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

1 読書感想文教室 読書感想文の書き方及び夏休み期間中の読書の奨励 学級・講座 青少年 ７～８月 元学校教諭

2 クラブ活動支援事業 豊富小学校のクラブ活動（卓球クラブ・折り紙クラブ）の指導 学級・講座 青少年 5～2月
北部公民館利用団体等を講
師として起用

北部レディース卓球クラブ・折り紙指導
者

3 お話玉手箱 船橋豊富高校の生徒による読み聞かせ 集会活動 青少年 未定
船橋豊富高校生徒を講師と
して起用

船橋豊富高校生徒

4 ふなばしハッピーサタデー事業 陶芸の絵付け　他 集会活動 青少年 5～３月 青少年課共催 陶芸家　他

5 書初め教室 船橋豊富高校の生徒による書初めの指導 集会活動 青少年 １２月末
船橋豊富高校生徒を講師と
して起用

船橋豊富高校生徒

6 菊づくり講習会 苗木から花後の管理までを学習 学級・講座 成人一般 4～10月
船橋市北部地区菊花愛好会
会員を講師として起用

船橋市北部地区菊花愛好会

7 デジタル一眼レフカメラ講座 デジタル一眼レフカメラの撮影テクニックを学習 学級・講座 成人一般 5～6月 フォトグラファー

8 歴史散策 北部地区の歴史を座学と散策で学習 学級・講座 成人一般 12月
北部地区生涯学習コーディ
ネーター協働

歴史研究家

9 自然観察会 北部地区の豊かな自然を満喫しながら草花昆虫を観察 集会活動 成人一般 5月 自然観察指導員

10 陶芸体験 初心者向けの作陶 学級・講座 成人一般 ９月 陶芸家

11 羊毛フェルト教室 羊毛フェルト作品の制作 学級・講座 成人一般 １２月末 未定

12 スパイス＆カレー教室 スパイスを使ったカレー作り 学級・講座 成人一般 １１月 未定

【令和３年度】事業計画 　　北部公民館



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

13 防災教室 新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の心構えと避難計画 学級・講座 成人一般 ９月 船橋SLネットワーク

14 初めての古文書体験～江戸の古文書を読む～
初心者向け古文書講座
江戸時代に書かれた地域の古文書を読む

学級・講座 成人一般 6月 國學院大學兼任講師

15
歴史講座
～大河ドラマ鎌倉殿の13人の背景～

令和4年の大河ドラマ鎌倉殿と13人の時代背景を探る 学級・講座 成人一般 12月 歴史研究家

16
デジタルデバイト対策事業（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 成人一般 7月 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

17
デジタルデバイト対策事業（ソフトバン
ク）

初心者向けのスマホ講座
（インターネットにおけるコミュニケーションツールの使い方を取
得する）

集会活動 成人一般 7月 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

18 本館家庭教育セミナー 家庭教育に関する学習 集会活動 成人一般 未定 未定

19 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 １１月 豊富小学校共催 未定

20 季節の料理教室 船橋産の食材を使った季節の料理 集会活動 成人一般 8・10・12月 未定

21 料理サロン 地域住民のための料理教室 集会活動 成人一般 6～9月 地区社会福祉協議会共催 野菜ソムリエ等

22 豊富寿大学 教養・健康に関する学習とスポーツ体験 学級・講座 高齢者 ５～３月 未定

23 介護予防教室 介護予防の基礎的な知識を学習・体験する 学級・講座 高齢者 １０月 健康づくり課共催 未定

24 ふなばしシルバーリハビリ体操教室 体操及びヘルスミーティング 集会活動 高齢者 4～３月 健康づくり課共催 ふなばしシルバーリハビリ体操指導士

25 社会教育関係団体登録説明・研修会
サークル活動の意義について学習し、活動・決算報告等に係る説明
及び避難訓練

集会活動 その他 4月 公民館職員

26 障害者就労支援事業 障害者の就労体験（手作りクッキー等の販売） 集会活動 その他 5～３月 市立船橋特別支援学校共催 特別支援学校教諭と生徒



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

27 巡回児童ホーム
保護者同士の情報交換、親子のスキンシップ遊び、紙芝居等
簡単工作、ゲーム大会等

集会活動 その他 ５～２月 薬円台児童ホーム共催 児童ホーム職員

28 卓球開放 卓球台の個人開放 集会活動 その他 4～３月 なし

29 豊富地区体育レクリエーション大会 町会対抗体育レクリエーション大会 集会活動 その他 10月 豊富地区連合町会共催 なし

30 第47回利用団体文化祭
北部公民館を利用するサークルの活動の発表会、北部地区老人クラ
ブの発表会、豊富小・中・高等学校及び船橋特別支援学校の児童生
徒の作品展示・楽器演奏・演劇

集会活動 その他 11月 文化祭実行委員会共催 なし

31 とよとみジョイフルコンサート 地域ふれあいコンサートの一環として開催 集会活動 その他 2月
とよとみジョイフルコン
サート実行委員会共催

未定

32 とよとみクリスマスコンサート 地域で気軽に楽しめるウクレレとフラのコンサート 集会活動 その他 12月
ウクレレフラフイフイコン
サート実行委員会共催

北部ブロックで活動するウクレレとフラ
ダンスのサークル

33 船橋市北部菊花展 菊の展覧会・品評会 集会活動 その他 10～11月
船橋市北部地区菊花愛好会
共催

品評会審査員

34 映画鑑賞会 映画鑑賞（作品未定） 集会活動 その他
７・11・2

月
公民館職員

35 とよとみだよりの発行 事業等のお知らせ・地域のニュース その他 その他 5～３月
豊富地区連合町会・豊富地
区社会福祉協議会共催

公民館職員

36 北部地区合同事業 職員のスキルアップも兼ねたオンラインの事業 その他 その他 未定 未定 未定

37 市民の力活用事業 未定 その他 その他 未定 市民団体共催 未定



今後の取組（事業名） 取組（事業）の具体的な内容 形態 対象 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

