
平成２９年度  

第１回野田市公民館運営審議会次第 
 

平成２９年７月２５日（火） 

午後２時から 

中央公民館１階 講堂 

 

 

 

１ 開   会 

 

 

２ 教育長挨拶 

 

 

３ 議   題 

（１）委員長及び副委員長の選出について 

（２）平成 29年度公民館前期主催講座について 

  （３）平成 29年度子どもの学び舎 「夏休み子ども自習教室」について 

（４）平成 29年度学校支援地域ボランティア養成講座について 

 
 

４ そ の 他 

 

 

５ 閉   会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項１  

平成２９年度 公民館前期主催講座について 
 

中央公民館（館長：金子 隆） 

講座名 内 容 回数 定員 
応募

者数 

受講

者数 
備考 

ことわざを楽しく学ぼう 

（講師：明治大学名誉教授 穴

田義孝氏 ） 

世代から世代へと言い伝えられてきた

ことわざを楽しく学び、隠れた『こと

わざ』を柔軟な思考で再発見します。 

3 30 27 27  

いきいきライフセミナー 

（講師：野田警察署生活安全課  

警部補  田村敬祐氏 ほか） 

一般教養、高齢者の詐欺犯罪対策や交

通事故防止、移動学習等を行います。

（６５歳以上対象） 

6 100 142 142  

婦人会員講座 

（講師：むらさきの里 野田ガ

イドの会 ほか） 

一般教養、趣味講座、移動学習等を行

います。（中央婦人会・中根婦人部会

員対象） 

6 ― 回毎 ―  

家庭教育学級幼児コース 

（講師：音楽療法士 中村節子氏 

ほか） 

２～５歳児の保護者対象。幼児期の子

育て等について学習します。 
5 60 27 27  

家庭教育学級中央コース 

（講師：茨城県生涯学習社会教育研

究会会長 長谷川幸介氏 ほか） 

中央小、宮崎小、清水台小の保護者対

象。小学生への家庭での教育（学習習

慣の付け方等）について学びます。 

6 ― 回毎 ―  

 

 

