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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 デジタルデバイド対策①
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 高齢者 60歳以上 6月3,10,17日 ソフトバンク／講師 ソフトバンク

2 デジタルデバイド対策②
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
（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 高齢者 60歳以上 9月1,8日 ソフトバンク／講師 ソフトバンク

3 第25回たかね台公民館まつり
公民館利用団体の日頃の活動成果を発表する場を提供するとと
もに、地域の方々に団体活動への理解を深めてもらう

集会活動 その他 10月15～17日
たかね台公民館まつり実行委員会共
催

－

4 高根台ハワイアンフェスティバル フラダンスサークルの団体相互の交流事業 集会活動 その他 11月
高根台ハワイアンフェスティバル実
行委員会共催

－

5 和太鼓コンサート 地域住民に日本の伝統芸能である和太鼓の迫力と魅力を観せる 集会活動 その他 12月月 たかね乱れ囃子共催 －

6 現代社会や地域の諸課題 市民の力活用事業
現代的課題や地域の諸問解決の為、市民の企画による事業を実
施する

集会活動 その他 未定 市民団体共催 未定

7 高根台今日用と今日行く講座
今日用事が何もない、行くところがないということにならない
ように、地域で学び交流する主に熟年世代応援の市民教養講座

学級・講座 成人一般 成人 9～10月 高根台地区社会福祉協議会共催 未定

8 たかね台歌の集い アコーディオンとピアノの伴奏で童謡唱歌を斉唱する 学級・講座 成人一般 成人 4月～3月 たかね台歌の集い共催
音楽家
ないとう　ひろお

9 高根台婦人学級 教養･生活･健康などに関る学習 学級・講座 女　性 高根台地域在住の成人（主に女性）
6月～3月

（8月除く）
運営委員会方式 音楽家　他

10 ゆりの木大学 教養･生活･健康などに関る学習 学級・講座 高齢者 高根台地域の60歳以上の方
5月～3月

（8月除く）
運営委員会方式 保険医協会医師　他

11 ボランティア講座 健康や教養に関する講演会 学級・講座 その他 11～3月 高根台地区社会福祉協議会共催 未定

12 ふなばしシルバーリハビリ体操
高齢者を対象とした健康体操を教室を実施し、健康づくり及び
介護予防を推進する

集会活動 高齢者 高根台地域の60歳以上の方
5/27,7/8　以降健
康づくり課の通知待
ち

健康づくり課共催 体操指導士

13 介護予防事業
運動機能・口腔機能の向上と栄養改善・認知症などの総合型予
防プログラムを実施する

学級・講座 高齢者 高根台地域の60歳以上の方 11～12月 健康づくり課共催 未定

14

内閣府「少子化対策に関する特別世
論調査」(平成21年)では、子を持つ
親にとってあればいいと思う地域活
動として、「子育てに関する悩みを
気軽に相談できるような活動」と答
えた者の割合が60.9％、「子育てを
する親同士が話ができる仲間づくり
の活動」と答えた者の割合が49.9％
と高い

子育て講座
｢にこにこワイワイ子育てキャンパ
ス｣

子育て･健康等に関する学習と保護者の交流を図る 集会活動 その他 0～3歳児とその保護者
6月～3月

（8月除く）
高根台児童ホーム、子育て支援セン
ター共催

未定

15
就学時健診等における子育て学習
(高根台第二小学校)

子育て、家庭教育に関する学習 集会活動 成人一般 就学時健診に参加する保護者 11月 高根台第二小学校共催 未定

16
就学時健診等における子育て学習
(高根台第三小学校)

子育て、家庭教育に関する学習 集会活動 成人一般 就学時健診に参加する保護者 11月 高根台第三小学校共催 未定

17 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 成人 11～1月 未定 未定

18 家庭教育支援事業
子供の読書活動の推進に役立てるため、読み聞かせボランティ
アを養成する

学級・講座 成人一般 成人 2月 地域文庫連絡会

19
第三次船橋市子供の読書活動推進計
画を受け読書に親しむ機会を提供す
る

読書感想文の書き方講座
～読感がうまくなるコツはこれだ～

読書感想文の書き方のコツを学ぶとともに、子供の読書活動を
推進する

学級・講座 青少年 高根台地区及び周辺小学校の３～４年生 7・8月 西図書館及び公民館図書室と連携 大学講師

20 夏休み子供工作教室 手づくり工作を通じて、子供の科学的好奇心を育む 集会活動 青少年 高根台地区及び周辺小学校の児童 8月
中部地区生涯学習コーディネーター
連絡協議会協働

