
４月１日～９月３０日

公民館事業進捗状況資料

２７年度

報告事項



　　　　　　上野公民館

講座・教室名 内容 年間開催数 受講者数 男 女 他地区人数 参加延べ人数

パソコン教室（前期）

パソコンが初めての人
のためのきっかけ作りと
して、基本操作から暑中
見舞い作成などまでを
行い
ます。

10
(定員) 　１0
(受講生)10

（応募者）22
2 8 3 90

悠々講座

歴史や人権をはじめ幅
広い教養、趣味的な学
習を通して、豊かで潤い
のある高齢期をめざしま
す。

9
(定員) 150

(受講生)

128
28 100 3 330

【新規】
伊賀の考古学セミナー

市内の古墳・役所・寺
院・お城について分かり
やすく解説します。

3
(定員) 　30
(受講生) 29

13 16 6 26

【新規】
やさしく楽しい付け句教
室

芭蕉の連句に、自分の
句を付けるコツを学びま
す。

3
(定員) 　30
(受講生)36

1 35 6 64

伊賀の和菓子教室（前
期）

伊賀の四季の創作和菓
子を作ります。（葛焼き・
鮎の塩焼き・菊上用）

3
(定員) 　20
(受講生) 22

1 21 9 54

　
笑って脳トレインプロ教
室

即興演劇のトレーニング
ゲームを通じて、みんな
で楽しく笑って日々のス
トレスを解消します。

3
(定員) 　１0
(受講生) 12

2 10 1 18

健康体操教室

音楽あり、おしゃべりあ
り、ひとりではなかなか
続かない運動をみんな
と楽しく継続して行いま
す。

7
(定員) 　30
(受講生) 68

5 63 5 158

　
消しゴムはんこ教室（前
期）

自分のはんこを消しゴ
ムで作り、暑中見舞い
の葉書に活用します。

2
(定員) 　11
(受講生) 10

3 8 2 16

平成２７年度伊賀市公民館　講座・教室開設事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



いがまち公民館

講座・教室名 内容 年間開催数 受講者数 男 女 他地区人数 参加延べ人数

みんな集合！こども体
験教室

体操・料理・工作・環境
学習など色々なことに
チャレンジします。

8
（定員）20

（受講生）24
11 13 5 91

ア・ラ・カルト

体操・手芸・お菓子作り
など、毎月内容が変わ
ります。色々な体験が出
来ます。

10
（定員）50

（受講生）54
0 54 8 199

歌おう！童謡からアニメ
ソングまで

手遊びや絵描き歌をま
じえて、ギターの伴奏で
楽しく歌います。一人で
の参加はもちろん、子ど
もさんお孫さんと一緒に
ご参加いただけます。

10
（定員）30

（受講生）27
6 21 14 83

フープブーンで目指せ
スッキリｂｏｄｙ

フラフープを使って、スト
レッチや、音楽にあわせ
て楽しく運動します。子
どもサイズのフラフープ
も用意しています。

10
（定員）20

（受講生）25
6 19 5 58

切り絵教室

お気に入りの風景を切
り絵にします。簡単な図
案の切り抜き方から練
習していきます。

10
（定員）10

（受講生）10
1 9 0 44

いきいき園芸教室

季節に沿った園芸の基
本をわかりやすく学びま
す。寄せ植えを３回しま
す。

9
（定員）50

（受講生）59
2 57 4 138

【新規】
のんびりやさしい体操教
室

姿勢をよくするマット運
動（ピラティス）を中心に
無理なく出来るやさしい
体操を行います。

10
（定員）20

（受講生）42
2 40 17 133

平成２７年度伊賀市公民館　講座・教室開設事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



　　　　　　島ヶ原公民館

講座・教室名 内容 年間開催数 受講者数 男 女 他地区人数 参加延べ人数

リズム健康体操教室

５月～１０月・・・ヨガ
ピラティスの動きで体を
気持ちよくほぐします。
１１月～３月・・・簡単な
エアロビクスと体を使っ
たゲームで楽しく全身を
引き締めます。

11 28 0 28 10 94

園芸よろず相談教室

ＮＨＫの趣味の園芸でお
なじみの先生にご指導
いただきます。
実習と講話を行います。

4 31 2 29 1 45

彩々教室

和菓子づくり、そば打
ち、イタリアンに挑戦、
陶芸、身近な園芸、文
学講座、礼儀作法教
室、気軽なウォークな
ど。

11 28 1 27 0 144

初心者のパソコン教室

初めての人にもやさしいパ
ソコン教室。
“自分のパソコンで作品を
作ってみよう！”（パソコン
の有る方持ってきてくださ
い。）

10 8 3 5 0 78

【新規】
フラビクス教室

フラのステップにエクサ
サイズを組み合わせた
健康体操。心も身体もリ
フレッシュ。

10 14 0 14 5 36

【新規】
伊賀の歴史文学講座

島ヶ原公民館初めての
文学講座。伊賀の歴史
について学習してみま
せんか？生涯学習を通
じて楽しい人生を過ごし
ましょう。

2 19 4 15 0 17

絵本の読み聞かせ教室

絵本の読み聞かせや紙
芝居を通して、親と子が
心のふれあいを深める
機会を提供します。

17 30 ― ― ― 241

平成２７年度伊賀市公民館　講座・教室開設事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



                 阿山公民館

講座・教室名 内容 年間開催数 受講者数 男 女 他地区人数 参加延べ人数

楽がきくらぶ

市内の就学前の幼児と
その保護者を対象に絵
や工作、お菓子づくりを
通して、遊びの場、表現
の場、親子のふれあい
場を提供します。

8
(定員)30

(受講生)15
5 10 5 67

こどもちゃれんじ教室

市内の小学生児童を対
象に、異年齢集団によ
る遊びや体験を中心と
活動を進め、こどもの心
身の成長発達と仲間づ
くりを目的に工作・ス
ポーツ・料理体験などを
行います。

8
(定員)50

(受講生)51
25 26 32 132

すえひろ学級

市内の６０歳以上の方
を対象に、生きがいづく
り、仲間づくりを目的に
料理教室、園芸教室、
ちぎり絵などを行いま
す。

10
(定員)50

(受講生)41
0 41 1 90

チャレンジバンド教室

市内の小学生４年生以
上及び中学生を対象に
楽器を楽しむ吹奏楽団
を結成し、楽器を通して
仲間とのつながりや、演
奏により感動や喜びを
得ることを目的としま
す。

