、絵画等の作品展示

⑥役割 芸能発表、作品展示

⑦成果 生涯学習活動の一助

⑧課題 高齢化

市町村 五城目町 公民館 中央公民館

①事業名 朝市５００年記念マラソン大会、全町盆踊り大会

②協力団体名 五城目町陸上競技協会、五城目町盆踊り大会実行委員会

③協力形態 イ ④参加対象 オ

⑤具体的内容 （朝市マラソン）歴史と伝統を誇る五城目朝市５００年を記念し開催。朝市発祥の地、馬

場目路を走る。 （ 盆踊り大会 ）古より連綿と踊り継がれている盆踊りを保存、継承。

⑥役割 （朝市マラソン）参加申込み受付、プログラムの作成、会場準備、大会運営（ 盆踊り大

会 ）会場準備、大会運営

⑦成果 達成感と郷土愛の醸成

⑧課題 人材不足、後継者育成

市町村 五城目町 公民館 馬場目地区公民館

①事業名 ・馬場目地区運動会…地域・学校・保育園合同開催

・馬場目地区ゲートボール大会…年に２回老人クラブと共催

・婦人学級開校式、学習会（視察研修）、料理教室、生け花教室、同閉校式（講演会）
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…馬場目婦人会と共催

・地区対抗駅伝大会、馬場目川清流駅伝大会…馬場目走友会と共催

・放課後子ども教室（わらしべ塾）と共催 木工教室 年２回

・文化祭・作品展（地域住民・小学校児童・保育園児）、芸能発表会（地域出身者の歌、

舞踊、大正琴・馬場目小学校の児童・保育園児によるダンスや歌）

・馬場目地区講演会「いい人生を、いい仲間と」

②協力団体名 馬場目地区老人クラブ、馬場目地区婦人会、馬場目走友会、馬場目小学校、馬場目

保育園、ほほえみサークル、秋田歌要会、民舞 美佳の会、馬場目地区町内会及び

地区町内会

③協力形態 ア イ ウ エ ④参加対象 ア イ
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（９）貴施設では、「学習の成果を適切に生かすことができる社会の実現を図る(教育基本法第３条・生涯学習

の理念)」ことを意識して取り組んでいる事業や施策・環境整備等はありますか。（ｐ３７）

○あると回答した場合、その内容を具体的に記入してください。

市町村 秋田市 公民館 中央公民館

小学校区毎に委嘱されている公民館運営協力委員会委員が、自主的事業として､地域の話題や歴史な

どをとりあげ、それぞれの地域の理解を深めるとともに、市民の交流と地域活性化の講座を開催した。

「電気の上手な使い方」 「狐の行列の由来大人のプラネタリウム」「知って安心、介護保険と介護予防」

「秋田の電力事情」「実技 ニュースポーツ『ユニカール』」「観劇 能楽と和楽器 能楽を楽しもう」

市町村 秋田市 公民館 南部公民館

公民館まつり～地域住民の学習成果の発表。

市町村 能代市 公民館 東部公民館

前出以外に市民学校

市町村 能代市 公民館 扇渕公民館

前出以外に市民学校

市町村 能代市 公民館 向能代公民館

東雲地区文化祭での作品展示

市町村 能代市 公民館 二ツ井公民館

地区文化祭を開催し、日頃の学習成果を発表し、学習の高揚と地域の活性化を図っている。 市民学

校を開催し、地域住民の教養、健康、趣味、家庭生活等の向上を図っている。

小学生を対象に夏休みや冬休みを利用して各種工芸や地域の自然めぐり、施設見学等を行い、普段学

校では経験できないような体験活動をしている。

市町村 横手市 公民館 横手中央公民館

当公民館では、一般成人を対象に「わいわい楽遊塾」と称し、近隣の歴史や文化の学習、健康や現代の

社会問題等の見聞を広めるための講座を開催している。この講座を受講していただくことにより、より積極

的に地域での社会活動や奉仕活動に参加していただくことを目的にしている。

市町村 横手市 公民館 旭公民館

年間通して展示スペースに作品等の展示ができる機会を設けている。また、年１回のふれあい館まつり

で発表の場を設けている。講座では、料理講習などで、基本の包丁の使い方を学ぶなど、実践的な講座

を計画している。講座で学んだことを活かし、自主講座へ移行するような働きかけを行っている。

市町村 横手市 公民館 黒川公民館
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Ⅲにて回答した事業において地域住民が生涯学習の成果を発表できる場を提供している。

