
NO 分類 事業名 事業内容 対象 実施期日 回数 時間数
定員
（人）

1 家庭教育
子育てママのおしゃべりタイム（区
事業）

子育て相談、指導、子育て中の
親同士の情報交換

子育て中の方及
び妊婦

４月～３月 22 44 -

2 家庭教育
★來村先生の健康講座
　（講座名未定・男女共同参画セ
ンター共催）

免疫力の強化と健康づくりを目指
し、生活習慣や服薬を見直し心身の
健康を考える。

一般 9月26日 1 2 15

3 少年教育
土曜キッズ
「手作り工作教室」

自分だけの作品を作りその不思
議な世界を体験し物づくりの楽し
さを知る。（社会福祉協議会）

小学生
(４年生以上)

7月17日 1 2 10

4 少年教育
夏休みこどもチャレンジ
「美味しいパンをつくろう」

パンを作る工程を学び手作りの
楽しさと安全な調理方法を知る。
（市内公民館サークル講師）

小学生
(３年生以上)

7月28日 1 3 10

5 少年教育 ★科学工作(下学年）
スノードーム（またはスライム）の
製作を通し、科学工作を楽しむ。
（市内NPO団体）

小学生
(３年生以下)

7月29日 1 2 10

6 少年教育 ★科学工作(上学年）
簡単な歩行ロボット（またはポン
ポン船）の製作を通し、科学工作
を楽しむ。（市内NPO団体）

小学生
(５年生以上)

7月30日 1 2 10

7 少年教育
夏休みこどもチャレンジ
「ハーブ石けんをつくろう」

ハーブを使った石けんの作り方
を学びハーブの香りや効能を知
る。（個人講師）

小学生
（３年生以上）

8月2日 1 2 10

8 少年教育
夏休み子どもチャレンジ
「タイルモザイクをつくろう」

砕いたタイルを下絵に沿ってはり
つけながら描画を行う。（個人講
師）

小学生
(４年生以上)

８月５日
８月６日

2 5 10

9 少年教育
夏休みこどもチャレンジ
「エコキャンドルをつくろう」

家庭で出る廃油を使って家庭用
のろうそくをつくる。（コープみら
い）

小学生
※1・2年生は
保護者同伴？

8月初旬 1 2 10

10 少年教育
夏休みこどもチャレンジ
「ガス管リサイクル・万華鏡をつく
ろう」

ガス管の廃材を利用して万華鏡
づくりを通してリサイクルと暮らし
の中のガスについて学ぶ。（東京
ガス）

小学生
（１～３年生）

※保護者同伴？
8月4日 1 2 10

11 少年教育
小学校古代体験教室
「勾玉つくり」

古代の生活についての
話を聞き、勾玉を作る。（市埋蔵
文化調査C）

小学生
（３年生以上）

11月21日 1 2 10

12 少年教育
土曜キッズ
「手作り工作教室②」

自分だけの作品を作り、物づくり
の楽しさを知る。（社会福祉協議
会）

小学生
（１～３年生） 12月11日 1 2 10

13 少年教育 クリスマスケーキをつくろう
ケーキ作りの基本と料理の楽し
さを体験し食事の大切さを学ぶ。
（市内公民館サークル講師）

小学生
(３年生以上)

12月19日 1 3 10

14 少年教育 肉まんをつくろう
ブタまん作りの基本と料理の楽し
さを体験し食事の大切さを学ぶ。
（市内公民館サークル講師）

小学生
(３年生以上)

2月6日 1 3 10

15 成人教育
★特別史跡加曾利貝塚ってどん
なとこ？

近年の発掘の成果やこれまでの
遺跡保護の歩みを知り、特別史
跡加曾利貝塚の価値を知る。
（市埋蔵文化財調査C)

成人 9月12日 1 2 15

16 成人教育
そば打ち体験教室
年越しそばにチャレンジ

基本的なそばの打ち方を習得し
手作りそばの良さを味わう。（ふ
るさと蕎麦の会）

成人 10月30日 1 3 8

17 成人教育 定期使用団体研修会
地域の生活の課題テーマに研修
を行う。

各団体の代表者 11月24日 1 2 70

18 成人教育 パソコン教室
エクセルの基本操作を習得し
データ入力および編集・表の作
成等を学ぶ。（生涯学習C)

成人
12/8,12/9,
12/10

3 9 10

19 成人教育 陶芸体験教室（木曜日コース）

成形するところから、釉掛けま
で、陶芸の基礎を学び、公民館
での学習活動のきっかけづくりと
する。（公民館サークル：陶友会）

成人
（公民館での陶
芸未経験者）

1/27,2/3,
2/10,2/17

4 10 12

20 成人教育 陶芸体験教室（金曜日コース）

成形するところから、釉掛けま
で、陶芸の基礎を学び、公民館
での学習活動のきっかけづくりと
する。（公民館サークル：千窯会）

成人
（公民館での陶
芸未経験者）

1/28,2/4,
2/11,2/18

4 10 12

21 成人教育
★大人のための　はじめてのスマ
ホ体験
優しい基本編

情報機器としてのスマホ(タブレッ
ト)の操作方法やアプリの活用方
法について知る。（ソフトバンク）

成人 2月中旬 1 2 10
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22 成人教育
★大人のための　はじめてのタブ
レット体験

情報機器としてのタブレットの操
作方法やアプリの活用方法につ
いて知る。（ソフトバンク）

成人 2月中旬 1 2 10

23 高齢者教育 老化予防健康体操
高齢者を対象とした心身の健康
維持・増進を図り老化防止を図
る。（いきいきプラザ

成人 5月13日 1 2 20

24 その他 円空彫り講座

円空彫「木耕の会」の指導のも
と、「円空」が彫り遺した円空仏を
手本に令和の円空仏を彫る。（公
民館サークル）

成人
6月5日,6月12日
6月19日,6月26
日7月3日

5 10
12

25 その他 「ボッチャ体験教室」
「ボッチャ」という競技のルールを
知り、実際に競技を体験し楽し
む。（社会福祉協議会：共催）

子どもから大人
まで

6月26日 1 2 15

26 その他
さわやかミニコンサート
「ギター演奏会」

クラシックギターの生演奏に触
れ、癒しのひと時を持ってもらう。
（ギターサークルアルモニコス）

子どもから大人
まで

8月28日 1 2 30

27 その他
秋のミニコンサート
「津軽三味線演奏会」

津軽三味線の生演奏に触れ、三
味線演奏を楽しんでもらう。（盛
弦会）

子どもから大人
まで

11月27日 1 2 30

28 その他 家族で太巻きずし

太巻きずしの基本を学び、食生
活を豊かにするとともに、家族間
の交流を深める。（公民館サーク
ル）

小学生とその保
護者

1月16日 1 3 ４組

29 － 千城台公民館文化祭
公民館を利用するグループや
サークルによる学習成果の発表
(千城台公民館グループ連協）

公民館利用団体
会員と地域住民

１０月２３日
１０月２４日

ー ー ー

30 － 千城台公民館少年文化祭

少年関係団体による創作体験・展
示・遊び・模擬店等に参加して世代
を超えた人との交流や創造性の涵
養を図る。（千城台公民館少年関係

小学生 1月31日 ー ー ー

31 － 千城台公民館だより

①主催事業や文化祭等、公民館の
様子を紹介する。
②子供向けの事業や文化祭等を紹
介する。

　①公民館利用
者
　②主に小学生

月初め 12 ー ー

※実施にあたり、中止や変更等がある場合がございます。詳細につきましては、千城台公民館までお問合せください。
(☎043-237-1400)