24
(定員)20
(受講生)6

1 5 2 49

平成２７年度伊賀市公民館　講座・教室開設事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



大山田公民館

講座・教室名 内容 年間開催数 受講者数 男 女 他地区人数 参加延べ人数

親と子の英語であそぼ
う

親子で手遊び、ゲーム、
工作などを通して楽しく
英語に触れます。

9 20組45人 （子）11

（子）
14
（親）
20

17組39人37組84人

リコーダー教室

誰もが一度は吹いたこ
とのあるリコーダーを
使って、素朴で純粋な音
色を奏でます。

9 12 5 7 3 39

フェイクスイーツ教室

食べれそうで食べれな
い、本物そっくりなス
イーツを粘土で作りま
す。

9 5 0 5 3 17

絵手紙教室
はがきなどに季節の絵
や言葉を添えた絵手紙
を描きます。

9 11 0 11 1 31

いきいきライフ講座
園芸、和菓子作り、健康
体操、エコをテーマに学
びます。

8 29 1 28 5 55

リズム運動教室

幼児期の発育発達の過
程における活動の支援
を目的に、大山田保育
園と連携し運動あそび
を実施する。

11 35 19 16 0 245

夏休み子ども公民館教
室『おはなしくらぶ』

児童書の読み聞かせ会
と簡単な工作あそび

2 25 11 14 18 43

夏休み子ども公民館教
室『スイーツデコ教室』

本物そっくりのイチゴタ
ルト（マグネット）作り

2 45 3 42 42 45

【新規】
夏休み子ども公民館教
室『星たまごのプラネタ
リウム』

空気で膨らむドーム型
のプラネタリムで星座の
お話と星空観察

1 21 7 14 21 21

夏休み子ども公民館教
室『オオサンショウウオ
観察会』

特別天然記念物『オオ
サンショウウオ』の生態
学習と観察会。

1 17 10 7 15 17

平成２７年度伊賀市公民館　講座・教室開設事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



 青山公民館

講座・教室名 内容 年間開催数 受講者数 男 女 他地区人数 参加延べ人数

どろんこ田植え体験

どろんこや田植えの体
験をとおして自然と地域
の産業の大切さを理解
します。

1 120 67 53 16 120

人形劇がやってくる
～よさみ編～

図書室でボランティアグ
ループによる人形劇を
公演します。（演目：かち
かちやま）

1 61 25 36 8 61

楽しいおはなしがやって
くる　～さくら編～

さくら保育園に出向き、
おはなしボランティアと
ともに読み聞かせやエ
プロンシアターなどをし
ます。

1 144 68 76 6 144

【新規】
帯締め体験講座

伊賀の伝統工芸『組紐』
を糸の準備から行い、
自分だけのオリジナル
『帯締め』を製作体験
し、完成させます。

3 10 0 10 0 37

夏休み子ども体験講座

夏休みを利用した連続
講座。図書室での調べ
学習の指導や工作に取
り組みます。

3 6 4 2 0 21

【新規】
子ども防災講座

災害時、子どもが自から
身を守る大切さや方法
を学びます。

1 41 23 18 0 41

案山子づくり

どろんこや田植え体験
に参加した子どもたちに
案山子づくり体験をさせ
ることで稲の生育との関
連を学びます。.