市町村 横手市 公民館 西成瀬公民館

各種事業

市町村 横手市 公民館 舘合公民館

当公民館は予算をかけずに講座を実施している状況にあります。ただ、地区の方々には学習意欲があり

ますので、その要求にこたえられるよう、行政やその他団体で無料で講師派遣をしてくださるような事業

を活用しています。

・子供たちを対象としたおはなし会 ・健康の駅 ・ニュースポーツ教室

・移動公民館 ・いけばな教室等

市町村 横手市 公民館 前田公民館

生涯学習奨励員を公民館活動の講師に依頼して、「男の料理講座」そば打ち体験を実施した。

市町村 横手市 公民館 山内生涯学習センター

地域が豊かな自然の中、将来とも活き活きとした地域である為に、地域の次世代を担う人材の養成講座

を開催している。

市町村 大館市 公民館 中央公民館

「中央公民館公民館まつり」や「ダンスフェスタ」でサークル活動の発表の場を設けている。

市町村 大館市 公民館 矢立公民館

「公民館まつり」でサークル活動の発表の場を設けているくらいしかありません。

市町村 大館市 公民館 田代公民館

田代公民大学 ・午前に教養科目・・・講話を中心に開催、教養を深めている。 例)がんばっぺ浪江

町、環境放射能について、高齢者のための歯の健康、一般救命講習、ニコニコ体操、花岡事件を学ぶ、

秋田内陸線の魅力、移動研修(県立博物館)等 ・午後に選択科目・・・継続して自分に合った知識の向

上を目指している。 例)レクダンス、舞踊、郷土史、コーラス、川柳、書道

市町村 男鹿市 公民館 若美公民館

当公民館主催事業である、若美大学（６５歳以上高齢者大学）、ハイカラ文化講座（成人学習講座）、ウィ

ークエンドサークル（児童・生徒・親子を対象）など３事業については、基本的に社会教育、生涯学習の

理念に基づいて実践しているところである。特に公民館の果たす役割は何か、常に自問自答しながら研

鑽に励み、日々の活動に取り組んでいる。「善政は善教に如かず」かつての秋田県生涯教育本部長の

目指すものであった。街づくりの原点は正しく人づくりであり、人づくりの基本は教育であることの生涯学

習が果たす役割と心得ています。拓かれた公民館・求められる公民館・行ってみたくなる公民館こそ理念

の原点ではないでしょうか。
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市町村 湯沢市 公民館 湯沢公民館