未定

㉑ 夏休みたかね台宇宙教室
宇宙事業の学びを通じ、子供の科学的好奇心を育む。
また、高根台地区在住者を講師として招き、地域との連携を図
る

集会活動 青少年 小学生 7月
東京四谷理科実験クラブ
専務理事　新田正博

22 ふなばしハッピーサタデー事業
軽スポーツやゲームを通じての青少年の居場所づくりと健全育
成

集会活動 青少年 高根台地区及び周辺小学校の児童
5月～3月

（8月除く）
青少年課共催
（一部高根台児童ホーム共催）

スポーツと健康を推進する会中部ﾌﾞ
ﾛｯｸ　他

23 総合学習支援事業 小学校の総合学習の時間を支援する 集会活動 青少年 高根台第二･第三小学校の児童 未定 高根台第二･第三小学校と連携 未定

24 親子和凧づくり教室 日本の伝統文化である和凧作りを通じて親子の交流を図る 集会活動 青少年 高根台第二･第三小学校の児童 12月12日
中部地区生涯学習コーディネーター
連絡協議会協働

和凧作り指導者

25 新春子ども凧あげ大会
小学校校庭で凧あげを通して伝承遊びの楽しさと地域の子供た
ちの交流を図る

集会活動 青少年 高根台第二･第三小学校の児童 1月8日
中部地区生涯学習コーディネーター
連絡協議会協働、高根台地区社会福
祉協議会共催

和凧作り指導者

26 こどもまつり
つくる、あそぶ、考えるをテーマに、こども祭りを開く。(青
少年相談員･地域団体･小中学校ＰＴＡなどが協力)

集会活動 青少年 高根台地区周辺地域未就学児・小中学校の児童生徒 3月5日
高根台児童ホーム、高根台団地自治
会共催

船橋市スポーツ推進委員　他

文部科学省委託調査「家庭教育の活
性化支援等に関する特別調査研究」
(平成20年度)では、約8割の親が家
庭の教育力が低下していると実感し
ている

管内各学校や児童ホームと連携し
て、次代を担う子供たちの体験を通
じた成長や発達を支援する

【令和３年度】事業計画シート
令和3年4月21日

　　高根台公民館

学びや活動の成果を発表する機会の
提供

生涯学習に関するアンケートでは居
住地域の心配ごととして、人と人の
つながりの希薄さを挙げた人の割合
が、また、学習や活動を行っていな
い理由として、一緒にやる仲間がい
ないを挙げた人の割合が多い。なお
JAGES2016でも友人知人と月1回
以上会う者の割合が低い

JAGES2016の調査結果では、高根
台地区は1年間の転倒あり割合、要介
護リスク者割合、口腔機能低下割合
が高い
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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

27 障がいのある青少年自立支援事業
障害のある青少年に生活に取り入れられる事業を提供すること
により自立を促す

集会活動 青少年 特別支援学校高根台校舎の全児童 未定 船橋特別支援学校高根台校舎共催 未定

28
次代を担う子供たちの体験を通じた
成長や発達を支援する

小学生の公民館サークル体験学習
高根台第三小学校３年生の総合学習の時間として、公民館サー
クルの実習体験を行う

学級・講座 青少年 高根台第三小学校３年生全児童 10月～12月 高根台第三小学校と共催 公民館サークル

29
学習意欲がありながら、学習場所を
確保できない児童、生徒がいる

夏休み空き部屋開放事業 空き部屋を小中学生の勉強スペースとして開放する その他 青少年 小中学生 7～8月 －

30
地域における福祉活動への理解、協
力を得る

高根台地区福祉フェスティバル 高根台地区の様々な福祉団体の活動展示 集会活動 その他 11月 高根台地区社会福祉協議会共催 －

31

文化芸術活動は、個人にとどまらず
市全体に広がりが期待される。まち
を活性化していくために芸術文化活
動の支援を進める必要がある。

コンサートinたかね台 地域の方が気軽に楽しめるコンサート 集会活動 その他 未定 コンサートボランティア 未定

32

生涯学習に関するアンケートでは、
今後始めたい学習として「教養的な
もの（文学、歴史、科学、語学な
ど）」を挙げたグループは、男性65
～69歳が34.0％と高い割合となっ
ている

歴史講座 歴史に関する学習 学級・講座 成人一般 成人 1～2月 歴史研究家

33 短歌入門講座

自然現象や日常の様々な事象を「短歌」で表現するための技
巧・創作力を身につける。講座終了後は参加者の意思により
サークル化を目指し、その育成に努め、歌集作りや歌会、歌合
などの催しの開催を目指す

学級・講座 成人一般 成人
5月12,26日　6月
9,23日　7月7,21

日
なし

現代歌人協会会員
桜井　京子

34 外国語講座 語学入門講座(スペイン語) 学級・講座 成人一般 成人 11月～12月 外国語講師

35 国際理解講座 国際化社会に備え、外国の文化･慣習･生活様式を学ぶ 集会活動 その他 中学生以上 11月～12月
中部地区生涯学習コーディネーター
連絡協議会協働

