
 

第６期第３回中地区公民館運営審議会  会議次第 

 

 

平成 30年 6月 20日（水）午前 10時 00分～  

                    

会 場 中地区公民館 4階 講座室 

 

 

１ 開  会 

 

 

 

２ 館長あいさつ 

 

 

 

３ 議長あいさつ 

 

 

 

４ 議 事 

（１）平成２９年度事業報告について ・・・・・・・・・・・ 資料 1-1，1-2，1-3 

（２）平成３０年度事業計画について ・・・・・・・・・・・ 資料 2-1，2-2，2-3 

（３）平成３０年度新潟市公民館事業の基本方針・・・・・・・・資料 3 

 

 

 

５ その他事項 

 

 

 

６ 連絡事項など 

（１）平成２９年度事業評価コメント記入シートの提出について 

（２）平成３１年度公民館事業提案シートの提出について 

（３）第６９回新潟県公民館大会の参加について・・・・・・・・資料 4-1，4-2 

（４）公民館月報購読のお願いについて 

 

 

 

７ 閉 会 



中地区公民館
連 携

回数 時間帯
参加者数

（人）
延参加者数

（人）
市・区

学校・地域教育
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

コミ協・自治連・
老人会等

運審委員・活動協
力員・ボランティア

　1．地域コミュニティ活動の
　　　活性化支援

1
コミュニティ・コーディネーター育成講座
「東区みらいサポーター養成講座」

コミ協役員等，地域活動の担い手のスキルアップやネットワークの拡大，
及び新たな地域活動の担い手の発掘と育成を図る事を目的に，5回連続
講座を開催した。また，オプションとして２回の自由参加型のフィールドワー
クを設け，それぞれ2人，5人の参加があった。

成人
11月～12

月
5 午前 15 57 ○

石山地区公民館，東区
地域課との共催

2
コミュニティ協議会等との共催事業
「簡単！懐かしい！おもちゃづくり」

地域住民の多世代交流を目的に，山の下・桃山コミュニティ協議会及び山
の下まちづくりセンターとの共催で，祖父母世代を対象にした工作体験等
を実施した。 総合 6月 1 午後 17 17 ○

山の下・桃山コミ協，山
の下まちづくりセンター

3
コミュニティ協議会等との共催事業
「世代交流！夏の子どもフェスティバル」

地域住民の多世代交流および山の下まちづくりセンターの認知度アップを
目的に，山の下・桃山コミュニティ協議会及び山の下まちづくりセンターと
共催で，夏まつりを開催した。 総合 7月 1 午前・午後 177 177 ○

山の下・桃山コミ協，山
の下まちづくりセンター

4
コミュニティ協議会等との共催事業
「ビニールでかんたん　たこづくり」

地域住民の多世代交流を目的に，山の下・桃山コミュニティ協議会及び山
の下まちづくりセンターと共催で，孫世代を対象にした工作体験等を実施し
た。 総合 12月 1 午前 17 17 ○

山の下・桃山コミ協，山
の下まちづくりセンター

5 地域のたから再発見事業

地域学習サークル「中地区地域楽」と連携し，地域への関心を高め理解を
深める学習会を実施した。各回募集で「東区のむかし語り～かっぱ伝説
あったてんがの」，「山の下今昔まちあるき～輝いていた昭和の時代」，「冬
休みスペシャルおはなしと映写会」，「新潟市のあゆみ東区の歴史～概要
編」，桃山小学校総合学習での「桃山地区の昔の話」を実施した。

総合
8月・9月・
12月・1月・

2月
5 午前・午後 165 165

中地区地域楽

　2．学・社・民の融合 6
ふれあいスクール公民館出前型
「大形ぽてっ子サークル 特別編 味噌づくり
体験」

大形中学校ＰＴＡと共催し，保護者と地域の大人による味噌づくりと味噌を
使った料理教室を開催し，食育について意識啓発を図るとともに地域の交
流を行った。 成人 6月・11月 2 午前 19 32 ○ ○ ○

大形中，大形民生委員，
運審委員

7
サークル活動でふれ合おう
（桃山小学校総合体験学習）

桃山小学校３年生の総合学習として，公民館見学やサークル活動への参
加を通じて児童と地域の人々とのふれ合いを深めることを目的に実施し
た。5月31日・6月28日・7月12日・9月13日に実施した。手話・茶道・生け花・
将棋・卓球サークルと桃山小学校3年生がサークル体験を通じて交流し
た。

総合 6月～9月 4 午前 178 453 ○

桃山小学校

　3．家庭の教育力向上 8
乳児期家庭教育学級（第2期）
「ゆりかご学級」

乳児の保護者を対象に，保護者の学びと仲間づくりの場となる連続講座を
実施した。

成人 6月～7月 6 午前 14 75 ○

中央図書館・東区健康
福祉課

9
乳児期家庭教育学級（第4期）
「ゆりかご学級」

乳児の保護者を対象に，保護者の学びと仲間づくりの場となる連続講座を
実施した。

成人 1月～2月 6 午前 20 89 ○

山の下図書館・東区健
康福祉課

10 幼児期家庭教育学級

「うちのママは世界一！見つけよう笑顔になっちゃう子育て法～」
幼児の保護者を対象に，保護者の学びと交流の場となる連続講座を実施
した。 成人 5月～6月 5 午前 27 115

企画・実行委員6人

11 幼児期家庭教育学級（単発）
幼児の保護者を対象に，単発の講座を実施した。

成人 7月 1 午前 21 21

企画・実行委員6人

12
幼児期家庭教育学級
「親子のびのび広場」

「パパと遊ぼう！親子のびのび広場」
幼児の保護者の学びと交流の場として，また子どもの成長の場として，親
子あそびを実施。今回は，対象を父親に絞って土曜日に実施した。 総合 1月～2月 2 午前 21 27 ○

13 双子・三つ子のための家庭教育学級

双子，三つ子の年齢に応じた発達理解と子どもの間の関係性を学ぶ，ま
た，日々の子育ての悩みや不安の軽減につながるよう，話し合いを通じて
仲間づくりや自分自身の生き方を考える機会とした。3回目は公開講座（ミ
ニコンサート・絵本の読み聞かせ）を実施した。

成人 3月 3 午前 13 84 ○

企画・実行委員５人，山
の下図書館，中央図書
館

14 小学生期家庭教育学級

小学生期の子どもの発達課題や接し方，親のあり方等について学ぶ，連
続講座を実施した。

成人
11月～12

月
4 午前 26 72 ○

備考

平成２９年度事業実施状況（最終報告）

重点化 № 事業名 事業の目的・内容 対象
H２９実施状況

実施月

連続講座 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

毎回募集 

資料1-1 

連続講座 

連続講座 
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15 保育連絡会

各事業の保育室運営を円滑に行うため，保育者との情報交換会を実施し
た。

成人 4月 1 午前 6 6

16 子育てサロン「ひだまり」

ボランティアスタッフの協力により，保育室を会場に未就園児と保護者の仲
間づくりや情報交換の場を提供。保健師の育児相談や絵本の読み聞かせ
などを実施した。 総合 4月～3月 50 午前 12.6 631 ○ ○

