
事業名 事業の具体的な内容 形態 対象 対象【詳細】 期間 連携 講師

※実施する事業の具体的な内容を記載 ※事業の形態
をプルダウン
で選択

※事業の対象
をプルダウン
で選択

※「e：対象」の、更に具体的な対象を記載
（例）「ひとり親家庭の小学校3年生～6年生」
等

※事業の対象
をプルダウン
で選択

※連携先及び連携の方法（共催／協働／
講師として起用等）を記載

1 法典東小学校就学時健診等における子育て学習 子育てについての学習 集会活動 成人一般
次年度法典東小学校へ入学する児童の保
護者

11月 法典東小学校と共催 未定

2 丸山小学校就学時健診等における子育て学習 子育てについての学習 集会活動 成人一般
次年度丸山小学校へ入学する児童の保護
者

11月 丸山小学校と共催 未定

3 丸山小学校家庭教育セミナー 子育てについての学習 学級・講座 成人一般 丸山小学校へ通う児童の保護者 未定 丸山小学校と共催 未定

4 もぐもぐ ぴょんぴょん 1･2･3
2・3歳児の親子が楽しく過ごす時間を提供し、また参加者同士の交
流の場とする。

学級・講座 青少年 2・3歳児とその保護者 未定 ヨガインストラクター　村越瞳　他

5 まるやまおはなし会 読み聞かせ、紙芝居　等 集会活動 青少年
未就学児とその保護者、小学校1～6年
生

4～3月
丸山おはなしの会（丸山公民館社会教育
関係団体）と共催

―

6 出張子育て支援センター 遊びと相談・講義　等 集会活動 青少年 0・1歳児とその保護者 4～3月 南本町子育て支援センターと共催 南本町子育て支援センター職員

7 夏休み子どもサイエンスセミナー2021 化石発掘体験教室 学級・講座 青少年 小学校3～6年生 8月 千葉市科学館　館長補佐　新和宏

8 集まれ～!　まるキッズ・スタッフ
「子どものつどい」での運営スタッフとして、事前準備や当日の運
営に参加する。

学級・講座 青少年 小学校1～6年生 2～3月 丸山公民館職員

9 ハッピーサタデー事業 忍者修行道場、アイスクリームのマグネット作り　他 集会活動 青少年 小学校1～6年生 6～3月 青少年課と共催
NPO法人船橋市レクリエーション協会
他

10 第37回子どものつどい 作品展示・工作・手作り遊びコーナー　他 集会活動 青少年 どなたでも 3月 子どものつどい実行委員会と共催 ―

11 丸山公民館巡回児童ホーム 「0,1歳ぽかぽか広場」「小学生わくわくタイム」 集会活動 青少年
0・1歳児とその保護者、小学校1～6年
生

5～2月 塚田児童ホームと共催 船橋市児童ホーム職員

12 テラリウム教室　アトリエまるやま
室内で楽しめる園芸の一種として、植物やコケ等に興味や関心を深
めるとともに育て方やお手入れの方法を学ぶ。

学級・講座 成人一般 どなたでも 9月 有限会社ピクタ　陶武利

13 結び小物作り教室　アトリエまるやま 飾り組み紐を結い、アクセサリーなどを作って楽しむ。 学級・講座 成人一般 どなたでも 未定 結び作家　澤村麻里子

14 江戸つまみかんざし教室　アトリエまるやま（仮） つまみ細工の技法で小物作り 学級・講座 成人一般 どなたでも 未定 つまみかんざし彩野　藤井彩野

15 雑学講座 「気象」を学ぶ　他 学級・講座 成人一般 どなたでも 未定 生涯学習コーディネーター協働 未定

16 新型コロナウイルス対策事業（公民館で旅気分　バーチャルツアー（仮））
コロナ禍において、気軽に出かけられなくなった今の時代に、旅気
分を味わっていただき、土地それぞれの歴史や文化を学ぶ。

集会活動 成人一般 どなたでも 未定 未定

17 デジタルデバイド対策事業（はじめてのスマートフォン講座（仮）） 初めてスマートフォンに触れる人を対象に操作を学ぶ。 学級・講座 高齢者 スマートフォンに初めて触れる人 未定
NPO法人アクティブシニア機構　市川
貢

18 デジタルデバイド対策事業（さらにスマートフォン講座（仮））
スマートフォンは所持しているが、使い方にまだ慣れていない人を
対象に操作を学ぶ。

学級・講座 高齢者
スマートフォンを所有しているが操作で
きない人

未定
NPO法人アクティブシニア機構　市川
貢

19 デジタルデバイド対策事業（はじめてのLINE教室）（仮）
コロナ禍において、遠方に住む家族や友人とのコミュニケーション
不足を解消する手段として、LINE機能について学ぶ。

学級・講座 高齢者
スマートフォンを所有しているがLINE
機能を使ったことがない人

未定 ソフトバンク

20 丸山さわやか学級 年間を通して身近な問題から芸術鑑賞まで 学級・講座 高齢者 概ね60歳以上の方 5～3月

21 シネマ倶楽部　MARUYAMA
コロナ禍における閉じこもりを防ぐため、外出のきっかけとなる機
会を提供する。

集会活動 高齢者 どなたでも 4～3月 丸山公民館職員

22 ふなばしシルバーリハビリ体操教室 誰でもできる体操を通じて健康づくりと介護予防に取り組む。 集会活動 高齢者 どなたでも 4～3月 健康づくり課と共催
市健康づくり課職員、シルバーリハビリ
体操指導士

23 まるやま寄席 落語などの鑑賞 集会活動 成人一般 どなたでも 未定 未定

24 文楽鑑賞講座 文楽の成り立ちや見どころの講義・鑑賞 集会活動 成人一般 どなたでも 12月 元国立劇場伝統芸能調査室長　清水可子

25 ミューズライブまるやま　　　　　　　　 誰もが知っている曲の演奏 集会活動 その他 どなたでも 1～2月
ミューズライブまるやま実行委員会と共
催

未定

26 第42回法典地区文化祭 地域住民の作品展示・サークル発表他 集会活動 その他 どなたでも 10月
法典地区自治会連合会、法典公民館と共
催

―

27 社会教育関係団体研修会 社会教育関係団体の研修会 集会活動 その他 どなたでも 4月 丸山公民館社会教育関係団体と協働 丸山公民館職員

28 サークル支援講座・オープン公民館
社会教育関係団体で構成員の減少に悩むサークルに対し、公民館が
支援する。

集会活動 成人一般 どなたでも 10～11月 ―

29 秋をたずねてウォーキング コース未定 集会活動 その他 どなたでも 11月
船橋市スポーツと健康を推進する会西部
コミュニティと共催

―

30 ボランティア団体等の活動内容の紹介 活動写真の展示など その他 その他 どなたでも 4～3月 ―

31 公民館館報「まるやま」の発行 公民館事業の案内と地域活動の紹介 その他 その他 どなたでも
5･8･12･2
月

―
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