未定

36

生涯学習に関するアンケートでは居
住地域の心配ごととして、「防犯対
策、災害対策」を挙げた人の割合が
高い

地域防災・防犯講座

防災・防犯に関する講話と、地域住民同士で対策を話し合い意
識を高める。
あわせて、動画撮影も行いながら、来館をしない参加者の方で
も、実際の避難所の流れをつかむことが出来るようにする。
（希望者への動画配信などを予定）

学級・講座 その他 高根台地域住民 未定 未定

㊲ 新しい生活様式に対応した講座 在宅勤務者のためのストレッチ
新型コロナウイルス感染症により在宅勤務者の体力の減退を予
防するためのストレッチ体操を実施する

集会活動 成人一般 管内在住の在宅勤務者
5月29　6月5,19日
7月3,17日

38
学習情報を必要とする人に合わせた
手段・方法・タイミングに配慮し、
情報提供を効果的に行う

公民館館報の発行 公民館事業の案内、地域ニュースなど その他 その他 6・10・2月 館報編集委員 －

39
地域住民の自主的な学習活動の推進
を図るため、社会教育関係団体を育
成、支援する

社会教育関係団体研修会
社会教育関係団体を対象とした研修会と、団体登録申請の記載
説明会

集会活動 その他 高根台公民館登録の社会教育関係団体及び希望団体 5月13日 公民館職員

40 事業担当者のスキルアップ 中部地区公民館合同事業①
中部地区公民館4館で企画･運営する事業
(コンサート企画）

集会活動 その他 未定 夏見、高根、新高根公民館共催 －

㊶ 事業担当者のスキルアップ 中部地区公民館合同事業②

中部地区公民館4館で企画･運営する事業
(主にオンライン、デジタル機器の活用し、他市区町村の公民
館にいる小学生とのやりとりを通じて、当館にいる小学生と交
流を図る）

集会活動 青少年 小学生 未定 夏見、高根、新高根公民館共催 －

管内各学校や児童ホームと連携し
て、次代を担う子供たちの体験を通
じた成長や発達を支援する

生涯学習に関するアンケートでは、
今後始めたい学習として「健康・ス
ポーツ、趣味的、教養的なもの」を
挙げた者の割合が高い



a b c d e f g h i

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

新規事業は番号に〇を記載 ※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

平成30年内閣府の第5期科学技術基本計
画の中で理数好きの児童生徒の拡大を図る
ことが求められ小学生の理科教育は理論的
な思考力の基盤として重要であり理数教育
の国際的通用性が一層問われるようになっ
ている

なつみ こどもサイエンスクラブ 夏休み中の小学生を対象に実験等で科学に親しむ学習を実施する 学級・講座 青少年 八栄小・夏見台小の児童 8月
県立船橋高等学校 自然科学部物理班
協力

県立船橋高等学校自然科学部物理班

2

生涯学習施設・事業・施策が周知されてい
ないことから、10代のうちに公民館を利
用する機会をつくり生涯学習を体験する
また新しい生活様式を踏まえオンラインを
活用することが望まれる

だれでもおはなしが書けちゃうショート
ショート講座

（みんなのアオハルセミナーから名称変
更、学級・講座から集会活動に変更）

一部オンラインを利用し、小学生から高校生までが一緒に作品づく
りに取り組み相互に鑑賞できる講座を実施する

集会活動 青少年 市内在学の小学生から高校生 11/13(土) 小説家　田丸雅智

3

第三次船橋市子供の読書活動推進計画を受
け、子供が読書に親しむ機会をつくるとと
もに、身近な大人が読書活動に関心をもつ
きっかけをつくる

なつみ おはなし会
千教研船橋支会研修日に午前中で下校する日に合わせ読み聞かせを
行う

集会活動 青少年
八栄小・夏見台小の児童およびその弟妹
や保護者

年3回 かしの木文庫　協力 かしの木文庫

4 青少年の健全育成・居場所づくり ふなばしハッピーサタデー事業 映画会、こどもフェスタ、スポーツ、工作、ウォークラリー　他 集会活動 青少年 八栄小・夏見台小の児童 4～3月
青少年課
夏見公民館ハッピーサタデー実行委員会
共催

青少年相談員・スポーツ推進委員　他

5 八栄小学校PTA家庭教育セミナー いのちの授業　他 学級・講座 成人一般 八栄小学校の保護者 7～1月 八栄小学校PTA　共催 未定

6 ひまわり幼稚園母の会家庭教育セミナー 家庭教育に関する講話　他 学級・講座 成人一般 ひまわり幼稚園の保護者 7～12月 ひまわり幼稚園母の会　共催 未定

7 子育てママのハッピータイム

子育て中の母親のリフレッシュおよび地域の母親の親睦を図る取り
組みとして例年は保育ヘルパーをつけ運動や子育てに関する講話を
聞いていたが、保育にコロナ感染のリスクが伴うことから、オンラ
イン講座を視野に入れ実施

