
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 元小学校教諭

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・茶道ク
ラブ・折り紙クラブ）の指導

学級・講
座

青少年 6～1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・茶道師範・折り紙の
サークル

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 船橋豊富高等学校の生徒による書初めの指導 集会活動 青少年 １２月 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 菊づくり愛好家

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 11月 飛ノ台史跡公園博物館職員

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
初めての陶芸体験 初心者向けの作陶 学級・講

座
成人一般 ９月 陶芸家

11
初めての古文書体験～江戸
の古文書を読む～

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

12
歴史講座 徳川家に見る江戸城の歴史 学級・講

座
成人一般 12月 まなび船橋

13
デジタルデバイト対策事業
（ソフトバンク）

初心者向けのスマートフォン講座
（スマホの基本とLINE体験）

集会活動 成人一般 4・7・
10・1月

ソフトバンク

14
デジタルデバイト対策事業
（ソフトバンク）

初心者向けのスマートフォン講座
（スマホの基本とスマホ決済、ネットショッピ
ング）

集会活動 成人一般 5・8・
11・2月

ソフトバンク

15
デジタルデバイト対策事業
（ソフトバンク）

初心者向けのスマートフォン講座
（タブレット体験、Zoom入門）

集会活動 成人一般 6・9・
12・3月

ソフトバンク

16
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

17
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
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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