1 15 10 5 0 15

歴史連続講座

地域の歴史について学
ぶ講座。3回目は10月に
フィールドワークを実施
し古墳に入る体験も行
います。

2 24 18 6 2 46

稲刈り体験

田植え体験・案山子作り
体験と年間を通した農
業体験に取り組み、自
分たちの植えた苗を収
穫体験し、お米ができる
までを体験します。

1 70 41 29 12 70

人形劇がやってくる
　～さくら編～

図書室でボランティアグ
ループによる人形劇を
公演します。（演目：12
干のもうひとつのお話）

1 127 61 66 7 127

平成２７年度伊賀市公民館　講座・教室開設事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



　　　　　上野公民館

事業名 内容 実施日 参加対象 進捗状況

文化財再発見ツアー

センダンの大樹・西沢のノハ
ナショウブ群落・滝仙寺の
松・種生のオオツクバネガシ
を巡るツアーを実施します。

6月13日 一般
定員：２０　参加者：
２１

青少年健全育成事業

上野児童福祉会連合会へ
の委託事業で、主に子ども
会連合会育成を行ないま
す。

７事業
主に上野地区
の小学生

参加者数：①卓球
大会　２３８人　②
球技大会（野球・ソ
フトバレー）１７２人
③自然体験学習１
５人　④リーダー研
修会３９人

ふるさと学習事業

上野児童福祉会連合会へ
の委託事業で、主に子ども
にふるさとの良さを再発見さ
せるとともに、多くの友達と
の仲間づくりの機会を与え
ることを目的とします。

年９回
市内の小学５・
６年生

参加者数　第１回：
赤井家他見学１８
人　第２回：伊賀焼
き体験２１人　第３
回：岩倉峡キャンプ
２１人　第４回森林
公園１４人

伊賀市子どもセンター事業

伊賀市ＰＴＡ連合会への委
託事業で、子ども向け情報
紙「いがっこ通信」発行し、
市内の全園児・児童他に配
布します。

年３回 夏号発行

平成２７年度伊賀市公民館　その他事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



いがまち公民館

事業名 内容 実施日 参加対象 進捗状況

青少年健全育成関係事
業
夏の体験教室

南伊勢町に行き鯛の餌や
り・鯛の塩釜焼・湾内クルー
ズ・廃校宿舎での夕食作り・
海辺での遊びを体験しまし
た。

7月31日8月1日
（金・土）

管内保・小・中
学生及び保護
者

31名
保育園：1名
小学生：14名
中学生：5名
大人：11名

青少年健全育成関係事
業
非行防止事業

夏季夜間パトロール
午後8時から管内を徒歩・車
で巡回します。

8月4日（火）
いがまち青少年
を育てる会役員
・委員

41名

青少年健全育成関係事
業
非行防止事業

午後4時から5時まで担当学
校校区内を広報車で、啓発
テープを流しながら巡回しま
す。

5月～3月
（月1回～2回

火）

西柘植小・柘植
小・柘植中・霊
峰中のＰＴＡ

16名

平成２７年度伊賀市公民館　その他事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



　　　　　　島ヶ原公民館

事業名 内容 実施日 参加対象 進捗状況

島ヶ原文化
サークルまつり（演芸
会）

各サークルの成果発表
（6月の第1日曜日）

6月7日 一般 150名参加

島ヶ原青少年関係
行灯づくり

体験型学習（行灯づくり）
8月5日・8月6
日

小学生～高校生50名参加

島ヶ原青少年関係
島ヶ原竹灯りの宴

体験型学習 9月23日 小学生～高校生60名参加

島ヶ原青少年関係青少
年非行防止パトロール

非行防止事業

青パト巡回パト
ロール（夏休
み夜間パト
ロール夏まつ
