
学校
地域教育ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

コミ協・自治
連・老人会

活動協力員
（人）

1 「新関夢マップ」活用・実践事業
地域の宝を生かした人材育成とネットワーク形成
（H26は「しんせき夢マップ」素材の冊子編集及び発刊） 総合 4 午前・午後 67 67 ○ 新関コミュニティ協議会

2 ＧＩＰ集会
中学校「いじめ防止問題」集会に地域住民からも参加してもらい，地域をあげての課題解決
を図るとともに，世代間交流による地域の活性化推進 総合 1 午後 592 592 ○ ○ ○ 新津第五中学校

3
プレママ学級
（ゆっくりとママにになる講座）

家庭教育の重要性を学ぶ。子育ての孤立を防ぎ，自分らしい子育てを見つける 成人 4 午前 7 17

4
乳児期家庭教育学級

（ゆりかご学級）
乳児の心身の成長を学ぶとともに家庭教育の重要性に気付き，家庭，地域による「共育」の
大切さを学ぶ 成人 7 午前 19 110 文集づくり

5
幼児期家庭教育学級
（ほかほか学級ｐａｔ１，ｐａｔ２）

幼児期の子どもの心身の発達や自我の芽生えを理解し，子育ての不安や悩みを話し合うな
ど，仲間づくりにつなげる 成人 8 午前 38 123 2 ４回×２開設

6
児童期家庭教育学級

（これから自分探しをするキミへ）
子どもの心身の発達について理解し，大人として出来ることを考える 成人 5 午前 19 66 5

7
子育てサロン
（子育て志縁隊「この指とまれ」）

親子のつながれる居場所づくり，情報交換 総合 22 午前 585 585
サポート（運営委員・活協
委員・読み聞かせ）

8 家庭教育講演会
秋葉区幼稚園ＰＴＡ連合会と共催し，就学前の子を持つ親を対象とした講演会を実施し家庭
教育の大切さを知る機会とする 総合 1 午前 70 70

秋葉区幼稚園ＰＴＡ連合
会

9 秋葉区一斉クリーン作戦 地域・家族の協働による美化活動を行い，併せて青少年の健全育成を図る 総合 1 午前 9,092 9,092 ○ 秋葉区青少年育成協議会

10 秋葉区青少年健全育成・人権啓発推進大会 子どもたちの健全育成と人権を大切にする心を醸成し，住みよい地域の創造を図る 総合 1 午後 113 113 ○ 秋葉区青少年育成協議会

11 チャレンジあきは体験隊 子どもたちの様々な体験から，創作する喜びや集団活動の喜びを感じる機会とする 少年 1 午前・午後 19 19 5
駅前商店街・新津図書館
周辺にて活動

12 こども「創造塾」（区づくり事業） 集団活動や体験教室により子ども達が自ら考え創造する力を育む 少年 5 午前・午後 602 812
金津コミ協，新関小，第一
小，結小，阿賀小

4．学・社・民の融合による人
づくり，地域づくりに資する事

13
学社民融合推進事業
（里山啓発教室）

秋葉区内の小・中学生を対象とした里山体験学習 少年 3 午前・午後 187 187 ○ ○
ＮＰＯ：森林の友の会
各校コーディネーター

14 現代的課題取組「今こそつながる支え合う」 女性の目線から見た震災について学び，防災について考える機会とする 総合 5 午前・午後 6 25

15 ためして！気づいて！やろてば隊
人との関わりをねらいとし，自分の体を知り，健康の再認識をはかり，これからの生きがいを
見つける 総合 5 午前 21 135

公民館サークル
※H26自主サークル

16
秋葉区の学び
（シニアコース・ジュニアコース）

秋葉区や他地域の様々な「宝」を学ぶことで，「宝」を大切にする意識醸成を図る 総合 4 午前・午後 13 18

17 自主グループ育成事業
新規グループの育成や既存団体の会員募集のための講座への共催・支援など団体活動の
支援 総合 2 午後 52 52

新津鉄道資料館
ボランティア養成

18 郷土の植物
にいつ丘陵の植物を観察し，里山の植物について学ぶとともに，参加者の主体的な活動か
ら学習成果を地域還元につなげる 総合 5 午前 20 86

19
秋葉区芸能祭
（おどりと民謡・古典芸能）

様々な芸能部門の成果発表の機会にするとともに，参加者，観覧者の交流を図る 総合 1 午前・午後 265 265

20 第８号「文芸あきは」発行
地域における文芸創作活動の活性化をはかるとともに、創造性豊かな潤いある心を養い、
地域文化の向上を目指す 総合 1 － 88 100 新津文芸協会

