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科学少年団 継続
工作や実験などを通じて、科学全般に対する
興味を深め、地域の仲間作りを図る。

小学4年生～
小学6年生

5月～3月 5回

やってみようよ紙芝居 継続
紙芝居を通じて物語の面白さを学び、日本の
伝統文化の継承を目的とする。

小・中学生 7月 2回

小学生英会話教室 継続
国際化に伴い、小学生から英語に親しみ、国
際感覚の基礎を養うことを目的とする。

小学3年生～
小学6年生

7月、8月 2回

子どもサイエンスフェスティバ
ル

継続
工作や実験などを通じて、科学全般に対する
興味を深め、地域の仲間作りを図る。

小・中学生 8月 1回

子ども書道教室 継続
書道の基礎を学ぶとともに、日本の伝統文化
である書道に慣れ親しむことを目的とする。

小学3年生～
小学6年生

8月 2回

ジュニア絵画教室 継続
情操や創造性を育てることを目的とし、ジュニ
ア絵画展に向けた絵を描く心得を学ぶ。

小・中学生 8月 2回

ジュニア絵画展 継続
青少年を対象に応募された作品を展示し、芸
術文化を高めるとともに、情操や創造性を育
てることを目的とする。

小・中学生 9月 1回

子ども茶会 継続
和の空間で気軽に茶会を体験し、茶道の基本
的な所作を学び、伝統文化に親しむ。

小学生 12月 １回

書き初め大会 継続
新年を迎えて新たな気持ちを書で表現するこ
とにより、青少年の芸術文化の振興を図る。

小・中学生 1月 1回

鎌倉散歩 推進 継続
ボランティアガイドの案内で地元および周辺
地域を巡り、土地の歴史と文化を学ぶ。

在住・在勤 4月4日（火） 1回

環境講座 推進 継続
施設見学を通じて、仲間づくりを図りながら、
環境に対する知識と理解を深める。

在住・在勤 6月 1回

浴衣着付け教室 継続
日本の伝統文化である着物に親しむ機会を
つくるため、浴衣の着付けの基本を学ぶ。

在住・在勤 7月 2回

さむかわダンスフェスティバル 継続
町内各公民館のダンスサークルを一堂に集
めた発表会を実施し、サークル間のつながり
を作り、ダンスを広めることを目的とする。

在住・在勤 7月 1回
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盆踊り教室 継続
日本の伝統文化に触れ、盆踊りを後世へ伝え
ることを目的とする。

在住・在勤 7月 1回

歴史講座 推進 継続
寒川および周辺地域の歴史と文化を学び、郷
土愛の醸成を図ることを目的とする。

在住・在勤 8月 1回

サークル入会体験フェスタ 新規
サークル活動の活性化と新規入会者の獲得
を目的に、サークル入会体験月間を設ける。

在住・在勤 9月 1回

文化講演会 継続
明るく住みよいふるさとづくりと地域住民の教
養文化の向上、豊かな人づくりを図る。

在住・在勤 9月 1回

ネコのマスコット作り講座 推進 継続
手づくりの楽しさを体験するとともに、地域の
仲間作りの促進を目的とする。

在住・在勤 9月 1回

さむかわ合唱祭 継続
町内各公民館の合唱サークルを一堂に集め
た発表会を実施し、サークル間のつながりを
作り、合唱の文化を広めることを目的とする。

在住・在勤 10月 1回

ママとベビーのふれあい体操 新規
0歳児の母子を対象に、ベビーマッサージやス
トレッチを通じて、ママ友づくりを支援する。

在住・在勤 10月 2回

さむかわ音楽祭 継続
町内で活動する音楽サークル・団体による発
表会を実施し、サークル間のつながりを作り、
音楽文化の発展を図ることを目的とする。

在住・在勤 11月 1回

書道入門講座 継続
筆文字を基礎から学び、日本の文化の素晴ら
しさを味わいながら仲間との交流を図る。

在住・在勤 11月 2回

寒川寄席 継続
明るく住みよいふるさとづくりと地域住民の教
養文化の向上、豊かな人づくりを図る。

在住・在勤 11月 1回

だがしや楽校 新規
趣味や特技を活かした気軽な店（見せ）開き
により、人と地域の絆づくりを図る。

在住・在勤 12月 1回

ビジネスマナー講座 継続
挨拶や言葉使いなどを見直し、教養を高める
ことを通じて、自身の生活を見つめ直す。

在住・在勤 1月 2回

星空観察会 推進 継続
親子で星空観察をし、天体や宇宙について学
ぶとともに、星空の魅力を感じる。

小学生と保護
者

2月 1回

公民館まつり 継続
公民館活動を啓発し、地域に根ざした文化活
動の充実を図ることを目的として、公民館
サークルの学習成果発表の場を設ける。

在住・在勤 3月 1回

防災講座 新規
体験者等の講話により防災への関心を深め、
日常から災害に備える力を高める。

在住・在勤 3月 1回

はじめての小物盆栽講座 継続
盆栽の基礎を学び、趣味の幅を広げ、日本の
伝統芸術の振興を図る。

在住・在勤 3月 1回
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おはなし図書館 継続
本の読み聞かせを通して、親子のふれあいを
育てる。