18
料理サロン 季節にあわせた料理教室 集会活動 成人一般 4～9月 地区社会福祉協議会共催 未定

19
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

20
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

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

22
社会教育関係団体登録説明
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

23
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

24
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

25
卓球開放 卓球台の個人開放 集会活動 その他 4～３月 なし

26
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

27

第48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

28
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

29
とよとみクリスマスコン
サート

地域で気軽に楽しめるクリスマスコンサート 集会活動 その他 12月 生涯学習コーディネーター
協働

未定

30
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

31
北部地区合同事業 地域課題解決に向けた事業及び職員のスキル

アップを兼ねた研修
その他 その他 未定 未定 未定

32
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

33
終活のポイント 終活（相続など）と関する学習 学級・講

座
成人一般 6月 ファイナンシャルプラン

ナー

34
暮らしの財産相談 財産に関する無料相談 集会活動 成人一般 7～9月 ファイナンシャルプラン

ナー

35
パラスポーツ・ボッチャ体
験

ボッチャ体験 集会活動 その他 5月 豊富地区スポーツ推進委員



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

36
ボッチャ開放 ボッチャ開放 集会活動 その他 7・11・

3月
豊富地区スポーツ推進委員

37
季節の切り絵講座 季節に合わせたモチーフの切り絵制作 学級・講

座
成人一般 6～7月 切り絵作家

38

環境にやさしい〝エコな食
卓〟作り

献立から自分たちで考えて、食材を無駄にしな
い調理法で調理を行う。また、栄養学について
も学ぶ。

学級・講
座

成人一般 11月 生涯学習コーディネーター
共催

未定

39
世界遺産の旅 日本で世界遺産に登録されている場所や建物に

ついて学ぶ。
学級・講
座

成人一般 未定 生涯学習コーディネーター
共催

未定

40
北部公民館サークル活動展
示

北部公民館で活動するサークルや地域団体の活
動の成果や作品を展示

集会活動 その他 4～３月 未定

41
ウェブミーティング体験講
座

Webexを活用したウェブミーティングを体験
する

集会活動 その他 1月 小室公民館共催・生涯学習
コーディネーター協力

42
古文書を読み解こう くずし文字について学び、現物の古文書を読み

解いていく。
学級・講
座

成人一般 未定 郷土資料館学芸員



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
ふなばしハッピーサタデー
事業

紙サッカー、母の日クッキーづくり　他 集会活動 青少年 5～3月 青少年課共催 船橋市スポーツ推進委員
他

2
巡回児童ホーム（わくわく
タイム）

自由遊び・集団遊び 集会活動 青少年 5～3月 三咲児童ホーム共催 三咲児童ホーム職員

3
夏休み子供工作教室 オリジナルの絵本づくり 学級・講

座
青少年 7月 金谷彩子

4
化石発掘体験 古代の動植物についての学習と化石発掘体験 集会活動 青少年 7月 新和宏

5
子供かきぞめ教室 かきぞめ 集会活動 青少年 12月 二和高校書道部顧問および

生徒を講師として起用

6
三咲小学校家庭教育セミ
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

7
二和小学校家庭教育セミ
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

8
三咲小学校就学時健診等に
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

9
二和小学校就学時健診等に
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

10
巡回児童ホーム（ぽかぽか
広場）

ふれあいあそび・ミニ講話・パネルシアター
他

集会活動 その他 ５～３月 三咲児童ホーム共催 三咲児童ホーム職員

11
子育て支援事業　にこにこ
広場

リトミックや保健師による健康相談の実施、未
就学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

北部保健センター保健師
他

12
おこづかい講座 小学生の保護者を対象としておこづかい教室 集会活動 成人一般 未定 日本証券業協会

13
多肉植物の寄せ植え講座 多肉植物の植え方と育て方を学ぶ 集会活動 成人一般 ５月 草切緑

14
アレンジフラワー教室 アレンジフラワー 集会活動 成人一般 2月 大矢みな

15
リメイク・ハンドメイド講
座

身近な素材をつかっての日用品作り講座 学級・講
座

成人一般 8月 公民館職員

16
スキルアップ講座　Ａコー
ス

テラリウム制作、かたづけ講座、アロマキャン
ドル制作

学級・講
座

成人一般 ５～７月 大矢みな　他
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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

