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１．公民館の重点目標 

 （１）公民館のスローガンになっている「まず参加、仲良く、楽しく、学び合い」を実践するために、 

住民相互のコミュニケーション作りの場として、情報提供のできる公民館にする。 

 （２）地域の特性を活かした特色ある事業の展開に努め、誰もが参加しやすい公民館活動を目指す。 

 （３）学校及び各団体と連携を図りながら、あらゆる年齢層がふれあいを深められる公民館にする。 

 

２．反省と成果 

 （１）住民のニーズに応えた幅広い事業実施に心掛け、見直しを行ないながら参加者に偏りのない事業 

展開をする必要がある。 

 （２）企画運営委員が企画する事業の実施、サークル等の事業への参画機会の充実など、住民が積極的 

参加する事業を進めることができた。 

 （３）寿学級の地区学習会など、地域と連携した特色ある事業を実施することができた。 

 

３．企画運営委員会議の状況 

月 日 場  所 内   容 

４月１３日（金）  

高麗公民館 

企画運営委員の委嘱について 

平成２９年度事業報告について 

平成３０年度事業計画（案）について 

春季花苗植替えについて 他 

７月１１日（水）  

高麗地区体育祭について 

高麗公民館文化祭について 

秋季花苗植替えについて 他 

１２月 ６日（木）  

高麗地区体育祭改善点について 

高麗公民館文化祭改善点について 

高麗小学校芋煮会について 

公民館事業について 他 

３月２７日（水）  
平成３０年事業報告について 

平成３１年事業計画（案）について 他 
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４．事業の実際 

【青少年教育事業】 

   「子どものためのアウトドア教室！」「公民館ｄｅ夏休み」「将棋教室（初心者向け）」「日韓小学生親

善交流高麗白菜収穫及びキムチ作り教室」「クリスマス会」「親子でそば打ち体験教室」「今こそ覚え

たい！生け花教室」「飛び出せ宇宙へ！ロケット体験講座」 

 

１）子どものためのアウトドア教室！ 

①目  標 高麗郷の豊かな自然を理解し、恩恵を受ける。 

  ②プログラム 

月 日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

４月１４日（土） 
10：00～12：00 

      2.0 

お外で美味しい 

アウト・ドアクッ

キング！ 

実習 

職員 

日本キャンプ協会公

認キャンプディレク

ター２級指導者 

１４名 

③経  費 報償費  0円  消耗品費 708円 

                 

        ナタの使い方を覚えます             料理が完成！ 

 

２）公民館ｄｅ夏休み 「共催:生涯学習課」 

  ①目  標 体を使って踊ったりすることで、個性や創造力や自分を表現する力を育てる。 

  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

７月２７日（金） 
10：20～11：45 

      1.5 
モダンダンス体験 

実技 

公民館サークル登録

団体 ダ・ダーン 
１０名 

８月  ３日（金） 
10：15～11：15 

      1.0 
フラダンス体験 

公民館サークル登録

団体 プルメリア 
１８名 

  ③経  費 報償費 0円        

              

         うまくできるかな？             みんなで楽しく踊れました         
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３）将棋教室（初心者向け） 

 ①目  標 将棋は勝負だけではなく、礼儀を重んじる日本古来の文化であることより、心の安定や豊

かな感性を醸成させる。 

  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

６月２３日（土） 
13：30～15：30 

      2.0 
将棋の世界を知ろう 

実技 鯉沼 治夫氏 

２１名 

７月１４日（土） 
13：30～15：30 

      2.0 
将棋の世界を知ろう １９名 

  ③経  費 報償費  0円  

    

将棋の攻め方を学びます        実際に対局しています 

 

４）日韓小学生親善交流高麗白菜収穫及びキムチ作り教室 

  ①目  標 高麗郡建郡１３００年事業を契機として高麗高齢者農業生産集団が韓国ハクサイの栽培に

取り組んでいることを学んでもらう。 

日本と韓国の子ども達が韓国ハクサイの収穫やキムチ作りを通して交流を図ることを目

的とする。 

  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１２月８日（土） 
13：30～15：00 

      1.5 

高麗白菜の収

穫、キムチ作り 
実習 

高麗高齢者農業生産

集団 

齊藤 篤氏 

キムチソムリエ 

柳 香姫氏 

２３名 

③経  費 報償費 0円  

            
         韓国ハクサイ大きいね！        おいしいキムチができました。 
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５）クリスマス会 「共催: 高麗地区青少年健全育成の会」 

