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平成29年2月28日現在 

 昨年度から引き続き、民間企業との連携をはかりなが

ら、“ここでしか体験できない講座”を数多く提供してい

きました。また、今後の公民館利用への抵抗感を低減

させることを目的に、ニューエイジングの方々向けの講

座の内容を見直し、取り込みを強化していきました。そ

の結果、公民館登録者数の大幅増に加え、６０代までの

公民館利用者数が年々向上しました。今後も、世代を

超え、親子や夫婦など、あらゆる形態の人々が利用しや

すい公民館をめざし、講座の質、おもてなしの強化に力

を入れていきます。 

 ※ニューエイジング：子供が手を離れた中高年層 

公民館登録者数推移 年代別利用者の割合 

20%   34%    46% 

17%  29%     54% 

20%   36%    44% 

今年度の実績報告 

 将来の公民館利用者のニーズの変化に応じた公民館

運営基盤を形成するため、対象を「世代を超え、親子や

夫婦など、あらゆる形態の人々」としています。その中で

も、仕事を退職し、時間的余裕のある人やニューエイジ

ングの方々および小・中学生の取り込みを強化対象と

し、受け入れ態勢の整備を図ります。そして、４つの施策

を中心に実行することで、参加・継続率の向上と、生涯

学習の充実を目指します。 

今後の公民館 

    運営について 

世代を超え、親子や夫婦など、あらゆる形態の人々 

重点対象 

取り込み 

強化 

受入体制 

の整備 

・小・中学生 

・ニューエイジング 
 （子供が手を離れた中高年層） 

・多彩な講座の提供 

・アテンダント育成 
 （ボランティア） 

学習支援の強化
（ 講 座 へ の 参 加 回 数 ）

 × 参加・継続率の向上
（ 講 座 参 加 者 数 ）

 

生涯学習の充実 

（１） 公民館講座の質の向上 

（２） 特色ある講座の提供 

（３） 継続性の高い講座の用意 

（４） アテンダントの育成 
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 公民館では「世代を超え、親子や夫婦など、あらゆる

形態の人々」を重点対象としています。しかし、一人ひ

とりの学習に対するニーズは異なります。講座にテーマ

を持たせ、専門性を高めることによって、ほかにはない

学びが提供できます。今まで公民館を利用したことが

ない方でも、参加したくなるような幅広いメニューを用

意しています。 人口は減少していきますが、高齢者人

口は今後増えるとの予測から、ニューエイジングの取り

込みを早期段階で行うことが、積極的な公民館利用に

つながると考えます。 

（２） 特色ある講座の提供 

 同じ思いを持った人たちが集い、つながりを作るという

ことは、絆づくりや、コミュニケーション能力を向上させる

ために、欠かすことができません。今年度も、昨年度に引

き続き継続性の高い英会話講座「World Travel ENGLISH」

を開設し、つながり作りに挑戦しました。参加者アンケー

トからは、新しい方と出会い、一緒に講座に参加をするの

が楽しみという声をいただきました。この講座以外にも、

継続性の高い講座として、参加者ニーズの高い料理教

室「COOKING SCHOOL」を今年度から開設し、平日の日中

でも集まれる主婦層をターゲットに講座を展開し、子ども

向けにも週末に開催し、つながり作りやコミュニケーション

能力向上に役立てていきたいと考えております。 

（３） 継続性の高い講座の用意 

（４） アテンダントの育成 

 質の高いおもてなしと、講座運営に伴う安全確保など

の充実に欠かすことのできないのが、公民館アテンダン

トです。昨年度から本格的に実施している人材育成によ

り磨きをかけ、更なるサービスの質の向上ややりがいの

向上を図ります。 

 今後も高校生・大学生を取り組むことで、地域にとどま

らず、広域的に事業を展開し、人と人とのつながりを広

げていきます。コミュニケーション能力や自らチャレンジす

るリーダー的人財の育成を目指します。 

※アテンダント ： 世話人・案内人・接客を行う人のこと。ここでは、参

加者を“体験を通した学び”へと いざなう案内人、そして最高のサー

ビスの提供者という２つの意味を持たせてあります。 

 利用者の多様な学習機会の提供に努めるため、今後

も必要に応じて、学校・企業・他地域の人々と協力し学

習機会等の充実を図ります。 

 “体験を通した学び”を提供することで、参加者に新た

な気づきや発見を促し、自らが主体的に判断し、問題解

決を図る能力や協調性を育む講座を目指します。それら

の学習機会の提供を行う上で、専門的で質の高い講座

の開催に力を入れるとともに、事業をやりっぱなしにせ

ず、参加者から評価を得ることも大切です。それらを分

析し次へとつなげていくことで、リピーターを増やし、学習

支援を継続・戦略的に展開することで、新規利用者の開

拓にも力を入れていきます。 

（１） 公民館講座の質の向上 
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平成２８年度公民館講座の実績 

