
平成２６年度公民館事業実績 (資料　)H26-032-1 

成人短期講座

消防・防災訓練
の実施

コミュニティ関連
事業

大井川公民館

自主講座・グ
ループ

平成２６年度実施講座数 ７０講座
（自主講座６４、自主グループ６）

５７講座
（自主講座４３、自主グループ１４）

６２講座
（自主講座４２、自主グループ２０）

４３講座

項目

新規開設講座

（自主講座）
・茶道（午後）

（自主講座）
・スロー筋トレとストレッチ教室
・初めてのギター
・ドールハウス
・書道（昼）
（自主グループ）
・大富みずほ句会
・３B体操
・トレンディー大富

（自主講座）
・男子力復活！若返りトレーニング
・はじめての英会話
（自主グループ）
・かしわ倶楽部

港公民館東益津公民館 大富公民館 小川公民館 和田公民館

第１回：６月３日（火）
第２回：８月２８日（木）
※１２月１３日（土）：大掃除

５５講座
（自主講座４８、自主グループ７）

６０講座
（自主講座５４、自主グループ６）

豊田公民館

４９講座
（自主講座４８、自主グループ１）

５５講座
（自主講座４１、自主グループ１４）

大村公民館 焼津公民館

４５講座
（自主講座４０、自主グループ５）

第１回：５月３０日（金）
第２回：８月２９日（金）
第３回：２月１３日（金）

第１回：６月７日（土）
第２回：８月３０日（土）
第３回：１月３１日（土）

第１回：６月２１日（土）
第２回：８月２３日（土）
第３回：１月１7日（土）

第１回：６月７日（土）
第２回：９月１３日（土）

第１回：６月２１日(土)
第２回：１２月１３日（土）

（自主グループ）
・詩吟（吟心会）（有志吟詠会）
・フラダンス（レッドローズ）
・パッチワーク
・ちぎり絵（和楽会）
・茶道有志の会

（自主講座）
・シニアのための脳力アップ講座

（自主講座）
・硬筆講座
（社会教育団体）
・書道くれなゐの会
・書道はまゆふの会

・ゆたか学級 ・ほのぼの学級 ・ほがらか学級 ・すこやか学級 ・大井川大学

各１１回 １０回 １０回 １１回 １０回 １０回 １１回 １１回 １０回

成人学級
社会学級

（女性講座含）

学級名

・木曜講座
・社会学級（坂本社会学級・第１６自
治会社会学級・浜当目社会学級）

・ひまわり学級 ・女性講座
・生き活き学級

・女性講座 ・ありのみ学級 ・アザレア学級
・父親学級

・女性講座
・やまもも学級
・社会学級（十日会・若月学級・やぐ
す学級）

・レディースセミナー
・社会学級（まどか会・さくら会・一二三会・
はつか会・須賀会・一歩会）

・おおいがわ女性講座

開催回数 １１回 １０回 各１１回 １１回 ９回

子ども・親子
対象講座 開催講座名

・たけのこ堀＆ふるさと探検
・マイライス（全８回）
・子ども水泳教室（全１１回）
・父の日の子どもお菓子作り教室
・ふるさとジュニアカレッジ（全１１回）
・小さな科学者のための自由研究講
座（全３回）
・パステルアート教室
・キーホルダー作り
・プラモデル講座
・食育クッキング
・子どもパン作り教室
・子どもクリスマスケーキ作り

・母の日フラワーアレンジ
・ベビーマッサージ（全３回）
・キッチン実験室
・親子パートナーストレッチ
・ちびっこわんぱく隊
・自由研究お助け講座
・パパのためのベビーマッサージ
・冬休み子ども書道教室
ほか

・あそびなんでも少年団（全１０回）
・ベビーダンス（全３回）
・オオクワガタを育てよう
・似顔絵ウ・フ・フ
・トッティーさんとクリスマス
・キッズクリスマスのお菓子作り
・人形劇あっぷっぷ
・キッズイングリッシュ
・子供茶道教室
・夏の星座を見てみよう！
・子供料理教室
・自主講座体験（ヨガ・絵手紙）
・ぷくぷくアロマボム
・パティシエに挑戦（２回）
ほか２講座