  ①目  標  クリスマス会を通して異年齢での交流を図り、地域のふれいあいを大切にする心を学ぶ。 

  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１２月１５日（土） 
11：00～13：00 

      2.0 

クリスマス会を

楽しもう 

鑑賞 

実技 

高麗中学校吹奏楽部 

山猫軒 
７３名 

③経  費 報償費 10,000円 

             

     高麗中学校吹奏楽部演奏      山猫軒のアトラクション    自分でトッピング！ケーキ作り 

                            

 ６）親子でそば打ち体験教室 「共催:武蔵台公民館」 

  ①目  標 そばを親子の共同作業により打ち、手打ちならではの醍醐味を味わう。 

  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１２月２５日（火） 
9：00～12：30 

      3.5 

美味しいそばを打

とう 
実技 新井 勝久氏 他 １１名 

③経  費 報償費 0円（共催により武蔵台より 5,000円 支出） 

       
                 親子で美味しいそばづくり 

 

７）今こそ覚えたい！生け花教室 

  ①目  標 日本の伝統芸能である生け花を習得させ、日本文化を学び、親しむ心を育てる。また、生

けることで、一人ひとりの個性を伸ばし、それをこれからの国際社会へ向けて、表現する

力を身に付ける。 

  ②プログラム 

月  日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１月１９日（土） 
10：00～12：00 

       2.0 
真の花型① 

実習 
加藤 則子氏 １２名 
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２月 ２日（土） 
10：00～12：00 

2.0 
真の花型② １５名 

２月 ９日（土） 
10：00～12：00 

2.0 
行の花型① １１名 

３月 ２日（土） 
10：00～12：00 

2.0 
行の花型②  １４名 

３月１６日（土） 
10：00～12：00 

2.0 
自由 １１名 

③経  費 報償費 10,000円   

         

 

 

 

     

  

   

            生け花の基礎から学び、楽しく生けることができました 

      

８）飛び出せ宇宙へ！ロケット体験講座  

  ①目  標 ロケットの飛行原理を確認するため、身近なものを利用してロケットの模型を作成する。

また、作成したロケットの模型を飛ばす。 

  ②プログラム 

月  日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

３月９日（土） 
10：00～11：30 

      1.5 

ロケットの飛行原理

について学ぶ 
実技 

東洋大学理工学

部 准教授 

藤松 信義氏 

２８名 

③経  費  報償費 10,000円 

              

  フィルムロケット作り      飛ばし方を実演       紙飛行機作りにも挑戦 

■評価■ 

・「子どものためのアウトドア教室！」では、ナタを使う作業や、ホットドック、肉団子スープの調理と盛り

だくさんの野外料理を作る経験ができました。 

・「将棋教室」では、将棋の駒の動かし方や攻め方、守り方のコツを習得できました。 

・「日韓小学生親善交流高麗白菜収穫及びキムチ作り教室」では、韓国の子どもたちとの交流が図られ、子ど

もたちが大変喜んでいました。 

・「生け花教室」では、子どもから成人までお互いが刺激しあい、子ども達は大人の仕草を見ながらも迷うこ

となく作品を仕上げていく姿が見られました。 
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【成人教育事業】 

   「春を感じて草餅づくり」「はじめてのペーパーステンドグラス「花束」教室」「救急法救急員資格取

得講座」「はじめてのハーバリウム教室」「高麗郡探訪」「自分で作ろう！正月かざり」「インスタ映え

する写真ってイイネ！」「ハッピーな老い支度のススメ！」「市民歴史講座」 

 

１）春を感じて草餅づくり 

  ①目  標 旬の食材を活かし、昔から親しみのある草餅づくりを学ぶ。 

  ②プログラム 

月  日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

５月１１日（金） 
10：00～11：30 

      1.5  
草餅づくりの体験 実習 増田 和夫氏 １６名 

  ③経  費 報償費 3,000円   

                       

                  ヨモギの香りで春を実感 

 

２）はじめてのペーパーステンドグラス「花束」教室 

①目  標 新たな趣味をはじめることにより、日常生活の活力となる。また、公民館文化祭での、よ

り多くの作品展示会の出展等、ペーパーステンドグラスづくりを通じて、地域の活性化に

寄与することを目的とする。 

②プログラム 

月  日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

５月１７日（木） 
10：00～11：30 

      1.5 

ペーパーステンドグ

ラスを体験しよう① 

実技 齋藤 征士氏 

１８名 

５月２４日（木） 
10：00～11：30 

      1.5 

ペーパーステンドグ

ラスを体験しよう② 
１６名 

５月３１日（木） 
10：00～11：30 

      1.5 

ペーパーステンドグ

ラスを体験しよう③ 
１５名 

③経  費  報償費 9,000円  

     