17
スキルアップ講座　Ｂコー
ス

麹を使った健康料理教室、お灸体験、キムチ作
り

学級・講
座

成人一般 11～1月 金谷彩子　他

18
成田山新勝寺御朱印めぐり 成田山新勝寺についての講義と散策 学級・講

座
成人一般 10月 まなび船橋　鈴木睦男　他

19
防災講座 台風災害に備えたタイムライン作成講座 集会活動 成人一般 6月 船橋ＳＬネットワーク

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 二和地区自治会連合会共催 公民館職員　他

21
二和寿大学 防犯講座、健康体操　他 学級・講

座
高齢者 5～3月 生涯学習コーディネーター

協働
上原好志子　他

22

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ふ
なばしシルバーリハビリ体
操指導士

23
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
体操指導士会協働

ふなばしシルバーリハビリ
体操指導士

24
介護予防教室 介護予防のための教室 学級・講

座
高齢者 2月 健康づくり課共催 未定

25
二和地区社会福祉活動支援 ミニデイサービス 集会活動 高齢者 ４～3月 二和地区社会福祉協議会共

催
なし

26
北部市民ウォーク テーマに沿ったスポットをめぐるウォーキング 集会活動 その他 1月 船橋市スポーツと健康を推

進する会共催
なし

27
はじめての足裏リフレ 足裏のマッサージ方法を学ぶ講座 学級・講

座
成人一般 9月 藤原さき

28
健康講座 明治安田生命株式会社「地元の公民館元気プロ

ジェクト」のうち、「睡眠と健康の知恵袋」講
座を実施

学級・講
座

成人一般 １～2月 明治安田生命を講師として
起用

明治安田生命

29
デジタルデバイド対策事業 「スマホの基本とQR決済」や「LINE体験編」

等の複数の講座を1つの学級講座として開催す
る。

学級・講
座

成人一般 ９・３月 ソフトバンク株式会社を講
師として起用

ソフトバンク株式会社

30
デジタルデバイド対策事業 ソフトバンク株式会社によるデジタルデバイド

対策講座を実施
学級・講
座

成人一般 ６・１１
月

ソフトバンク株式会社を講
師として起用

ソフトバンク株式会社

31
親子プログラミング教室 小学生と保護者を対象としたプログラミング講

座
集会活動 その他 未定 ソフトバンク株式会社を講

師として起用
ソフトバンク株式会社

32
親子ランプシェード作り 親子で牛乳パックを使ったランプシェードを作

成し、製作物を展示する
集会活動 その他 11月 中村頼子

33
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

委員会協働
未定



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

34
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

35
バリアフリー映画鑑賞会 北図書館と共催で、視覚・聴覚に障害のある方

でも楽しめる映画を上映する
集会活動 その他 未定 北図書館共催 なし

36
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

37

サークル交流会 社会教育関係団体同士の交流の機会を提供す
る。普段交流のないサークル間の情報交換の場
とする

集会活動 その他 2月 公民館職員

38
第48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 なし

39
親子でそば打ち体験 社会教育関係団体「二和そばの会」によるそば

打ち教室
集会活動 その他 10月 二和そばの会共催 二和そばの会

40
ふたわ福祉まつり 二和地区の各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
なし



【令和4年度】海老が作公民館事業計画

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

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
士等

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・歴史・健康・文学講話
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 10月 日本書道教育学会師範　小松　潤子

8 マインドフルネス講座
ストレス社会における、脳や心の負荷を軽減するための講話や
ゼンタングルの実践。土日に開催。

学級・講座 成人一般 2月 公認心理師・ゼンタングル認定講師

9
市民企画「学びの糸口～心楽暮
（こらぼ）～」

現代の問題点を捉えた講義、散策、身近な材料を使った作品作
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

学芸員
平山　恭子他

10 市民企画「元気が出る生涯学習講座」歩きやすい近隣の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 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 6月
フラワースタジオ
我蘭堂　内山　ヒロシ

12 自然観察教室
近隣の豊かな自然を学び、実際に植物や生物を歩きながら観察
する。

集会活動 成人一般 11月
自然観察指導員
平栗　瑞枝

13 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。各青少年育成団体やスポーツ
団体から成る青少年事業実行委員との協働及
び講師として起用。

青少年事業実行委員5団体他

14 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
各青少年育成団体やスポーツ団体から成る青
少年事業実行委員と社会教育関係団体との協
働。近隣小中学校

-

15 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 市保健師他

16 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 -



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

17 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

18 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

19 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 -

20 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 -

21 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

未定

22 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

23
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」1 集会活動 成人一般 7月 ソフトバンク ソフトバンク

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」2 集会活動 成人一般 10月 ソフトバンク ソフトバンク

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「スマホの基本とライン体験」 集会活動 成人一般 8月 ソフトバンク ソフトバンク

26
デジタルデバイド対策事業（ソフト
バンク）

はじめてのタブレット（スマホ）体験「使い方入門とネットで
お買い物」

集会活動 成人一般 3月 ソフトバンク ソフトバンク

27 はじめてのオンライン体験と活用
１回目にZoomの基礎を受講後、２回目に実際にZoomを使っ
て、遠隔地と中継。現地の文化や暮らしなどについて映像等を
交えながら学ぶ。