・母の日のプレゼント　バスボムを作
ろう
・ベビーダンス教室（２回）
・おとうさんといっしょにクッキング
・光るオバケのストラップづくり
・こどもきもだめし
・子ども料理教室
・夏なのに、超ク〜ル　マイナス１９６
度の液体窒素で大実験！
・おばけパン作り教室
・ミニサボテンの寄せ植え
・子どもお菓子天国（３回）
・子どもの陶芸教室
・親子でリトミック
・体育あそびだよー

・焼津水産業施設見学会
・お父さんのおつまみパン教室
・夏休み親子食育クッキング
・うどん作り教室
・英語で楽しくサンドイッチ作り教室
・恵方巻作り教室
・縄文時代にチャレンジ講座
・手作りクッキー講座

・母の日フラワーアレンジメント
・父の日キーホルダー作り」
・科学の実験ショー
・楽しい親子リトミック
・夏の親子星空観察会
・子ども英会話(全4回)
・ボートのふしぎ発見
・まがたまを作ろう
・敬老の日「カステラ作り」
・親子手作りパン講座
・お正月飾りを作ろう
・大道芸体験講座

・ジュニア合唱団（全２９回）
・ジュニア吹奏楽（全１９回）
・花＊はなクラブ（全６回）
・父の日のフラワーアレンジメント
・ベビービクス
・親子ふれあい遊び会
・親子で楽しむ色育
・敬老の日パン作り
・親子でパステル画
・スイーツ教室（桃のムース作り）
・親子でクリスマスリースを作ろう
・親子でクグロフを作ろう
・カエルの小物入れを作ろう
・親子でチェリータルトを作ろう
・折り紙でＰ雛様を作ろう

アザレア学級：１０回
父親学級：６回

各１１回 各１１回 １１回

・デジカメ講座（全３回）
・ハーブ健康講座Ⅰ（全３回）
・ドレッシング作り
・浴衣着付け教室
・映画講座
・カイロプラクティック講座（全２回）
・マジック講座（全３回）
・フェルデンクライス（全３回）
・クラッシックとコーヒー
・ハーブ健康講座Ⅱ（全３回）
・朗読講座（全３回）
・フォークソングコンサート
・ファミリーオーケストラコンサート
・クラッシック音楽鑑賞講座
・オカリナ体験教室（全２回）
ほか

・リンパストレッチとスロー筋トレ
（全１２回）
・男のイタリアン
・はじめての英会話
・おうちで本格イタリアン（２回）
・涼をよぶ和菓子
・大事業に取り組んだふたりの小
川人
・浴衣着付け教室
・もしがんになったら
・親の気持ちに寄り添う片づけの
仕方
・相続・贈与の基礎知識
・最近の葬儀事情とエンディング
ノート
・後悔しない物の持ち方・手放し方
・新焼津音頭を踊ろう（２回）
・男子力復活！若返りトレーニング
・リンパストレッチとスロー筋トレ（２
回）
・焼津おでんをつくろう
ほか６講座

・やさしいアロマヨガ教室（２回）
・やさしいパステルアート（２回）
・「手ろくろ」によるマイカップ作り
・もしがんになったら〜知っておきた
い知識〜
・男の料理教室（３回）
・からだの歪みと美＆健康（２回）
・やってみよう住まいのちょっと補修
とお掃除
・お正月の寄せ植え
・味噌づくり講座
・美味しいコーヒーの淹れ方講座
・脳をアロマで元気に！
・健康は足の裏から
（高齢者・女性講座一般開放）
・みんなで楽しく歌う会
・怪談話「耳なし芳一」
・朗読と解説による文学鑑賞
・「ここが魅力だ！焼津の魅力」（歴
史講座）
・知っているようで知らない薬の話

・ニーハオ台湾・ハオチイ台湾
・フィトテラピー講座（１１回）
・まちじゅう元気塾（１２回）
・介護講座（５回）
・みそづくり講座
・木目込み人形講座（３回）
・音楽講座
・お正月用しめ縄講座
・歴史講座（全１０回）