21 秋葉区文芸区民大会 区民の文芸創作活動の発表の場を提供する 総合 3 午前・午後 102 102 新津文芸協会

22 地域交流事業
地域交流事業を各種地域団体との協働により実施することで，地域のつながりを促進し人
材の育成につなげる 総合 3 午前 173 514

第五中，金津中，阿賀小
（金津小）

23 秋葉区成人式 新成人の門出を祝う 成人 1 午後 498 498

24 第８回秋葉区美術展覧会 区民の創作活動，発表の場所の提供 総合 10 午前・午後 3,085 3,085
秋葉区美術展覧会運営委
員会

25 私のまちの植物園 里山の冬の魅力や楽しみなどを学ぶ 総合 3 午後 12 35 新潟県立植物園共催

（追加）
3．青少年の健全育成に資する
事業

26 夏休み「こども自然教室」 地層や石の観察を行い楽しみながら自然を学ぶ 少年 1 午前・午後 14 14 石油の世界館友の会

27 漆器の絵付け体験教室
子ども達に体験活動の場を与えることで，社会的な視野を広め，体験活動への関心・意欲を
高める 少年 1 午前 20 20

28 秋葉区囲碁・将棋大会 参加者の技術向上と囲碁・将棋の交流を図る 総合 1 午前・午後 103 103
秋葉区囲碁将棋大会実行
委員会

109 15,882 16,905

延参加
者数
（人）

合　　　　　計

回数重点化 № 事業名 事業の目的・主旨 対象

5．現代的課題を探り，解決す
る事業

1. 地域住民のコミュニティづく
りに資する事業

（追加）
6．その他

2. 家庭教育に資する事業

3．青少年の健全育成に資す
る事業

6．その他

特記事項

平成２６年度 事業報告

連　　　　　　　携

新津地区公民館

時間帯
参加
者数
(人）
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小須戸地区公民館

学校
地域教育ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

コミ協・自治
連・老人会

活動協力員
（人）

1 コミュニティコーディネーター育成講座 地域課題に取り組んだり地域のつなぎ役となる人材の育成 総合 2 午後 28 45 ○ 2
小須戸コミ協・山の手コミ
協

2 にいがたボケ１スリッパ卓球大会 スリッパ卓球による新潟県大会 総合 1
午前・午
後

81 81 ○
スポーツ振興会
小須戸コミ協・山の手コミ

3
ありがとう公民館　キャンドルナイトｉｎこ
すど

環境問題を題材に親子で考えるきっかけづくり 総合 1
午後・夜
間

150 150 ○ ○ 1 小須戸コミ協

4 冬でも花いっぱい運動 花の植栽作業による地域団体の連携強化 総合 1 午前 23 23 ○ 山の手コミ協

5 茶の間の茶の間（中止） 地域の茶の間スタッフの交流を図る 総合

2.家庭教育に資する事業 6 ひまわりママクラブ 未就園児を持つ母を対象の家庭教育支援 成人 4 午前 6 15 1 企画委員

7 こども「創造塾」（区づくり事業） 集団活動や体験教室による子ども達が自ら考え創造する力を育む 総合 5 午前 373 373 ○ ○ 2
小須戸コミ協・山の手コミ
協

8 夏休み勉強部屋オアシス 小中高生対象の夏休み期間中での勉強部屋開放 青年 37 午前 14 14 1

9 やってみよう科学実験 長期休業期間中の様々な体験活動 総合 2 午前 62 62 ○ ○ 2
小須戸コミ協・山の手コミ
協

4．学・社・民の融合による人
づくり，地域づくりに資する事

10 新津南高等学校開放講座 現役の高校教諭から学ぶ一般教養講座や実技指導 総合 5 午前 21 82 ○ 新津南高等学校

11 あと５歳　若くみられるための習慣術
様々な視点から自分自身を見つめ，これからの生活をさらに有意義なもの
とする

総合 5 夜間 34 130
（新津地区公民館との共
催事業）　企画委員

12 高齢者生きがい講座 日々の生活に潤いと楽しみを感じてもらう行事を開催 高齢者 1 午後 80 80 ○

13 ありがとう公民館
現公民館からまちづくりセンターへの移転に伴い「ありがとう，さようなら」
記念イベントを行う

総合 2
午前・午
後

400 400 ○ ○ ○ 7
小須戸文化協会
小須戸コミ協・山の手コミ

14 おはなしのせかいへ ボランティア絵本の読み聞かせとお話し 総合 11 午前 127 127 1 協力：おはなしぽけっと

15 小須戸の歴史散歩
小須戸町史をもとに専門家から昔の小須戸町について学び地域の魅力を
再発見する

成人 3 午前 24 61 3 企画委員

16 おとなのやりなおし英語 日常使う英会話の基本を楽しく学ぶ 成人 3 午後 15 41

17 プチ書道教室 年賀状などを筆字での書き方を学ぶ 成人 2 午後 15 24

18 体験！ニュースポーツ入門 年齢を問わず，世代を越えて楽しみながらニュースポーツに親しむ 総合 25
午前・夜
間

49 426 スポーツ振興会

19 小須戸地区市民展(ありがとう公民館） 地域住民による作品展示 総合 2
午前・午
後・夜間

500 500 ○ 8 小須戸文化協会

20 小須戸地区芸能祭（ありがとう公民館） 地域住民による芸能発表会 総合 1
午前・午
後

350 350 ○ 1 小須戸文化協会

21
小須戸地区囲碁・将棋大会（ありがとう
公民館）

市民参加による囲碁・将棋大会 総合 1
午前・午
後

23 23 小須戸囲碁将棋愛好会

22 こすど地区公民館報の発行 公民館や地域の明るい話題や情報を紹介 総合 12

－ 126 － 2375 3007 6 3 7 29

6.その他

対象
連　　　　　　　携

回数

1. 地域住民のコミュニティづく
りに資する事業

3．青少年の健全育成に資す
る事業

5.現代的課題を探り，解決す
る事業

合　　　　　計

特記事項時間帯
参加者
数(人）

延参加
者数
（人）

平成２６年度  事業報告

重　点　化 No 事　　業　　名 事業の目的・主旨
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