※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 夏休み子供工作教室 万華鏡づくり 集会活動 青少年 7月 Power Source 森亮子

2 ふなばしハッピーサタデー事業 軽スポーツ、勾玉づくり　他 集会活動 青少年 ４～３月 青少年課共催 船橋市スポーツと健康を推進する会　他

3 巡回児童ホーム
ぽかぽか広場(0・1・2歳児と保護者対象)　わくわくタイム(小
学生対象)

集会活動 その他 ５～３月 三咲児童ホーム共催 児童ホーム職員

4 子育て支援事業　にこにこ広場
リトミックや読み聞かせ等を取り入れ、未就園児の保護者同士
の交流の場を提供する

集会活動 その他 ４～３月 二和地区社会福祉協議会共催 保健師　他

5 書き初め教室 書き初め指導 集会活動 青少年 12月 二和高校教諭を講師として起用
二和高校
書道部顧問山田教諭、書道部部員

6 読書感想文の書き方講座
北図書館共催による選書講座と、講師による読書感想文の書き
方指導と添削

学級・講座 青少年 7・8月 北図書館共催 元小学校教諭　平林美津枝　他

7 デジタルデバイド対策事業 親子向けのプログラミング教室を開催する 集会活動 その他 9月 ソフトバンク(株) ソフトバンク(株)

8 デジタルデバイド対策事業
高齢者向けにスマートフォンの基本的な使用方法について学ぶ
機会を提供する

集会活動 高齢者 6・12月 ソフトバンク(株) ソフトバンク(株)