り、盆踊り等）

安全防災部会
青少年関係

12回実施

平成２７年度伊賀市公民館　その他事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



阿山公民館

事業名 内容 実施日 参加対象 進捗状況

あやま人権・同和問題
学習講座

人権講演会
（一人ひとりが尊重され、誰
もが参画できる人権社会の
実現を目指して開催します）

　6月5日（金）
8月28日（金）
10月2日（金）
1月23日（土）

一般
2回開催
参加者数：288名

阿山青少年育成指導
者連絡協議会関係事
業

青少年の健全育成のため、
「あやま人づくり市民会議」
の活動を行うとともに、こど
もちゃれんじ教室の講師補
助を行います。

年間 一般

総会：5月8日
こどもちゃれんじ教
室：
6月27日・7月25日
8月22日・9月26日
計14名

あやま文化協会関係
事業

公民館サークル相互の連携
を図るため、情報交換等を
行い、展覧会、芸能まつりを
実施します。

年間
文化協会加入
団体

総　 会：4月30日
展覧会実行委員会
：8月20日

あやま人づくり市民会
議関係事業

阿山管内の自治協や各種
団体、駐在、学校関係や各
区から計43名の委員によ
り、総会、講演会、委員研修
会を行います。

年間
あやま人づくり
市民会議委員

第1回委員会(総会)
：6月2日
青少年健全育成
パトロール
：7月31日・8月22日
(41名)
こどもの集い＆夏
祭り：8月22日(89
名）

平成２７年度伊賀市公民館　その他事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



　　　　　大山田公民館

事業名 内容 実施日 参加対象 進捗状況

人権パネル展

人権・同和関係パネルを公
民館玄関ロビーで毎月内容
を入れ替えながら、常時展
示しています。

４月～３月 来館者 来館者　約3,700人

読み聞かせ会『おはな
したいむ』

絵本や紙芝居による読み聞
かせを行います。

４月～３月
毎月第２土曜
日

幼児～一般 65人

子ども読書推進事業
『朝の読書推進活動』

大山田小学校の始業前の
時間を利用して絵本や児童
書の読み聞かせを行いま
す。

６月～３月
年間３６回

大山田小学校
１～６年生

実施中

子ども読書推進事業
『きらきらたいむ』

大山田小学校の休み時間
を利用して絵本や児童書の
読み聞かせを行います。

６月～３月
年間８回

大山田小学校
１～６年生

実施中

青少年健全育成事業
大山田むらびとづくり推進会
議の連絡調整、研修、非行
防止パトロールなどの活動

４月～３月 一般 実施中

平成２７年度伊賀市公民館　その他事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



　青山公民館

事業名 内容 実施日 参加対象 進捗状況

青山夏まつり

青少年育成事業の推進の
ためのうちわの配布と声掛
けの実施による啓発を行い
ます。

7月19日 青少年 実施

「芭蕉さんの七夕笹飾
り」

市民が身近に「俳句」を感
じ、親しめることを目的に、
来館者の「自作の俳句」を
飾ります。

7月1日
～8月31日

全般 実施

吹奏楽公開練習コン
サート

地域の音楽活動の向上を
目的に、楽器の基礎指導・
リズム指導、練習の様子を
公開し、合奏が完成していく
様子を体感するコンサート
です。

7月25日・26日
小・中学生
及び一般

実施

「原爆と人間」展
原爆にちなんだパネルの展
示を行います。

8月1日
～8月15日

全般 実施

同和問題講演会 人権啓発のための講演等を
行います。

8月29日
全般 実施

第1回人権作文パネル
展示