学級・講座 成人一般 1月 ソフトバンク ソフトバンク他

28 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
海老が作公民館まつり実行委員会と
共催

-

29 社会教育関係団体報告説明会 社会教育関係団体報告申請書作成にかかる説明会。 集会活動 成人一般 4月 -

30 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

-

31 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
ふなばしハッピーサタデー
事業

ウォーキング、ゲーム・スポーツ、工作、料理
など

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

2

子供の体験活動推進事業 自然の中で遊び、学ぶ体験 集会活動 青少年 未定 八木が谷公民館共催
生涯学習コーディネーター
協力

未定

3
子供ロボットプログラミン
グ教室（ロボラボ）

ロボットカーの組み立てとプログラミングを体
験する

学級・講
座

青少年 7月～8
月

生涯学習コーディネーター
協力

システムエンジニア

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
小学校教諭

5
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

6
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 未定 ソフトバンク株式会社

7
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 未定 ソフトバンク株式会社

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
（スマホの基本とQR決済）

集会活動 成人一般 未定 ソフトバンク株式会社

9

ウェブミーティング体験講
座

Webexを活用したウェブミーティングを体験
する

集会活動 その他 1月 北部公民館共催
生涯学習コーディネーター
協力

10
家庭教育セミナー（本館） 小室小学校、小室中学校のPTAと連携し、家

庭教育力の向上を目指す
学級・講
座

成人一般 6月～12
月

未定

11
就学時健診における子育て
学習

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

13
こむろ花苗サポーター養成
講座

小室地区の花苗サポーターを育成する 学級・講
座

成人一般 9月～11
月

花苗サポーター

14
自然散策 自然散策 集会活動 成人一般 5月 生涯学習コーディネーター

協力
未定

15
運気アップ講座 手相・薬膳・気功等で自身の心と体に向き合う 学級・講

座
成人一般 9月・10

月
気功師範

【令和4年度】小室公民館事業計画



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

16
季節のハーブ講座 季節に合ったハーブの使い方を学ぶ 学級・講

座
成人一般 5月 ハーブインストラクター

17
仏像入門講座 身近にある仏像について学ぶ 学級・講

座
成人一般 10月・

11月
生涯学習コーディネーター
協力

仏像研究家

18
初心者向けダーツ講座 ダーツを体験する 集会活動 成人一般 7月 船橋市ダーツ協会

19
料理サロン 地域住民のための料理教室 その他 成人一般 10月～2

月
豊富地区社会福祉協議会 料理研究家

20
こむろサブカル講座 日本を代表するサブカルチャーについて学び体

験する
集会活動 その他 12月 未定

21
「睡眠」と「健康」の知恵
袋講座

睡眠と健康について学ぶ 学級・講
座

成人一般 9月・10
月

明治安田生命

22
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

23
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 6月・7

月
健康づくり課共催 健康づくり課委託先

24
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 健康体操指導者

25
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 健康づくり課職員、ふなばし
シルバーリハビリ体操指導員

26
親子ヨガ教室 親子でヨガを体験し、スキンシップを図る 集会活動 その他 未定 小室児童ホーム共催 未定

27
人形劇鑑賞会 親子で人形劇を鑑賞する 集会活動 その他 2月 小室児童ホーム共催 未定

28
第40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

29

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 3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

30
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

31
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



【令和４年度】八木が谷公民館事業計画

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

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 9～10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
地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
地球を守ろう アクティブキッ
ズ

よりよい地球環境を未来に残していくために知っておく
べき事を学び、エコ活動を実践していく。

学級・講座 青少年 6～8月 コープみらい・千葉大学　他

7 子どもの体験活動推進事業 自然の中で遊び学ぶ体験 集会活動 青少年 10・11月
小室公民館、生涯学習コーディ
ネーター

未定

8 読書感想文教室
課題とした本の読み方から、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月
公益社団法人全国学校図書館協
議会参事　山田万紀恵

9 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。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

10
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

11 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

12 卓球開放 卓球台の自由解放 集会活動 その他 4～3月

13 いきいきサロン 手芸、折り紙等　全12回。 集会活動 成人一般 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

14 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。

集会活動 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

15
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

16
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

17
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



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

18 八木が谷発ぶら歩き
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 9月 未定

19 ものづくり体験講座 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 6・7月 未定

20
なんでも挑戦 プランターで野
菜づくり

野菜作りの基礎を学び実践をとおして参加者同士での交
流を図る。

学級・講座 成人一般 7～9月 未定

21 なんでも挑戦 大人の趣味時間
既存の社会教育関係団体の協力のもと、様々な活動を体
験し新たな趣味を見つけるとともにサークルの活性化を
目指す。

集会活動 成人一般 6・7月 社会教育関係団体

22
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㈱

23
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㈱

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｢スマホの基本とLINE体験｣
(LINEトーク･スタンプ･ビデオ通話･人気の便利機能等,)

