
【様式5-1】【令和３年度】西部公民館　事業計画シート

番号 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

1 地域防災講座 クロスロードゲーム・災害時の非常食等をとおして、防災を学ぶ 集会活動 その他 公民館区に住む小学生とその保護者 ９月 本中山地区自治会町会連合会 未定

2 はじめての手話（仮） 手話をとおして障害についての理解を深める 学級・講座 成人一般 どなたでも １月 未定

3 子供科学教室 小学1～3年を対象に工作等を通じて科学に親しむ 学級・講座 青少年 公民館区に住む小学1～3年生 ７～８月
科学工作家
柴田泰　他

4 夏休み子供読書感想文教室 小学生を対象に作文の書き方を学習する 学級・講座 青少年 公民館区に住む小学3～4年生 ７～８月
元小学校教諭

大川孝子

5 ふなばしハッピーサタデー事業 ゲーム・軽スポーツ　他 集会活動 青少年 公民館区に住む小学生 ５～３月 青少年課・本中山児童ホーム共催 未定

6 こどもフェスティバル 青少年団体の展示・発表　他 集会活動 その他 どなたでも ３月 本中山児童ホーム共催 公民館利用青少年団体 他

7 おもちゃの病院 壊れてしまったおもちゃを原則無償で修理するボランティア活動 集会活動 その他 どなたでも ４～３月 ふなばし「おもちゃの病院」共催 ふなばし「おもちゃの病院」

8 西部寿大学 日常生活に関する講座・芸術鑑賞　他 学級・講座 高齢者 60歳以上の方 ５～３月 未定

9 Let's ノルディックウォーク！ 健康維持増進と参加者相互交流を図る 学級・講座 成人一般 どなたでも １０月 インストラクター　木崎健太

10 元気応援講座 介護予防支援事業 学級・講座 高齢者 市内在住の65歳以上の方 １～２月 健康づくり課共催 未定

11 歩け歩け大会 健康維持増進と参加者相互交流を図る 集会活動 成人一般 どなたでも １１月 本中山地区スポーツ推進委員共催 ―

12 自然観察学習会 地域を歩きながら自然観察の実施 集会活動 成人一般 どなたでも ５・１２月 自然観察指導員　平栗瑞枝

13 ふなばしシルバーリハビリ体操事業 地域住民同士の健康づくり等をめざした体操 集会活動 高齢者 市内在住の65歳以上の方 ４～３月 健康づくり課共催 シルバーリハビリ体操初級指導士

14 西部子育てサロン 親子遊び・食育　他 集会活動 その他 0～3歳児とその保護者 ４～３月 本中山地区社会福祉協議会共催 本中山地区社協ボランティア　等

15 親子で楽しもう 親子つながり遊び　他 集会活動 その他 乳幼児とその保護者 ６・９・２月 本中山児童ホーム共催 未定

16 本はともだち 本や工作を通して子育て支援する 集会活動 その他 未就学児とその保護者 ４～３月 かえる文庫

17 家庭教育セミナー 小栗原小学校保護者を対象にした家庭教育 学級・講座 成人一般 公民館区に住む小学生と保護者 ４～３月 小栗原小学校共催 未定

18
就学時健診等における子育て学習
（小栗原小）

就学前児童の保護者を対象にした家庭教育 集会活動 成人一般
次年度に小栗原小学校に入学する児童の
保護者

１１月 小栗原小学校共催 未定

19 親子ふれあいイベント 乳幼児親子を対象に生の演奏やﾀﾞﾝｽを味わう 集会活動 その他
乳幼児とその保護者・公民館区に住む小
学生

１２月 本中山児童ホーム共催 未定

20 地域理解講座 地域の歴史を中心に学習を行う 集会活動 成人一般 どなたでも ３月
郷土史研究家

中田修 他

21 中山まちのむかしといま 小栗原小3年生を対象とした郷土に関する講義 集会活動 青少年 小栗原小学校3年生 ７月 小栗原小学校共催
郷土史研究家

中田修

22 江戸木造 和船細工展 公民館での和船細工展示会 集会活動 その他 どなたでも ７・１月 船大工技術研究家　中山幸雄

23 きらきらセミナー 生活に潤いを与えるための知識の習得 学級・講座 その他 どなたでも ５月 生涯学習コーディネーター協働 未定

24 わくわくセミナー 知的好奇心を刺激する学びの提供 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

25 歴史探訪講座 歴史の学習と現地散策 学級・講座 成人一般 どなたでも 未定
船橋市生涯学習インストラクターの会

鈴木睦男

26 船橋から見る富士山（仮） 船橋の富士塚から見る富士山について学ぶ 学級・講座 その他 どなたでも ６～７月
船橋市生涯学習インストラクターの会

鈴木睦男

27 シニア向けスマートフォン教室 基本的な操作方法や安全な使用方法について学ぶ 集会活動 高齢者 市内在住の概ね６０歳以上の方 ７月 KDDI認定講師

28
デジタルデバイド対策事業（ソフトバン
ク）

初心者向けのスマホ講座
（適切な情報入手とアプリの活用）

集会活動 その他 どなたでも １１月 ソフトバンク ソフトバンク

29
デジタルデバイド対策事業（ソフトバン
ク）

初心者向けのスマホ講座
（ネットショッピングの使用方法を取得する）

集会活動 その他 どなたでも １１月 ソフトバンク ソフトバンク

30 文化祭 展示・発表・模擬店　他 集会活動 その他 どなたでも １０月
本中山児童ホーム・西部公民館利用サー
クル協議会

公民館利用団体 他

31 福祉まつり 地域福祉推進イベント 集会活動 その他 どなたでも １０月 本中山地区社会福祉協議会共催 本中山地区社会福祉協議会

32 おぐりはら地域ふれあいコンサート ふなばし音楽フェスティバル地域ふれあいコンサート 集会活動 その他 どなたでも ２月 市音楽フェスティバル実行委員会共催 未定

33 利用サークル協議会交流会 西部公民館利用サークル協議会加入団体による交流会 集会活動 成人一般
西部公民館利用サークル協議会加入団体
の会員

１月 西部公民館利用サークル協議会共催 ―



34 社会教育関係団体研修会 社会教育関係団体としてのあり方を周知する 集会活動 成人一般 西部公民館社会教育関係団体会員 ４月 ―

35 市民の力活用事業 市民の提案により企画・運営する事業 集会活動 その他 未定 未定 ―

36 西部地区５館合同事業 西部地区を対象とした5館合同の事業 集会活動 その他 未定 未定 法典・丸山・塚田・葛飾公民館共催 未定

37 アフター5 de 公民館 卓球開放 卓球開放 集会活動 その他 どなたでも ５～３月 ―

38 館報「おぐりはら」発行 事業案内・文化祭・こどもフェスティバル その他 その他 公民館管区 ５～２月 ―