野田公民館（指定管理者：野田市文化会館・欅のホール活性化共同体 代表 アクティオ株式会社  館長：高瀬 義彰） 

講座名 内 容 回数 定員 
応募

者数 

受講

者数 
備考 

入門パソコン講座 

「パソコンデビュー」 

（講師：野田公民館施設ボランテ

ィア会） 

パソコンの仕組み、マウス・キーボー

ド・文字入力の基本的な操作学習。 
4 23 15 11  

初級パソコン講座 

「ワード入門」 

（講師：野田公民館施設ボランテ

ィア会） 

ワードの基礎の操作方法、簡単な文書

の作成等について学びます。 
4 23 22 20  

初級パソコン講座 

「ワード入門」 

（講師：野田公民館施設ボランテ

ィア会） 

ワードの基礎の操作方法、簡単な文書

の作成等について学びます。 
4 23 12 11  

初級パソコン講座 

「エクセル入門」 

（講師：野田公民館施設ボランテ

ィア会） 

エクセルの基礎的な機能を利用して集

計表やグラフを作成します。 
4 23 20 20  

中級パソコン講座 

「ワードでチラシを作ろう」 

（講師：野田公民館施設ボランテ

ィア会） 

図形のあるチラシの作成、図形の作

成・加工について学びます。 
3 23 23 22  

中級パソコン講座 

「家計簿を作ろう」 

（講師：野田公民館施設ボランテ

ィア会） 

家計簿の作成、簡単な関数式の取扱い

について学びます。 
4 23 29 23 抽選 

親子体験教室 

「母の日、お母さんありがと

う～パン作り」 

（講師：料理研究家 勝田雅子氏） 

食文化に理解を深めるとともに、親子

で楽しくふれあう機会を設け、パン作

りについて学びます。 

1 16 16 16  

１ 



親子体験教室         

「父の日、お父さんありがと

う!～ピザ作り～」 

（講師：料理研究家 勝田雅子氏） 

食文化に理解を深めるとともに、親子

で楽しくふれあう機会を設け、ピザ作

りについて学びます。 

1 16 11 11  

エアロスポーツ 

ジュニアアカデミー 

（講師：野田スカイスポーツ振興

会会長 石川雅浩氏 ほか） 

紙飛行機やモデルロケットの制作、博

物館等の見学を通して、科学や宇宙へ

の関心を高めることを目的とします 

2 20 11 11  

郷土の民俗探訪～人生儀礼 

（講師：民俗文化研究所所長 小

川浩氏） 

東葛飾地方を事例に、通過儀礼につい

て学び現代に通じる何かをつかむ機会

とします。 

1 100 68 68  

ファミリーコンサート～沖縄

のうたとおどり 

（講師：上里義博氏 ほか） 

だれでも参加できるコンサート。沖縄

伝統の舞踊・エイサー・うたに触れる

機会とします。 

1 300 281 281  

ロビーコンサート 

（ピアノ＆フルート奏者） 

若手音楽家の活動を支援するととも

に、欅のホールの活性化に資すること

を目的とします。 

1 40 98 98  

自然塾 

（講師：古代繊維研究家 石栗照

平氏） 
※共催：コーディネーターズ・のだ 

野田の周辺にある自然の草木から、現

代の生活にも活用する物づくり、縄文

文化の一端を学び体験学習します。 

2 10 6 6  

手作りプラネタリウム公演と

星空観望会 
※共催：コーディネーターズ・のだ 

東京理科大学星空研究会の協力を得て

手作りのプラネタリウム及び星空観察

に取り組みます 

7 140 - -  

リフレッシュルーム 

利用者講習会 

（講師：リフレッシュルームイン

ストラクター） 

いつまでも健康を保つために軽い運動

でさわやかな汗を流し、心身の疲労回

復に役立つリフレッシュルームの利用

方法を学びます。 

各月３

日（1 日

４回） 

各 15 - -  

ストレッチタイム 

各部位のストレッチを通じて、腰痛・

膝痛予防など健康を維持していく運動

習慣を身につける機会とします。 

毎週

水・土曜 

（1 日 6 

回） 

各 23 - -  

フロアエクササイズ 

各部位のエクササイズを通じて、メタ

ボ予防など健康を維持していく運動習

慣を身につける機会とします。 

毎週

水・土曜 

（1 日 4 

回） 

各 23 - -  

トレー二ング相談 

個人メニューの作成や相談業務を通じ

て、運動継続のモチベーションを高め

ます。 

毎週

水・土曜 

 

- - -  

 

 

東部公民館（館長：堀江 幹雄） 

講座名 内 容 回数 定員 
応募

者数 

受講

者数 
備考 

「サークルあさひ」育成事業  

(講師：スポーツプログラマー  

土生谷洋子氏 ほか) 

教養を高める研修や、地域行事への参

加を通じて、社会参加の意欲を喚起し

ます。（東部地区の女性会員対象） 

7 ― 回毎 ―  

東部長寿教室 

(講師：自然科学系ライター 岩

槻秀明氏 ほか） 

「健康で生きがいのある生活」を目標

に、充実した長寿人生への一助となる

ような講座を進める 

7 40 52 40 抽選 

自分でやってみよう 

ＤＩＹ講座（講師：(一財) 

関東電気保安協会 ほか） 

電気の基礎知識、水回りの修理、網戸、

襖紙張替えなどについて実技を中心に

学ぶ 

4 20 36 20 抽選 

デッサン講座 

(講師：アートディレクター  

小林茂規氏) 

絵を描く楽しさと絵の基本技術を学ぼ

うとする講座。 
8 30 61 40 抽選 

2 

 



南部梅郷公民館（館長：佐藤 裕） 

講座名 内 容 回数 定員 
応募

者数 

受講

者数 
備考 

発酵を学ぼう～食で免疫力ア

ップ～ 

（講師：料理研究家 大瀬由生子

氏) 