東区健康福祉課，山の
下図書館，活動協力員

17 子育てサロン「ひだまり」スペシャル

子育てサロン「ひだまり」を周知するための単発のイベント。10月26日に
「人形劇３びきのこぶた」を実施した。

総合 10月 1 午前 49 49 ○

人形劇サークル「みっく
すじゅうす」

18 子育てサロン「共育（ともだち）ひろば」

ボランティアサポーターや大形地区の民生委員の協力により，大形まちづ
くりセンターを会場に，未就園児と保護者の仲間づくりや情報交換の場を
提供した。 総合 4～3月 39 午前 12.9 503 ○ ○

大形民生委員・マミーズ

19
子育てサロン「共育（ともだち）ひろば」スペ
シャル

子育てサロン「共育（ともだち）ひろば」を周知するために，単発のイベント
を開催。7月5日に「わいわい元気に！七夕運動会」を実施した。

総合 7月 1 午前 15 15 ○ ○

新潟県立大学

20 おはよう朝ごはん料理講習会

早寝早起き朝ごはん運動の推進を目的に，親子を対象として栄養バランス
を考えたメニューの調理実習を桃山小で開催した。

総合 11月 1 午前 27 27 ○

桃山小校区ｺﾐｭﾆﾃｨ協議
会

　4．青少年の生きる力育成 21 ジュニア将棋教室

日本文化としての将棋を学ぶとともに，基本的な礼儀や社会的なルールを
身につけることを目的に，連続講座を実施した。

少年 4月～3月 18 午前 35 295 ○

日本将棋連盟・新潟市
将棋普及協議会，学生
ボランティア（新潟大学
将棋部）

22
少年体験事業
「きらきらチャレンジ」

調理実習や工作などの体験活動を通して，自ら考え取り組む姿勢を育む，
また異年齢での集団活動の中で，協調性や社会性を身につける機会とす
ることを目的に，7月25日は「新潟の木でつくる白鳥モビール」，8月19日は
「モーターで動く！ブラシカー&カーレース」を実施した。12月26日は「アグリ
クラフト稲わらでつくるお正月かざり」を実施した。

少年
7月，8月，

12月
3 午前 53 53

23 子ども学習会

定時に公民館に通うことで，長期休暇中も規則正しく過ごす習慣をつける，
学校から出された宿題をやりきることで，休暇終了後に自信を持って学校
に行けるようにすることを目的に，夏季は8月1日・～4日の4日間，山の下
小・桃山小５・６年生を対象に実施した。冬季は12月25日～28日の4日間，
同小学校４・５・６年生を対象に実施した。

少年 8月・12月 8 午前 16 55

新潟県生涯学習推進協
会

24
青少年の居場所事業
「ホットプレイス」

学校や家庭以外に，こどもたちが安心できる「居場所」を設けた。また地域
の大人と子どもがふれあえる場とした。

少年 4月～3月 347
午前・午後・夜

間
17.7 6,144

25 学習室開放事業

青少年の個人学習の支援を目的に，公民館の会議室を学習スペースとし
て提供した。

少年 4月～3月 167
午前・午後

夜間
2.2 363

26
少年体験事業
「大形ぽてっ子サークル（連続版）」

体験活動を通して自ら考え，取り組む姿勢を育む，また異年齢での集団活
動の中で，協調性や社会性を身につける機会とするため，キャンプや工作
体験などを連続講座で開催した。 少年 6月～8月 4

午前・午後・夜
間

31 98

新潟県立大学

　5．高齢者の学習・
　　社会参加支援

27 セカンドライフ農業体験講座

退職する世代の生きがいづくり，仲間づくり，健康づくりを目的に，農業体
験講座を開催した。

成人 4月～10月 7 午前 19 124

28 ちいきのサロン「この指とまれ」

中高年の社会参加を促し，交流の輪を広げること，個人の経験や能力を
生かし，生きがいを持って生活できることを目的に開催した。公民館版の
「地域の茶の間」であり，自由な歓談を中心に，ときどき講演会やイベント
を実施した。

高齢者 4月～3月 24 午前 15.7 377 ○

活動協力員

自由参加 

自由参加 

連続講座 

毎回募集 

自由利用 

自由利用 

連続講座 

連続講座 

自由参加 

連続講座 

平均 

平均 

平均 

平均 

平均 
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29 老化STOP！健康づくり体操

体操を通して，健康を意識する機会を提供するとともに，交流の輪を広げ，
仲間づくりを図るため，「総踊り体操」を12月11日に実施した。

高齢者 12月 1 午前 24 24 ○

高齢者支援課

　7．その他 30
東区子育てサロンボランティアスタッフ研修
会（養成含む）

東区子育て支援ボランティアを対象に研修会を開催し，ボランティアのスキ
ルアップとともに情報交換と交流の場を提供した。11月7日・11月14日・11
月21日に実施した。 成人 11月 3 午前 19 36

石山地区公民館と共催

31
あなたもはじめてみませんか「やさいづく
り」講演会

野菜作りが，・健康づくり，仲間づくりに役立ち，生きがいづくりにつながる
こと・食や農業に関心が深まり，精神的にも豊かな生活を送れるようになる
ことを知ってもらい，家庭菜園等に取り組むきっかけを創ることと，新潟市
の農業（野菜，果樹中心に）を知ってもらい，地産地消に資することを目的
に開催した。

総合 3月 1 午前 13 13

32 健康麻雀教室

麻雀をプレーすることにより，頭と手先を使い，人と会話することで脳の活
性化を図り，認知症の予防やコミュニティづくりに役立てることを目的に開
催した。自主グループ化することにより公民館利用の活性化を図った。 総合 3月 3 午後 32 85

新潟健康麻雀協会

33 文化祭

公民館の定期使用団体（サークル）の作品展示，音楽芸能活動の発表会
など。
10月29日の音楽芸能カラオケ発表会は395人が参加，11月4日5日の作品
展示は466人が参加。11月11日の社交ダンスパーティーは31人が参加。11
月5日のチャリティバザーは165人が参加した。

総合 10～11月 5
午前・午後・夜

間
1,057 1,057

中地区公民館使用団体
連絡協議会

34 定期使用団体研修会

公民館利用についての意見交換会と次年度の定期利用の説明会。11月
11日に実施した。

成人 11月 1 午後 58 58

中地区公民館使用団体
連絡協議会

35 サークル体験学習会

公民館の定期使用団体（サークル）の活動の活性化のため，強化月間を
設けてサークル体験会を開催し，新規会員の募集を行った。29団体，52回
実施。 総合 3月 52