幼児・小学生 原則毎月1・3土曜日 月2回

夏休みおはなし図書館 継続
夏休み期間中は、回数を多くし、多くの人に読
み聞かせを知ってもらう。

幼児・小学生 7月、8月 9回

囲碁・将棋教室 継続
小中学生の感性を育てるとともに、社会性を
養う。

小・中学生 原則毎月1・3土曜日 月2回

百人一首かるた教室 継続
小中学生の感性を育てるとともに、国語力と
社会性を養う。

小・中学生 原則毎月2土曜日 月1回

七夕飾り作り教室 継続
七夕飾作りりの体験を通して想像力、連帯感
を育て、思いやりの心を作る。

幼児・小学生 7月1日(土) 1回

水彩画教室 継続
情操や創造性を育てることを目的として、ジュ
ニア絵画展に出品する作品を作成する。

小・中学生 7月 2回

夏休みこどもフェスティバル 推進 継続
親と子のふれあい及び仲間作りの場の提供
並びに子どもの健全育成を図ることを目的と
する。

幼児・小学生 7月23日（日） 1回

子ども科学教室 継続
物作りの楽しさやすばらしさを感じることをもっ
て創造性を育てる。

小学生 8月 1回

和紙ちぎり絵教室 継続
和紙を使ったちぎり絵を通して創造性を養い、
古来文化の継承を図ることを目的とする。

小・中学生 8月 1回

子どもお菓子作り教室 継続
家庭で作る簡単なお菓子作りの講習を行い、
家事に親しみ栄養の大切さを学ぶ。

小学生 8月 1回

北部公民館子ども茶会 継続
和の空間で気軽に茶会を体験し、茶道の基本
的な所作を学び、伝統文化に親しむ。

小学生 8月 1回

モザイクアート教室 継続
モザイクアートを通して、仲間作りや集中力を
養うことを目的とする。

小学生 8月 1回

英語であそぼう 継続
国際化に伴い、小学生から英語に親しみ、国
際感覚の基礎を養うことを目的とする。

小学1.2年生 8月 2回

子ども料理教室 継続
家庭で作る簡単な料理の講習を行い、家事に
親しみ栄養の大切さを学ぶ。

小学生 11月 1回
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クリスマスのつどい 継続
クリスマスのイベントを通じて、子どもの健全
育成を図る。