学級・講座 女性 子育て中の母親 9～12月
子育てママのハッピータイム企画委員
共催

未定

8 親子リトミック
親子でリズムに合わせて歩いたりリズムを刻んだり、音楽に合わせ
て絵を描くなどする

集会活動 その他 就園前の子供とその保護者 6月・10月 夏見児童ホーム　共催 リトミック講師　安田洋子

9 親子ヨガ
抱っこひもなどを利用し親子でスキンシップを図りながら身体をほ
ぐす

集会活動 その他 就園前の子供とその保護者 7月・11月 夏見児童ホーム　共催 ヨガインストラクター　岩城緑　他

10
なつみキッズコンサート

（令和2年度新規事業として計画）
小学生以下の子供とその保護者を対象とした音楽鑑賞と楽器体験 集会活動 その他 小学生以下の子供とその保護者 7月

中部地区生涯学習コーディネーター連絡
協議会　協力

パーカションアンサンブル　彌永和沙
他

11
就学時健診等における子育て学習
（八栄小学校）

次年度新入生の保護者を対象に就学時健診の時間を利用して子育て
に関する講座を実施する

集会活動 成人一般 八栄小学校新入生の保護者 11月 八栄小学校　共催 未定

12
就学時健診等における子育て学習
（夏見台小学校）

次年度新入生の保護者を対象に就学時健診の時間を利用して子育て
に関する講座を実施する

集会活動 成人一般 夏見台小学校新入生の保護者 11月 夏見台小学校　共催 未定

13 夏だ、祭りだ、盆踊り 盆踊りの練習とうちわ作りをして地域のお祭りに参加する 学級・講座 青少年 八栄小・夏見台小の児童 8月 当館利用団体「山茶花舞の会」　協力 山茶花舞の会　会員

14 夏見 座よさこいエクササイズ
月1回全6回土曜日に座ったまま踊れるよさこいを中心とした運動を
しながら参加者相互の親睦を深めるとともに、家でも続けられる運
動について学習する

学級・講座 成人一般 主に夏見地区居住の成人一般
9/25
　～2/26

スポーツインストラクター　渡辺美なこ

15 利用協研修会
夏見公民館利用団体連絡協議会会員相互の親睦を深めるため研修会
を実施する

集会活動 成人一般 夏見公民館利用団体連絡協議会会員 3月 夏見公民館利用団体連絡協議会　共催 未定

16
生涯学習アンケートによると地域内で人と
人とのつながりが薄いと感じている人の割
合いが他の地域と比較して高い

はじめての古文書講座
古文書を通して地元の歴史・文化を学習し公民館利用者層の拡大を
図るとともに、仲間づくりの機会とする

集会活動 成人一般 主に夏見公民館区居住の成人一般 5/21 郷土資料館　共催 郷土資料館学芸員

生涯学習アンケートによると地域内で人と
人とのつながりが薄いと感じている人の割
合いが他の地域と比較して高い

【令和3年度】事業計画シート
令和3年4月21日

夏見公民館

番号

生涯学習アンケートによると現在の学習活
動で「育児・家庭教育」が他の地域より高
い割合いであることから地域のニーズが高
いと考えられる

多くの保護者が参加する就学時健康診断の
機会をとらえ子育て学習を実施し家庭教育
の向上を図る



17
生涯学習アンケートによると期待する成果
では「幅広い教養」が上位を占めている

夏見文学講座「太宰の愛したまち船橋」 船橋にゆかりのある作家を通して地域への理解を深める 学級・講座 成人一般 主に夏見公民館区居住の成人一般
4/22
5/27
6/24

船橋太宰会会長　　海老原義憲

18
運動機能に不安があるシニアのライフ
ホップ体操

膝や腰などの運動機能にアプローチする体操を行い日常生活での運
動機能を向上させる

学級・講座 高齢者 夏見地区居住の概ね60歳以上の高齢者
9～2月
(2水)

ダンスインストラクター　湯淺美津子

19 ふなばしシルバーリハビリ体操
毎月第1木曜日に市が養成した初級体操指導士を中心にシルバーリ
ハビリ体操を行う

学級・講座 高齢者 夏見地区居住の概ね60歳以上の高齢者

4/1,6/3
以降は健康づ
くり課の通知
待ち

健康づくり課　共催
ふなばしシルバーリハビリ体操
初級体操指導士

20
生涯学習アンケートによると期待する効果
について「心身の健康維持・増進」の割合
が高齢者で特に高い

介護予防教室 介護予防のための体操と講話 学級・講座 高齢者 夏見地区居住の65歳以上の高齢者
6/2・9・
16・23・
30

健康づくり課　共催 運動指導員・管理栄養士　他

21 高齢者の生きがいづくり・仲間づくり 夏見寿大学
栄養・防災・薬・防犯の講話、消費者講座、落語会、民謡、コン
サート　他

学級・講座 高齢者 夏見地区居住の概ね60歳以上の高齢者 5～3月(2木) 落語家　立川談修　他

22

生涯学習アンケートによると仕事がある日
の学習で都合がよい時間帯は18:00～
21：00の割合いが高い
また新しい生活様式を踏まえオンラインを
活用することが望まれる