午前・午後・夜
間

88 660

中地区公民館使用団体
連絡協議会

36 自主グループ育成事業

公民館の定期使用団体（サークル）の新規会員募集を支援するため，サー
クル体験会の実施について広報や助言等を行った。7団体，15回実施。

総合 6月～1月 15
午前・午後・夜

間
1.2 18

中地区公民館の定期使
用団体

798 2,334 12,092合計

自由参加 

自由参加 

平均 

連続講座 
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石山地区公民館
連 携

回数 時間帯
参加者数

( 人)
延参加者数

( 人)
市・区

学校・地域教
育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

コミ協・自治
連・老人会等

運審委員・活
動協力員・ボ
ランティア

　1．地域コミュニティ活動の
　　　活性化支援

1 お互いさまネット石山

高齢化によって発生する地域の問題を把握し、コミュニティ協議会を中心にした支
え合いの地域づくりを目指す。

総合 5～6月 5 午前・午後 173 173 ○

石山管内４コミュニティ協
議会

2
「すごぼり」の桜並木を歩こう
（4/15雨天中止）

コミュニティ協議会等と連携し、地域コミュニティ活動の活性化及び地域の子どもと
おとなの交流を深める機会とする。 総合 中止 ○ ○

南中野山小学校区コミュ
ニティ協議会、同校
PTA、東区社会福祉協
議会　他

3 親子で笹団子づくり

郷土料理である笹団子の調理を通して、地域の子どもとおとな、また子ども同士、
おとな同士が交流し合う機会とする。 総合 6月 1 午前 40 40 ○ ○

南中野山小学校区コミュ
ニティ協議会

4 ご近所だんぎ

地域で支えあうまちづくりを考える。地域の課題を解決できるよう、テーマを決め、
皆で話し合いを行う。 総合

4月～3月
(5・12月除く）

10 午後 44.3 443 ○

ご近所だんぎ世話人(東
区地域住民)、東区社会
福祉協議会

5 茶の間の学校同窓会

前年度，少子超高齢社会がもたらす不安と孤立を解消する「地域の茶の間」を
テーマに地域の居場所づくりやお互いさまの人間関係を学ぶ「茶の間の学校」に
参加した受講生のその後の活動成果を発表し、交流をはかる。地域活動のヒント
をみつける。

成人 8月 1 午前 22 22 ○ ○

地域包括ケア推進課、
実家の茶の間

6 石山地区芸能まつり

石山地区公民館利用団体のみならず、地域で活動する音楽・芸能団体が日頃の
学習の成果を発表することで地域住民への文化の還元にもつなげる。 総合 5月 1 午後 150 150  　 ○

石山地区芸能まつり実
行委員会

7
ファインダーのこっち側
（【夏編】・【秋編】・【冬編】）

カメラや写真等のメディア（ツール）を通じ，撮影等で人とコミュニケーションをとるこ
とのおもしろさや，被写体となる地域の自然そのもののすばらしさ等に気づく。 総合 7・11・2月 3 夜 49.0 147 ○

参加経験者によるボラン
ティア

8 コミュニティ講座(IshiyamaいいねLIFE)

話し合いの場を初回に設け，参加者同士の交流を図る。他に地場産素材を使った
食や地域の風景・人を題材とした写真などの講座により，地域や人の魅力を見つ
け活かす機会をつくる。

総合 5月～6月 3 午前 15 33 ○ ○

石山図書館

9 紙ヒコーキ選手権

江南小学校を会場に子どもから大人まで自分でつくることのできる紙ヒコーキを通
じて世代をこえた交流の場をつくる。 総合 11月 1 午後 135 135 ○ ○

江南小学校区コミュニ
ティ協議会、江南小学校

10
さきがけ秋の木工塾
～小鳥笛などを作ろう～

参加者に体験から学ぶ機会を提供するとともに，参加者並びに来訪（見学）者との
相互交流を図る。 総合 9月 1 午前・午後 73 73

11 ＴＡＭｉさんのドタミファソラシド音楽会

参加者に音楽を楽しむ機会を提供するとともに，参加者並びに来訪（見学）者との
相互交流を図る。 総合 9月 1 午前 85 85

12 minaさんとつくるワクワクバルーンアート

参加者に気軽に作品作りを楽しむ機会を提供するとともに，参加者並びに来訪
（見学）者との相互交流を図る。 総合 10月 1 午前・午後 20 20

13 スイーツデコレ大作戦

体験を通じた講師や参加者（大人と子ども）の相互交流の機会の提供。
地域の身近なプロ（達人）とふれあいその存在と地域のすばらしさについて知る。 総合 2月 1 午後 31 31 ○

中野山小学校

　2．学・社・民の融合 14
ふれあいスクール公民館出前型
〔ふれあい教室（お茶）〕

学校を会場に、公民館と学校が協働して講座を開催することで、地域住民との交
流やふれあいのきっかけとする。（東中野山総学校文化祭ふれあい教室でのミニ
お茶会）

成人 10月 1 午前 36 36 ○ ○

東中野山小学校、学校
支援ボランティア

15
学・社・民融合の学校出前講座
〔夏休みお楽しみ物づくりの会〕

学校を会場に、公民館と学校、地域住民が協働し、工作等の地域の達人が小学
生に教えることで交流をはかる。（ブローチ等の小物づくりやベニア板ペイント） 総合 8月 1 午前 25 25 ○ ○

東中野山小学校、学校
支援ボランティア

16 地域と学校パートナーシップ事業

学校施設における保護者と地域住民交流やふれあいのきっかけづくりを目的に，
校庭の花壇整備と採取したラベンダーを使ってポプリをつくる。講師として，公民
館から活動協力員を紹介。

成人 7月 1 午前 5 5 ○ ○

石山中学校、活動協力
員

17 地域と学校パートナーシップ事業

当館利用サークル・中央図書館職員が小学校で読み聞かせ講習会を開催し，地
域・保護者の方に読み聞かせについての学びの場を提供することで，学校・図書
館との連携と地域への学びのアウトリーチをはかる。

成人 1月 1 午前 20 20 ○ ○

江南小学校，ぐりとぐら

　3．家庭の教育力向上 18
乳児期家庭教育学級（第3期）
「ゆりかご学級」

乳児の保護者を対象に、保護者の学びと仲間づくりになる連続講座を開催する。

成人 10月～11月 6 午前 26 133 ○

石山地域保健福祉セン
ター

19 幼児期家庭教育学級

幼児の保護者を対象に、保護者の学びと交流の場となる連続講座を開催する。

成人 9月 3 午前 24 55 ○

保育者

20 子育てサロン「りんごランド」

ホールを使い、０歳から未就園児までが思い切り体を使って遊べる親子の居場所
と情報交換や仲間づくりの場とする。

総合 4月～3月 12 午前 26.1 313 ○ ○

石山地域保健福祉セン
ター、子育てサロンボラ
ンティアスタッフ

21 子育てサロン「いちごランド」

保育室を使い、０歳から未就園児までの親子の居場所と情報交換や仲間づくりの
場とする。

総合 4月～3月 21 午前 22.1 464 ○

ぐりとぐら、石山地域保
健福祉センター、子育て
サロンボランティアスタッ
フ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年度事業実施状況　　(最終報告）                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　