      細かい作業で集中！素敵な作品に仕上がりました 
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３）救急法救急員資格取得講座 「共催:日赤日高市地区」 

①目  標 災害時等に対応できる人材の養成並びに活用が急務である。そこで、救急法の基礎を学び、

救急法救急員としてのノウハウを取得させ、地域の災害におけるボランティアを養成する。 

②プログラム 

月  日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

８月１７日（金） 
9：30～17：15 

      6.5 
救急法基礎講習 講義・実技 

日本赤十字 

救急法指導員 

２３名 

８月１８日（土） 
9：30～17：15 

      6.5 

救急法救急員養

成講習 
講義・実技 ２３名 

８月１９日（日） 
9：30～17：15 

      6.5 

救急法救急員養

成講習 

講義・実技・

検定 
２２名 

③経  費  報償費 0円  

       

受講生は、命の大切さを知り、筆記試験や心肺蘇生術等の実技試験を受験。 

 

４）はじめてのハーバリウム教室 

①目  標 最近人気急上昇中のハーバリウム。窓辺などに置くときらきら光を通して、見ているだけ

で癒されます。オリジナルの作品を作ることで、新たな創作意欲の発見につなげる。完成

品は公民館文化祭で展示していただき、ハーバリウムの美しさや楽しさを紹介する。 

②プログラム 

月  日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１０月２６日（金） 
10：00～11：30 

      1.5 

ハーバリウムを体

験してみよう 
実技 堀口 純氏 ２０名 

③経  費  報償費 5,000円 

      

初めてのハーバリウムづくり      素敵な作品ができました 

 

５）高麗郡探訪 

①目  標 高麗郡建郡１３００年記念事業から経過し二年半が経過した。この歴史を風化させないた

めに昨年に引き続き高麗郡時代に活躍した地元の偉人の功績を知り、また、この時代の石
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造物、地域の人々に連綿と愛されてきた小さな神社が、どのような背景で建立されたかを

学ぶことにより、地域住民の地元愛の醸成に寄与することを目的とする。 

②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１２月 １日（土） 
13：00～15：00 

      2.0 

路傍に佇む石造物

を訪ねて 
講義・実習 市文化財担当 ２１名 

１２月 ８日（土） 
13：00～15：00 

      2.0 

高麗の郷・小さな神

社巡り 
講義 

横手神社宮司 

髙野 豊氏 
１９名 

 １月１９日（土） 
13：00～15：00 

      2.0 

彰義隊１４番隊長 

比留間良八を追っ

て 

講義 

比留間 良八曾

孫 比留間 英

雄氏 

３９名 

③経  費  報償費 10,000円  

     

石造物の謂れを知ることができま   初めての神社で新しい発見！  郷土の偉人を知ることが 

した                               できました 

 

６）自分で作ろう！正月かざり 

  ①目  標 正月かざりについて学習し、作る楽しさと日本古来の伝統文化に親しむ心を育てる。  

  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１２月２２日(土） 
10：00～12：00 

      2.0 
正月かざりを作る 実習 八島 由香氏 １８名 

  ③経   費 報償費 5,000円                            
                  

 

 

 

 

 

 

自分で作った正月飾りもいいですね。 

 

７）インスタ映えする写真ってイイネ！ 

①目  標 デジタルカメラやスマートフォンの性能の向上とともに、気軽に写真が撮れる環境になっ

てきた。写真をただ撮るのではなく、より良い写真の撮り方を学び、「好きだから」「楽し

いから」の幅を広げていく。 

②プログラム 
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月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

２月 ９日（土） 
13：30～15：00 

      1.5 

インスタ映えする写真の

撮り方 
実技 鯉沼 治夫氏 

７名 

２月１６日（土） 
13：30～15：00 

      1.5 

インスタ映えする写真の

撮り方 
６名 

  ③経   費 報償費 5,000円   消耗品費 1,134円 

       

ミニスタジオを作って撮影。       ひなまつりの撮影に挑戦！ 

 