幼児・小学生 12月 1回

新春百人一首かるた大会 継続
百人一首かるた大会を開催し、小・中学生の
感性を育てるとともに国語力と社会性を養う。

小・中学生 1月 1回

青少年によるコンサート 推進 新規
青少年の演奏者に発表機会を提供することに
より、地域の芸術文化の振興を図る。

小・中学生 未定 1回

古典芸能講座（落語） 推進 継続
落語を聴くことにより、物の見方・考え方がユ
ニークになり、自身の表現力アップを図る。

在住・在勤 6月25日（日） 1回

サークル入会体験フェスタ 新規
サークル活動の活性化と新規入会者の獲得
を目的に、サークル入会体験月間を設ける。

在住・在勤 9月 1回

和菓子作り教室 継続
和菓子作りを体験し、和菓子の理解を深め
る。併せて仲間作りを図る。

在住・在勤 9月 1回

バドミントン初心者講習会 推進 継続
バドミントンが初めての方や基本を覚えたい
方を対象に実施し、仲間作りを図る。

在住・在勤
9月、10月、11月の
土・日曜日

6回

煎茶道初心者講習会 推進 継続
煎茶道を体験し、良さを学び、見識を高め、併
せて仲間作りを図る。

在住・在勤 10月 2回

環境講座 推進 継続 生活に身近な環境問題に取り組む。 在住・在勤 11月 1回

陶芸教室 継続
土とのふれあいに親しみながら陶芸の基礎を
学び、併せて仲間作りを図る。

在住・在勤 11月 1回

さむかわを知ろう講座 推進 継続
寒川町の歴史や産業等を学び、町の認識を
深めるとともに、仲間作りを図る。

在住・在勤 11月 1回

メンズクッキング教室 推進 継続
男性の公民館事業への参加促進を図るた
め、家庭でできる料理の実習を行う。

在住・在勤 11月 1回

文学散歩 継続
文学の良さを学びながら見識を高め、併せて
仲間作りを図る。

在住・在勤 11月 2回

クリスマスピアノコンサート 推進 継続
地域の人材発掘事業の一環として、地元在住
のピアニストを招聘し、芸術・文化に触れる。

在住・在勤 12月 1回

お飾り作り教室 推進 継続
郷土の伝統文化を理解し、併せて仲間作りを
図る。

在住・在勤 12月 1回

公民館まつり 継続
公民館活動を啓発し、地域に根ざした文化活
動の充実を図ることを目的として、公民館
サークルの学習成果発表の場を設ける。

在住・在勤 2月 1回

スポーツ吹き矢教室 推進 新規
スポーツ吹き矢を体験し、身体に対する意識
の向上と健康づくりを目的とする。

在住・在勤 未定 未定
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絵本の読み聞かせ会
～おはなし広場～

継続
絵本の読み聞かせ等を行い、子どもや親子
のふれあいの場を提供し、心豊かな感性と想
像性を育むことを目的にする。

幼児
小学生

第2金曜日
第4土曜日

月1回
月1回

リトミック講座 継続
「リズム」をメインテーマとして、身体や心の動
きと音楽を結びつけ、集中力や自発性、表現
力を育成し、親子のふれあいを図る。

幼児
保護者

11月 2回

サマースクール親子パン教室 継続
小学生が夏休み期間を利用して子ども達が
公民館活動に参加することで、地域に親し
み、仲間づくりを図る。

親子幼児 1回

サマースクール親子パン教室 継続 1回

サマースクール走り方教室 継続 1回

サマースクールヒップホップ教
室

継続 2回

サマースクールジュニア絵画
展に出展しよう

継続 2回

南部子どもクッキング教室 継続
幼少年期から簡単なものづくりに親しみなが
ら、社会参加と感性・創造性・協調性を育むよ
う体験学習を行う。

小学生 6回

南部子どもクラフト教室 継続
幼少年期から簡単なものづくりに親しみなが
ら、社会参加と感性・創造性・協調性を育むよ
う体験学習を行う。

小学生 4回

クリスマス広場 継続
クリスマスイベントを通じて、子どもの社会参
加と創造性・協調性を育むことを目的とする。

幼児
小学生

12月 1回

私の生涯学習 推進 継続
卒業間近の小学6年生を対象に、生涯学習に
ついて実体験を参考にわかりやすく説明を
し、今後について活かしてもらう。

小学生 1月 1回

集会室開放 継続
バドミントンを通して、青少年の仲間づくりを図
る。

小学生以上
毎週火曜
13：00～17：00

年間
集会室が開いている時
間に要望があれば臨
機応変に開放する。
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7月、8月

小学生が夏休み期間を利用して子ども達が
公民館活動に参加することで、地域に親し
み、仲間づくりを図る。

親子小学生

小学生が夏休み期間を利用して子ども達が
公民館活動に参加することで、地域に親し
み、仲間づくりを図る。

小学生

7月、8月を除き毎月
どちらかを1回開催



南部料理教室 推進 継続
四季折々の新鮮な食材を使った料理をつくり
ながら、仲間づくりを図り知識向上に努めるこ
とを目的とする。

在住・在勤 6月25日（日） 2回

英会話講座 推進 継続
初級英会話を学ぶことにより、知識と教養を
高めるとともに国際理解の推進に努めること
を目的とする。

在住・在勤 7月～8月 4回

サークル入会体験フェスタ 新規
サークル活動の活性化と新規入会者の獲得
を目的に、サークル入会体験月間を設ける。

在住・在勤 9月 1回

洋食料理教室 新規
料理づくりを通じて、参加者同士と意識を高め
る。

在住・在勤 10月 1回

自分でできる簡単マッサージ
講座

推進 継続
健康で明るい生活を送るために、自分でつぼ
の位置を知ることにより、身体に対する意識
の向上と健康づくりを目的とする。

在住・在勤 10月～11月 2回

外国文化・料理教室 推進 継続
外国の日本との違いを知り、家庭料理を通し
て食文化を学びつつ、国際理解と異文化交流
を図る。

在住・在勤 10月～11月 2回

寒川神社をもっと知ろう講座 推進 継続
寒川神社の歴史と文化について知識を深め
る。

在住・在勤 12月 1回

公民館まつり 継続
公民館活動を啓発し、地域に根ざした文化活
動の充実を図ることを目的として、公民館
サークルの学習成果発表の場を設ける。

在住・在勤 2月 1回

敬老室開放 継続
いつでも囲碁ができるよう場を確保することに
より、高齢者等の社会参加と公民館の利用促
進ならびに仲間づくりを図る。

在住・在勤
高齢者

休館日以外毎日 年間
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