・豊田科学研究所（９回）
・ベビーマッサージ講座（６回）×３回
・子ども柔道教室（２回）
・子ども科学実験教室
・親子料理教室（２回）
・親子DIY教室
・親子映画鑑賞会
・子ども書き初め教室（２回）
・子ども正月飾りづくり講座
・段ボールクラフト講座

・子どもお菓子作り講座（全６回）
・子どもパン作り教室（全２回）
・子ども将棋教室（毎月２回開催）
・子ども茶道教室（毎月２回開催）
・体育あそび教室（毎月４回開催）

・ノルディックウォーキング教室
・脳と体の体操・フェルデンクライス
講座
・夏の健康ハーブ講座
・フィトテラピー（食物療法）講座
・お正月明けストレッチ教室
・ステンドグラス教室
・手作りみそ作り講座
・しめ縄作り教室
・お正月フラワーアレンジメント
・大輪のプリザーブドフラワー講座
・プロから学ぶケーキ講座
・災害対策講座
・認知症講座
・対話力・脳力アップ子育て講座
・国際交流講座
・オペラ講座
・太陽光発電新エネルギー講座

・サロンコンサート(年２回)
・日本と世界の歴史(２期全１２回)
・リンパストレッチ・スロー筋トレ教室
(全１２回）
・文学鑑賞講座(年４回)
・新焼津音頭を踊ろう(全２回)
・遺言と相続、相続と贈与
・日本の心を歌おう(全４回)
・ハーブ健康講座(年３回)
・和菓子講座（年２回）
・筆ペン講座(全４回)
・ノルディックウォーキング教室(2講
座)
・クリスマス肉料理、お菓子作り講座
・地震・津波・火山のはなし
・折り紙で作る「羊」
・やさしい能楽
・男の中高年筋力トレーニング(全２
回)
・「革細工」体験講座(全2回)
・防災講座
・ブローライフル体験講座

・パステル曼荼羅アート
・家族介護者教室
・スイーツ教室（全３回）
・足ツボ講座
・秋のバイオリンコンサート
・クレイアートセラピー講座
・要介護にならないための体操教室
・アロマ講座
・そば打ち体験教室
・健康マージャン
・もめない遺産相続と遺言書の基礎
知識
・夏バテリセットストレッチ
・目指せ姿勢美人教室
・やさしいヨガ教室
・わりばしで簡単に編めるマフラーを
作ろう
・健康講座（冬の体調管理に野菜・
果物）
・腰痛をコントロールできる体をつくろ
う
・減塩味噌作り教室

実施日 ・１２月１０日（水）
・３月中旬予定

・１２月６日(土)
・３月６日(金)

・９月３０日（火）
・２月２４日（火）

・８月２８日（木）
・１２月１３日（土）

開催予定講座名

・のびのび健康講座（全３回）
・ノルディックウォーキング教室（全４
回）
・シンフォニエッタ静岡 公開リハーサ
ル
・生活習慣病予防講座（料理実習）
・終活講座
・木目込みの手毬作り体験教室
・韓じてみよう韓国（講義と料理実習
の全２回）
・ソプラノコンサート
・腸セラピー＆バスソルト作り
・スイートポテトパイ作り
・お正月用フラワーアレンジメント

実施事業名

（東部コミュニティ推進協議会）
・環境整備美化活動
・ドッチビー大会
・サマーフェスティバル
・区民運動会
・高麓祭
・ウインターフェスティバル
・しめ縄飾り作り
・耐寒歩け歩け大会

（地域福祉推進委員会）
・福祉講座
・ふれあいバザー
・一人暮らし高齢者慰問
・在宅介護者への慰問
・居場所づくりリーダー養成講座

・推進会総会
・地域学校連絡協議会
・花の会視察研修（浜松市）
・視察研修（浜松市）
・地域防災連絡会
・小地域福祉リーダー研修会
・ペーパークイリング教室
・寄せ植え教室（２回）
・ミニディサービス研修会（２回）
・夏休み子ども料理教室（食推協力）
・お正月料理教室（食推協力）
・ボランティア視察研修会
・ふれあいフェスティバル
・子ども冬休みイベント（クラウン
ショー・クリスマス会）
・子どもミュージカル公演
・手作り味噌教室（食推協力）
・歩けあるけ大会
・津軽三味線コンサート
・認知症サポーター子ども講座
・よいこお話し会（第３土曜日）
・花いっぱい運動（通年）