  日程 講座名 講師 参加者数 

1 5月25日 
優しい、美味しい 

リラックス中国茶(春編) 

中国茶アドバイザー 

小西 みのり 氏 
12 

2 7月20日 
暑い季節でも、すっきりさわやか 

リラックス中国茶(夏編) 

中国茶アドバイザー 

小西 みのり 氏 
6 

3 9月27日 
簡単ゆがみチェックと骨盤体操付き 

知って得する健康講座 

日本カイロプラティック連合会 

井上 栄子 氏 
14 

4 11月30日 
香りを楽しめる茶葉集めました 

リラックス中国茶(秋編) 

中国茶アドバイザー 

小西 みのり 氏 
9 

5 12月16日 
縁起飾りで迎春 

蓬莱飾り作り 

切り絵蓬莱作家 

林 栄美子 氏 
35 

6 2月22日 
寒い冬にホッ、と一息 

リラックス中国茶(冬編) 

中国茶アドバイザー 

小西 みのり 氏 
6 

   利用者合計 82 

  日程 講座名 講師 参加者数 

1 5月12日 
天井川につまった歴史のロマンとは 

河原・門前地区散策 

文化財室 

室長 村井 伸行 
6 

2 6月14日 
石川県の住所表記の不思議 

杉野屋地区散策 

文化財室 

室長 村井 伸行 
10 

   利用者合計 16 

※旧ミニミニエコツアー 

大人塾 

（蓬莱飾り作り） 

ディスカバリー・ウォーク 

（河原・門前地区散策） 
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  日程 講座名 講師 参加者数 

1 5月29日 
身近なところに生えています 

野外薬草観察会 

金沢大学医薬保健研究域薬学系 

准教授 佐々木 陽平 氏ほか 
14 

2 9月29日 
北陸学院大学 出張講座 

防災・減災コミュニティとは 

北陸学院大学 人間総合学部 

准教授 田中 純一 氏 
6 

3 1月25日 
石川県は温泉がいっぱい 

温泉の分布とその特徴 

石川県保健環境センター 

主任研究員 野口 邦雅 氏 
12 

4 3月10日 
古都 金沢の古き良き街並み 

ひがし茶屋街巡り 
金沢ボランティアガイド まいどさん 20 

   利用者合計 52 

  日程 講座名 講師 参加者数 

1 6月21日 
スターバックスコーヒーセミナー 

(アイスコーヒー編) 

スターバックスコーヒー 

イオンモールかほく店 
12 

2 10月30日 
ハロウィン気分を盛り上げよう♪ 

アイシングクッキー作り 

日本サロネーゼ協会 

吉井 圭香 氏 
28 

3 11月22日 
スターバックスコーヒーセミナー 

(フードペアリング編) 

スターバックスコーヒー 

イオンモールかほく店 
15 

4 1月20日 
今さら聞けない…NISAって何？ 

NISAとジュニアNISAについて 

日本証券業協会 

金融・証券インストラクター 

川口 由美 氏 

11 

   利用者合計 66 

ふるさと大学 

（野外薬草観察会） 
ニュースタイル 

（アイシングクッキー作り） 
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  日程 講座名 講師 参加者数 

1 10月17日 
自分で作る喜び 

キャラメルバナナケーキ(大人対象) 
浅野 涼子 氏 10 

2 11月16日 
地元の食材でおいしく 

じわもん料理教室(大人対象) 

青木クッキングスクール 

山本 美穂子 氏 
10 

3 12月13日 
健康料理教室 

ヘルシーメニュー編(大人対象) 
食生活改善推進員 10 

4 12月19日 
濃厚チョコレートケーキ 

クリスマス編(大人対象) 
浅野 涼子 氏 12 

5 2月11日 
バレンタイン間近 

チョコマフィン作り(子ども対象) 
小西 みのり 氏 12 

   利用者合計 54 

  日程 講座名 講師   

1 6月20日 
WORLD TRAVEL ENGLISH ① 

機内、空港での会話(入国審査など) 

ヤスカワ キャメロン（ALT) 

生涯学習課主事 丸山 恵里香 
14 

2 6月27日 
WORLD TRAVEL ENGLISH ② 

タクシー、バスに乗る 

ヤスカワ キャメロン（ALT) 