８）ハッピーな老い支度のススメ！ 

①目  標 長い老後を自分らしく生きるために、お金のこと介護のこと、終の住まい、遺言のことな

ど実例を交えて学習する。 

②プログラム 

月  日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

２月２１日（木） 
13：30～15：00 

      1.5 

将来のお金の見

積もりを行う 
講義 

行政書士かわばた 

福祉法務事務所 

行政書士、終活カウ

ンセラー 

川畑 静美氏 

３１名 

③経  費  報償費 5,000円 

            

      介護のこと、老いの不安の解消に！ 

 

９）市民歴史講座【共催：生涯学習課文化財担当】 

①目  標 縄文時代のまつり、儀礼はどのようなものだったかについて、遺物、遺構両面から学習し、

縄文時代の人々の精神面について理解を深める。 

②プログラム 

月  日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

３月１６日（土） 
14：00～15：30 

      1.5 

縄文時代の祭祀

の始まりと展開 
講義 

首都大学東京講師 

山本 典幸氏 
２８名 
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③経  費  報償費 0円 

 

■評価■ 

・「草餅づくり」では、皆手際よく作り、自分たちで作った草餅を味わいながら交流して、楽しい時間を過

ごすことができました。 

・「ハーバリウム教室」では、完成した作品を公民館文化祭に展示して、講師にディスプレイに協力しても

らい、公民館文化祭を彩りました。                                                                                        

・「高麗郡探訪」では、高麗郡時代の身近な石造物、地元の人々に管理されている小さな神社、そして同時

代の地元の偉人（甲源一刀流比留間家三代比留間良八）について、たくさんの人々に普及できました。 

・「インスタ映え写真教室」では、技術取得のみならず、参加者がお互いに考え相談していた様子から仲間

とのふれあいが見られました。 

 

 

【家庭教育事業】 

   「子ども教室」「親と子のふれあいday with環境」「親子ハッピーたいむ」「親子で天体観測会」 

 「親子で簡単うどん作り」 

 

１）子ども教室 

  ①目  標 家族や友達に贈る手作りカードを作ろう。 

②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

４月２８日（土） 
10：00～11：30 

      1.5 

ポップアップカードの

作成 
実習 公民館職員 １０人 

  ③経   費  報償費 0円   

             

 かわいいオリジナルのカードができました 

２）親と子のふれあいday with環境 

①目  標 川に行ってどのように遊べば親子で楽しめるか？水の汚れや危険はないのかな？そんな不

安を親子で触れ合いながらなくし、川遊びや川辺の自然環境の魅力を学ぶ。 

②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

６月２３日（土） 
9：30～13：00 

      3.5 

親子で川歩き 

カレー作り 
体験 

高麗地区青少年健全育

成の会 

地元ボランティア 

公民館職員 

７組２１名 

③経  費  報償費  5,000円 
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箱眼鏡で何が見えるかな？          親子で川歩き 

 

３）親子ハッピーたいむ 

  ①目  標 親子で一緒に楽しむ時間を提供し、親子の絆を再認識させる。 

  ②プログラム  

月  日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

  ５月１５日（火） 
10：00～13：00 

      3.0  

肩の力を抜いてリフ

レッシュ 
実習 関 みか氏  ８組 

  ６月 ５日（火） 
10：00～11：30 

      1.5  
救急法と消防署見学 実習 

埼玉西部消防

署職員 
１２組 

  ７月１０日（火） 
10：00～12：00 

      2.0  
初夏の大収穫祭 実習 福井一洋氏  ８組 

  ９月 ４日（火） 
10：00～11：30 

      1.5  
楽しくクッキング 実習 飯田 玲子氏  ６組 

１０月２３日（火） 
10：00～11：30 

      1.5  
未然に防ぐ安全法 実習 

日赤幼児安全

法指導員 
 ７組 

１１月１３日（火） 
10：00～12：00 

       2.0  
秋の大収穫祭 実習 福井一洋氏 １６組 

  ③経  費  報償費 20,000円   

        

ピクニックでリフレッシュ      親子でクッキング        秋の大収穫祭！ 

 

４）親子で天体観測会「共催:武蔵台公民館」 

  ①目  標 児童・生徒には、普段学校教育では体験できない天体観測を通じ、豊かな高麗郷の自然に

感謝し、環境教育の一助となるよう図る。また、家族や地域の絆を再認識させることによ

って、郷土愛を醸造させる。 
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  ②プログラム 

月  日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１２月１５日（土） 
17：30～19：30 

      2.0 
星の観察 講義・観測 川越天文同好会 ３４名 

  ③経  費 報償費  10,000円      

 

