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平成29年度子どもたちの継続的な体験活動一覧

くすの実支援事業 勧興公民館 小・中学生 164 14 栽培活動の準備、土作り

地域学校協働事業 勧興公民館 小学生 553 14 じゃがいもの話と植え付け

ふるさと勧興学 勧興公民館 小学５年生 509 8 地域の歴史

野外体験活動 勧興公民館 小学１～３年生 62 4 沢のぼり・スポーツ体験の作戦会議

“ご近所ばあば”の料理教
室

循誘公民館 小学２～４年生 88 8 食育講座

子どもえびすガイド養成講
座

循誘公民館 小学３～６年生 95 16 子どもえびすガイド養成講座

わんぱくクラブ 循誘公民館 小学生 157 5 宿題やっつけ隊

図書ボランティア 日新公民館 小・中学生 66 5
図書の推進と図書室の活用について
意見を出し合う

夏休みキッズクラブ 日新公民館 小・中学生 79 4 人権啓発ポスターに挑戦

にっしん茶屋 日新公民館 年長 206 7 煎茶の入れ方教室

将棋のひろば 赤松公民館 小・中学生 1459 45
小中学生、シニアを対象とした将棋教
室

高校生Teacher講座 神野公民館 小学生 380 11 高校部活体験

子どもものづくり教室 神野公民館 小学生 54 2 竹ぽっくり、竹皿作り

地域交流将棋サロン 神野公民館 14 2 将棋講座・対戦

夏休みﾜｸﾜｸふれあい体
験

西与賀公民館 小学５，６年生 39 2
肥前町児童との交流、町自慢
海水浴、肝だめし、魚つり

西与賀キッズクラブ 西与賀公民館 小学生 294 11 お弁当を作ってさんぽへ行こう

親子茶道教室 嘉瀬公民館 小学生 119 8 茶道

子どもチャレンジ教室 嘉瀬公民館 小学生 93 3 料理教室

子ども教室 巨勢公民館 小学生 93 4 地域先生に教わりながら雑巾を作る

子どもゼミ 兵庫公民館 小学生 679 6 児童のための交通安全教室

自治公民館めぐり 高木瀬公民館 小学生 246 2 校区の歴史を知ろう

夏休み子ども学級 高木瀬公民館 小学生 49 2 交通安全ポスターづくり

夏休み子ども教室 北川副公民館 小学生 90 3
夏休みの宿題を地域ボランティアの方
と一緒にする

夏の子ども元気教室 本庄公民館 小学生 86 4 子どもの体験教室とした陶芸

本庄まちおもい塾～子ど
も語り部～

本庄公民館 小学生 35 3
本庄の歴史資源について紹介するた
めの練習会

主催者

■　継続的な体験活動とは…１年間のうち２回以上の体験活動を実施するものとする
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子ども体験事業 鍋島公民館 小学生 493 3
子どもが学ぶＡＥＤ体験（まちづくり協
議会共催）