生涯学習課主事 丸山 恵里香 
14 

3 7月4日 
WORLD TRAVEL ENGLISH ③ 

ホテルでの会話(チェックインなど) 

ヤスカワ キャメロン（ALT) 

生涯学習課主事 丸山 恵里香 
13 

4 7月11日 
WORLD TRAVEL ENGLISH ④ 

道をたずねる 

ヤスカワ キャメロン（ALT) 

生涯学習課主事 丸山 恵里香 
14 

5 7月19日 
WORLD TRAVEL ENGLISH ⑤ 

買い物をする 

ヤスカワ キャメロン（ALT) 

生涯学習課主事 丸山 恵里香 
14 

6 7月25日 
WORLD TRAVEL ENGLISH ⑥ 

レストランでの注文 

ヤスカワ キャメロン（ALT) 

浅野 涼子 氏 
16 

7 8月1日 
WORLD TRAVEL ENGLISH ⑦ 

観光 

ヤスカワ キャメロン（ALT) 

生涯学習課主事 丸山 恵里香 
13 

8 8月8日 
WORLD TRAVEL ENGLISH ⑧ 

日常会話 

ヤスカワ キャメロン（ALT) 

浅野 涼子 氏 
11 

9 8月22日 
WORLD TRAVEL ENGLISH ⑨ 

トラブル(病気、事故)、両替 

ヤスカワ キャメロン（ALT) 

浅野 涼子 氏 
15 

10 8月29日 
WORLD TRAVEL ENGLISH ⑩ 

帰国 

ヤスカワ キャメロン（ALT) 

浅野 涼子 氏 
13 

  
利用者合計 137 
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  日程 講座名 講師 参加者数 

1 5月14日 
君は真実を見抜けるか 

ふしぎなトリックアートの世界 

生涯学習課 

主事 丸山 恵里香 
28 

2 6月18日 
紙とグルーガンで 

ペーパーガンを作ろう 

生涯学習課 

主事 北野 徳一 
28 

3 7月21日 
暑さを吹き飛ばせ！ 

サマースプラッシュ① 

生涯学習課 

主事 北野 徳一 
39 

4 7月27日 
暑さを吹き飛ばせ！ 

サマースプラッシュ② 

生涯学習課 

主事 北野 徳一 
30 

5 8月5日 
気分は科学者！？使いすぎに注意！ 

糖分測定実験＆お金の使い方講座 
石川県消費生活支援センター 42 

6 8月10日 
アメリカンスポーツとゲームを体験 

キャメロン先生と英語で遊ぼう 
ヤスカワ キャメロン（ALT） 6 

7 10月8日 
誰のが一番飛ぶかな？ 

ペットボトルロケットを作ろう！ 

生涯学習課 主事 北野 徳一

宝達中学生 
10 

8 12月23日 サイエンスヒルズこまつ サイエンスヒルズこまつ 職員 18 

9 1月28日 
冬でも体を動かそう！ 

ニュースポーツ運動会 

NPO法人 宝達志水スポーツクラブ 

越野 貴成 氏  
13 

10 2月18日 
マジシャンに教えてもらえる 

マジック(ショー)教室 

七尾マジック研究会 

代表 藤 勝好 氏 
17 

  
利用者合計 231 

クッキングスクール 

（チョコマフィン作り） 

ワールド・トラベル・イングリッシュ 

ドリームキャンパス 

（ペーパーガンを作ろう） 
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  日程 講座名 講師 参加者数 

1 9月16日 
ゆがみを直してHappy Life 

美姿勢と小顔の講座 

日本カイロプラティック連合会 

井上 栄子 氏 
13 

   利用者合計 13 

  日程 講座名 講師 参加者数 

1 7月26日 
親子で映画鑑賞(子どもだけでもOK) 

16ミリ映画上映会 
石川県生涯学習センター 110 

  
利用者合計 110 

  日程 講座名 講師 参加者数 

1 8月25日 
金沢大学児童文化部主催 

紙芝居『ドラゴンたいじ』 
金沢大学児童文化部 45 

2 8月26日 
金沢大学児童文化部主催 

人形劇『にんぎょと丘の上探偵団』 
金沢大学児童文化部 82 

  
利用者合計 127 

紙芝居 人形劇 

B&B 

（美姿勢と小顔の講座） 

コミュニティーシアター 

（16ミリ映画上映会） 
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公民館の情報発信 

情報発信について 

 さまざまな講座を用意しても、そこに参加者がいなけ

れば、学びの提供ができません。そのため、“目につく”