広島・長崎の原爆について
の作文を拡大してパネル展
示し、戦争差別について考
える機会を与えます。

8月29日
～9月30日

全般 実施

読み聞かせ事業
図書室「おはなしなあに？」
子育て支援おはなし会

通年
未就学児
及び保護者

実施中

青山小学校
「青山みんなのおはな
し会」

小学校の図書室に出向き読
み聞かせを行い読書の推進
を行います。

通年 小学校児童 実施中

中学生職場体験
受け入れ事業

中学2年生の職場体験の受
入れを行います。

9月29日
～10月1日

中学生 実施

平成２７年度伊賀市公民館　その他事業進捗状況
平成２７年９月３０日現在



利用回数（回） 延べ利用人数（名）

多目的小研修室 3 28

和室 4 2

視聴覚室 10 112

多目的大研修室 14 493

学習室１（Ａ） 1 8

学習室１（Ｂ） 4 29

学習室２ 6 113

42 785

ホール 116 3,247

和室 25 457

その他 20 356

161 4,060

ホール 60 1,224

和室 12 123

その他 17 126

89 1,473

サークル活動室 13 116

会議・工作室 23 404

36 520

ふれあいホール 6 124

研修室　1 2 37

研修室　2 12 107

会議室 2 13

22 281

研修室 26 365

会議室 2 20

28 385

第１講座室 1 10

ロビー 37 224

38 234

416 7,738

平成２７年度伊賀市公民館事業施設利用状況
平成２７年４月１日～平成２７年９月３０日現在

施設名

いがまち公民館

柘植公民館

ハイトピア伊賀５階

合　　　計

合　　　計

青山公民館

島ヶ原会館

総　合　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

阿山公民館

大山田公民館



利用回数（回） 延べ利用人数（名）

多目的小研修室 119 947

和室 14 79

視聴覚室 89 535

多目的大研修室 149 2,199

学習室１（Ａ） 52 555

学習室１（Ｂ） 36 329

学習室２ 38 539

497 5,183

ホール 85 1,859

和室 1 13

その他 15 306

101 2,178

ホール 58 994

和室 9 53

その他 13 89

80 1,136

サークル活動室 118 1,387

会議・工作室 40 612

和室 49 572

パソコン室 24 456

231 3,027

ふれあいホール 27 413

研修室 1 62 544

研修室 2 18 185

和室 11 45

洋室 3 27

会議室 12 58

中会議室 14 68

147 1,340

研修室 41 398

会議室 57 308

相談室 18 69

116 775

第１講座室 73 607

第２講座室 20 135

中ホール 91 1,572

２階和室 33 354

料理実習室 5 50

ロビー 7 58

229 2,776

1,401 16,415

平成２７年度伊賀市公民館登録団体施設利用実績
平成２７年４月１日～平成２７年９月３０日現在

施設名

ハイトピア伊賀５階

いがまち公民館

合　　　計

合　　　計

青山公民館

総　合　計

合　　　計

合　　　計

合　　　計

阿山公民館

柘植公民館

合　　　計

島ヶ原会館

合　　　計

大山田公民館



上野 いがまち 島ヶ原 阿山 大山田 青山 合計

22 36 19 23 25 37 162

平成２７年９月３０日現在

平成２７年度伊賀市地区公民館　サークル数     


