
【令和4年度】事業計画シート(新規事業〇）

番号 課題内容 今後の取組（事業名） 取組（事業）の具体的な内容 形態 対象 対象【詳細】 期間 連携 講師

1
時間や場所にとらわれない
学習の提供 ★オンライン教室

自宅で、体験できる学習(時間や場所にとらわ
れない学習の提供)

集会活動 青少年 対象地域に住む小学生 未定 未定

2 歴史講座 歴史を知る　２回
学級・講

座
成人一般 どなたでも ６～9月

船橋市生涯学習インストラ
クターの会　会員

3 音楽講座 楽器練習　 ４回
学級・講

座
成人一般 どなたでも 未定 橋爪　晋平 氏

4 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 集会活動 高齢者 主に６０歳以上の方 未定 ソフトバンク ソフトバンク

5 デジタルデバイド対策事業 シニア向けLINE体験 集会活動 高齢者 主に６０歳以上の方 未定 ソフトバンク ソフトバンク

6 デジタルデバイド対策事業 Zoom入門 集会活動 成人一般 どなたでも 未定 ソフトバンク ソフトバンク

7 法典寿大学 学習・交流事業　原則月１回年10回
学級・講

座
高齢者 主に６０歳以上の方 5～３月

市民安全推進課　他　講師
依頼

未定

8
こどもわくわく広場（こど
もまつり）

例年　軽スポーツ、ゲーム他　年１回 集会活動 青少年
対象地域の小学生及びどな
たでも

3月
法典地区子ども会連絡協議
会　他　地域団体による各
コーナー運営

9 法典のおはなしの広場 絵本の読み聞かせ、お話　月１回年12回 集会活動 青少年
対象地域の幼児・小学生と
保護者

４～３月
社会教育関係団体法典おは
なしの広場共催

法典おはなしの広場　会員

10
ふなばしハッピーサタデー
事業

自然体験、科学実験　他　年１０回 集会活動 青少年 対象地域に住む小学生 ５～３月

青少年課・法典児童ホー
ム・法典地区子ども会連絡
協議会・生涯学習コーディ
ネーター協働

法典児童ホーム・法典地区
子ども会連絡協議会・青少
年相談員・生涯学習コー
ディネーター　他

11 法典ふしぎ探検クラブ
エコはがき作り、昆虫と樹木の共生、乳酸菌
と発酵　他　年４～５回

学級・講
座

青少年 対象地域の小学生と保護者 ５～１２月
生涯学習コーディネーター
他

生涯学習コーディネーター
他

12 認知症予防教室 認知症予防支援事業 集会活動 高齢者 主に６０歳以上の方 6～7月 健康づくり課共催 未定

13
昔を語り合う講座「しゃべ
り場」

グループ回想法で認知症予防　１回 集会活動 高齢者 主に６０歳以上の方 11～12月 福祉サービス公社共催
福祉サービス公社傾聴ボラ
ンティア

14
ふなばしシルバーリハビリ
体操事業

市が高齢者を対象に普及促進を図る体操 集会活動 高齢者 主に６０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指導
士

15
健康講座「自分の足の特徴
を知ろう」

歩き方や靴の選び方の実践講習　１回
学級・講

座
高齢者 主に６０歳以上の方 ６～７月 足と靴と健康協議会

16
地球温暖化に関する学習の
推進 環境教室 環境問題の学習　 1回 集会活動 青少年 対象地域に住む小学生 未定 アースドクターふなばし

17
循環型社会構築のための学
習の推進 メルカリ教室

限りある資源を有効活用して物を循環させる
学習

集会活動 成人一般 どなたでも 未定

18
学習に関する情報の集約と
発信方法の充実 公民館報の発行 公民館事業の案内・地域情報等 その他 その他 法典公民館管区 年４回

19
地域・社会で活躍する団体
の育成と支援 社会教育関係団体研修会

法典公民館利用団体としての在り方及び
船橋市社会教育関係団体登録申請の説明

集会活動 その他
法典公民館登録社会教育関
係団体

4月21日

20
防災学習の推進

救急フェア 避難訓練、避難所設営訓練　他 集会活動 その他 どなたでも 2月12日
法典３丁目町会共催
危機管理課指導依頼

21
家庭教育の支援

家庭教育セミナー 家庭教育に関する学習・実習　３回 集会活動 成人一般
開催小学校に通う小学生の
保護者

5～３月 ＰＴＡ共催 未定

22
就学時健診等における子育
て学習(法典小)

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
次年度に法典小学校に入学
する児童の保護者

11月 法典小学校共催 未定

23
就学時健診等における子育
て学習(法典西)

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
次年度に法典西小学校に入
学する児童の保護者

11月 法典西小学校共催 未定

　　法典公民館

高齢期を豊かに生きるため
の学習の推進

青少年の居場所づくり

健康づくりに関する学習の
推進

地域の子供を地域で守り育
てる体制の整備・充実
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　　法典公民館

24 法典ぽんぽこ広場
0歳児の育児に関する学習と親の交流
原則　奇数月、年５回

集会活動 その他 乳幼児とその保護者 ５～１月
南本町子育て支援センター
西部保健センター　講師派
遣依頼

親子体操指導者、地域文庫
主宰者　他

25 親子クリスマスコンサート 未就学児の音楽とのふれあい 集会活動 その他 未就学児とその保護者 12月 未定

26
法典地区ふれあいコンサー
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

未定

27 法典地区文化祭 展示・発表・模擬店　他 集会活動 その他 どなたでも 10月15・16日
法典地区自治会連合会・丸
山公民館共催

28
利用協まつり（サークル文
化祭）

サークル発表・展示　他 集会活動 その他 どなたでも 2月18・19日
法典公民館利用団体連絡協
議会共催

29
活動に関する情報の収集と
発信

いらっしゃ～い！法典公民
館へ

サークル活動の紹介、体験、入会促進 集会活動 その他 どなたでも 未定 社会教育関係団体

第三次船橋市生涯学習基本構想・推進計画（ふなばし一番星プラン）において、西部ブロックが特に推進すべき取組

★時間と場所にとらわれない学習の提供

地域における交流機会の創
出