重点化 № 事業名 事業の目的・内容 対象 実施月 備考

H２９実施状況

連続講座 

連続講座 

連続講座 

自由参加 

自由参加 

自由参加 

一部公開講座 

平均 

平均 

平均 

平均 

連続講座 

毎回募集 
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石山地区公民館

連 携

回数 時間帯
参加者数

( 人)
延参加者数

( 人)
市・区

学校・地域教
育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

コミ協・自治
連・老人会等

運審委員・活
動協力員・ボ
ランティア

　3．家庭の教育力向上 22 おはよう朝ごはん料理講習会

地域住民や子どもたちを対象に、栄養バランスを考えた料理講習会を開催し、早
寝早起き朝ごはん運動を推進する。

総合 8･11･12月 3 午前 73 73 〇 ○ 　

江南小学校区コミュニティ
協議会、牡丹山小学校区コ
ミュニティ協議会、木戸地
域コミュニティ協議会

23 保育者日程調整会

保育室運営のため、保育者と、情報交換や日程調整の会議を開催する。

成人 4・8月 2 午前 18 21

24 石山あそび隊

工作やレクリエーション、調理など様々な体験活動を通じて、子どもの豊かな心を
育む。

少年 7～8月 3 午前・午後 69 69 ○

25 キッズ・ヒップホップ

ダンスの練習を通じて、異年齢の子ども同士の交流を図る。また、ステージで発表
することで自信や達成感につなげる。

少年 7～10月 7 午後 18 115 ○

国際音楽エンタテイメン
ト専門学校

26 青少年の居場所づくり

公民館の談話室を，子どもたちが安心して遊びや勉強等ができる「居場所」とし，
交流のできる場とする。

総合 通年 347
午前・午後・

夜間
12.0 4150

27 学習室開放事業

公民館の1室を学習室として開放し，個人学習の支援をはかる。

少年 通年 347
午前・午後・

夜間
2.4 830

　5．高齢者の学習・
　　 社会参加支援

28 アクティブシニア　ペルビックヨガ

シニア世代の生きがいづくりのため、身体を使う軽運動などの連続講座を開催す
る。

総合 11～12月 4 午後 24 73

29 遊わ塾　みんなでカーリンコン

頭や体を使ってストレスを発散でき、生きがいとネットワークづくりも図れるような趣
味講座を開催する。

高齢者 6～7月 4 午前 36 127 ○

活動協力員

　6．現代的課題 30 石山文学講座（万葉集に関するもの）

地域住民の教養・趣味がひろがるような講座として開催する。また、継続して取り
組めるよう、サークル活動化を支援する。 成人 1～2月 2 午前 36 55 ○

企画委員

31 働く世代応援講座(働き女子の美活いろは塾)

職場と家との往復以外の人間関係を築き、普段利用しない世代の方たちが公民
館を訪れるきっかけとする。身体とこころを癒すとともに、学んだことを仕事や暮ら
しに活かす。

成人 11～12月 4 夜間 24 80

　

32 暮らしが変わるかたづけ術
かたづけを学ぶことで「時間」「お金」「心のゆとり」を持ち、人との繋がり・交流を促
進する。行動変容を促し生活の質(QOL)をあげる。

成人 12月 2 午前 28 42

　

33 カラダ改善！ペルビックヨガ 公民館利用のきっかけづくり，運動不足解消および健康維持。 成人 1月 2 午後 40 62

　7．その他 34
公民館へいってみよう！
～イシヤマ初夏のカン（館）まつり～

住民の公民館デビューのきっかけづくり、公民館定期利用団体（サークル）の活性
化を目的に、サークル体験会を開催する。 総合 7月 1

午前・午後
・夜間

231 231 ○
石山地区公民館利用団
体連絡協議会

35 第３８回文化祭
定期利用団体の作品展示や音楽芸能の発表会を通じ，学習の成果を地域に発表
することで学びの還元もはかる。 総合 9～10月 1 午前・午後 1,443 1443 ○ ○

石山地区公民館利用団
体連絡協議会，東区プラ
ザ

36 石山地区野球大会
野球大会を通じ、健康増進をはかり、石山地区管内で活動する団体の親睦・交
流・連帯意識を深め.る。 総合 7～9月 1 午前・午後 325 325 ○

石山地区野球連盟

37 自主グループ育成事業
事業共催により，自主グループの活動育成と支援をはかる。

総合 随時 16 午前 324 577 ○
石山地区公民館利用団
体連絡協議会

38
３（トリプル）スロー健幸教室
（東区健康福祉課・石山地区公民館シェイ
クハンズ事業）

スローフード・スローライフ・スロートレーニングをテーマに，シニア世代の生きがい
や健康づくりのきっかけとする。
（東区健康福祉課とのＷ主催事業（関係経費はすべて同課が負担））

高齢者 1～2月 4 午後 36 120 ○
東区健康福祉課，石山
地域保健福祉センター

39
協議会共催事業
〔明治の新潟史講座〕

新潟の歴史のおもしろさやすばらしさ，学ぶことの楽しみを知るともに，講師や参
加者の相互交流により学びを通じた新たな出会いや関係づくりのきっかけとする。 総合 6～10月 5 午前 118 341 ○

石山地区公民館利用団
体連絡協議会

40
協議会共催事業
〔私の筋肉活性化講座〕

参加者に寝たきりにならないためにどうすることが良いのかを理論と実践で提案
し，講師や参加者の相互交流により学びを通じた新たな出会いや関係づくりの
きっかけとする。