集会活動 成人一般 7月 ソフトバンク㈱

25
生活応援講座A｢体験してみま
せんか?スマホでキャッシュレ
ス決済｣

はじめてのスマホ体験｢スマホの基本とスマホ決済｣
(キャッシュレスとは、PayPay体験等)

集会活動 成人一般 5月 ソフトバンク㈱

26
生活応援講座B｢体験してみませ
んか?ネットショッピング｣

はじめてのスマホ体験｢スマホの基本とネットショッピ
ング｣
(ネットショッピングとは、人気の便利機能等)

集会活動 成人一般 5月 ソフトバンク㈱

27 第３８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

28 地域ふれあいコンサート 地域のニーズに応えたコンサートの開催 集会活動 その他 1～3月
八音ふれあいの会実行委員会共
催

船橋にゆかりのある演奏家

29 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

30 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

31 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

32
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

33
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 4～3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

34 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 9～10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



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

35 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

36 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 ３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

37 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 6・10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
夏休みこども応援プロジェクト
１「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 7～8月 編集・印刷者

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

3
夏休みこども応援プロジェクト
３「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・プログラミング　他

集会活動 青少年 4～2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34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 5～1月 三咲児童ホームと連携 未定

7 座よさこい健康体操
誰でも座ったまま踊れるよさこいを体験し、参加者同
士の交流を深めるとともに講座終了後も自宅でも続け
られる運動を学ぶ。

学級・講
座

成人一般 5月 健康運動指導士

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

9
「睡眠」と「健康」の知恵袋講
座

眠りと健康の意外な関係について
学級・講
座

成人一般 10月 明治安田生命保険相互会社

10 そば打ち入門講座 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 ６月 海老が作そばの会講師

11 参道狛犬ものがたり2 身近な神社の参道狛犬についての学習、散策
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

参道狛犬インストラクター

12
呼吸と発声による健康向上の集
い

臍下丹田からの呼吸・体幹と表情筋を使った発声・嚥
下機能の向上

学級・講
座

成人一般 10～3月
社教団体「三咲こども詩吟の
会」（講師）

詩吟師範

13
デジタルデバイド対策事業①
（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 ６月 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

14 環境講座（オンライン講座） 地球温暖化とSDGｓに関する学習 集会活動 成人一般 ６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

15
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

16 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
三咲地区スポーツ推進委員会と
共催三咲地区連絡協議会と連携

三咲地区スポーツ推進委員

　　　【令和4年度】三咲公民館事業計画



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

17 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 成人一般 10～11月 危機管理課と連携 船橋ＳＬネットワーク

18 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 成人一般 2～3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

19 着物のリメイク講座① タンスに眠っている思い出の着物をリメイクする 集会活動 成人一般 未定 着物リメイク作家

20 着物のリメイク講座② タンスに眠っている思い出の着物をリメイクする 集会活動 成人一般 未定 着物リメイク作家

21
デジタルデバイド対策事業②
（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 ９月 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

22
デジタルデバイド対策事業③
（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 １月 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

23 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 5～3月 三咲地区社会福祉協議会と共催 料理研究家

24 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 ５～２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

25
認知症予防教室
「楽しんでできる簡単体操教
室」

認知症予防のための学習と実践
学級・講
座

高齢者 10～11月 健康づくり課と共催 未定

26
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
学級・講
座

高齢者 4～3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

27
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 4～3月 健康づくり課と共催 ふなばしリハビリ体操指導士

28 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 未定 三咲児童ホームと共催 英会話講師

29
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 未定 三咲児童ホームと共催 船橋地区助産師会　

30 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 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

31
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 5月 公民館職員



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

32
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

33 第33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

34
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

35 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

36
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

37 家族deオンライン セブ島体験 セブ島とオンラインでつなぎ、セブ島について学ぶ 集会活動 その他 未定 未定

38 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 4～3月 ー

39 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 ー



【令和4年度】松が丘公民館事業計画

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

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 5～3月 青少年課・松が丘児童ホー
ム 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
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 7～8月 社会教育関係団体 陶連協