親子で天体観測 

 

５）親子で簡単うどん作り 

  ①目  標 近年は、ほとんど家庭で自家製うどんを作る機会がないため、手軽にできるうどん作りを

親子で学ぶことで、家族の絆を深め、食育についても意義のあるものとなる。 

  ②プログラム  

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

２月２３日（土） 
10：00～12：00 

      2.0 

誰でも簡単「もろやま

華うどん」づくり 
実習 小室 貴史氏 ８組 

  ③経  費 報償費 5,000円   

            

楽しいデモンストレーション    箸でぐるぐる混ぜて…       もうすぐ完成 

 

■評価■ 

・子ども教室では、母の日にちなんで、家族や友達にメッセージカード作りを行いました。 

・親と子のふれあい day with 環境では、青少年健全育成の会の方、公民館長及びボランティアの高根さん

協力の下、安全に川歩きができ、高麗川の水辺の生物を観察することができました。 

・ハッピーたいむでは子育てサークル会員さん以外の参加者がほとんどいないため、積極的な呼びかけが必

要と考えます。その他幼少期の様々な親子体験を通して親子のふれあいと地域連携で子育てするためにも

継続します。 

・親子で簡単うどん作りでは、講師の方々のデモンストレーションがとても楽しく、意外性もありよい講座

となりました。 
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【高齢者教育事業】 

  「高麗寿学級」「はじめてのスマホ教室」「大人のスマホ・ＳＮＳ講座」 

 

１）高麗寿学級 

①目  標 長寿社会の中で高齢期を充実させ、また生涯学習時代に生きる高齢者として、楽しく学

び、地域住民とのふれあいの中から、健康で生きる喜びを身に付け、心豊かな生活が送

れるよう事業を開催します。 

②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

６月１９日（火） 

高麗公民館 

13：30～14：30 

      1.0  

開講式 

落語 

落語 

鑑賞 

ひだか落語を 

進める会 
６３名 

１０月２６日（金） 

栗原公会堂 

１０月３０日（火） 

楡木公会堂 

栗坪公会堂 

横手公会堂 

10：00～11：00 

      1.0 

9：30～10：30 

      1.0 

11：00～12：00 

      1.0 

15：00～16：00 

      1.0 

地区学習会 

健康対策 

講義 

実技 

保健相談センター 

保健師 

埼玉医科大学 

医療学部看護学生 

７８名 

１１月２９日（木） 

巾着田グラウンド 

8：30～12：00 

3.5 

グラウンドゴ

ルフ体験 
実技 公民館職員 ９０名 

１月１５日（火） 

楡木公会堂 

栗坪公会堂 

１月１７日（木） 

栗原公会堂 

１月１８日（金） 

横手公会堂 

10：00～11：00 

      1.0  

11：00～12：00 

      1.0 

11：00～12：00 

      1.0 

10：00～11：00 

      1.0 

地区学習会 

・交通安全 

・人権学習 

・ＤＶＤ鑑賞 

講習 

ＤＶＤ鑑

賞 

交通安全専門員 

社会教育指導員 
９２名 

２月２２日（金） 

高麗公民館 

13：30～15：00 

      1.5 

音楽鑑賞 

閉講式 
音楽鑑賞 

ポップスバンド 

「ミント」 
６１名 

③経  費 報償費 10,000円  消耗品費 5,306円  

     

落語で楽しもう      健康対策「肺炎予防について」    グラウンドゴルフ大会 
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地区学習会                音楽鑑賞会 

 

２）はじめてのスマホ教室 

  ①目  標 世代間の情報格差の解消を図ることを目的に、スマートフォンの基本操作習得のための講

座を実施する。 

②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

７月２８日（土） 
10：00～12：00 

      2.0  
スマホの基本操作 実技 

ドコモショップ 

日高店店員 

２１名 

９月２９日（土） 
10：00～12：00 

      2.0 
１２名 

③経  費 報償費  0円     

   

                  らくらくスマホに挑戦 

 

３）大人のスマホ・ＳＮＳ講座 

  ①目  標 ＳＮＳの活用によって世代横断的な活動を促す。利便性の高いアプリの活用で、より生活

を便利にする。日高市全体のＩＴ利活用能力（リテラシー）の向上を図る。 

  ②プログラム  

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１０月２５日（木） 
13：30～15：00 

     1.5  

ＳＮＳの基本操作 実習 

非営利団体 

ＣＡＷＡＺ 

北川 結輝氏 

髙田 玄氏 

１０人 

１１月 １日（木） 
13：30～15：00 

     1.5  
７人 

１１月 ８日（木） 
13：30～15：00 

     1.5 
５人 

１１月１５日（木） 
13：30～15：00 

     1.5  
５人 

③経  費 報償費    0円   
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真剣に取り組む受講生 