味噌や酢を例に発酵やその効用を学習

するとともに、実習で味噌玉やフルーツ

ビネガーを作ります。 

2 20 56 20 抽選 

初心者のためのスポーツ吹矢

講座 

（講師：社団法人日本スポーツ 

吹矢協会 野田支部支部長  

大川昌男氏） 

初心者を対象にスポーツ吹矢の基本動

作を学び、体験します。 
3 10 29 10 抽選 

健康講座 ～歌謡曲で身体を動か

そう～ 

（講師：直寿会指導者 島津直枝

氏） 

馴染みのある曲に合わせて身体を動か

し、健康づくりにつなげます。椅子に座

ったままでも可能です。 

3 20 20 19  

梅郷ふれあい大学 

（講師：南部・福田地区地域包括 

支援センター職員 ほか） 

高齢者を対象に認知症サポーター養成

講座、防災講座などを開催します。（い

きいきクラブ南部支部共催） 

6 120 134 134  

南部梅郷女性大学 

（講師：東京大学大学院准教授 

福崎千穂氏 ほか） 

健康づくりや教養の向上をめざす学習

や、移動学習を通じて交流を深めます。

（南部文化女性会共催） 

6 ― 回毎 ―  

家庭教育学級小学コース 

（講師：山崎小学校校長 石山由 

美子氏 ほか） 

南部小、山崎小、みずき小の保護者対象。

家庭での教育（発達に応じた子どもの理

解等）について学びます。 

6 ― 回毎 ―  

のぞいてみよう 里山から顕

微鏡まで 

（講師：東京理科大学教授 朽津

和幸氏） 

東京理科大学「理窓公園」で里山の自然

に触れ、採取した生物を顕微鏡で観察す

ることを通して、生物多様性の理解につ

なげます。 

2 15組 7月に募集   

公民館発表会 

公民館利用サークルの日頃の活動成果

を舞台発表し、相互の交流を深めます。

（舞踊、合唱、楽器演奏、お囃子等） 

1 ― ― 437  

 

 

北部公民館（館長：一色 輝男） 

講座名 内 容 回数 定員 
応募

者数 

受講

者数 
備考 

座生をめぐる「いま」「むか

し」 

(講師：元教員 柄澤保彦氏  

ほか) 

歴史、自然、動植物を通して、地域につ

いて学び、理解を深めます。 

 

3 

 

30 29 29  

福祉のまちづくり講座 

(講師：手をつなぐ親の会 まめ

っ娘 ほか) 

「みんなが幸せになるために」共に生き

る社会づくりを目指し、学びます。 
3 30 25 25  

和紙ちぎり絵講座 

(講師：和紙ちぎり絵講師 冨澤

礼子氏) 

和紙の風合いを生かした、ちぎり絵を学

びます。入門編です。 
5 20 17 16 

 

夏バテ予防の豆腐料理 

(講師:菜工房料理長 小堀雅之 

氏 ほか) 

夏バテに効く料理を豆腐や地元の食材

を使い、薬膳、和食料理を作る 
4 20 25 20 

 

抽選 

 

家庭教育学級小学コース 

(講師：健康運動士 櫻田敬子 

氏 ほか) 

東部小、柳沢小の保護者対象。子育て

について学びます。各小学校も会場と

し、多くの方に参加していただけるよ

うな講座とします。 

5 ― 回毎 ―  

 

 

3 

 



北部女性セミナー 

(講師：実技専門講師 ほか) 

楽しく豊かな生活を送るため、教養や技

能を高める学習や、受講生の交流を図り

ます。（北部女性文化会共催） 

5 ― 回毎 ―  

北部長寿大学 

(講師：消費生活アドバイザー 

武田佳代子氏 ほか) 

生きがいや健康などについて学びます。

（いきいきクラブ北部支部共催） 
8 128 143 143  

家庭教育学級小学コース 

(講師：岩木小学校校長 山﨑保

氏 ほか) 

北部小、岩木小、七光台小の保護者対象。

小学生への理解を深め家庭教育のあり

方について学びます。 

6 ― 回毎 ―  

 

 

川間公民館（館長：清次 一平） 

講座名 内 容 回数 定員 
応募

者数 

受講

者数 
備考 

見つけよう！川間の自然 

大発見 ～生物多様性講座 

（講師：木全敏夫氏 ほか） 

川間地区の多彩な自然環境を訪問し、希

少な動植物を観察することにより生物

多様性の大切さを知るきっかけを提供

します。 

5 30 17 17  

野菜をおいしく！食育クッキ

ング ～パンとお菓子づくり 

（講師：栄養士 笹井貴子氏 ほか） 

野菜が苦手な子どもでも、おいしく食べ

られるような調理の工夫やレシピを紹

介し、家庭でも作ることができるように

します。 

5 20 16 16  

楽しい愛唱歌講座 

～歌って、笑って、若々しい

健康づくり 

（講師：音楽指導者 小川みのり

氏 ほか） 

皆が知っている愛唱歌や童謡を歌いな

がら、リズムに合わせて身体を動かすこ

とにより、ストレス発散や脳トレ効果も

見込めます。 

6 30 33 33  

ＮＥＷスポーツ体験教室 

～動いて、笑って、健康づくり 

（講師：野田市スポーツ推進委員 

飯塚正夫氏 ほか） 

手軽に取り組めるニュースポーツにつ

いて、数種類をグループごとにローテー

ションで体験し、試合を行う中で受講生

相互の親睦と交流を図ります。 

4 50 25 25  

川間新星大学院 

（講師：郷土博物館学芸員 大貫 

洋介氏 ほか） 

講義や移動学習を通して高齢者相互の

生きがいづくり、地域へのかかわりの創

出を目指します。また、地元小学生との

交流を通して、児童が先輩の知恵にふ

れ、ふるさとを愛する心を育みます。 

9 100 118 118 

 