9 多肉植物の寄せ植え講座
リメイクしたオリジナルの鉢をつかった多肉植物の植え方、育
て方を学ぶ

集会活動 成人一般 5月
SAS多肉植物アレンジメント協会認定講
師　草切緑

10 季節の花の寄せ植え講座 季節の花を用いて、花の植え方と育て方を学ぶ 集会活動 成人一般 1月 御滝花園代表　三好邦周

11 ヒンメリ作成講座
フィンランドの伝統的な装飾品であるヒンメリの制作方法につ
いて学ぶ

集会活動 成人一般 ６月 ひんめりのおか　大岡真奈

12 スキルアップ講座　Aコース モビール作り、飾り巻き寿司作り、お掃除講座 学級・講座 成人一般 5～７月 切り絵作家　中村頼子　他

13 スキルアップ講座　Bコース カラーセラピー、気功体操、オリジナルキャンドル制作 学級・講座 成人一般 9～11月 彩開セラピスト　真島由佳里　他

14 佐倉七福神めぐり 七福神めぐりについての講義と佐倉市内での散策 学級・講座 成人一般 1月 まなび船橋　鈴木睦男

【令和３年度】事業計画 　　二和公民館

番号



15 三咲小学校PTA家庭教育セミナー 家庭教育に関する学習 学級・講座 成人一般 6～2月 三咲小学校PTA共催 未定

16 二和小学校PTA家庭教育セミナー 家庭教育に関する学習 学級・講座 成人一般 6～2月 二和小学校PTA共催 未定

17 就学時健診等における子育て学習 就学時健診の機会を捉え実施する家庭教育 集会活動 成人一般 １１月 三咲小学校共催 未定

18 就学時健診等における子育て学習 就学時健診の機会を捉え実施する家庭教育 集会活動 成人一般 １１月 二和小学校共催 未定

19 防災講座 新型コロナウイルス感染症を踏まえた防災講座 学級・講座 成人一般 未定 未定

20 二和のまちづくり推進事業 地域防災に関する講演会 集会活動 その他 未定 二和地区自治連共催 公民館職員　他

21 北部市民ウォーク テーマに沿ったスポットをウォーキングでめぐる 集会活動 その他 1月 船橋市スポーツと健康を推進する会

22 健康講座 口腔ケア・腸内環境について学ぶ 学級・講座 成人一般 未定
北部保健センター職員を講師として
起用

歯科衛生士　他

23 二和寿大学 60歳以上の高齢者を対象とした学習・親睦・交流 学級・講座 高齢者 ５～３月
運営委員・生涯学習コーディネー
ターと協働

NPO法人　日本3Q体操協会
荒谷美枝子　他

24 介護予防事業 介護予防のための講座 学級・講座 高齢者 ２月 健康づくり課共催 未定

25
ふなばしシルバーリハビリ体操教室
月曜コース

健康寿命の延伸、介護予防、生活の質の向上を目的とした体操
教室

集会活動 高齢者 ４～３月 健康づくり課共催 健康づくり課職員および体操指導士

26
ふなばしシルバーリハビリ体操教室
火曜コース

健康寿命の延伸、介護予防、生活の質の向上を目的とした体操
教室

集会活動 高齢者 ４～３月
ふなばしシルバーリハビリ体操指導
士会と協働

27 二和地区社会福祉活動支援 二和地区社会福祉居議会との共催によるミニデイサービス事業 集会活動 高齢者 4～3月 二和地区社会福祉協議会共催 －

28 二和劇場 コンサート・寄席　他 集会活動 その他 5～2月
二和劇場ボランティア実行委員会共
催

29 二和たのしい歌のつどい アコーディオン・ピアノ伴奏による唱歌合唱 集会活動 その他 4～2月 ふたわ歌のつどい実行委員会共催 合唱指導者　内藤博夫

30 社会教育関係団体研修会 社会教育関係団体の望ましい在り方についての研修 集会活動 その他 4月 公民館職員

31 第47回二和文化祭 公民館利用団体の発表・展示・模擬店　他 集会活動 その他 10月 －



32 星空観察会 季節の星座についての学習会と星空の観察会を行う 学級・講座 その他 未定 未定

33 ふたわ福祉まつり 二和地区の各種福祉団体による活動展示　他 集会活動 その他 2月 二和地区社会福祉協議会共催 －

34 館報の発行 年２回　５月・９月に発行 その他 その他 ５・９月 －



【令和３年度】事業計画 海老が作公民館

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

1 健康体操セミナー
地域の中高年を主な対象としたストレッチ、リズム運動、健康体
操。

学級・講座 成人一般 5.・6月
社会教育関係団体「大穴スポーツ
クラブ」共催

県生涯スポーツ公認指導員　山岸
玲子

2 ふなばしシルバーリハビリ体操教室
高齢者の健康維持を目的とした体操と地区の健康課題に応じた話
し合い。

集会活動 高齢者 4～3月 健康づくり課共催
ふなばしシルバーリハビリ体操指
導士

3 認知症予防講座 運動機能低下や認知症を予防する体操や脳トレ。 学級・講座 高齢者 8～9月 健康づくり課共催 健康づくり課委託先

4 海老が作寿大学
高齢者のための学習。防犯・国際交流・環境・キャッシュレス決
済・感染症対策講話等。

学級・講座 高齢者 5～3月
生涯学習コーディネーター等の運
営委員と協働

未定

5 いきいきサロン「花梨」 ボランティアの提供するハーブティーを飲みながら自由に歓談。 集会活動 その他 4～3月 大穴地区社会福祉協議会と共催 -

6 季節を彩る折り紙教室
折り方の基本を繰り返し学びながら季節に応じた作品を制作す
る。

学級・講座 成人一般 9月
お茶の水おりがみ会館講師　渡部
浩美

7 写経入門講座 筆ペンを使用した手軽な写経を学ぶ。 学級・講座 成人一般 2月 筆ペンサークル指導者

8 ハンドメイド講座 ＵＶレジンを使った作品作り。土日に実施。 学級・講座 成人一般 7月 ハンドメイド作家 大島恵理

9
市民企画「学びの糸口～心楽暮（こら
ぼ）～」

絵画の鑑賞の仕方と面白さについての講義、散策、卵の殻を使っ
た作品作りなど様々な内容を組み合わせて実施。

学級・講座 成人一般 5.・6月
ボランティアの運営委員と協働及
び講師として起用

文星芸術大学教授　田中久美子
他

10 市民企画「元気が出る生涯学習講座」 市内の史跡等にスポットをあてた学習と散策。 学級・講座 成人一般 11月
船橋市生涯学習インストラクター
の会と協働及び講師として起用

船橋市生涯インストラクターの会
鈴木睦男　他

11 自然観察教室
大穴地区在住の講師と地域の豊かな自然を学び、実際に歩きなが
ら観察する。

学級・講座 成人一般 11月 自然観察指導員　平栗瑞枝

12 親子地産地消料理教室 船橋産の食材を使った親子料理教室 集会活動 その他 1月 料理研究家　金子光夫

13 フラワーアレンジ 地元のお花屋さんに習う季節のフラワーアレンジメント 集会活動 成人一般 7月
フラワースタジオ我蘭堂　内山ヒ
ロシ

14 ふなばしハッピーサタデー 工作教室、軽スポーツ、映画会、レクリエーション活動等 集会活動 青少年 5～3月
青少年課共催。各青少年育成団体
等と協働及び講師として起用。

青少年相談員　他

15 えびがさくこどもまつり 子供の発表、展示、遊びの広場 集会活動 青少年 2月
各青少年育成団体等と協働。近隣
小中学校

-



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

16 巡回児童ホーム
乳幼児親子のふれあい遊び、保育士による子育て相談。小学生の
創作、ゲーム、集団遊び等

集会活動 その他 5～2月 三咲児童ホームと共催 -

17 子育てプレイルーム リトミック、歌遊び、保健師等による相談など 集会活動 その他 4～3月 大穴地区社会福祉協議会と共催 -

18 大穴小学校PTA家庭教育セミナー 親子で取り組む講座や、家庭教育に関する学習 学級・講座 その他 6～2月 大穴小学校PTAと共催 未定

19 就学時検診等における子育て学習 就学時検診の機会を捉えた子育て学習 集会活動 成人一般 11月 大穴小学校と連携 未定

20 お泊りクリスマス会 クリスマスケーキ作り、レク、公民館でのお泊り等 集会活動 青少年 12月
北部地区子ども会連絡協議会と共
催

-

21 ファミリー卓球 月1回日曜日に卓球台を開放する。 集会活動 その他 4～3月 -

22 七夕コンサート コンサート 集会活動 その他 7月
船橋市生涯学習インストラクター
の会会員が実行委員として協働

チェロ奏者

23 クリスマスコンサート コンサート 集会活動 その他 12月
船橋市生涯学習インストラクター
の会会員が実行委員として協働

未定

24
デジタルデバイド対策事業（ソフトバン
ク）

入門編　スマートフォンをこれから使い始める人向けの講座
（適切な情報入手とアプリの活用）

集会活動 成人一般 1月 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

25
デジタルデバイド対策事業（ソフトバン
ク）

初心者編　スマートフォンを使い始めで不慣れな人向けの講座
（適切な情報入手とアプリの活用）

集会活動 成人一般 1月 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

26 第42回海老が作公民館まつり 海老が作公民館社会教育関係団体の活動成果の発表、展示等。 集会活動 その他 10月
海老が作公民館社会教育関係団体
連絡協議会と共催