総合 10～11月 3 午後 42 87 ○
石山地区公民館利用団
体連絡協議会

合計 833 3921 11,224

平成２９年度事業実施状況(最終報告）

　4．青少年の生きる力育成

重点化 № 事業名 事業の目的・内容 対象 実施月

H２９実施状況

備考

毎回募集 

毎回募集 

自由利用 

自由利用 

連続講座 

毎回募集 

毎回募集 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

平均 

平均 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

連続講座 
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木戸公民館

連 携

回数 時間帯
参加者数

( 人)
延参加者数

( 人)
市・区

学校・地域教
育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

コミ協・自治
連・老人会等

運審委員・活
動協力員・ボ
ランティア

　1．地域コミュニティ活動の
　　　活性化支援

1 三世代交流音楽芸能祭

木戸地域の小・中学校・PTA・コミ協，地域の芸能団体が協働し，音楽・芸能をとお
して三世代の交流を図る。 総合 11月 1 午前・午後 257 257 ○

木戸地区音楽芸能文化
祭実行委員会

　3．家庭の教育力向上 2 子育てサロン「木戸っこくらぶ」

自由遊び・公民館活動サークルのボランティアによる絵本の読み聞かせ等のプロ
グラムで，子育て中の親の情報交換と交流をはかる。

総合 通年 12 午前 2 24 利用団体ぐりとぐら

合計 13 259 281

重点化 実施月

H２９実施状況

対象 備考№ 事業名 事業の目的・内容

平成２９年度事業実施状況(最終報告）

自由参加 

平均 

資料1-2 
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【歳入】 （単位：千円）

予算 決算

① ② 金額 （％）

2,423 2,225 △ 198 -8.2%

中 1,118 1,055 △ 63 -5.6%

石山 1,170 1,077 △ 93 -7.9%

木戸 135 93 △ 42 -31.1%

雑　入 403 376 △ 27 -6.7%

【歳出】 （単位：千円）

当初予算 現計予算 決算 予算残額 執行率

③ ④ ③－④ （％）

9,334 9,715 9,581 134 98.6%

中 3,735 4,192 4089 103 97.5%

石山 5,599 5,523 5492 31 99.4%

2,721 2,721 2,713 8 99.7%

中 1,748 1,844 1855 -11 100.6%

石山 973 877 858 19 97.8%

維持管
理費

東区計 中・石山・
木戸の管
理委託経
費 ， 審 議
会経費等

事業費

東区計

事業実施
の経費

区　分 館別 備考

　コピー機・印刷機の
使 用料

東区公民館　Ｈ２９年度　決算概要

区　分 館　別
差引②－①

使用料

東区　計

　貸館使用料

備考

東区　計

資料1-3 



中地区公民館

連 携

市・区
学校・地域教育ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

コミ協・自治連・老
人会等

運審委員・活動協
力員・ボランティア

　1．地域コミュニティ活動の
　　　活性化支援

1 コミュニティコーディネーター育成事業 地域活動の担い手の新たなネットワークづくりを行う。 成人 1 12月 午後 ○

2 コミュニティ協議会等との共催事業 地域住民の交流を目的に、コミュニティ協議会等と共催し開催。 総合 1 7月 午後 ○ ○
山の下まちづくりセンター，山
の下コミュニティ協議会，桃山
コミュニティ協議会

3 アクティブシニア講座
現役～リタイア世代を対象に，生きがいづくり・健康づくりのため，趣味講座
や健康講座を開催する。

総合 4 9月～12月 午後 ○

4 ユースセミナー
若者対象事業。地域で働く方の話を体験を交えながら聞くことで，参加者自
身の視野や可能性を広げる。

青年 3 11月～12月 夜間

5 地域のたから再発見事業
地域学習サークル「中地区地域楽」と連携し，参加者が地域への関心を高
め理解を深める内容の講座を実施。
民話講座の開催や「まち歩き」など。

総合 2 5～6月 午前・午後 ○ 中地区地域楽

　2．学・社・民の融合による
人づくり，地域づくり

6
コミュニティ協議会等との共催事業
「大形ぽてっ子サークル 特別編」

地域団体等と共催し，味噌作りと味噌を使った料理教室を開催し，地場産
野菜を知ると共に，地域と世代間交流を行う。

成人 2 6月・11月 午前 ○ 大形中ＰＴＡ

7 サークル活動でふれ合おう
桃山小学校３年生の総合体験学習として，公民館の見学やサークル活動
への参加を行い，児童と地域の人々とのふれ合いを深める。

総合 4 5～9月 午前 ○ 桃山小学校

　3．家庭の教育力向上 8 乳児期家庭教育学級（第2期，第4期） 乳児期の家庭教育について考える。保護者対象の連続講座を開催。 成人 各期6
6～7月
1～2月

午前 ○ 東区健康福祉課

9 幼児期家庭教育学級 幼児期の保護者の学びと交流の場。保護者対象の連続講座を開催。 成人 5 5～6月 午前

10
幼児期家庭教育学級
「親子のびのび広場」

幼児期の保護者の学びと交流の場とし，また父親等が参加しやすい土曜
日に開催し，子育ての参画を促す機会とする。ミニ運動会やクリスマスイベ
ント，親子あそびの実施。

総合 3 12～2月 午前 ○

11 小学生期家庭教育学級
小学生期の子どもの発達課題や接し方，親のあり方等について学ぶ，連続
講座を開催。

成人 4 11～12月 午前 ○

12 保育者連絡会
各事業の保育室運営を円滑に行うための，保育者との情報交換会を開
催。

成人 1 4月 午前

13 子育てサロン「ひだまり」
ボランティアスタッフの協力により，保育室を会場に未就園児と保護者の仲
間づくりや情報交換の場を提供。保健師の育児相談や絵本の読み聞かせ
などを実施。

総合 50 通年 午前 ○ ○
山の下図書館，東区健康福祉
課，ボランティアスタッフ

14 子育てサロン「ひだまり」スペシャル
子育てサロン「ひだまり」を周知するために，単発のイベントを開催。人形劇
サークルによる発表会を実施。

総合 1 10月 午前 ○
人形劇サークルみっくすじゅう
す

15 子育てサロン「共育（ともだち）ひろば」
ボランティアサポーターや大形地区の民生委員の協力により，大形まちづく
りセンターを会場に，未就園児と保護者の仲間づくりや情報交換の場を提
供。

総合 39 通年 午前 ○
東区健康福祉課，ハンドベル
サークルマミーズ，ボランティア
スタッフ

16
子育てサロン「共育（ともだち）ひろば」スペ
シャル

子育てサロン「共育（ともだち）ひろば」を周知するために，単発のイベントを
開催。地元活動サークルによるハンドベルコンサートを開催。

総合 2 7月・12月 午前 ○
ボランティアスタッフ，新潟県立
大学学生，東区健康福祉課

17 おはよう朝ごはん料理講習会
早寝早起き朝ごはん運動の推進を目的に，親子を対象に栄養バランスを
考えたメニューの調理実習を開催。（大形小・桃山小）

総合 2 9月・１１月 午前 ○
大形地区コミュニティ協議会，
桃山地区コミュニティ協議会

平成３０年度事業計画

重点化 № 事業名 事業の目的・内容 対象 実施予定月 時間帯回数 備考

毎回募集 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

連続講座 

自由参加 

自由参加 

毎回募集 

連続講座 
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中地区公民館

連 携

市・区
学校・地域教育ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

コミ協・自治連・老
人会等

運審委員・活動協
力員・ボランティア

平成３０年度事業計画

重点化 № 事業名 事業の目的・内容 対象 実施予定月 時間帯回数 備考

資料2-1 

　4．青少年の生きる力育成 18 ジュニア将棋教室
日本文化としての将棋を学ぶとともに，礼儀や社会的なルールを身につけ
る機会とすることを目的に，小中学生対象の連続講座を開催。