 

 

家庭教育学級小学コース 

(講師：管理栄養士 伊藤みえこ

氏 ほか) 

川間小、尾崎小の保護者を対象としま

す。より良い子育てについて学び、保護

者のリフレッシュや相互の親睦を図り

ます。 

6 ― 回毎 ―  

 

 

福田公民館（館長：齋藤 てる） 

講座名 内 容 回数 定員 
応募

者数 

受講

者数 
備考 

福田長寿大学 

(講師：コミュニケーションマナ

ー講師  川島育子氏 ほか) 

福田地区の６５歳以上の方の学びと交 

流の大学です。内容は講演、実習、移動 

学習です。 

5 ― 108 108  

人と水が作る豊かな自然を学

ぶ講座（生物多様性講座） 

（講師：サントリーホールディン

グス㈱ CSR推進部チーフスペシ

ャリスト 山田健氏 ほか） 

福田地域(江川地区を中心とする)の動

植物が繁殖しやすい自然環境を学び、保

全・保護への意識向上を図る。 

3 25 25 25  

パン作り講座 

（パン作り講師 勝田雅子氏） 

 自宅でパンを作る方法を学ぶことで新

たなメニュー・食卓でのコミュニケーシ

ョンを豊かにします。 

5 16 23 16 抽選 

4 

 



初心者のためのグラウンドゴ

ルフ講座 

 ルールやマナーを学び仲間と健康に汗

を流しながらグラウンドゴルフの楽し

さを学びます。 

6 24 28 28  

家庭教育学級小学コース 

(講師：二ツ塚小学校校長 冨田

広氏 ほか) 

福田第一小、福田第二小、二ツ塚小の保

護者対象。小学生への理解を深め家庭教

育のあり方について学びます。 

5 ― 回毎 ―  

 

 

関宿中央公民館（館長：橋本 光利） 

講座名 内 容 回数 定員 
応募

者数 

受講

者数 
備考 

ひのき教室 

（講師：元幼稚園教諭 加藤啓子

氏 ほか） 

保護者と幼児(４歳児)を対象に、製作や

遊びを一緒に行う中で子育てを学びま

す。 

12 20 組 28 組 28 組  

長寿教室 

（講師：野田レクリエーション協

会会長 須賀田貞彦氏 ほか） 

健康管理の話や健康体操、バスによる移

動学習などを行います。 

（概ね６５歳以上の方を対象） 

6 40 51 51  

水彩色鉛筆画講座 

（講師：アートディレクター        

小林茂規氏） 

初心者を対象として、静物、人物、風景

などのデッサンと色調などの技法につ

いて学びます。 

8 20 15 14  

時 空 を 超 え て 

～身近に感じる生命復活と 

未知の世界大宇宙～ 

（講師：自然科学系ライター      

岩槻秀明氏 ほか） 

大賀ハスについて学ぶとともに、古代ハ

スの見学、撮影や夜空に輝く星座と惑星

の観察会を通して、悠久なる自然に触れ

合います。 

5 30 29 29  

 

 

 

 

関宿公民館（館長：大木葉 俊泰） 

講座名 内 容 回数 定員 
応募

者数 

受講

者数 
備考 

Ｎｅｗスポーツ教室 

（講師：野田レクリエーション 

協会会長 須賀田貞彦氏） 

楽しく学んだ種目で東葛飾地区スポレ

ク中央祭に出場、関小フェスティバルの

指導にも生かします。 

8 16 7 7  

世喜宿の人物と歴史 

（講師:関宿を語る会会長 青木

圀雄氏 ほか） 

関宿にゆかりのある人物や歴史を学び、

史跡、名刹を訪ね、歴史ある関宿地域の

見聞を広めます。 

4 20 11 11  

世喜宿いきもの見てある記 

（講師:関宿水環境保存会 筑井

正氏 ほか） 

自分たちの身近にある動植物の生態を 

観察、実体験し、生物の多様性と重要性 

を学びます。 

5 20 6 6  

料理教室 

（講師：料理研究家 池田博子氏） 野田の食材を生かし、家族やお客様に 

喜ばれる料理を実習します。 
6 12 6 6  

せきやど長寿大学 

（講師：消費生活アドバイザー 

古橋秀夫氏 ほか） 

「健康が一番：健康長寿を目指そう」を

テーマに学習します。 
8 50 43 43  

二川公民館（館長：林 輝） 

講座名 内 容 回数 定員 
応募

者数 

受講

者数 
備考 

二川さわやか女性教室 

（講師：折り紙講師 菅沼恵子氏

ほか）  

講話や、軽スポーツ、移動学習、体験学

習等を実施します。 
9 40 45 45  

5 

 