-

27 社会教育関係団体登録説明会 社会教育関係団体登録申請書作成にかかる説明、相談会。 集会活動 成人一般 4月 -

28
社会教育関係団体支援
【デジタルデバイド対策事業（ソフトバ
ンク）】

活動支援、研修会～サークル運営に役立つオンラインの活用法～
（インターネットにおけるコミュニケーションツールの使い方を
習得する）

集会活動 成人一般
通年（研修会
は12月）

ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

29 卓球団体交流会 各団体メンバー混合で試合を実施。 集会活動 成人一般 7・3月
海老が作公民館社会教育関係団卓
球サークルと共催

-

30 館報「えびがさく」の発行
年3回作成。公民館事業案内、地域の史跡、自然について、公民館
で活動する団体の紹介等。

その他 その他 5.・10・1月 館報編集委員 -



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

1 一輪車教室 初心者向け一輪車実技指導 学級・講座 青少年 9月 小室児童ホーム共催 一輪車講師

2 子供外あそび教室 子供が楽しめる屋外体験を提供する 集会活動 青少年 9月 ー 未定

3 ふなばしハッピーサタデー事業 ウォーキング、工作　他 集会活動 青少年 5月～3月 青少年課共催 豊富地区スポーツ推進委員　他

4 夏休み読書感想文教室 読書感想文の書き方指導 学級・講座 青少年 7月～8月 ー 小学校教諭

5 子供みこし 小室夏まつりのみこし担ぎ体験 集会活動 青少年 8月 ー 小室夏まつり子供みこし部

6 小室こどもまつり ゲーム、軽スポーツ、工作、体験　他 集会活動 青少年 2月 小室児童ホーム共催 ー

7 子供プログラミング教室「ロボラボ」 ロボットカーを使用したプログラミング体験 学級・講座 青少年 7月～8月 生涯学習コーディネーター協働 システムエンジニア

8
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 成人一般 5月 ソフトバンク(株) ソフトバンク(株)

9
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
（スマホの活用「LINE体験編」）

集会活動 成人一般 6月 ソフトバンク(株) ソフトバンク(株)

10 家庭教育セミナー（本館） 小中学生の保護者を対象とした家庭教育に関する学習 学級・講座 成人一般 6月～12月 小室小学校・中学校ＰＴＡ共催 未定

11
就学時健診等における子育て学習（小室
小）

就学前児童の保護者を対象とした家庭教育に関する学習 集会活動 成人一般 11月 小室小学校共催 未定

12 こむろ井戸端会議 日常の話題を題材に会話を通して仲間づくりを行う 集会活動 成人一般 5月～3月 ー ー

13 ほくそう散歩 小室公民館周辺の北総地域を散策する 学級・講座 成人一般 5月 ー 自然観察指導員

14 こむろハーブ講座 ハーブを使った染物やハンドクラフト等の実習 学級・講座 成人一般 ６月 ー 上級ハーブ指導者

15 運気UP⤴講座
メンタルケア・快適な部屋づくり・手相等、日常のモチベーション
アップや気分転換の手法を学ぶ

学級・講座 成人一般 10月 ー 未定

16 大人の塗り絵倶楽部 色鉛筆を使った大人のための塗り絵 学級・講座 成人一般 11月 ー 色鉛筆画指導者

17 料理サロン 地域住民のための料理教室 集会活動 成人一般 11月～2月 豊富地区社会福祉協議会共催 料理研究家

18 小室寿大学 健康体操・講話・音楽鑑賞　他 学級・講座 高齢者 5月～3月 小室寿大学運営委員会協働 未定

19 認知症予防講座 介護予防の講話・脳トレ・体操 学級・講座 高齢者 未定 健康づくり課共催 健康づくり課委託先

20 みんなで健康体操教室 軽体操、ダンス、歌　他 学級・講座 高齢者 未定 ー 健康体操指導者

21 ふなばしシルバーリハビリ体操教室 ふなばしシルバーリハビリ体操 集会活動 高齢者 5月～3月 健康づくり課共催
健康づくり課職員、ふなばしシルバーリ
ハビリ体操指導員

22 りょっこさんとあそぼう ふれあい遊び、わらべ歌など 集会活動 その他 11月・3月 小室児童ホーム共催 未定

【令和３年度】事業計画 小室公民館



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

23 親子コンサート 親子で鑑賞できるコンサート 集会活動 その他 10月 小室児童ホーム共催 未定

24 人形劇鑑賞会 クリスマスの人形劇会 集会活動 その他 12月 小室児童ホーム共催 未定

25
第39回小室公民館文化祭「小室文化まつ
り」

サークル発表会、作品展示、体験コーナー、模擬店　他 集会活動 その他 11月 文化まつり実行委員会共催 ー

26 小室地域ふれあいコンサート 地域ふれあいコンサートの開催 集会活動 その他 2月
ふなばし音楽フェスティバル実行委員会、
小室地域ふれあいコンサート実行委員会共催