講師として協力
社会教育関係団体

4
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 7～8月 元小学校教頭 大澤薫

5
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 7～1月 古和釜小学校 共催 社会教育関係団体

6
オール古和釜ミニコンサー
ト

古和釜幼稚園・小学校・中学校・高校による演
奏

集会活動 その他 11月 古和釜幼稚園・小学校・中
学校・高校 協力

ー

7
古和釜アートミュージアム 古和釜中学校・高校美術部の展示発表 集会活動 その他 11月 古和釜中学校・高校 協力 ー

8
おはなし会 絵本の読み聞かせ等 集会活動 青少年 5～3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

9
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 9～10月 社会教育関係団体 エルマー
おはなしの会 協力

未定

10
親子でファミキャン！ キャンプ初心者親子がキャンプの準備や方法を

学習しながら親子のきずなを深める
集会活動 その他 8月 公益社団法人日本キャンプ

協会（仮）

11
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 12～2月 未定

12
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 未定

13
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 5～3月 松が丘地区社会福祉協議会

共催
ー

14
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 9～2月 松が丘児童ホーム 共催 ビクスインストラクター

15
オータムコンサート 親子コンサート 集会活動 その他 10月 松が丘児童ホーム 共催 ハープ奏者 安達美貴子

16
親子クリスマス会 楽器演奏等 集会活動 その他 12月 松が丘児童ホーム 共催 松が丘児童ホーム職員 他

17
初心者のためのポール
ウォーキング講座

ポールウォーキングによる正しい歩き方を学ぶ 学級・講
座

成人一般 4月 NPO法人ウォーキングソサ
エティ 佐藤ヒロ子

18
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
松が丘公民館社会教育関係
団体 各卓球サークル 協力

ー

19
日本刀講座 日本刀を鑑賞し、日本刀の製造技術を見学して

その魅力を知る
学級・講
座

成人一般 5～6月 日本刀砥師　村松壮太郎

20
古文書講座 座学で古文書の読み方を学習した後、地域の寺

社をめぐり古文書を読む実践をする
学級・講
座

成人一般 10月 郷土資料館 協力 郷土資料館職員
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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
松が丘粋生き講座～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 11～12
月

生涯学習コーディネーター
協働

未定

22
松が丘ハートフルコンサー
ト

コンサート 集会活動 その他 10月 生涯学習コーディネーター
協働

未定

23

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 1月 アンデルセン公園職員

24

介護職員へのみち 介護に携わるうえでの知識・技術・プロセスを
身につけるための方法を学習し、介護職員の資
格を取得する一助とする、リーディングプロ
ジェクトの中のリカレント教育の推進

集会活動 成人一般 9月 介護保険課 協力 船橋市福祉サービス公社

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 5・11月 ソフトバンク㈱ 協力 ソフトバンク㈱

26
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LINE
体験」

集会活動 成人一般 6・12月 ソフトバンク㈱ 協力 ソフトバンク㈱

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」

学級・講
座

成人一般 7・1月 ソフトバンク㈱ 協力 ソフトバンク㈱

28
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 9・2月 ソフトバンク㈱ 協力 ソフトバンク㈱

29
オンライン講座 「Zoom入門編」を実施した後、実践のために

Zoomを使用した講座を実施する
集会活動 成人一般 10・3月 アースドクターふなばし

30
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 5～3月 企画運営委員 協働 金原亭馬玉 他

31
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 5～3月 松が丘地区社会福祉協議会
共催

ー

32
シルバー料理教室 料理教室 学級・講

座
高齢者 4～3月 松が丘地区社会福祉協議会

共催
料理研究家 林典子

33
家族のための介護講座 老老介護・認認介護の意味や実態を知り、解決

策や予防策について学習する
学級・講
座

成人一般 9月 生涯学習コーディネーター
協働・地域包括ケア推進課
協力

訪問介護事業者

34
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 4～3月 健康づくり課 共催 シルバーリハビリ体操指導
士