「市民大学」社会情勢の変化と市民の学習要求の多様化に対応するため、老若男女を問わず、自らの

教養を高めるとともに、生きがいのある暮らしを目指して、互いに励まし合い、楽しく学習するための生涯

学習講座として、昭和４７年度から継続して開催している。（月１回、５月～２月の第三水曜日開催）午前

中は、毎回あらゆる生涯学習分野の講師を招いた一般教養講座を行い、午後からは、参加者それぞれ

の専攻コースに分かれて学習活動を行う。

市町村 由利本荘市 公民館 南内越公民館

学習の成果を発表する場として、地区文化祭を毎年開催（今年度は体育館耐震工事のため中止）

市町村 由利本荘市 公民館 矢島公民館

芸能発表会 コーラス、舞踊などの発表。・文化祭 書道、写真、絵画、手芸等の作品展示

市町村 由利本荘市 公民館 岩城公民館

旧藩芸術文化交流展…生涯学習での成果を発表（作品）する場、文化祭生涯学習での成果を発表（演

芸・作品）する場

市町村 由利本荘市 公民館 由利公民館

出前公民館事業…届ける学習として公民館職員と講師が集落に出向いて、集落の要望により講演や実

技研修等の機会を提供する。実施期間は、主に１月中旬から２月下旬となっている。

移動ブルーの窓口…公民館で行う学習に参加する機会の少ない住民が気軽に生涯学習に参加できる

ように９名の生涯学習奨励員が集落に出向いて、集落公民館活動と一緒に学習する。実施期間は、年

間としている。

きらめき学習会（学習サークル支援）…自主学習サークルへの講師を派遣し学習支援を行う。ゆりまつり

…芸文協加盟団体による芸能発表会や各種サークルによる作品展示を実施するほか、体験学習コーナ

ー（ポーセラーツ、押し花など）の講師を由利地域生涯学習奨励員等にお願いしている。

市町村 由利本荘市 公民館 大内公民館

各種公民館主催教室の実施…編み物教室・ダンス教室・煎茶道教室ほか

大内地域市民祭…芸能発表会、生涯学習教室・各種団体作品の展示コーナー設置

市町村 由利本荘市 公民館 東由利公民館

学習の成果を発表する場の提供のため、地域文化祭を毎年実施

市町村 由利本荘市 公民館 鳥海公民館

生涯学習講座の開設及び生涯学習発表会の開催

市町村 大仙市 公民館 大曲公民館

西山山野草共生会において、年１回の先進地視察研修を行い、学んだ成果を会員一人ひとりが自主的
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に地元の自然環境保全に活かすことができるような研修を行っている。

大曲花いっぱい運動の会、年２回の先進地視察研修を行い、学んだ成果を会員一人ひとりが自主的に

地元の環境美化活動に生かすことができるような研修を行っている。

市町村 大仙市 公民館 内小友公民館

住民ニーズ・時代性の発掘 特に健康志向事業の発掘

市町村 大仙市 公民館 神岡中央公民館

年一回秋に開催する地域文化祭に於いて、公民館が実施している学習会の作品展示 発表会を行い、

広く地域に学習の成果を披露し、新規受講者の参加を募っている。

市町村 大仙市 公民館 大沢郷地区公民館

当地は人口減少が著しく少子高齢化の進行が顕著であり、若者の生計には苦労と障害も多い。しかし高

齢者にはかけがえない地域である。公民館は地域住民が楽しく元気で生活してもらうため、いろいろな情

報の提供とお手伝いをしなければならないと思い、この地域で生きた先人の功績と当地の歴史史跡と関

係地の見学研修して歴史を通して見えてくるものから活力を得ることに資したい。

市町村 大仙市 公民館 強首地区公民館

毎年１２月～３月まで「冬の講座」として、手芸・料理・健康講座や生け花講座を設け、市で実施される催

し物に出品・展示したりしている。また、家庭で役立つ情報・知恵を学んでいる。

市町村 大仙市 公民館 大仙市中仙公民館

表装教室の開催…地域内小学校の6年生児童に、卒業記念として、半紙大の作品を書かせ、それを表

装しプレゼントする。表装作業は、それぞれの教室に赴き、奨励員と児童に一緒に作業を行わせる。

市町村 大仙市 公民館 大仙市立南外公民館

なんがい地域祭や大仙市芸術文化祭など発表機会の提供や、学校支援本部事業に講師を派遣するな

ど学習成果を生かす場の確保に努めている。

市町村 大仙市 公民館 大仙市立仙北公民館

①公民館における活動作品等の常時展示…当公民館では芸術文化協会所属の活動団体による作品等

を館内ロビーに常時展示している。常に来館者がある環境で自己の活動の成果を見てもらうことで、自己

の活動の意欲増進や今後の学習課題の発見等に寄与する。

②公民館まつりにおける芸能発表…上記の展示と同様に、公民館に所属する舞踊・新舞踊・日舞等の

団体による舞台発表を公民館まつりにて実施する。日頃の練習の成果を来館者の前で発表できること

で、自己の活動への意欲向上へと繋げることができる。

③発表会、定期演奏会等への支援…公民館所属団体が公民館を会場に発表会や演奏会等を開催す

る際は、職員が全般的にサポートし、日頃の練習の成果を遺憾なく発揮できるよう支援する。

市町村 大仙市 公民館 サンクエスト大曲
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生涯学習の基盤づくりと推進基盤の充実 施設の整備の充実