今を楽しむ大人のレッスン 金曜日夜の時間帯にオンラインと対面により事業を実施する 学級・講座 成人一般 主に夏見地区に通勤する成人一般 2/18・25
小説家　田丸雅智

ゼンタングル®認定講師　桐田みちよ

23
生涯学習アンケートによると仕事がある日
の学習で都合がよい時間帯は18:00～
21：00の割合いが高い

なつみオータムナイトコンサート ジャズフルーティストを迎えて夜の公民館でコンサートを楽しむ 集会活動 その他 市内在住・在勤の人 11月
中部地区生涯学習コーディネーター連絡
協議会　協力

ジャズフルーティスト　深津純子

24

生涯学習アンケートによると学びの成果を
活かせる場所が見つけられない人の割合が
高い
また地域で防災活動を実施していない傾向
がある

避難所運営ボランティア養成講座
自分や家族を守るための防災に関する知識を得るとともに、福祉避
難所である公民館の避難所機能について知ることで災害に対する意
識を高める機会とする。

学級・講座 成人一般 主に夏見地区居住の成人一般
6/5・12
・1９

夏見地区社会福祉協議会　協力
気象予報士（防災士）　平井信行
ＳＬ災害ボランティアネットワーク

25
生涯学習アンケートによると学びの成果を
活かせる場所が見つけられない人の割合が
高い

夏見公民館まつり 公民館で活動するサークルが活動の成果を発表する 集会活動 その他 主に夏見地区居住の人 10月 夏見公民館まつり実行委員会　共催 -

26
生涯学習アンケートによると学びの成果が
活かせていない理由のひとつに情報提供の
充実が挙げられている

社会教育関係団体研修会
社会教育関係団体としての在り方や教育委員会登録申請書の提出
（書面による説明・電話・個別来館による質疑にて対応）

集会活動 成人一般
夏見公民館経由で教育委員会に登録する
社会教育関係団体

５月 公民館職員

デジタルデバイド対策①
デジタルデバイド対策事業
（ソフトバンク）

高齢者向けスマホ講座
（適切な情報入手とアプリの活用）

学級・講座 高齢者 夏見地区居住の概ね60歳以上の高齢者 9/22 ソフトバンク（株）スマホAD推進部 ソフトバンク（株）スマホアドバイザー

デジタルデバイド対策②
デジタルデバイド対策事業
（ソフトバンク）

高齢者向けスマホ講座
（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）

学級・講座 高齢者 夏見地区居住の概ね60歳以上の高齢者 9/29 ソフトバンク（株）スマホAD推進部 ソフトバンク（株）スマホアドバイザー

28

第三次船橋市子供の読書活動推進計画を受
け、子供が読書に親しむ機会をつくるとと
もに、身近な大人が読書活動に関心をもつ
きっかけをつくる

なつみおはなし会ニュースの発行 なつみおはなし会のお知らせおよび児童書の紹介 その他 その他 八栄小・夏見台小の児童 年3回

29
生涯学習アンケートによると生涯学習の情
報を得る方法として特に高齢者では紙媒体
によるものの割合いが高い

公民館だより「なつみ」の発行 地域に向けた事業案内と実施した事業の報告　他 その他 その他 夏見地区 ５～２月 -

生涯学習アンケートによると期待する効果
について「心身の健康維持・増進」の割合
が高齢者で特に高い

27



a b c d e f g h i

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

新規事業は番号に〇を記載 ※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 青少年の健全育成·居場所づくり ふなばしハッピーサタデー 制作、運動、こどもまつり　他 集会活動 青少年 小学生 5月～3月
青少年課共催、金杉台児童ホー
ム共催

青少年相談員　他

2 青少年の健全育成·居場所づくり 夏休みこども自由研究 環境に関する講話と工作 集会活動 青少年 小学生3年生以上 8月 アースドクターふなばし

3 青少年の健全育成·居場所づくり 第42回たかねこどもまつり ゲーム、工作、模擬店　他 集会活動 青少年 3月
青少年課共催、金杉台児童ホー
ム共催

船橋レクリエーション協会　他

4 青少年の健全育成·居場所づくり 昔あそび体験交流学習 けん玉、お手玉、折り紙　他 集会活動 青少年 高根小学校1・2年生 １月
中部地区船橋市生涯学習コー
ディネーター講師