未定

27 社会教育関係団体登録説明・研修会
公民館における社会教育関係団体のあり方及び登録申請等についての
説明

集会活動 その他 5月 ー ー

28 小室センターだより 小室センター事業案内、お知らせ等 その他 その他 4月～３月 ー ー



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

1 伝統文化手まり教室
地域住民を主とした団体を講師とし、手まりの製作を
指導する。公民館文化祭への出展を目指す。全5回。

学級・講座 青少年 9～12月 - 社会教育関係団体　手まりの会

2 子ども将棋道場
地域住民を主とした団体を講師とし、ルール指導と経
験者の交流大会を実施する。全2回。

学級・講座 青少年 3月 - 社会教育関係団体　大駒クラブ

3 伝統文化親子いけばな教室
地域住民を主とした団体を講師とし、花の由来や基礎
的な活け方を学ぶ。公民館文化祭への出展を目指す。
全9回。

学級・講座 その他 5～1月 - 華道講師

4 ふなばしハッピーサタデー事業
市域の協力団体との事業や館独自の青少年向け講座
全8回

集会活動 青少年 6～2月 青少年課共催
八木が谷地区スポーツ推進委員
他

5 書き初め教室 書星会のお手本をもとに書き方の指導をする 集会活動 青少年 12月 - 元教諭

6 読書感想文教室
課題とした本の読みかたから、感想文を書き上げるま
でを指導する。全2回。

学級・講座 青少年 7・8月 - 未定

7 子育てサロン
保健師を招いた子育て講座、季節の工作をとおした親
子のふれ合い　他 全15回

集会活動 その他 4～3月
八木が谷地区社会福祉協議会共
催

北部保健センター　他

8
社会教育関係団体登録説明・研
修会

公民館利用に関する諸注意、登録更新書類の作成指
導、防災訓練

集会活動 成人一般 5月 - 公民館職員

9 高齢者グラウンドゴルフ大会 個人戦、グループ戦 集会活動 高齢者 9月
八木が谷地区自治連絡協議会共
催

八木が谷地区スポーツ推進委員

10 卓球開放 卓球台の自由解放 集会活動 その他 4～3月 - -

11 家庭教育セミナー
管区内4校の連絡協議会と内容を協議し、家庭教育に
資する講座を行う。全3回。

学級・講座 成人一般 6～3月
八木が谷地区4校PTA連絡協議
会共催

未定

12
就学時健診等における子育て学
習

子育てに関する講演会 集会活動 成人一般 11月 八木が谷小学校共催 未定

13
就学時健診等における子育て学
習

子育てに関する講演会 集会活動 成人一般 11月 八木が谷北小学校共催 未定

14
就学時健診等における子育て学
習

子育てに関する講演会 集会活動 成人一般 11月 咲が丘小学校共催 未定

15
始めよう！足腰にやさしいノル
ディックウォーキング

講義と実技を学び、ポールを使ってのウォーキングを
楽しむ。全2回。

学級・講座 成人一般 6月 -
全日本ノルディック･ウォーク
連盟 指導部 技術委員

16
はじめてのカリグラフィー(西
洋書道)講座

季節のカードやバースデーカードの製作。全3回。 学級・講座 成人一般 5・6月 - カリグラフィーギルド会員

17
八木が谷発ぶら歩き(北部地区
再発見)

住んでいる地域に残された史跡や文化財を巡りながら
地域の歴史を再発見する。全2回。

学級・講座 成人一般 11月 - 未定

18 趣味教養講座 日々の生活や心を豊かにする講座　全2回 学級・講座 成人一般 未定 - 未定

19
デジタルデバイド対策事業(ソ
フトバンク)

はじめてのスマホ体験｢買う前にわかる！超入門編｣
(マップ･電話･カメラ･メール等の日常よく使う機能)

集会活動 成人一般 7月 - ソフトバンク㈱

【令和３年度」事業計画
　　八木が谷公民館



20
デジタルデバイド対策事業(ソ
フトバンク)

はじめてのスマホ体験｢やさしい基本編｣
(乗換案内･LINE等の人気の便利機能)

集会活動 成人一般 7月 - ソフトバンク㈱

21
生活応援講座A｢学んでみませ
んか?キャッシュレスの種類や
使い方｣

電子マネー･スマホ決済･クレジット等、多種多様な決
済方法や基本的な使い方を学ぶ。(座学)

集会活動 成人一般 5月 - 千葉県金融広報委員会派遣講師

22
生活応援講座B｢体験してみませ
んか?スマホでキャッシュレス
決済｣

電子マネー･スマホ決済･クレジット等、多種多様な決
済方法や基本的な使い方を学ぶ。スマホの基本とQR
決済(実践)

集会活動 成人一般 5月 - ソフトバンク㈱

23 第３７回八木が谷地区文化祭 公民館利用団体の発表･作品展示･模擬店　他 集会活動 その他 10月 - -

24 クリスマスコンサート クリスマスにちなんだ内容のコンサート 集会活動 その他 12月 - 未定

25 地域ふれあいコンサート 船橋に縁がある若手演奏家のコンサート 集会活動 その他 1・2月
八音ふれあいの会共催
生涯学習コーディネーターと共
催

地域出身演奏家

26 いきいきサロン 手芸、折り紙、おしゃべり　他　全12回。 集会活動 高齢者 4～3月
八木が谷地区社会福祉協議会共
催

八木が谷地区社会福祉協議会員

27 八木が谷寿大学 防犯講話、映画鑑賞　他　全10回。 学級・講座 高齢者 5～2月 - 北部保健センター　他

28
アクティブシニアのいきいき講
座

活動的な高齢者向けの講座　全2回 学級・講座 高齢者 1・2月 - 未定

29 高齢者芸能大会・作品展 高齢者による芸能の発表、芸術作品の展示 集会活動 高齢者 9月
八木が谷地区老人クラブ連合会
共催

-

30 健康セミナー 健康習慣に関する講話。全9回。 集会活動 高齢者 6～3月
八木が谷地区社会福祉協議会、
八木が谷地区在宅介護支援セン
ター共催

健康生きがいアドバイザー　他

31
ふなばしシルバーリハビリ体操
教室

ふなばしシルバーリハビリ体操。全10回。 集会活動 高齢者 4～3月 健康づくり課共催
ふなばしシルバーリハビリ体操
指導士

32
ふなばしシルバーリハビリ体操
教室(公民館主催)

ふなばしシルバーリハビリ体操、体力測定。全9回。 集会活動 高齢者 5～3月
八木が谷地区社会福祉協議会共
催

ふなばしシルバーリハビリ体操
指導士

33 暮らしを彩る趣味の園芸
季節の寄せ植え、散策、花と緑を使った工作。全5
回。

学級・講座 高齢者 8～12月 健康づくり課共催
特定非営利活動法人　日本園芸
福祉普及協会

34 みやさこ子どもまつり 内容未定 集会活動 その他 8月

みやさこまつり実行委員会共催
八木が谷地区自治連絡協議会、
管区内各学校　他地域各団体協
働

-

35 植木剪定講座 座学、公民館の植栽を活用した実技指導。全2回。 学級・講座 成人一般 11・12月
八木が谷地区社会福祉協議会共
催

生きがい福祉事業団
造園技能士

36 公民館報｢八木が谷｣の発行 公民館事業の事前周知と終了報告、地域情報　など その他 その他 5・9月 - -



　　三咲公民館

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

1
夏休みこども応援プロジェクト１
「夏休み読書感想文講座」

読書感想文の書き方を学ぶ 学級・講座 青少年 7月～8月 編集・印刷者　安藤信作

2
夏休みこども応援プロジェクト２
「こども俳句教室」

俳句サークル講師によるこども向け俳句教室 学級・講座 青少年 8月 俳人・自然観察指導員  平栗瑞枝

3
夏休みこども応援プロジェクト３
「夏休みこども環境科学教室」

地球温暖化についての学習とエコ工作教室 集会活動 青少年 8月 アースドクターふなばし（講師） アースドクターふなばし

4 ふなばしハッピ―サタデー事業 映画・お菓子作り・工作・えんにち・書き初め・将棋　他 集会活動 青少年 4月～2月 青少年課・三咲児童ホームと共催 船橋北高校書道教諭　他