 

 

 

自然観察教室 

～二川地域を知ろう～ 

（講師：自然科学系ライター  

岩槻秀明氏） 

二川の身近な自然を動植物を観察しな

がら学習し、興味関心を高めます。 

（スライド、野外観察、写真撮影等） 

5 30 8 8  

簡単料理教室 

～キッチンからの健康作り～  

（講師：料理研究家 池田博子 

氏） 

健康を考え、美味しく栄養バランスのと

れた料理を、調理実習を通して学びま

す。   

4 16 12 10  

二川はつらつ長寿大学 

（講師：野田レクリエーション協 

会 須賀田貞彦氏  ほか） 

健康等の講話、落語や音楽鑑賞会、グラ

ウンドゴルフ、移動学習などを実施し、

交流を深めます。 

9 40 54 54  

家庭教育学級小学コース 

（講師：ネットリテラシーアドバ

イザー 金澤通子氏 ほか） 

関宿小、二川小の保護者対象。子どもの

理解を深め、心身ともに健やかに育てる

家庭のあり方を学びます。 

6 ― 回毎 ―  

 

木間ケ瀬公民館（館長：鈴木 壽三夫） 

講座名 内 容 回数 定員 
応募

者数 

受講

者数 
備考 

木間ケ瀬散歩道～地域のみん
なで守る。地元のいきもの～
（講師：自然科学系ライター 
岩槻秀明氏） 

木間ケ瀬地域の身近な自然と、そこに生

息する植物・昆虫・小動物などを自分の

眼で観察しながら生物多様性の興味関

心を高める講座です。 

4 30 17 17  

はじめての切り絵 

（講師：切り絵講師 今平正昭氏） 

絵の上手下手に関係なく誰でも自分の

発想で自由に作品を楽しめます。一緒に

始めませんか！ 

4 15 16 16  

らっく楽ハーモニー健康体操 

（講師：音楽療法士 中村節子氏） 

年齢・体力差を考えた音楽体操プログラ

ムで、脳の活性化を促します。気軽に楽

しみませんか？ 

5 20 20 20  

家庭教育学級小学コース 

（講師：シンガーソングライター

高橋勉氏 ほか） 

関宿中央小、木間ケ瀬小の保護者を対

象。心豊かな子どもを育てる親の役割と

家庭のあり方を学びます。 

6 ― 回毎 ―  

 

6 

 



館名 日　　程 内　　容 場　　所 募集 講　師 備　考

８月２日(水)～４日(金)

　低学年：午前9時～10時20分
　高学年：午前10時30分～正午

８月２日(水)～４日(金)

　午前９時～正午

８月２日(水)・４日（金）　３・４年生コース
　　 ３日(木)・４日（金）　５・６年生コース
  午後１時30分～３時30分

③「わくわく生きものクラブ」（生物多様性講座）
　４日（金）は「こうのとりの里」親子見学会

講座室
こうのとりの里

各30人
自然科学系ライター　岩槻秀明氏
(株)野田自然共生ファーム

８月２日（水）
　午前10時～正午

　午後2時～4時

８月３日（木）

　午前10時～正午

　午後2時～午後4時

８月７日(月)～９日(水)

　低学年：午前9時～10時20分

　高学年：午前10時30分～正午

８月１日（火） ①自習学習（国語・算数） 講座室・会議室・和室 20人

　午前9時～正午 ②マジックの科学 講堂 20人

８月２日（水） ①自習学習（国語・算数） 講座室・会議室・和室 20人

　午前9時～正午 ③工作教室 講堂 20人

７月２８日(金)・８月１日(火)・２日(水)

　午前9時30分～11時30分

８月３日(木)
　午前9時～10時15分
　午前10時45分～正午※2回実施

②おもしろ科学教室（シャボン玉） 講堂 各回低35人
清水高校教諭　浅野幸男氏
（他清水高校生徒数名の手伝い
有）

②材料代有り

８月３日(木)
　午後1時30分～3時

③読書感想文 講座室 高 20人 楽しい国語の会 卯月啓子氏

８月４日(金)
　午前9時～10時30分
　午前10時45分～午後0時15分 ※2回実施

④アロマ教室（手ごね石けんを作ろう） 美術工芸室 各回22人 アロマみずき 岩井亜美氏 ④材料代有り

野田

①実験体験
中央コミュニティ
会館・集会室

各回60人

東葛飾高校教諭
　葛谷信治氏

②科学工作
中央コミュニティ
会館・集会室

南部梅郷

①自学自習（算数・国語）
講堂・美術工芸
室・会議室・講座
室

低 30人
高 30人

算数助手　松川豊氏　千葉県学習サポー
ター　窪田旨宏氏　サポートティーチャー
髙橋裕大氏・張替アキ子氏・石川多香子
氏・金子光夫氏・鐵田幸子氏　(他南部中
生徒数名の手伝い有）