中部地区船橋市生涯学習コー
ディネーター

5 青少年の健全育成·居場所づくり 子どもホタル観察会 金杉緑地のホタルの観察と自然とのふれあい 集会活動 青少年 小学生 8月 高根フレンド「みちくさ」講師 高根フレンド「みちくさ」

6 青少年の健全育成·居場所づくり 空き部屋開放事業
青少年向けに公民館の当日の空き部屋を開放し、午後・
夜の時間帯に学習場所として提供

集会活動 青少年 小学・中学・高校生 4月～3月

7 青少年の健全育成·居場所づくり 青少年向け卓球開放 青少年向けに公民館の講堂で卓球台を開放 集会活動 青少年 小学・中学・高校生 4月～3月

8
最先端の技術を学び、職業理念の向
上を図る

ドローン体験
千葉工業大学の先生を講師にドローンの話と実際の運転
体験

集会活動 青少年 小学生４～6年生 8月

9
最先端の技術を学び、職業理念の向
上を図る

子どもプログラミング講座 タブレットを利用したプログラミング体験 集会活動 青少年 小学生４～6年生 7月24日
ソフトバンクスマホアドバイ
ザー

10
家庭教育力の向上と、地域における
連帯意識の醸成

家庭教育セミナー 未定 学級・講座 成人一般 高根小学校の保護者 5月～3月 高根小学校PTA共催 未定

11 地域住民の交流の場づくり
クッチーナ・イタリアン・たか
ね

本格的な手打ちパスタやピザなどのイタリア料理実習を
とおしてイタリア文化を体験する・また、サークル化を
目指す（全2回）

学級・講座 成人一般 3月

12 地域住民の交流の場づくり そば打ち体験 そば打ち体験をとおしサークル化を目指す(全２回) 学級・講座 成人一般 7月

13 社会教育関係団体の支援·活性化 サークル体験講座
社会教育関係団体に立候補してもらい、希望のあった
サークルの体験講座（全2回）

学級・講座 成人一般 2月
高根公民館社会教育関係団体協
働

高根公民館社会教育関係団体

14

新たに始めたい学習において、健康
·スポーツ·趣味·教養などの需要
が高い(生涯学習に関するアンケー
ト)・地域住民の交流の場つくり

健康体操講座
３Ｑ体操（気功の呼吸法を取り入れ、内臓を強化する健
康体操）や健康ヨガを実施し、地域住民の健康づくりと
サークル化を目指す（全4回）

学級・講座 成人一般 6月 体操講師

15
家庭教育力の向上と、地域における
連帯意識の醸成

高根小学校就学時健診等におけ
る子育て学習

家庭教育に関する講話 集会活動 成人一般
高根小学校入学予定児童の保護
者

11月 高根小学校共催 未定

16
家庭教育力の向上と、地域における
連帯意識の醸成

金杉小学校就学時健診等におけ
る子育て学習

家庭教育に関する講話 集会活動 成人一般
金杉小学校入学予定児童の保護
者

11月 金杉小学校共催 未定

17
家庭教育力の向上と、地域における
連帯意識の醸成

金杉台小学校就学時健診等にお
ける子育て学習

家庭教育に関する講話 集会活動 成人一般
金杉台小学校入学予定児童の保
護者

11月 金杉台小学校共催 未定

18
便利な機器、情報技術を知ることで
デジタルデバイド対策の一環とする

タブレット・ネットショッピン
グ講座

初めてのタブレットの使い方・初めてのネットショッピ
ングサイトの使い方

集会活動 成人一般 12月11日
ソフトバンクスマホアドバイ
ザー

19
新たに始めたい学習において、健康
·スポーツ·趣味·教養などの需要
が高い(生涯学習に関するアンケート)

高根大人の学び塾 歴史などの教養に関する講座（全2回） 学級・講座 成人一般 12月
生涯学習コーディネーター中部
ブロック

未定

20
高齢者の生きがいづくり·仲間づく
り

高根寿大学
金融詐欺対策講座、ボッチャ体験、グラウンドゴルフ
他

学級・講座 高齢者 60歳以上の地区高齢者 5月～3月 未定

21

認知症リスク者の割合がやや高いた
め認知症についての学習や運動機能
の低下予防の運動を実施
(JAGES2016)

認知症予防講座 認知症予防の講話と体操（全4回） 学級・講座 高齢者 65歳以上の船橋市民 11月 保健所健康づくり課共催 未定

番号

【令和3年度】事業計画シート
令和 　3年　4月　21日

　　高根公民館



22
新たに始めたい学習において、健康
·スポーツ·趣味·教養などの需要
が高い(生涯学習に関するアンケート)