■評価■ 

・寿学級では、各クラブの協力を得て、受講者は昨年度より増加し盛況に終えることができました。 

・スマホ教室では、「らくらくスマホ」という限定的な内容で、スマホの基礎を学びたいという方に好評でし

た。 

・大人のスマホ・ＳＮＳ講座は、講師からの自発的に地域振興を目指した催しのため、公民館本来の「まち

づくりは人づくり」に結びつき、大変良い事業でした。 

 

 

【健康維持事業】 

  「定例健康ウォーキング」「月例・日和田・山登り」「女性ためのリフレッシュ講座」「卓球教室」 

「ラケットテニス教室」「韓国料理教室Ⅴ」「新春ジャズピアノライブ！」「ヘルシー料理教室」 

「男子厨房に入ろう！」「大人の健康教室」「はじめての指ヨガ」「テニスボール de ストレッチ」 

 

１）定例健康ウォーキング「共催:武蔵台公民館」 

 ①目  標 歩くことを楽しみに健康づくりを継続する。 

 ②プログラム ４月～３月の月１回（原則として第 3水曜日）、午前９時～正午 

月 日 時間帯 学習主題 講師 
参加 

人数 

４月１８日（水） 8:45～12:00 日和田山から花の文殊堂を下る【雨中止】 

運動普及推

進員 

０名 

５月１６日（水） 8:45～12:00 新緑の高麗峠から天覧山へ １８名 

６月２０日（水） 8:45～12:00  天覧山から多峯主山へ【雨天中止】 ０名 

７月１８日（水） 8:00～11:00 木陰を歩こう～巾着田から宮沢湖外周～ １２名 

８月１５日（水） 8:00～12:00 涼を求めて滝めぐり～滝沢の滝・宿谷の滝～ １３名 

９月１９日（水） 8:30～15:30 高幡不動尊（山内四国八十八カ所巡り） １２名 

１０月１７日（水） 8:45～12:00 高麗川の下流部を散策しよう！ ２２名 

１２月１９日（水） 8:40～15:00 子の権現から東郷公園へ下る １６名 

１月２３日（水） 8:40～15:00 あしがくぼ氷柱と横瀬のまちを歩こう！ ３４名 

２月２０日（水） 8:30～12:00 小江戸川越七福神めぐり ３２名 

３月２０日（水） 8:45～16:00 高萩南部をぐるっと歩く １３名 

③経  費 報償費 40,000円  消耗品費 1,512円 
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さあ、出発だ！         新緑の中を清々しく       七福神社でお参り 

 

２）月例・日和田・山登り 

 ①目  標 毎月一回日和田山に登り、四季折々の移り変わりと自己の体力も感じつつ、健康の増進に努

める。 

②プログラム 

月  日 時間帯 学習主題・内容 講 師 参加人数 

４月１５日（日） 

7：00～9：00 

高麗のシンボル日和田山に毎月登

ろう 

 

毎月第 3日曜日の早朝に日和田山登山口

に集合し、登りながら日和田山の地質・

植物等の特徴を学習する。1年を通して

毎月登ることにより、日高市のシンボル

である日和田山の四季折々の良さを理解

し、併せて自己の健康状態もチェックし

ながら健康の増進に努める。 

公民館職員 

と地域の日和

田山愛好家 

１４名 

５月２０日（日） ３５名 

６月１７日（日） ２４名 

７月１５日（日） ２０名 

８月１９日（日） ２１名 

９月１６日（日） １４名 

１０月２１日（日） ２１名 

１１月１１日（日） １４名 

１２月１６日（日） ２４名 

１月 １日（祝） ２５名 

２月１７日（日） ３１名 

３月１７日（日） ４２名 

③経  費 報償費 0円  

     

     毎月記念撮影！         座禅岩の前で瞑想！       ニホンカモシカに遭遇！ 

 

３）女性ためのリフレッシュ講座 

  ①目  標 普段、家事や育児でがんばり続けている女性のために、ヨガを通して心と体を根本から整

えリフレッシュさせる。 
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  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