東部

①土曜サポーター
　　新井則子氏　ほか３名
②アフィネスマジシャンズクラブ

②材料代有り

①土曜サポーター
　　新井則子氏　ほか３名
③美術指導者　　小林美香氏

③材料代有り

①材料代有り

各回40人

③自習（国・算のドリルや宿題、作文等） 研修室
低 20人
高 20人

元サタデースクール講師
　田中とよこ氏
　山崎澄子氏

講座室

平成２９年度　子どもの学び舎「夏休み子ども自習教室」　について

中央

①図画コース（ポスター作成も） 会議室
各日
30人

アートグロー　吉岡一三氏
野田美術会　村上義彦氏

サポートティーチャー
　川守田幸枝氏
　木村直人氏
　尾沼泰行氏

②作文・国語・算数コース
各日
30人

報告事項２ 



館名 日　　程 内　　容 場　　所 募集 講　師 備　考

７月２３日(日）

　午前9時～正午

７月２７日(木）・２８日（金）・２９日（土）

　午前9時～正午

７月２６日(水）・２７日（木）

　午前9時～正午

７月２８日(金)・２９日(土)

　午前9時～正午

８月４日（金）・５日（土）

　午前9時～正午

８月１日(火)・４日（金）

　3･4年　午前10時～11時30分
　5･6年　午後1時30分～3時

８月２日(水)

　1～3年　午前9時30分～11時30分

８月３日(木)

　4～6年　午前9時30分～11時30分

８月２日(水)