35
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 6～7月 健康づくり課 共催 未定

36
松が丘防災講座
「在宅避難を考えよう」

在宅避難に関する学習 学級・講
座

成人一般 5月 ＳＬネットワーク

37
社会教育関係団体登録研修
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 成人一般 5月 公民館職員

38
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 ー

39
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
ー

40
館報の発行 年3回の館報発行 その他 その他 5・10・

1月
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、科学実験、軽スポーツ体験、書道等 集会活動 青少年 5月～3
月

青少年課共催 斎藤正子　他

2
こどもサイエンス事業 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 科学への興味を引き出す体験（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（博物館

学芸員過程）
ミュージアムアソシエイツ

4
つぼいこどもまつり ゲーム、レクリエーション、体験等 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 3月 黒沢誠悦　他

6
歴史講座 歴史上の人物や出来事をテーマに事前学習と館

外学習
学級・講
座

成人一般 6月 まなび船橋　鈴木睦男　他

7
新規事業（成人事業） 子育て世代を中心とした地域住民に様々なテー

マを持った学習機会を提供
学級・講
座

成人一般 未定 未定

8
楽しく賢く！「教養アップ
講座」

年毎に取り組むテーマを決めて、地域住民を中
心に学習機会を提供

学級・講
座

成人一般 未定 未定

9
坪井公民館本館家庭教育セ
ミナー

主に小学生の保護者を対象にして家庭教育につ
いて幅広い学びの場を提供

学級・講
座

成人一般 9月～12
月

坪井小学校PTA 未定

10
就学時健診における子育て
学習

就学時健診に集まった保護者を対象に行う子育
て学習

集会活動 成人一般 11月 坪井小学校 未定

11
地域防災講座 地震や豪雨等の災害に備えるための地域住民向

け事業
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
新規事業（成人事業）防犯 犯罪を未然に防ぐための具体的な対策を学ぶた

めの地域住民向け事業
集会活動 成人一般 未定 未定

13
デジタルデバイド対策事業 はじめてのオンライン体験「Zoom（ズーム）

入門編」
集会活動 成人一般 未定 ソフトバンク㈱ ソフトバンク㈱

14
坪井みのり学級 落語鑑賞、防犯・交通安全、体操等 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

船橋市市民安全推進課　他

15
ふなばしシルバーリハビリ
体操教室

高齢者でも気軽にできるリハビリ体操 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

16
認知症予防教室 総合型認知症予防プログラム（運動機能向上、

口腔機能向上、栄養改善）
学級・講
座

高齢者 6月 健康づくり課共催 健康づくり課委託事業者

【令和４年度】坪井公民館事業計画



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

17
デジタルデバイド対策事業 シニア向けスマホ体験教室 集会活動 高齢者 未定 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

ルシアター等
集会活動 その他 4月～3

月
読み聞かせボランティア

19
新規事業（子育て支援） 子育ての苦労と喜びを情報交換して交流するた

めの事業
集会活動 その他 未定 未定

20
坪井おもちゃ病院 おもちゃドクターによる玩具修理ボランティア

活動
集会活動 その他 4月～3

月
ふなばし「おもちゃ病院」 代表　辻捨夫　他

21
プラレールで遊ぼう 玩具（プラレール）の展示とジオラマ内の玩具

車両走行体験
集会活動 その他 未定 関東プラレーラーの会 代表　磯崎圭太　他

22
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

23
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・坪井地区地域ふれ

あいコンサート実行委員会
未定

24
坪井文化祭 公民館サークルの発表、展示、模擬店等 集会活動 その他 11月 坪井公民館文化祭実行委員

会共催

25
社会教育団体研修・説明会 社会教育関係団体への登録に関する説明と望ま

しいサークル活動のあり方等の学び
集会活動 その他 4月 公民館職員

26
館報の発行 公民館事業の紹介、地域の話題等の情報発信

（年３回程度発行）
その他 その他 5月・10

月・2月