６月２９日（金） 
19：30～21：00 

      1.5  

肩こりや腰痛などの症状

の緩和 
実技 

佐成 千佳氏 

１２名 

７月２０日（金） 
19：30～21：00 

      1.5  

たくさんの汗をかいてデ

トックス 
実技 １３名 

８月３１日（金） 
19：30～21：00 

      1.5  

夏の疲れを癒し秋を元気

に過ごそう 
実技 １２名 

  ③経  費 報償費 20,000円   

       
   肩こりや腰痛の緩和に      暑い夏こそデトックス     夏の疲れを癒しましょう                  

 

４）卓球教室 

  ①目  標 卓球を通じ、スポーツの振興を図るとともに、技術の習得と地域交流の場へ寄与すること

を目的とする。 

  ②プログラム  

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１１月２１日（水） 
19：30～21：00 

      1.5  

卓球を体験しよう 実技 岡部 一宏氏 

１８名 

１１月２８日（水） 
19：30～21：00 

      1.5  
１５名 

１２月 ５日（水） 
19：30～21：00 

      1.5 
１５名 

③経  費  報償費 5,000円   

     

まずは準備運動      基本の打ち方を丁寧に      スマッシュの練習 

 

５）ラケットテニス教室 

  ①目  標 ラケットテニスを通じ、スポーツの振興を図るとともに、技術の習得と地域交流の場へ寄

与することを目的とする。 
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②プログラム  

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１１月３０日（金） 
19：00～21：00 

      2.0 

ラケットテニスを 

体験しよう 
実技 

日高市スポーツ推

進委員 

１９人 

１２月  ７日（金） 
19：00～21：00 

      2.0 
１８人 

１２月１４日（金） 
19：00～21：00 

      2.0 
１２人 

③経  費  報償費      0円   

      

真剣に打ち方を指導      順番にレシーブの練習      いざ、試合形式でゲーム 

 

６）韓国料理教室Ⅴ 

  ①目  標 古代朝鮮半島「高句麗」と深い関わりのある、現在の韓国。その郷土料理「キムチ」と、

冬用のキムチを近所で助け合いながら漬ける「キムジャン」文化が世界無形文化遺産に登

録されたことにちなみ、本場の韓国料理作りを体験することで、”食”を通じた韓国文化

を学習する。 

  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１２月１１日（火） 
10：30～12：00 

      2.5 
キムチづくり 

実技 

吉川 しず江氏 ２０名 

１２月１８日（火） 
10：30～12：00 

      2.5 
トッポギづくり 加藤 徳順氏 １６名 

  ③経  費 報償費 10,000円   

              

キムチづくり            トッポギづくり                  

 

７）新春ジャズピアノライブ！ 

  ①目  標 誰でも一度は聴いたことのある名曲を、ゆったりとしたジャズピアノ（ボーカル付き）で

聴くことにより、心の安定や身体の中からリフレッシュする。また、豊かな感性を醸造さ
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せる。 

  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

１月２６日（土） 
13：30～14：45 

      1.25 
名曲の癒し 鑑賞 

佐々木 聖也氏 

佐藤 敬吾氏 
５２名 

③経  費  報償費 30,000円  

       
ジャズピアノとヴォーカルの共演 

 

８）ヘルシー料理教室［共催：保健相談センター］ 

  ①目   標 健康づくり及び食育に役立つ料理講習会を行う。 

  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

９月１３日（木） 
10：00～13：00 

      3.0 
季節の野菜を楽しもう 実習 

高麗ヘルスメ

イトのみなさ

ん 

 ９名 

２月２１日（木） 
10：00～13：00 

      3.0 
１５名 

③経  費  報償費   ０円 

            

野菜たっぷりヘルシー料理      

    

９）男子厨房に入ろう！ 

  ①目  標 家庭で、いつでも簡単に作れる料理を学習し、家族の負担を軽減し、健康な食生活を送る。 

  ②プログラム 

 月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

２月１９日（火） 
10：00～13：00 

      3.0  

健康的な食事作り 

（肉じゃが） 
実習 飯田 玲子氏 

１０名 

２月２６日（火） 
10：00～13：00 

      3.0  

健康的な食事作り 

（鶏肉のソテー） 
１０名 
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３月１２日（火） 
10：00～13：00 

      3.0  

健康的な食事作り 

（煮込みハンバーグ） 
１０名 

  ③経  費  報償費 10,000円  

           

     
肉じゃが           鶏肉のソテー       煮込みハンバーグ 

 