　3・4年　午前9時～10時30分

　5・6年　午前11時～12時30分

８月１日（火）～３日（木）

　午前9時30分～11時30分

８月４日（金）

　午前9時～11時

８月３０日(水)　　（あさかぜバス利用）

　午前8時30分～午後4時30分

サポートティーチャー
　山田智美氏、山本亜木美氏

⑦理科コースⅢ（生物）
　「見つけよう！大自然！
　　　～身近な生き物との出会い～」

⑤理科コースⅡ「楽しい！不思議？理科実験」
　3･4年　「いろいろな葉脈しおりをつくろう」
　5・6年　「手作りホバークラフト」

西武台千葉中
理科室

各20人
西武台千葉中学校
　教頭　薄井充宏氏
　教諭　阿蘇高氏

⑧親子体験教室（移動学習）
　「やってみよう！見つけてみよう！
　　　～親子の夏休み体験教室」

茨城県立
自然博物館

親子20組 公民館職員2名引率

講座室 各12人 じゅくＦＯＲＺＡ主宰　岡田晃次氏

川間小校庭
周辺

20人 自然観察指導員　柄澤保彦氏

会議室
美術工芸室

各20人

①材料代有り

川間

７月２５日(火)・２６日（予備日）
　午後6時30分～8時30分

川間小校庭
元小学校長　高橋宏氏
川間小学校教諭　伊藤晶男氏
協力　東葛星見隊

講座室 各15人
児童文学作家　山口理氏
元小学校教諭　山本亜木美氏

①材料代有り

③読書感想文教室

講堂
30人

（2～6年生）
元小学校教員　横田明美氏、
窪田康子氏、 井本恵美子氏

④読書感想文教室

①工作教室（メダカのアクアリウムづくり） 美術工芸室
20人

（3・4年生）
北部公民館長　一色輝男

絵画教室講師　荒木千賀子氏
元小学校教員　近藤千恵子氏

16人
（5・6年生）

北部公民館長　一色輝男

①理科コースⅠ（天文）「夏の星空観察会」

③夏休み自由研究コースⅠ
　「最強のコマを開発しよう！」

②国語コース「楽しく書こう！読書感想文」

⑥自学自習コース「夏休みの宿題攻略」

北部

親子30組

美術工芸室

①材料代有り

②ポスター教室

④夏休み自由研究コースⅡ
　「ロボットの秘密を研究しよう！」

美術工芸室
25人

（4～6年生）

⑤工作教室（小鳥の巣箱づくり）



館名 日　　程 内　　容 場　　所 募集 講　師 備　考

７月２5日（火）・２８日（金）
　午前9時～正午

①英語教室（学年別に３クラス） 講堂 元中学校教諭　森下雅子氏

７月２５日（火）～２７日（木）
　午前9時～正午

②ポスター作り教室（学年別に３クラス） 美術工芸室
絵画サークル代表　安島千枝子
氏　ほか

７月２５日（火）～２８日（金）
　午前9時～正午

③自習（学年別に３クラス） 講座室
福田地区学校支援本部ボランティア・
コーディネーター　川崎貴志氏　ほか

７月２６日（水）
　午前10時～午前12時

④工作教室（学年別に２クラス）
美術工芸室
講座室

１・２年生　２０人
３・４年生　２０人 野田クラフトクラブ ④材料代有り

７月２７日(木)・28日（金）
　午前9時～午前12時

⑤読書感想文教室(学年別に2クラス）
講堂
講座室

3・4年生　20人
5・6年生　20人

元小学校教諭　園田悦子氏
元小学校教諭　木村奈代美氏
野田市ｻﾎﾟｰﾄﾃｨｰﾁｬｰ　川上智弘
氏

８月1日（火）
　午前の部　9時～正午
　午後の部　1時～4時

⑥親子陶芸教室
各回
24人

陶芸講師　鈴木久氏 ⑥材料代有り

８月2３日(水)　・２４日(木)
　午後の部　1時～4時

⑦親子ガラス工芸教室
各回
20人

サンドブラスト講師
　宮内るみ子氏

⑦材料代有り

8月5日（土）
　午前9時30分～午前11時30分

⑧自然観察会（「人と水がつくる豊かな自然を学ぶ講
座」と合同）

江川地区
小学生・保護
者　40人

柄澤保彦氏、岩槻秀明氏
⑧保護者の参
加を推奨

８月１日(火)・２日（水）

　午前9時～10時30分

８月１７日（木）・８月１８日（金） ②絵画教室　パート１

８月２３日（水）・８月２４日（木） 　 絵画教室　パート２

　午前9時～11時30分 （低学年）

８月３日（木）・８月４日（金）

　午前9時～11時

７月３0日(日)

　午前９時～正午

７月２７日(木) ⑤夏の星空観察会

　午後７時００分～９時００分 （低・高学年）

平成３０年１月１１日(木) 　 冬の星空観察会

　午後６時００分～８時００分 （低・高学年）

カヌー指導員　林勝己氏
講師サポート　10名

大会議室
関宿中央小
校庭

２５組
さしま少年自然の家
　天体指導員　高橋宏氏

※保護者同
伴で申し込
み。

20人

和室 30人

図書室 材料代有り

③自習学習
（高学年）

和室 30人
サポートティーチャー
　松岡日出男氏、中井恵美氏
特別学級支援員　西川忍氏

絵画講師  荒木千賀子氏
講師サポート　菅沼惠子氏、
大森綾子氏、窪田康子氏

④カヌー体験教室（小雨決行）
（高学年）

関宿中央小プール

福田

1・2年生
20人

3・4年生
20人

5・6年生
20人

美術工芸室

関宿中央

①自習学習
（低学年）

サポートティーチャー
　 松岡日出男氏、中井恵美氏
特別学級支援員　西川忍氏

各20人



館名 日　　程 内　　容 場　　所 募集 講　師 備　考

７月２６日(金)  ①郷土の歴史コース（関宿の歴史を学ぼう）

　午前9時00分～午前9時45分 （６年生）

８月２２日(火)～８月２６日（土） ②学習コース（国語・算数）

　午前9時00分～午前10時20分
　午前10時40分～正午

（低・高学年、各１２人）

８月２４日(木)・２５日(金)