市町村 北秋田市 公民館 中央公民館

公民館講座等で学んだ人、長く自主的講座で活動している人などを人材登録し、学校支援や講座など

の講師紹介をしている。

市町村 北秋田市 公民館 坊沢公民館

公民館まつりを開催…幼稚園のよさこいソーラン、小学生の祇園太鼓、小学生の民謡や自主講座のマン

ドリン同好会、民謡の会、踊りの会などに出演を依頼し発表の場を設けている。展示として、絵画・手づく

り趣味の会の作品等

市町村 北秋田市 公民館 森吉公民館

学び交流の場の提供、森吉大学ほか８講座５７回の学習の場の提供

市町村 北秋田市 公民館 合川駅前公民館

「芸文祭」、「文化交流会」各サークルや講座、芸術・文化団体の日頃の練習の成果や作品を披露すると

ともに、情報収集や技術のレベルアップを図る。

市町村 北秋田市 公民館 合川公民館

「芸文祭」、「文化交流会」各サークルや講座、芸術・文化団体の日頃の練習の成果や作品を披露すると

ともに、情報収集や技術のレベルアップを図る。

市町村 にかほ市 公民館 仁賀保公民館

市民文化祭…日頃の学習の成果を作品を展示する等して発表している。

市町村 にかほ市 公民館 金浦公民館

市民文化祭の開催、生涯学習有識者をデータベース化した人材バンクへの登録、利用の周知、地域の

人材を講師とする公民館講座等の開催、公民館展示スペースへの作品の展示

市町村 にかほ市 公民館 象潟公民館

市民文化祭…日頃の学習の成果を作品を展示する等して発表している。

市町村 仙北市 公民館 田沢湖公民館

個人団体問わず、一年間の生涯学習活動の成果を発表（作品展示など）する場を設け「公民館まつり

（仮称）」として年度末に開催するべく目下計画中。当日は、活動的な生涯学習活動を維持していただく

ためにも、健康に関する講演会を予定している。

市町村 仙北市 公民館 西木公民館

文化祭の際に事業で習った成果を発表する
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市町村 小坂町 公民館 中央公民館

世代間交流事業 老人クラブが学校を訪問し、「縄ない、しめ縄作り」の指導 あゆみ学級が小学校

低学年にお手玉など、昔遊びを伝承

市町村 藤里町 公民館 藤里町公民館

上記事例のほか、ふじこま大学（高齢者教育）などを実施しており、その取り組み成果は町民祭などで発

表している。

市町村 五城目町 公民館 中央公民館

高齢者学級において年１０回程の学習会を実施。議会傍聴や防災について学習しているほか、博物館

や史跡を見学し、知識を深めている。・各地区公民館において、年間を通して地域の各年代に合わせた

子ども教室や婦人学級、高齢者体力つくり教室や健康教室等の各種教室を開催しているほか、災害時

に向けた炊き出し防災体験、救急救命講習会などを実施している。また、それらの成果を地区文化祭に

おいて展示発表している。

市町村 五城目町 公民館 馬場目地区公民館

地区公民館は地区生涯学習の拠点として、各種事業に地域の各種団体・学校保育園等又地区町内会

と連携を図り各種事業を実施している。

市町村 五城目町 公民館 内川公民館

シメ縄教室において、伝統的な技術を若い世代に継承するとともに、世代間の交流が図られることによ

り、地域のコミュニティづくりに寄与している。

市町村 五城目町 公民館 大川地区公民館

野菜づくり、料理教室…乳製品を食生活に生かす、太極拳教室…健康の保持、歩こう会…健康の保持、

他市町村の景勝地を歩く、防災学習…小学校の児童を交えて学習する