少年 10 4月～10月 午前 ○
新潟市将棋普及協議会と共
催。協力：日本将棋連盟，新潟
大学学友会将棋部

19
少年体験事業
「きらきらチャレンジ」

体験活動を通して自ら考え，取り組む姿勢を育む。また異年齢での集団活
動の中で，協調性や社会性を身につける機会とする（工作）

少年 3
7月，8月，12

月
午前

20 子ども学習会
長期休暇中も規則正しく過ごす習慣をつける，宿題をやりきることで，休暇
終了後に自信を持って学校に行けることを目的に開催。

少年 2
7月～8月，

12月
午前 ○ 新潟県生涯学習協会

21
青少年の居場所事業
「ホットプレイス」

公民館に学校や家庭以外の「空間」を設け，地域の大人と子どもがふれあ
うフリースペースを提供。

青年 347 通年
午前・午後・

夜間
○ 山の下中学校

22 学習室開放事業
青少年の個人学習の支援を目的に，公民館の会議室を学習スペースとし
て提供。

青年 158 通年 午前・午後 ○ 山の下中学校

23
少年体験事業
「大形ぽてっ子サークル（連続版）」

体験活動を通して自ら考え，取り組む姿勢を育む。また異年齢での集団活
動の中で，協調性や社会性を身につける機会とする。工場見学や工作体
験などを連続講座で開催。

少年 4 7～8月
午前・午後・

夜間
○

協力：新潟県立大学学生，東
新潟火力発電所，せんべい王
国

24 ちいきのサロン「この指とまれ」
中高年の社会参加を促し，経験や能力を生かすことにより，地域の輪を広
げるとともに，生きがいを持つことを目的とする。公民館版「地域の茶の
間」。

高齢者 26 通年 午前・午後 ○
法務省人権啓発活動地方委託
事業

　6．現代的課題 25 人権啓発事業
障がい児・者の自立支援の現状と課題について支援団体や障がい者施設
関係者による講演会を開催し，市民への啓発を行う。

総合 1 10月 午後

　7．その他 26 文化祭
音楽芸能カラオケ発表会，展示＋お茶席，社交ダンスパーティーを開催す
る。

総合 4 10～11月
午前・午後・

夜間
○

中地区公民館使用団体連絡協
議会

27 サークル体験学習会
自主グループの活動育成強化月間を設け，体験会の開催により活動を支
援する。

成人 1 3月
午前・午後・

夜間
○

中地区公民館使用団体連絡協
議会

28 定期使用団体研修会 公民館利用についての意見交換と次年度の定期利用の説明会を開催。 総合 1 11月 午後
中地区公民館使用団体連絡協
議会

29 自主グループ育成事業
自主グループの活動育成を支援するため，体験会の実施について広報や
助言等を行う。

総合 3 6～11月
午前・午後・

夜間
中地区公民館使用団体連絡協
議会

合計 684

連続講座 

毎回募集 

自由利用 

自由利用 

連続講座 

自由参加 

自由参加 

自由参加 

毎回募集 
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石山地区公民館
連 携

市・区
学校・地域教
育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

コミ協・自治
連・老人会等

運審委員・活
動協力員・ボ
ランティア

　1．地域コミュニティ活動の
　　　活性化支援

1 お互いさまネット石山

高齢化によって発生する地域の問題を把握し、コミュニティ協議会を中心にした支
え合いの地域づくりを目指す。

総合 4 午前 6～7月 ○

石山管内４コミュニティ協
議会（中野山・東中野山・
南中野山・江南小学校区
コミ協）

2 「すごぼり」の桜並木を歩こう（4/14）

コミュニティ協議会等と連携し、すごぼりの桜並木の散策・ゴミ拾いを通じて，地域コ
ミュニティ活動の活性化及び地域の子どもとおとなの交流及び環境美化意識を深
める機会とする。

総合 1 午前 4月 ○ ○

南中野山小学校区コミュ
ニティ協議会、同校
PTA、東区社会福祉協議
会　他

3 親子で笹団子づくり

郷土料理である笹団子の調理を通して、地域の子どもとおとな、また子ども同士、
おとな同士が交流し合う機会とする。 総合 1 午前 6月 ○ ○

南中野山小学校区コミュ
ニティ協議会

4 ご近所だんぎ

地域課題をテーマとして取り上げ，学習・話し合いを行うことで，地域で支えあうまち
づくりについて考えるきっかけとする。 総合 11 午後

4月～3月
(12月除く）

○

ご近所だんぎ世話人(東
区地域住民)

5 紙ヒコーキ選手権

子どもから大人までが作ることができ，一緒に楽しむことができる紙ヒコーキを通じ
て，江南小学校区での多世代交流の場とする。

総合 1 午後 11月 〇 〇

江南小学校区コミュニ
ティ協議会

6 石山地区芸能まつり

石山地区公民館利用団体のみならず、地域で活動する音楽・芸能団体が日頃の
学習の成果を発表することで地域住民への文化の還元にもつなげる。 総合 1 午後 5月  　 ○