　午後2時00分～午後5時00分

８月２２日(火)・２５日(金) ④ものづくりコースA（折り紙）

　午後1時30分～午後4時30分 （低学年）

８月２２日(火)・２３日(水） ⑤ものづくりコースB（切り絵）

　午後1時30分～午後4時30分 （高学年）

８月２６日(土) ④ものづくりコースC（木工・パズル）

　午前９時00分～正午
　午後１時00分～午後3時00分

（高学年）

７月２７日(木)
　午前9時30分～11時30分

自然観察（野外観察とまとめ）（生物多様性学習） 大会議室・館庭 40人 自然科学系ライター　岩槻秀明氏

７月２７日(木)
　午後１時00分～３時00分

折り紙教室 折り紙講師   菅沼惠子氏 材料代有り

７月２８日(金)
　午前9時00分～10時00分

国語や算数の自主学習
サポートティーチャー
　山田智美氏・川守田幸枝氏

７月２８日(金)
　午前10時10分～12時00分

調理実習 調理室 20人 料理講師 材料代有り

８月１日(火)～８月４日（金） ①自習コース（国語・算数）

　午前  9時00分～午前10時20分
　午前10時20分～午前11時30分

（低・高学年、各２０人）

８月１日(火)～８月４日（金） ②英語活動

　午前  9時00分～午前10時20分
　午前10時20分～午前11時30分

（低・高学年、各２０人）

８月１日(火)～８月４日（金） ③ポスター作り

　午前9時00分～午前11時30分 （高学年）

８月４日(金) ④上記全コース合同自然観察交流会（生物多様性）

　午後1時00分～午後3時00分 （3～6年生）
40人 自然科学ライター　岩槻秀明氏

クラフト講師  八重澤則子氏 材料代有り

中会議室
小会議室

40人

図書室 20人
絵画講師  荒木千賀子氏
ほか助手2名

英語講師　川口百香氏
関宿高校生徒（ボランティア）

サポートティーチャー　土屋益子
氏
関宿高校生徒（ボランティア）

中会議室
小会議室

大会議室 40人

７月２８日(金)
　午後1時00分～3時00分

紙粘土工作 大会議室 40人

二川

12人 技術家　鈴木光男氏

③絵画コース（ポスターの構図と色彩） 18人 絵画家　藤ノ木千枝氏

和室 12人
折り紙指導者
　菅沼惠子氏　　西山佐登子氏

遊戯室

関宿

関宿小学校 24人 関宿を語る会　筑井正氏

会議室

24人
サポートティチャ―　毛塚諭氏
学習サポーター　　砂川理恵氏
土用授業アシスタント　金子詩穂氏

12人
実相寺住職（技芸家）
　大野要修氏

木間ケ瀬

木間ケ瀬小学校

前半後半で実施 



平成２９年度学校支援ボランティア養成講座について 

 

１ 目的・趣旨    

本講座は、「地域の子どもは地域で育てる」教育施策のもと、市内中学校区に組織される学校 

支援地域本部が中心となり行われている学校支援について、その支援ボランティアを養成する 

ことを目的として開設します。 

   地域の人々が持つ技術や能力、または支援したいという意欲が、無理なく地域（学校）へ還 

元されるための体制をより充実させることが重要となるが、学校支援という趣旨を逸脱するこ 

となく、学校のニーズと地域の人々の意欲や能力が合致し、一方通行ではない知の循環が創出 

されることが必要です。 

   本年度は、二川中学校区における学校支援活動を担う人材養成を目的として、特に二川小学 

校より要望のあった学校図書室の環境整備を主とするボランティア養成講座を開設し、地域に 

開かれた公民館の特性を活かし、地域と学校のつながりを一層深めるよう努めます。 

   また、併せて学校支援ボランティアを行う人々の輪を広げる一助とします。 

 

２ 会  場  二川公民館・二川小学校 

 

３ 対  象  二川中学校区の小中学校で学校支援ボランティアとして活動できる市内在住・在 

勤・在学の方 

 

４ 募集人数  20人 

 

５ 内  容 

回 日時・会場 学習テーマ・内容 

１ 

９月 28日（木） 

13：30～15：30 

二川公民館 

「ボランティアを始めよう」＜概論＞ 

・学校支援ボランティアの意義 

・活動を始めるにあたっての心構え 

「子どもたちが本を借りたくなる図書室を」 

・二川小学校図書室の運営について 

・予定される具体的な作業等 

２ 

10月５日（木） 

13：30～15：00 

二川小学校 

実習①「子どもたちが集まる図書室をめざして_1」 

・学校図書室で活動するにあたっての心構え 

・学校図書室環境づくりの実際（配架方法、本の受入作業と整理、掲

示物の作成等） 

・子どもの成長と「本」 

３ 

10月 12日（木） 

13：30～15：00 

二川小学校 

実習②「子どもたちが集まる図書室をめざして_2」 

・図書室の環境整備作業（本棚の修理等） 

４ 

10月 17日（火） 

13：30～15：00 

二川小学校 

まとめ 

・講座の振り返りを通して、これから活動を始めるにあたり、感想や 

意見を交換し、懇親を深めるとともに、地域の子どもは地域で育て 

るという共感を育む。 

・今後の活動内容についても話し合う場とする。 

報告事項３ 



 