１０）大人の健康教室 

  ①目  標 健やかで生き生きと生活するために、健康と日々の暮らしに役立つ知識を身に付ける。 

  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 
学習 

内容 
講  師 

参加 

人数 

２月２８日（木） 
10：00～12：00 

      2.0 
黒酢の健康効果について 講義 

元昭和大学保健医

療学部客員教授 

中山 貞男氏 

１４名 

３月７日（木） 
10：00～12：00 

      2.0 

正しいですか？ 

その薬の飲み方 
講義 

薬学博士 

佐野 昭光氏 
１４名 

３月１４日（木） 
10：00～12：00 

      2.0 
身近にある薬草の使い方 講義 

元昭和大学保健医

療学部客員教授 

中山 貞男氏 

１１名 

  ③経  費  報償費 15,000円   

                                    
     黒酢と一般醸造酢の違いは？  薬の正しい飲み方を学ぼう     ドクダミ茶の試飲 

 

１１）はじめての指ヨガ 

  ①目  標 時間や場所にとらわれずに、一人で気軽にできる指ヨガをすることで、心身のリフレッシ

ュを図る。 

②プログラム 

月  日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

３月１３日（水） 
10：45～12：00 

     １.25 
指ヨガの体験 実技 青木 和子氏 ２０名 

  ③経  費  報償費 5,000円  
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                  いつでもどこでも簡単セルフケア 

 

１２）テニスボール de ストレッチ 

  ①目  標 普段、仕事、家事などでがんばり続けている方々のために、手軽にできるマッサージで心

身をリフレッシュさせる。 

  ②プログラム 

月   日 時間帯・時間数 学習主題 学習内容 講  師 参加人数 

 ３月１９日（火） 
19：30～20：45 

1.25  テニスボールを使

ってストレッチ 
実技 柳戸 陽子氏 

２０名 

 ３月２６日（火） 
19：30～20：45 

1.25  
１７名 

③経  費 報償費 20,000円   

          

テニスボールの上に足をのせて       リラックスしながら 

 

■評価■ 

・「月例・日和田・山登り」は、日高市のシンボルである日和田山を楽しみながら地質や直生物の特徴を理解

し、回を重ねるごとに参加者が増えたため、来年度も継続したい。 

・「女性ためのリフレッシュ講座」では、ヨガを通して自分の体と向き合い、自分のための時間が持てたこと

で心も身体もリフレッシュできました。 

・卓球ブームに乗り、教室を開催。卓球を通じて新たな生涯スポーツに繋げると共に、指導者養成にも期待

したい。 

・「韓国料理教室」では、キムチ作りやトッポギで食を通じて、健康的に異文化を学習するとができました。  

・「新春ジャズピアノライブ！」では、多くの方が集まり、大変好評であったので、来年度も継続したい。 

・「はじめての指ヨガ」では、多くの参加希望があり、講義では「手は人体の縮小版」とあるように、実際や

ってみると、体が温まり、体の可動域が広がった方も多くみられました。 

・「テニスボール deストレッチ」では、テニスボールを使ったマッサージのやり方を習得して、自分で手軽

に疲れをとることができ、健康増進につながりました。 
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【体育・レクリエーション】 

  高麗地区体育祭（実行委員会形式で実施）【雨天中止】 

① 目   標 地域住民の健康増進を図り、スポーツ振興と地域交流を図る。 

② プログラム １０月１４日（日）高麗小学校校庭 

③ 参加者数  

④ 経   費 消耗品費 43,642円 食料費 18,195円 委託料 5,400円 

 

■評価■ 

・本年度は、雨天によりグラウンドのコンディションが悪く、中止となりました。 

 

 

【芸術・文化】 

  高麗公民館文化祭 

① 目   標 公民館登録サークルをはじめ、子ども会や地域住民の日頃の学習成果を発表する場と 

      して開催し文化交流を図る。 

② プログラム １１月１７日（土）、１８日（日） 

           展示、発表、模擬店、など 

③ 参加者数 1,100人 

  ④ 経   費 報償金 23,720円  消耗品費 22,566円 

 ■評価■ 

・公民館の登録サークル、子ども会や地域住民の日頃の学習成果を発表する場を提供するとともに、地域の

交流を図ることを目的に実施した。また、二日間とも天気に恵まれ、保育園児の舞台発表や模擬店、新規

体験コーナーもあり、多くの方に来場いただきました。 

 

 

 

 

 

 

発表で盛り上がりました       力作が勢ぞろいしました    多くの方が来場され大盛況！ 