（社会教育振興会）
・焼いも大会
・歩け歩け大会
・明るい街づくり大会
・ベビーダンス講座（３回）
・地区安全会議研修会（２回）
・みそ造り講座（２回）
・オオクワガタを育てよう
・似顔絵ウ・フ・フ
・トッティーさんとクリスマス
・キッズクリスマスのお菓子作り
・人形劇あっぷっぷ

（地域福祉推進員会）
・ミニデイボランティア研修会
・あ・そ・ぼ（子育てサロン）（２４回）
・館外研修会
・福祉リーダー講習会
・一人暮らし高齢者激励訪問

（地域づくり推進会）
・つみきのそのさんとあそぼう
・長島ダム体験とアプト式鉄道に乗ろ
う
・サクラエビ・シラス漁の船に乗ろう
・区民体育祭
・ベビーマッサージ
・歩け歩け大会
・子どもクリスマス会
・しめかざりづくり
・和の食材で作る薬膳料理（３回）

（地域福祉推進委員会）
・ミニデイサービス
・ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ講座（４回）
・「心理ﾃｽﾄで自分を知ろう」（２回）
・認知症サポーター養成講座

※公民館、コミ共催事業について
は、どちらか一方に記載しました。

・２月６日（金）
・３月５日（木）

（地域福祉）
・ベビーマッサージ
・友愛訪問
・地域ふれあいサロン
・研修視察

（青少年健全育成連絡協議会）
・青少年健全育成大会
・夏休み親子社会見学
・冬休み子供講座（パン講座）
・耐寒ハイク
・街頭補導

・楽しく脳トレ「脳の健康教室」（保健
センター共催）
・ミニ観葉植物の寄せ植え講座
・木屋川ボート事業
・みなとおもしろゼミナール（作文の
書き方教室、ソーセージ作りなど）
・サクラエビ・シラス漁の船に乗ろう
・木屋川子どもハゼ釣り教室
・長島ダム体験とアプト式鉄道に乗ろ
う
・健康ウォーキング
・お正月の寄せ植え講座
・心理学講座（全２回）
・見聞を広める研修
・認知症サポーター養成講座（全２
回）
・小地域福祉講演会
・ミニデイサービスボランティア研修
・子育て広場「ほっとポット港」
・ママとベビーの体操教室

・二胡演奏会
・ミニデイサロン小学生訪問
・瀬戸川遊び隊
・文化会館コラボ事業yosuコンサート
・ふるさとまつり
・こどものつどい
・瀬戸川バードウォッチング・ウォー
キングあったか芋煮会
・福祉施設訪問
・春のこどもフェスティバル

・地域講演会「介護・認知症予防に
取り組もう」
・通学合宿（２泊３日）
・ビックリ科学
・夏休みこどもクッキング
・敬老お楽しみ会・コンサート
・お月見コンサート
・生活習慣病にならないために
・冬の子どものつどい「演劇」
・危険がいっぱい悪質商法

・長島ダム体験とアプト式鉄道に乗ろ
う
・サクラエビ・シラス漁の船に乗ろう
・流しそうめん体験
・古紙収集事業
・衣類等収集事業

・さわやか学級

・８月３０日（土）
・１月３１日（土）

・８月２９日（金）
・１２月６日（土）

・１０月９日（木）
・９月５日（金）
・２月３日（火）

・家系図を作ろう
・名前のルーツを探る講座
・初心者さんのお菓子作り教室(全３
回)
・田沼魁太鼓コンサート
・ちりめん講座
・手作り味噌講座（全２回）

・白梅学級・はつらつ学級・高草学級学級名

高齢者学級

学級長会議開催期日

第１回：６月６日（金）
第２回：９月６日（土）
第３回：１月３１日（土）

第１回：５月３０日（金）
第２回：８月３０日（土）

第１回：５月３１日（土）
第２回：８月３０日（土）
第３回：１月２４日（土）

開催回数