5 第33回　三咲こどもまつり やたい村・工作教室・ゲームコーナー　他 集会活動 青少年 2月 青少年課・三咲児童ホームと共催 未定

6
三咲公民館家庭教育セミナー
「三咲子育て応援セミナー」

乳幼児の子を持つ親子を対象とした子育てに関する学習 学級・講座 成人一般 9月～11月 三咲児童ホームと連携 未定

7 写経入門講座 写経を体験する講座 学級・講座 成人一般 6月～7月 船橋市美術連盟委員　小松潤子

8 フォークギター再入門講座 フォークギターを久しぶりに学ぶ人のための講習会 学級・講座 成人一般 未定 フォークシンガー　大橋健治

9 環境講座（オンライン講座） 自然科学・環境に関する学習 集会活動 成人一般 ７月 アースドクターふなばし（講師） アースドクターふなばし

10
就学時健診等における子育て学習（大
穴北小学校）

就学時健診等の機会を利用した子育て学習 集会活動 成人一般 11月 大穴北小学校と共催
こどもの心のコーチング協会イン
ストラククター

11 三咲地区ピンポンを楽しむ集い 地域住民と卓球サークルの親睦交流の卓球大会 集会活動 成人一般 11月
三咲地区連絡協議会・三咲地区ス
ポーツ推進委員会と共催

三咲地区スポーツ推進委員

12 ハワイアンリボンレイ講座 ハワイアンリボンレイを使った「季節の飾り」を作る 集会活動 成人一般 ７月 フラ指導士　西岡美知子

13 狛犬と神社の秘密 身近な神社の構成や狛犬について学び、実際に見学をする 学級・講座 成人一般 未定
北部地区地域コーディネ－ターと
協働

江戸下町研究家　鷲嘉雄

14 大人のための折り紙教室 作ることを楽しみながら、新たな仲間作りを行う 学級・講座 成人一般 11月 お茶の水おりがみ会館　渡部浩美

15 着物のリメイク講座 タンスにしまったままの思い出の着物をリメイクする 学級・講座 成人一般 1月 茜工房　木村智子

16
デジタルデバイド対策事業（ソフトバ
ンク）

はじめてのスマホ体験（第1回はスマートフォンの特徴、日常よく
使う機能を学び、第2回ではLINEをメインにビデオ通話までを習
得する

学級・講座 成人一般 5月～6月 ソフトバンク ソフトバンク講師

17
デジタルデバイド対策事業（ソフトバ
ンク）

はじめてのスマホ体験（第1回はスマートフォンの特徴、日常よく
使う機能を学び、第2回ではLINEをメインにビデオ通話までを習
得する

学級・講座 成人一般 1月 ソフトバンク ソフトバンク講師

18 シルバー料理教室 高齢者のための料理教室 学級・講座 高齢者 5月～3月 三咲地区社会福祉協議会と共催 料理研究家　林典子

19 三咲寿大学 高齢者の生きがいや健康等についての学習、仲間作り 学級・講座 高齢者 ５月～２月 三咲寿大学運営委員会と連携 千葉県社会体育指導員　他

20
認知症予防教室
「プレインジムで脳と体をエクササイ
ズ」

認知症予防のための学習と実践 学級・講座 高齢者 10月～11月 健康づくり課と共催 ブレインジム指導士　貝塚奈緒美

【令和3年度】事業計画



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

21
ふなばしシルバーリハビリ体操教室
（木曜コース）

高齢者の健康寿命の延伸を目的とした体操の実践 集会活動 高齢者 5月～3月 三咲地区社会福祉協議会と共催 ふなばしリハビリ体操指導士

22
ふなばしシルバーリハビリ体操教室
（金曜コース）

高齢者の健康寿命の延伸を目的とした体操の実践 集会活動 高齢者 5月～3月 健康づくり課と共催 ふなばしリハビリ体操指導士

23 子育て支援事業　英語で遊ぼう
英語の歌や手遊びなどで親子で英語に触れる機会を提供し、親子
のふれあい、親同士の交流を図る。

集会活動 その他 6月～11月 三咲児童ホームと共催 英会話講師　足立里依

24
子育て支援事業　助産師さんのベビー
マッサージ

ベビーマッサージの方法を学び、親子のふれあいや親同士の交流
を図る。

集会活動 その他 6月～11月 三咲児童ホームと共催 船橋地区助産師会　栗島寿恵

25
アースドクターふなばしの親子オンラ
イン工作教室

エコ工作を通して、親子で楽しく地球の環境問題について学習す
る。

集会活動 その他 ５月 アースドクターふなばし（講師） アースドクターふなばし

26
社会教育関係団体登録説明会及び研修
会

社会教育関係団体の登録の説明と社会教育関係団体としてのあり
方についての研修会

集会活動 その他 ４月 公民館職員

27
三咲公民館サークル活動自由見学ウィ
－ク

期間内に公民館利用サークルの活動を自由に見学し、サークルへ
の理解を深め、入会者を増やす。

集会活動 その他 10月 三咲公民館利用サークルと連携 ー

28 第32回三咲公民館文化祭 三咲公民館利用サークルによる展示・発表・バザー・模擬店等 集会活動 その他 10月
三咲公民館文化祭実行委員会と連
携

29 フォークギター弾き語りコンサート フォークギター弾き語りコンサート 集会活動 その他 未定 みさき地域応援団と連携 フォークシンガー　大橋健治

30 Ｗinter  Concert  in  Misaki 身近な会場でのプロの音楽家等によるコンサート 集会活動 その他 12月
北部地区生涯学習コーディネー
ターと連携