石山地区芸能まつり実行
委員会

7 地域発見講座

地元住民たちが見過ごしがちな地域の魅力等を掘り起こし，郷土愛を育む。

総合 未定 未定 1月～3月

　2．学・社・民の融合による人
づくり，地域づくり

8
ふれあいスクール公民館出前型

学校を会場に、公民館と学校が協働して講座を開催することで、地域と学校，そし
て地域住民間での交流やふれあいの場を創出。 成人 1 午前 未定 ○ ○

東中野山小学校、学校
支援ボランティア、公民
館利用団体等

9
学・社・民融合の学校出前講座

学校を会場に、公民館と学校、地域住民が協働し、工作等の地域の達人が小学生
に教えることで交流をはかる。 少年 1 午前 未定 ○ ○

東中野山小学校、学校
支援ボランティア

　3．家庭の教育力向上 10
乳児期家庭教育学級（第3期）
「ゆりかご学級」

乳児の保護者を対象に、保護者の学びと仲間づくりになる連続講座を開催する。

成人 5 午前 10月～11月 ○

石山地域保健福祉セン
ター

11 幼児期家庭教育学級

幼児の保護者を対象に、保護者の学びと交流の場となる連続講座を開催する。

成人 5 午前 2月～3月 ○

12 子育てサロン「りんごランド」

地域のボランティアスタッフが見守る中で，０歳からの未就園児が思い切り体を使っ
て遊べる場を提供。また，保護者の情報交換や仲間づくりの場とする。

総合 12 午前 4月～3月 ○ ○

石山地域保健福祉セン
ター、子育てサロンボラ
ンティアスタッフ

13 子育てサロン「いちごランド」

保育室を使い、０歳から未就園児までの親子の居場所と情報交換や仲間づくりの
場とする。

総合 21 午前 4月～3月 ○

ぐりとぐら、石山地域保
健福祉センター、子育て
サロンボランティアスタッ
フ

14 おはよう朝ごはん料理講習会

地域住民や子どもたちを対象に、栄養バランスを考えた料理講習会を開催し、早寝
早起き朝ごはん運動を推進する。

総合 3 午前 未定 〇 ○ 　

江南小学校区コミュニティ
協議会、牡丹山小学校区コ
ミュニティ協議会、木戸地
域コミュニティ協議会

　4．青少年の生きる力育成

15 こども体験（アロマキャンドル）

創作活動を通じて，子どもの創作意欲の向上，異年齢交流を図る。

少年 1 午前 12月

16 石山あそび隊

工作やレクリエーション、調理など様々な体験活動を通じて、子どもの豊かな心を
育む。

少年 4 午前・午後 7～8月 ○

活動協力員

平成３０年度事業計画

重点化 № 事業名 事業の目的・内容 対象 回数 時間帯 実施予定月 備考

連続講座 

連続講座 

連続講座 

自由参加 

自由参加 

毎回募集 

自由参加 

毎回募集 
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石山地区公民館

連 携

市・区
学校・地域教
育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

コミ協・自治
連・老人会等

運審委員・活
動協力員・ボ
ランティア

　4．青少年の生きる力育成

17 青少年の居場所づくり

公民館の談話室を，子どもたちが安心して遊びや勉強等ができる「居場所」とし，交
流のできる場とする。

総合 347
午前・午後・

夜間
通年

18 学習室開放事業

公民館の1室を学習室として開放し，個人学習の支援をはかる。

少年 347
午前・午後・

夜間
通年

　5．高齢者の学習・
　　 社会参加支援

21 アクティブシニア

シニア世代の生活に役立つ知識（お金・健康・相続等）を習得するため連続講座を
開催する。

総合 3 未定 11～12月

22 遊わ塾

頭や体を使ってストレスを発散でき、生きがいとネットワークづくりも図れるような趣
味講座を開催する。

高齢者 4 午前 10～11月 ○

活動協力員

　6．現代的課題 24 働く世代応援講座(美活いろは塾)

職場と家との往復以外の人間関係を築き、普段利用しない世代の方たちが公民館
を訪れるきっかけとする。身体とこころを癒すとともに、学んだことを仕事や暮らしに
活かす。 成人 4 夜間 11～12月

　

　7．その他 26 公民館へいってみよう！
住民の公民館デビューのきっかけづくり、公民館定期利用団体（サークル）の活性
化を目的に、サークル体験会を開催する。 総合 1

午前・午後・
夜間

7月 ○
石山地区公民館利用団
体連絡協議会

　 27
協議会主催事業（定期利用団体リーダー研
修会）

新潟のまちや地域の魅力・関係性に気づく機会にするとともに，定期利用団体の運
営や団体内での関係性の向上，団体同士の関係性について考える機会とする。 総合 1 午前 6月 ○

石山地区公民館利用団
体連絡協議会

28 第３９回文化祭
定期利用団体の作品展示や音楽芸能の発表会を通じ，学習の成果を地域に発表
することで学びの還元もはかる。 総合 1 午前・午後 9～10月 ○

石山地区公民館利用団
体連絡協議会

29 石山地区野球大会
野球大会を通じ、健康増進をはかり、石山地区管内で活動する団体の親睦・交流・
連帯意識を深め.る。 総合 1 午前・午後 ７月 ○

石山地区野球連盟

30 自主グループ育成事業

事業共催により，自主グループの活動育成と支援をはかる。

総合 8
午前・午後・

夜間
随時 ○

石山地区公民館利用団
体連絡協議会

合計 789

平成３０年度事業計画

重点化 № 事業名 事業の目的・内容 対象 回数 時間帯 実施予定月 備考

自由利用 

自由利用 

連続講座 

連続講座 

毎回募集 

連続講座 
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木戸公民館

重点化 連 携

市・区
学校・地域教
育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

コミ協・自治
連・老人会等

運審委員・活
動協力員・ボ
ランティア

　2．学・社・民の融合 1 三世代交流音楽芸能祭

木戸地域の小・中学校・PTA・コミ協，地域の芸能団体が協働し，音楽・芸能をとお
して三世代の交流を図る。 総合 1 午前・午後 11月 ○

木戸地区音楽芸能文化
祭実行委員会

　3．家庭の教育力向上 2 子育てサロン「木戸っこくらぶ」

未就園児とその保護者が安心して過ごせるような場を提供。ボランティアスタッフに
よる読み聞かせなどを通じて交流を図る。

総合 10 午前
通年
(11・12月休
み)

利用団体ぐりとぐら

合計 11

平成３０年度事業計画

№ 事業名 事業の目的・内容 対象 回数 時間帯 実施予定月 備考

自由参加 
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【歳入】 （単位：千円）

Ｈ29当初
予算

Ｈ30当初
予算

① ② 金額 （％）

2,423 2,229 △ 194 -8.0%

中 1,118 1,128 10 0.9%

石山 1,170 967 △ 203 -17.4%

木戸 135 134 △ 1 -0.7%

雑　入 403 362 △ 41 -10.2%

【歳出】 （単位：千円）

Ｈ29当初 Ｈ30当初

③ ④ 金額 (％)

9,334 9,033 △ 301 -3.2%

中 3,735 3,620 △ 115 -3.1%

石山 5,599 5,413 △ 186 -3.3%

2,721 2,258 △ 463 -17.0%

中 1,748 1,359 △ 389 -22.3%

石山 973 899 △ 74 -7.6%

※中：セカンドライフ農業体験講座（H29予算297千円）終了

 中・石山・木戸の管
理 委託経費，審議会
経費等

 事業実施の経費

維持管
理費

東区計

事業費

東区計

東区公民館　Ｈ30年度　予算概要

区　分 館　別
増減②－①

備考

使用料

東区　計

　貸館使用料

備考

東区　計
　コピー機・印刷機の
使用料

区　分 館別
増減④－③

資料2-3 



平成３０年度 新潟市公民館事業の基本方針 
 

 