チラシを定期的にさまざまな形でお届けしていくことが必

要です。参加しようとする方が、講座を通して、自らが成

長する姿を思い描けるようなチラシであったり、過去の講

座がどのようなものだったのかを、フェイスブックで手軽

にご覧いただけるなどの工夫をしています。 

 公民館では、初めて講座参加をお考えの方に、わか

りやすく利用方法や講座情報をお伝えするため、年に

一度、利用ガイドを発行しています。すでに公民館へ登

録がお済の方でも、新しい講座の情報を手軽に手に入

れることができます。 

 町内にお住いの方には、広報宝達志水で毎

月、イベント情報や旬の情報をお届けします。 

 

公民館利用ガイド 

広報宝達志水 
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 イベント情報チラシを公民館窓口（生涯学習課）に

設置。また、簡易ポスターを生涯学習センターさくら

ドーム２１、町民センターアステラス、押水総合体育

館、役場庁舎、の計4か所に設置しております。 

 ドリームキャンパス（小学生対象）チラシは、各学校

経由でお届けいたします。 

 

 

公民館イベント情報 

 利用者とのコミュニケーション及び広告手段として、

フェイスブックの内容を充実させていきます。各講座の

お知らせはもちろん、実施した講座の様子を写真付き

で投稿。公民館以外の町のちょっとした情報等も投稿

しています。定期的に投稿される記事を楽しんでご覧

いただけるように、これからも工夫してまいります。 

 

【宝達志水町公民館フェイスブックページ】 

https://www.facebook.com/houdatsushimizukouminkan 

（※公民館フェイスブックページへの“いいね”の数が 

おかげさまで４００まで到達しました。 

 今後もさまざまな利用促進を実施し、来年度までに 

５００“いいね”達成を目指します） 

フェイスブックの充実 

多様なニーズに対応するため 

フェイスブック利用促進 

 フェイスブックの利用促進は、より多くの方に、無料で、

情報を提供していくために、欠かすことができません。ま

た、フェイスブックを利用することによって、参加者がお

気に入りの写真を自分で選んで印刷することができた

り、公民館への要望を手軽に発信できたりと、相互のコ

ミュニケーションツールとしても重要な役割を果たしてい

ます。また、多様化するニーズも容易に投稿記事から把

握していくことが可能です。 
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公民館の情報発信 

メディア掲載一覧 

新聞掲載 

2月18日開催「ドリームキャンパス」 

マジック（ショー）教室 
平成29年2月19日（北陸中日新聞） 

6月14日開催「ディスカバリー・ウォーク」 

杉野屋地区散策 
平成28年6月15日（朝日新聞） 

8月5日開催「ドリームキャンパス」 

糖分測定実験 
平成28年8月15日（北國新聞） 

ジュースの糖分を測定する児童 
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平成２８年度講座一覧（案） 

講座名 対象・回数 内容 

 大人向け 

（８回） 

大人になると、なかなか人に聞けないことが多くなります。

そんな方のための大人専門講座。 

 どなたでも 

(４回) 

歩きながら町の歴史を学べるミニツアー。意外と知らない

地元の名所や史跡を分かりやすく解説。 

 どなたでも 

(４回) 

ふるさとの歴史や文化などを学べる講座。 

 若者向け 

(３回) 

若者ニーズに絞って、学びたい気持ちに応える講座。普段

の生活に役立つ情報満載。 

 大人向け 

子ども向け 

(４回) 

料理の幅がぐんと広がる料理教室。少人数制で、最初か

ら最後まで自分の手で作ることができます。 

 原則 高校生以上 

(回数未定) 

外国の方との交流もこれで安心。旅行にも役立つ英会話

講座。 

 小学生 

(８回) 

小学生向け講座。コミュニケーション能力や協調性を養う

こともできます。 

 親子向け 

(２回) 

親子のコミュニケーションが図れる講座。楽しみながら、

様々な体験を通して、親子の絆を深められます。 

 どなたでも 

(１回) 

なつかしい16ミリフィルムの映画上映会。映画内容は子ど

も向けですが、どなたでもご覧いただけます。 

 女性限定 

(２回) 

女性の輝きをテーマに、講師を招いて本格自分磨き。 

 親子向け、子ども向け、女性向けなど、さまざまな方々

を対象に多彩なテーマを持った講座を提供していきま

す。参加者は専門性の高い講座の中から、自分の学び

たいものを自ら選択してで受講できるようになっていま

す。新たな知識習得はもちろん、気の合う友達同士で

参加していただけますし、講座に参加することによって

新たなつながりを作ることができます。 
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宝達志水町公民館 

〒９２９-１４９２ 石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1生涯学習センターさくらドーム２１ 