未定

31 三咲地区地域ふれあいコンサート 身近な会場でのプロの音楽家等によるコンサート 集会活動 その他 2月
三咲地区地域ふれあいコンサート
実行委員会・文化課と共催

未定

32 地区防災講座 災害に備えるための知識と対策方法を学習する。 集会活動 その他 10月～11月 危機管理課と連携 未定

33 国際理解講座 外国人を講師に招き、その国の文化等を学ぶ。 集会活動 その他 3月
三咲地区社会福祉協議会と共催、
北部地区地域コーディネ－ターと
協働

地域在住の外国人

34 世界遺産を学ぶ
世界遺産について学ぶことにより、外国の歴史・文化への理解を
深める。

学級・講座 成人一般 2月～3月
北部地区地域コーディネ－ターと
協働

世界遺産マイスター 片岡英夫

35 卓球台の開放 地域住民に卓球台を開放して、健康増進と親睦を図る。 その他 その他 4月～3月 ー

36 館報「三咲だより」の発行 公民館事業・公民館利用サークルの紹介等 その他 地区連絡協議会と連携（配布） ー



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

1 ふなばしハッピーサタデー事業 工作、書初め教室　他 集会活動 青少年 5月～3月 青少年課共催
船橋市スポーツと健康を推進す
る会北部コミュニティ　他

2 こどもまつり(フェスタin松が丘)発表、工作、模擬店　他 集会活動 青少年 2月 松が丘児童ホーム共催 松が丘地区社会福祉協議会　他

3 クラブ活動支援事業 太鼓･ニュースポーツ 学級・講座 青少年 7月～1月 古和釜小学校共催 社会教育関係団体等

4 オール古和釜ミニコンサート 公民館区の学校による演奏 集会活動 その他 11月 －

5
夏休みの自由研究はこれで決ま
り！子供陶芸教室

陶芸体験（作陶、釉掛け、絵付け） 学級・講座 青少年 7月～8月 社会教育関係団体

6 夏休み読書感想文教室 読書感想文の書き方について学ぶ 学級・講座 青少年 7月～8月 元小学校教頭　大澤薫

7 おはなし会 絵本の読み聞かせ等 集会活動 その他 9月～3月 松が丘児童ホーム共催
社会教育関係団体 エルマーお
はなしの会

8 家庭教育セミナー 家庭教育に関する学習 学級・講座 成人一般 12月～2月 未定

9
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 11月 古和釜小学校共催 健伸学院常任理事　渡辺登代子

10 子育て支援事業　おひさま 入園前の乳児と保護者のふれ合い等 集会活動 その他 5月～3月 松が丘地区社会福祉協議会共催 －

11 親子ビクス ふれ合い遊び、保護者のエクササイズ等 集会活動 その他 9月～2月 松が丘児童ホーム共催 ビクスインストラクター

12 オータムコンサート コンサート 集会活動 その他 10月 松が丘児童ホーム共催 未定

13 親子クリスマス会 演奏等 集会活動 その他 12月 松が丘児童ホーム共催 未定

【令和３年度】事業計画シート 　　松が丘公民館



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

14
親子でDIY～初心者でもできる
ブックスタンド作り～

ブックスタンド作り 集会活動 その他 8月
大穴中学校協力、企画委員と協
働

元中学校長　斎藤周平 他

15 東京・七福神の寺社めぐり 東京・七福神の寺社について学び、散策する 学級・講座 成人一般 10月～11月 旅行ライター　荒井浩幸

16
松が丘生き粋き講座～素敵に生
きよう 今日から明日へ～

企画委員と7月頃に内容を決定する 学級・講座 成人一般 11月～12月
生涯学習コーディネーターと協
働

未定

17
これから始めるライフプランと
資産形成～基本編～

退職後の資産形成の方法を学ぶ 学級・講座 成人一般 10月～12月 未定

18 松が丘寿大学
防犯講話、コンサート、悪質商法対処法、新春落語
他

学級・講座 高齢者 5月～3月 企画運営委員と協働 金原亭馬玉、レジェンズ　他

19
高齢者仲間づくり支援事業
ふれあいサロン

手芸や茶話会などの交流会 集会活動 高齢者 5月～3月 松が丘地区社会福祉協議会共催 －

20 健康ウォーキング講座 正しい歩き方を学ぶ 学級・講座 成人一般 5月～6月
NPO法人船橋ウォーキング・
ソサイエティ代表理事　佐藤ヒ
ロ子

21
総合型介護予防講座「楽しくト
レーニング教室」

簡単筋トレ、脳トレ等 学級・講座 高齢者 6月～7月 健康づくり課共催 東京体育機器㈱

22
ふなばしシルバーリハビリ体操
教室

健康体操 集会活動 高齢者 4月～3月 健康づくり課共催 シルバーリハビリ体操指導士

23 シルバー料理教室 料理教室 学級・講座 高齢者 5月～3月 松が丘地区社会福祉協議会共催 料理研究家　林典子

24
デジタルデバイド対策事業（ソ
フトバンク）

はじめてのスマホ体験「シニア向けスマホ編」 集会活動 高齢者 7月 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

25
デジタルデバイド対策事業（ソ
フトバンク）

はじめてのスマホ体験「やさしい基本編」 集会活動 成人一般 9月 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

26
デジタルデバイド対策事業（ソ
フトバンク）

はじめてのオンライン体験「Zoom入門編」 集会活動 成人一般 10月 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）



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

27
デジタルデバイド対策事業（ソ
フトバンク）

はじめてのスマホ体験「スマホの基本とQR決済」 集会活動 成人一般 10月 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