１ はじめに 

新潟市は、新潟市教育の大綱（対象期間：平成 27 年度～31 年度）で、目指す市民の姿を

「生涯を通じて学び育つ、創造力と人間力あふれる新潟市民」とし、取り組みの方針に「学・

社・民の融合による教育の推進」を掲げました。また、新潟市総合計画「にいがた未来ビジ

ョン」（計画期間：平成 27 年度～34 年度）では、目指す都市像の一つである「市民と地域

が学び高め合う、安心協働都市」を実現するために「学・社・民の融合による教育を推進す

るまち」を政策の一つに位置付けています。 

新潟市教育委員会は平成 27 年 3 月、新潟市教育ビジョン第 3 期実施計画を策定し、生涯

学習の目指す方向を、「公民館などの学びの場を核とした、絆づくりと活力あるコミュニティ

の形成」と「現代的・社会的課題やライフステージなど一人一人の多様なニーズに応じた学

習機会の充実」、「学校での地域活動拠点づくりや職員の資質向上など、生涯学習・社会教育

の推進を支える基盤整備」と定めています。 

新潟市公民館は平成 22 年９月に「地域に出かけ、住民と一緒に考え、地域の絆づくりを

支援する公民館」を宣言しました。 

人口減少、少子・超高齢社会を迎え、子どもをはじめ高齢者まで誰もが健康で安心して暮

らせるまちづくりの必要性が高まっています。このような中、これからの公民館は、単に学

ぶ場だけではなく、地域課題や生活課題の把握に努め、これまで以上に地域に寄り添い、地

域づくり・人づくりに資する事業を展開することが重要となります。 

 

２ 基本方針 

(1) 学びを通じた地域の絆づくりとコミュニティ活性化 

 市民と地域が、学びを通じてつながりを深め、地域課題や社会的課題に取り組む人

材を育成し、地域に絆をつくり、コミュニティの形成と活性化に努めます。 

(2)  学・社・民の融合による地域の教育力の向上 

 学校、家庭、地域そして公民館等の社会教育施設が連携・協力しながら、地域社会

全体の教育力の向上に努めます。 

(3)  市民一人一人の多様なニーズに応じた学習機会の充実 

 子育てや家庭教育の支援、青少年の健全育成や高齢者の学習機会の充実など、各世

代の学びの場の提供と支援に努めます。 

 

３ 基本施策 

 (1) 地域コミュニティ活動の活性化を支援 

(2) 学・社・民の融合による人づくり、地域づくりの推進 

(3) 家庭における教育力向上の支援 

(4) 青少年の生きる力を育む機会の充実 

(5) 高齢者の学習支援や社会参加の促進  

(6) 現代的課題を探り、問題解決を促す学習機会の提供 

 

４ 事業実施と評価 

各公民館は、基本方針を基に地域の実情やニーズにあわせた事業を実施し、事業実施後は、

事業の内容や成果について評価を行い、今後の公民館事業の充実を図ります。 
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平成３０年度 東区公民館運営方針 

 

 

【重点事業】 

①地域と連携した事業 

②地域を支える人材を育成する事業 

③子育てを支援する事業 

 

項目 内容 主な事業 

基幹公民館の業務

（中地区公民館） 

東区内の公民館の統括、

管理、庶務に関すること 

公民館運営審議会 

中地区公民館の重

点事業 

地域と連携した事業 「夏まっさかりフェスタ」、地域のたか

ら再発見事業、ぽてっ子サークル特別

編（味噌づくり） 

地域を支える人材の育

成事業 

コミュニティコーディネーター育成講

座、ユースセミナー 

子育て支援事業 

 

ゆりかご学級(Ⅱ期・Ⅳ期)、幼児期家

庭教育学級、小学生期家庭教育学級、

子育てサロン「ひだまり」「ともだちひ

ろば」 

石山地区公民館の

重点事業 

地域と連携した事業 「すごぼりの桜並木を歩こう」「親子で

笹団子づくり」「紙ヒコーキ選手権」 

地域を支える人材の育

成事業 

「お互いさまネット石山」「ご近所だん

ぎ」「協議会主催事業（定期利用団体リ

ーダー研修会）」 

子育て支援事業 ゆりかご学級(Ⅲ期)、幼児期家庭教育

学級、子育てサロン「りんごランド」

「いちごランド」 

木戸地区公民館の

事業 

地域と連携した事業 三世代交流音楽芸能祭 

子育て支援事業 子育てサロン「木戸っこくらぶ」 
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平成２９年度事業評価  コメント記入シート 

 

お名前 

 

 

中地区公民館運営審議会委員様 

 

いつもお世話になっております。 

平成３０年６月２０日会議資料の「平成２９年度事業評価シート（公民館別）」をご覧

いただき，各館別のご意見を賜りたいと思います。この用紙に記入後，７月３１日（火）

までに公民館まで返送願います。後日，皆様からいただいたご意見を事務局でとりま

とめます。 

 

中地区公民館について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石山地区公民館について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面もご記入願います。 



木戸公民館について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご記入ありがとうございました。 

７月３１日（火）までに返送願います。 

 

 
新潟市中地区公民館 田中直美 

〒950-0056 

新潟市東区古川町 4-12 

電話   025-250-2910 

ＦＡＸ  025-274-1202 

E-MAIL  naka.co@city.niigata.lg.jp 



平成３１年度公民館事業 提案シート 

 

お名前 

 

 

中地区公民館運営審議会委員様 

 

いつもお世話になっております。 

平成３１年度の実施事業につきまして，委員の皆様からのご意見を賜りたいと思いま

す。この用紙に記入後，７月３１日（火）までに公民館まで返送願います。後日，皆様か

らいただいたご意見を事務局でとりまとめます。 

 

事業名（仮称） 

 

 

内容 

 

 

 

 

 

 

目的・趣旨 

 

 

 

 

 

 

その他，補足説明 

 

 

 

 

 

ご記入ありがとうございました。 

７月３１日（火）までに返送願います。 

 

新潟市中地区公民館 田中直美 

〒950-0056 

新潟市東区古川町 4-12 

電話   025-250-2910 

ＦＡＸ  025-274-1202 

E-MAIL  naka.co@city.niigata.lg.jp 



 

第６９回 新潟県公民館大会の参加者募集について 

 

 

○日時：平成３０年７月１９日（木）開会 10：30～閉会 15：20 

 

○会場：新潟市江南区文化会館（江南区茅野山 3-1-14 アスパーク亀田内  

電話 025-383-1001） 

 

○交通：現地集合，現地解散 

    交通手段がない等の場合は，中地区公民館までご相談ください。 

 

○経費  

 参加費：（資料代）公費で負担します。 

    昼食代：自己負担（弁当を持参するか，予約弁当 1,000円を事前に注文） 

 

以下，記入願います（○で囲んでください）。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

参加    ・    不参加 

 

（参加する場合） 

予約弁当を頼む  ・ 頼まない 

 

     自力で行ける   ・ 自力で行けない 

 

 

６月１４日（木）正午までに電話か Eメールで中地区公民館までご連絡ください 

 

 

 

 

 

連絡先 

〒950-0056 

新潟市東区古川町 4番 12号 

中地区公民館 田中 

 

電話：025-250-2910 

FAX：025-274-1202 

メールアドレス：

naka.co@city.niigata.lg.jp 
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