スマートフォン使い方講座 スマートフォンの操作やアプリの学習 学級・講座 高齢者 60歳以上の地区高齢者
9月２日、９日
２月4日、１0日

ソフトバンクスマホアドバイ
ザー

23
地域の運動機能の低下率が高い傾向
にあるため予防する(JEGES2016)

シルバーリハビリ体操教室 シルバーリハビリ体操 集会活動 高齢者 65歳以上の船橋市民 4月～3月 保健所健康づくり課共催
ふなばしシルバーリハビリ体操
指導士

24 地域住民の交流の場づくり 秋まつりミニデイサービス レクダンス、ゲーム、脳トレ　他 集会活動 高齢者 65歳以上の地区高齢者 9月
高根・金杉地区社会福祉協議会
共催

高根・金杉地区社会福祉協議会
スタッフ

25 地域住民の交流の場づくり すくすくひろば ミニ運動会、親子ヨガ、クリスマス会　他 集会活動 その他 未就園児の親子 4月～3月
高根・金杉地区社会福祉協議会
共催

高根・金杉地区社会福祉協議会
スタッフ

26 地域住民の交流の場づくり ふれあいサロン 指体操、シルバー体操、脳トレ　他 集会活動 その他 公民館区内の住民の方 4月～3月
高根・金杉地区社会福祉協議会
共催

高根・金杉地区社会福祉協議会
スタッフ

27 地域住民の交流の場づくり ふれあい福祉まつり
アトラクション、社会福祉協議会事業紹介、健康相談、
模擬店　他

集会活動 その他 10月
高根・金杉地区社会福祉協議会
共催

未定

28
多くの世代の市民に様々な音楽を楽
しんでもらう、地域住民の交流の場
づくり

高根虹色コンサート コンサート 集会活動 その他 １月 未定

29
社会教育関係団体の支援·活性化
地域住民の交流の場づくり

第42回たかね文化祭 作品展示、舞台発表、模擬店、起震車・煙中体験 集会活動 その他 10月9・10日 たかね文化祭実行委員会共催

30
社会教育関係団体の支援·活性化
地域住民の交流の場づくり

太鼓コンサート「鼓粋」 太鼓コンサート 集会活動 その他 11月
高根公民館社会教育関係団体協
働

高根公民館社会教育関係団体

31 社会教育関係団体の支援·活性化 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の提出方法の説明 集会活動 その他
高根公民館社会教育関係団体代
表者

5月14日

32
自治会会員が減ってきており、活動
ができなくなってしまうおそれがあ
る(24地区市民会議)

高根・金杉地区グランドゴルフ
大会

自治会主催のグランドゴルフ大会 集会活動 その他 5月
高根・金杉地区自治会連合会共
催

33
自治会会員が減ってきており、活動
ができなくなってしまうおそれがあ
る(2４地区市民会議)

高根・金杉地区体育レクリエー
ション大会

地区対抗リレー、玉入れ、パン食い競争　他 集会活動 その他 11月
高根・金杉地区自治会連合会共
催

34
自治会会員が減ってきており、活動
ができなくなってしまうおそれがあ
る(2４地区市民会議)

高根・金杉地区皆で歩こう会 高根公民館からアンデルセン公園までのウォーキング 集会活動 その他 3月
高根・金杉地区自治会連合会共
催

35
今後起こりうる災害に対する意識を
地域町会と協力し向上する

避難所体験 町会の方と災害時の避難所を模擬体験する 集会活動 その他 未定
高根・金杉地区自治会連合会共
催

危機管理課

36
公民館活動のPRに努める·館報を自
治会を通して各戸配布する

館報「たかね」発行
町会·自治会に館報「たかね」を各戸配布依頼、HP等
を活用した情報発信（年3回）

その他 その他 5月・9月・2月
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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

新規事業は番号に〇を記載 ※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 青少年の健全育成・居場所づくり 冬休み書道教室 書初めの作成 集会活動 青少年 小学３～6年生 12月 社会教育関係団体睦書道会

2 青少年の健全育成・居場所づくり ふなばしハッピーサタデー お菓子作り、ウォークラリー、屋内外での遊び他 集会活動 青少年 小学1～6年生 5月～3月 青少年課共催 未定

3 青少年が地域や異年齢集団とかかわる機
会の提供

第31回しんたかねこどもまつり 工作や模擬店など 集会活動 その他 どなたでも 3月
こどもまつり実行委員会新高根児童ホー
ム　共催

未定

4 児童・生徒時期における学習機会の提供 夏休み小学生読書感想文講座 本の選び方、読書感想文の作成のポイントについて 学級・講座 青少年 小学1～6年生 7月～8月 未定

5 成人期における学習機会の提供 地産地消でも作れる簡単料理教室 船橋の農産物を使って、地域の高齢者を対象にした料理教室 学級・講座 成人一般 20歳以上(女性の参加可） 未定 料理教室講師　菊池成美