28 自分でやってみよう！植木剪定
植木の剪定方法について学ぶ。また、習得後は自宅の
みならず、近隣宅でボランティア活動を行えるよう養
成する

集会活動 成人一般 5月 古和釜小学校協力 園芸家　高橋眞明　他

29 読み聞かせボランティア研修 本の読み方や選び方の学習 集会活動 成人一般 9月～10月 未定

30 松が丘公民館卓球大会 公民館利用者を中心とした卓球大会 集会活動 成人一般 10月
松が丘地区卓球大会実行委員会
共催

－

31 卓球開放 卓球愛好家に講堂を開放 集会活動 その他 毎週金曜日 －

32
社会教育関係団体登録説明・研
修会

社会教育関係団体のあり方についての学習等 集会活動 その他 5月 －

33
第27回松が丘公民館サークル
文化祭

公民館サークル活動の発表･展示･模擬店　他 集会活動 その他 11月 －

34
松が丘防災講座～災害を乗り越
える力を身につけよう～

起震車体験、缶詰やレトルト食品を使った防災料理を
学ぶ

学級・講座 成人一般 9月～10月
船橋SLネットワーク
日本缶詰びん詰レトルト食品協
会

35
新型コロナウイルス感染予防講
座「おうちで即実践！コロナ撃
退の掃除＆消毒のポイント」

新型コロナウイルスの家庭内感染防止を目的に、家庭
内での消毒や掃除方法を学ぶ

集会活動 成人一般 9月
HITOWAライフパートナー株
式会社　くらしスタイル研究所

36 地域ふれあいコンサート コンサート 集会活動 その他 2月
松が丘地域ふれあいコンサート
実行委員会共催

未定

37
松が丘公民館管区
老人クラブ連絡協議会文化祭

老人クラブ会員の発表･展示･模擬店　他 集会活動 その他 10月
松が丘公民館区老人クラブ連絡
協議会共催

－

38 福祉まつり 福祉活動の発表･展示･模擬店　他 集会活動 その他 11月 松が丘地区社会福祉協議会共催 －

39 館報の発行 年3回の館報発行 その他 その他 5・10・1月 －



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

1 ふなばしハッピーサタデー事業 工作、科学実験、書道　他 集会活動 青少年 5月～3月 青少年課共催 齋藤正子　他

2 こどもサイエンス教室 化学実験 学級・講座 青少年 ７月 坂本恵一

3 科学って楽しいな 科学への興味を持たせる（施設見学と実験教室） 集会活動 青少年 未定 日本大学理工学部（学芸員過程） ミュージアムアソシエイツ

4 つぼい子供まつり ゲーム、レクリエーション、模擬店　他 集会活動 青少年 3月 坪井地区社会福祉協議会　他 船橋市スポーツ推進委員　他

5 坪井の歴史 地域の歴史について事前学習と館外学習 学級・講座 成人一般 6月～7月 黒沢誠悦　他

6
歴史講座「近代日本経済の父～新一万円
札の肖像～　渋沢　栄一」

お金にかかわる歴史上の人物の学習（座学と散策） 学級・講座 成人一般 6月 まなび船橋

7 オリンピックと船橋ゆかりの選手たち」

東京オリンピック、パラリンピックの開催を受けて、これまでオリ
ンピックに出場した船橋ゆかりの選手たちの歴史を学ぶ
船橋ゆかりのオリンピアンの年表に沿って、その時の選手の活躍を
知る

学級・講座 成人一般 未定 鈴木睦夫

8 御朱印の楽しみ～神社と仏閣の違い 御朱印めぐりの基礎知識を学ぶ（座学と散策） 学級・講座 成人一般 １０月 鈴木睦夫

9 坪井公民館本館家庭教育セミナー 小学生の保護者を対象とした家庭教育学習、講演会等 学級・講座 成人一般 ９月～１２月坪井小学校PTA 未定

10 就学時検診における子育て学習 就学時検診に集まった保護者を対象に行う子育て学習（講演会等） 集会活動 成人一般 １１月 坪井小学校 未定

11 地域防災講座 地域住民の防災への関心を持ってもらえるよう、防災について考える 集会活動 成人一般 10月 坪井地区自治連合会 船橋ＳＬネットワーク

12 季節の料理講座 料理作りを通して健康的な食について学ぶ。講義と実習 集会活動 成人一般 未定 未定

13 坪井みのり学級 落語鑑賞、介護予防運動　他 学級・講座 高齢者 5月～3月
生涯学習コーディネーター　企画・
運営協力

金原亭馬玉　他

14 ふなばしシルバーリハビリ体操教室 ふなばしシルバーリハビリ体操 集会活動 高齢者 4月～3月 健康づくり課共催 健康づくり課

15 認知症予防教室 認知症予防プログラム（学習・運動・音楽・レクリエーション等） 学級・講座 高齢者 ９月～１０月健康づくり課共催 健康づくり課委託事業者

16
デジタルデバイド対策事業(ソフトバン
ク）

シニア向けスマホ体験教室（初めてのスマホ） 集会活動 高齢者 9月 ソフトバンク㈱ ソフトバンク㈱

17
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教室（インターネットにおけるコミュニケー
ションツールの使い方を取得する）

集会活動 成人一般 10月 ソフトバンク㈱ ソフトバンク㈱

18 おはなしいろえんぴつ 未就学児を対象とした絵本の読み聞かせ、パネルシアター　他 集会活動 その他 5月～1月 読み聞かせボランティア

【令和３年度】事業計画 　　坪井公民館



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

19 つぼい・水と緑のコンサート 身近な場所で優良な音楽に触れる機会を提供するコンサート等 集会活動 その他 6月・10月
生涯学習コーディネーター　企画・
運営協力

未定

20 地域ふれあいコンサート 身近な場所で優良な音楽に触れる機会を提供するコンサート等 集会活動 その他 2月
文化課・地域ふれあいコンサート実
行委員会共催

未定

21 第10回坪井文化祭 公民館サークルの発表・展示・模擬店　他 集会活動 その他 11月 坪井公民館文化祭実行委員会共催

22 社会教育関係団体登録説明・研修会 社会教育関係団体へ登録に関する説明と施設利用の確認等 集会活動 その他 4月 公民館職員

23 館報の発行 公民館事業の紹介・地域の話題などの発信 その他 その他
5月・10
月・2月