青少年教育の推進事業 金立公民館 小学生 124 7
国際理解講座「海外旅行にでかけよ
う！」

子ども教室 久保泉公民館 小学生 131 5 白石原湿原を探検しよう

ふるさと学級 蓮池公民館 小学３，５年生 43 2 郷土学習

子ども寺子屋 新栄公民館 小学生 286 7 宿題の見守り

夏休みチャレンジ教室 若楠公民館 小学生 102 3 サークル体験活動を行う

子どもものつくり講座 開成公民館 小学生 36 2
イルミネーションを自作し電気の流れ
について学ぶ

中学星サンタ 開成公民館 中学生 15 8
中学生が一日サンタとなり地域にプレ
ゼントを配達する

夏休み子ども寺子屋 開成公民館 小学４～６年生 325 13
小学4～6年生を対象に、自主学習や
体験学習を行う。

ゆうゆうクラブ 開成公民館 小学生 672 19
ウェルカムパーティ：新入生と他学年
の子ども達との異年齢交流会

こども寺子屋 諸富町公民館 小学生 223 6 落ち着いて宿題に取り組み隊

夏休み子ども講座 春日公民館 小学生 93 7 交通安全ポスター作成等

宿題片付け隊 春日北公民館 小学生 41 2
大学生や地域の人から宿題や課題の
指導を受ける

生活安全安心講習会 春日北公民館 小学生 112 2
校区住民を対象に、講話やシミュレー
ターを使った交通安全体験

虫取り探検隊 春日北公民館 小学生 30 2
昆虫採集の仕掛けの作り方や注意点
のレクチャーと実践

夏休み子ども教室 富士公民館 小学生 111 7 習字・将棋教室

子どもチャレラン大会 三瀬公民館 小学生 17 5
競争遊びを通じた異学年交流、わりば
しダーツ

山とまちの交流事業
三瀬公民館

南川副公民館
小学生 33 2

三瀬小学部と南川副小学校児童との
交流、ヤマメのつかみ取り、森林散
策、干潟観察、海苔加工場などの見

夏休み子ども教室 南川副公民館 小学生 76 4 川副木々の探検隊

宿題おたすけ隊 西川副公民館 小学生 134 5
小学生対象、夏休みの宿題のサポー
ト

夏休み勉強お助け隊 中川副公民館 小学生 39 3
小中学生対象、夏休みの宿題のサ
ポート

子ども教室（絵手紙教室） 東与賀公民館 小・中学生 19 2
名前の落款つくり、年賀状を書いてみ
よう

子ども教室（銭太鼓教室） 東与賀公民館 小・中学生 39 3 銭太鼓の練習

8,903 312 銭太鼓の練習公民館主催・共催事業 小計（延人数・延回数）
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日新太陽くらぶ
日新校区地域子ども
教室推進事業実施協
議会

日新小児童 767 24

絵本の読み語り、金管楽器、キック
ベースボール、グランドゴルフ、ボー
ル遊び、天祐寺川探検、ハンギー体
験、日新まつり、昭栄中吹奏楽部コン
サート、芋ほり、料理教室、紙ヒコーキ
大会、バルーン係留、バレンタインス
イーツづくり、路線バスの旅など

どようひろば
嘉瀬校区地域子ども
教室推進事業実施協
議会

嘉瀬小児童 443 6

読み聞かせ、小噺、わたがし作り、折り
紙、シャボン玉作り、絵手紙、コサー
ジュ作り、囲碁将棋、卓球、ペットボト
ルロケット作り、おもしろ電話作り、割り
ばし鉄砲作り、バドミントン、ドッジボー
ル、サイエンス教室、七夕飾り、なわと
び、ドッチビー、昔遊び、木の実遊

ひょうご・ふれ愛ランド
兵庫校区地域子ども
教室推進事業実施協
議会

兵庫小児童 492 10

体育館、運動場、バスケット、バドミント
ン、ミニバレーボール、グランドゴル
フ、ターゲットゲーム、卓球、生け花教
室、将棋、囲碁、図書館開放による読
書、木工教室など

ふれあい教室
北川副校区地域子ど
も教室推進事業実施
協議会

北川副小児童 987 25

交通安全教室、七夕かざり、紙飛行機
を飛ばそう、万華鏡を作ろう、お茶の
お点前、親子料理、餅つき、クリスマス
の飾り、しめ縄作り、もぐら打ちなど

新栄あいれふくらぶ
新栄校区地域子ども
教室推進事業実施協
議会

新栄小児童 627 24
体操教室、料理教室、工作教室、農
作業体験、縄跳びなど

若楠全員集合！！
若楠校区地域子ども
教室推進事業実施協
議会

若楠小児童 1,044 22

卓球、バトミントン、体操教室、ドッジ
ボール教室、マナー教室、えんげき体
験広場、チャレンジ教室、オープン公
民館、地域の掲示板をデコレーション
しよう、防災教室、サバイバルめした
き、たこ揚げ、天文教室、クリスマス
リース作り、しめ縄作り、料理教室、ま
ちあるき、キッズカフェなど

開成ゆうゆうクラブ
開成校区地域子ども
教室推進事業実施協
議会

開成小児童 804 23

ドッジボール、バドミントン、ミニテニ
ス、七夕まつり、凧づくり、ひなまつり、
科学実験、うどんづくり、囲碁、将棋、
オセロ、昔遊びなど

子どもふれあい体験キャンプ
教育委員会(社会教
育課)

小4･5･6 176 2 野外体験活動、キャンプファイヤー等

小学生卓球教室
教育委員会（社会教
育課）

小学生 264 12 卓球教室

親子アロマ教室
教育委員会（社会教
育課）

小4・5・6 17 1 親子アロマ教室

夏休み小学生理科実験教室
教育委員会（社会教
育課)

小3－小6 30 2 理科実験教室

5,651 151

14,554 463

子どもたちの継続的な体験活動実績

各課連携等 小計（延人数・延回数）
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講座・学級名 主催者 参加対象

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業実績数 24 29 34 33 34 37 37 38 45 48