6 成人期における学習機会の提供 修復師に学ぶはじめての仏像講座
文化財修復師から仏像、仏像の中から出てくる古文書などについて
学ぶ

学級・講座 成人一般 20歳以上 10月 仏像修復師　久保暁子

7
防災意識の向上
デジタルデバイド対策

防災フェア 起震車体験、防災アプリの体験等々 集会活動 成人一般 どなたでも 7月1日 危機管理課、ソフトバンク認定講師他

8 成人期における学習機会の提供
デジタルデバイド対策

はじめてのオンライン体験
「ＺＯＯＭ入門編」

はじめてＺＯＯＭを使う方の入門講座 集会活動 成人一般 どなたでも 7月9日 ソフトバンク認定講師

9 成人期における学習機会の提供
デジタルデバイド対策

サークル応援講座
はじめてのオンライン体験　基本編①②

パソコンサークル応援講座
ＺＯＯＭの基本講座など

学級・講座 成人一般 どなたでも 7月～8月 新高根公民館パソコンサークル講師

10 成人期における学習機会の提供
デジタルデバイド対策

ストレスをやわらげるセルフケア講座
暮らしの中のストレスをやわらげる為に、リフレクソロジー（足裏
刺激健康法）、アロマ、ハーブについて学ぶ　最終回では、オンラ
インでの講座を体験

学級・講座 成人一般 20歳以上 10月 アロマ、ハーブ教室講師久保田裕子

11 成人期における学習機会の提供
デジタルデバイド対策

新高根お菓子工房
地域に住む、若い世代を対象に洋菓子作りを学ぶ　最終回は、オン
ラインでの講座を体験

学級・講座 成人一般 20歳以上 11月 お菓子教室講師　菊池成美

12 成人期における学習機会の提供　　　　　　デジタルデバイド対策船橋を歩く 秋に船橋市内の散策 集会活動 成人一般 20歳以上 10月 自然観察指導員　平栗瑞枝

13 家庭の幼児期の教育力を高めるための学
習機会の提供

おはなしの部屋 おはなし･読み聞かせ･紙芝居など 集会活動 青少年 未就学児（0歳児から2歳児）とその保護者 4月～2月 新高根児童ホーム共催 社会教育関係団体たんぽぽ文庫

14 成人期における学習機会の提供 しんたかね　家庭教育セミナー
子供（小学校低学年）が自宅に居るときの防災対策、地域の見守り
体制などについて

学級・講座 成人一般 20歳以上 9月～11月 未定

【令和3年度】事業計画シート
令和3年4月21日

　　新高根公民館

番号



15 成人期における学習機会の提供
高根東小学校就学時健診等における子育
て学習

子供の自立に必要なことについて 集会活動 成人一般 未就学児の保護者 11月 高根東小学校共催 未定

16 家庭の幼児期の教育力を高めるための学
習機会の提供

芝山東小学校就学時健診等における子育
て学習

よい小学生が育つポイントについて 集会活動 成人一般 未就学児の保護者 11月 芝山東小学校共催 未定

17
家庭の教育力を高めるための学習機会の
提供

芝山西小学校就学時健診等における子育
て学習

入学までの約6ヶ月間の子供との接し方について 集会活動 成人一般 未就学児の保護者 11月 芝山西小学校 未定

18
家庭の教育力を高めるための学習機会の
提供

第31回しんたかねふれあいまつり 利用サークルの成果発表･展示など 集会活動 その他 どなたでも 11月
ふれあいまつり実行委員会新高値児童
ホーム　共催

19 社会教育団の支援・活性化 社会教育関係団体研修会
社会教育関係団体の意義や目的の再確認、公民館の使用法等につい
て

集会活動 その他 社会教育関係団体 5月

20 高齢期における学習機会の提供 新高根福寿大学
防災関連の出前講座や健康体操講座、映画鑑賞、音楽鑑賞などを
実施する

学級・講座 高齢者 地域の65歳以上 5月～2月

21 高齢期における学習機会の提供 かんたん体操講座 総合型介護予防講座 学級・講座 高齢者 65歳以上 9月～10月 健康づくり課共催

22 高齢期における学習機会の提供
ふなばしシルバーリハビリ体操inしんた
かね

シルバーリハビリ体操 学級・講座 高齢者 65歳以上 5月～2月
ふれあいシルバーリハビリ体操指導士会
共催

船橋シルバーリハビリ体操指導士

23 高齢期における学習機会の提供 ふなばしシルバーリハビリ体操普及教室 シルバーリハビリ体操、市民ヘルスミーティング 学級・講座 高齢者 65歳以上 4月～3月 健康づくり課共催 船橋シルバーリハビリ体操指導士


