
平成30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 168 12 佐賀市適応指導教室の社会体験として地域住民と共に活動する

地域学校協働事業 勧興公民館 小学生 508 13
勧興小学校との協働事業
昔あそびクラブ、昔あそび体験、じゃがいもを育てよう、かささぎ学級との交流会

ふるさと勧興学 勧興公民館 小学５年生 659 12
勧興小学校5年生が地域スタッフと共に、地域の歴史や文化を学び、勧興まつり
で発表する

“ご近所ばあば”の料理教
室

循誘公民館 小学２～４年生 110 8 地域ボランティアによる子どものための食育教室

子どもえびすガイド養成講
座

循誘公民館 小学３～６年生 96 13
佐賀城下ひなまつりにあわせて地域内恵比須の歴史を学ばせ、えびす
ガイドを養成する

夏休みキッズクラブ 日新公民館 小・中学生 67 4 いろんな体験を通してチャレンジ精神を育て、異学年との交流を図る

にっしん茶屋食育活動 日新公民館 園児（年長児） 224 6
園児（年長児）に対し、3回の実演指導を行い、地域、保護者、年中児を
お茶でもてなす実演を行う

将棋のひろば 赤松公民館 小学生 1194 44 地域の大人がボランティア講師となり、小学生を対象に将棋を教える

高校生Teacher講座 神野公民館 小学生 212 11
佐賀北高校と佐賀商業高校の生徒が先生になり、芸術やスポーツなど、部活動
を通して得た知識や技能を小学生に教える

子どもものづくり教室 神野公民館 小学生 52 2 ものづくり体験活動の機会をつくり、作ったものを校区行事で活用・展示する

夏休みワクワクふれあい体
験

西与賀公民館 小学４～６年生 22 2 他地区の子どもたちとの交流を様々な体験活動を通して行う

西与賀キッズクラブ 西与賀公民館 小学生 328 11 地域の人や大学生と一緒に野外活動や環境活動等の体験活動を行う

親子茶道教室 嘉瀬公民館 小学生 265 15 茶道

こどもチャレンジ教室 嘉瀬公民館 小学生 11 2
個人や仲間と共にふれあいながら、ものつくりを学んだり、自然体験や社会体験
などの直接的、具体的な体験活動を行う

子ども教室 巨勢公民館 小学生 39 9 長期休暇を中心とした子どもたちの体験活動、居場所作り

子どもゼミ 兵庫公民館 小学生 188 8 子どもの居場所づくり

子ども学級 高木瀬公民館 小学生 47 4
夏休みや冬休み中の小学生を対象に、宿題の指導やレクリエーションなどを実施
する

夏休み子供教室 北川副公民館 小学生 90 3
夏休み中の子供が、ボランティアの手伝ってもらいながら宿題をすることで、
子供の居場所づくりと地域ボランティアとの交流を図る

子ども元気教室 本庄公民館 小学生 67 5
学校の長期休み期間中に、子ども達が体験活動を通して、協調性や市民性
を育む

青少年教育の推進事業 金立公民館 小学生 67 8 夏休み宿題やっつけ大作戦、振替休業日対策

青少年健全育成事業 久保泉公民館 小学生 52 15
夏休み子ども教室（習字・書き方・盆踊り・ポスター教室、バスツアー）、
日本舞踊教室、冬休み子ども教室（工作、しめ縄づくり、将棋大会）、将棋教室

ふるさと学級 蓮池公民館 小学２、３、５年生 87 5
郷土の伝統食の作り方、伝統行事等を学校の授業の中に取り入れてもらい、
子ども達に伝えていく

あそびの達人 蓮池公民館 小学生 58 2 あそびを通して色んなことを教わりながら、地域の大人との交流を体験する

子ども寺子屋 新栄公民館 小学生 216 8 学習支援や物づくり、現地研修などの体験を通して、地域で子どもたちを育む

夏休みチャレンジ教室 若楠公民館 小学生 141 3 学習支援や物づくり、現地研修などの体験を通して、地域で子どもたちを育む

■　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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子どもものつくり講座 開成公民館 小学生 52 2
生活に密着した様々なものを手作りし、物作りの楽しさを学びながら異年齢交流
する

こども寺子屋 諸富町公民館 小学生 282 6 長期休暇中を含めた休日における子どもの居場所づくり

夏休み子ども講座 春日公民館 小学生 216 6 夏休みの宿題のサポート

野菜づくり教室 春日公民館 小学４～６生 121 11
地域の方の畑を借り、種、苗を植え、畑の管理をしながら育て、収穫して調理して
食す

宿題かたづけ隊 春日北公民館 小学生 56 2
夏休み期間の小学生児童の宿題について、地元大学生、一般ボランティアがアド
バイスを行う活動、小学生の居場所作り事業

生活安全・安心講習会 春日北公民館 小学生 137 2
講話やシミュレーターを使った交通安全体験
心肺蘇生法による緊急時の対応を学ぶ

虫取り探検隊 春日北公民館 小学生以下 12 2 手作りの仕掛けで校区内の林でカブト虫、クワガタ虫を捕獲の体験

川上探検隊 川上公民館 小学６年生 44 7 郷土の歴史を触れさせ、先人の暮らしを偲ばせる

地域ふれあい教室
コーちゃんにほめられる！

松梅公民館 小学生 73 6
夏休み宿題、生活体験等支援事業
宿題、読書感想文指導

山と海のよかとこ交流
松梅公民館・
三瀬公民館・
南川副公民館

小学生 12 2 三瀬校・松梅校小学部と南川副小学校児童の交流、自然体験など

夏休み子ども教室 富士公民館 小学生 108 7 夏休みの宿題のサポート

夏休み子ども教室 南川副公民館 小学生 13 5 宿題やっつけタイム

宿題おたすけ隊 西川副公民館 小学生 30 5 夏休みの宿題

夏休み勉強お助け隊 中川副公民館 小学生 59 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 17 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 19 3 銭太鼓の練習

子ども教室（観光ジュニア
ガイド養成教室）

東与賀公民館 小・中学生 3 3
観光ジュニアガイドの仕事を知る
ボランティア参加の目的を考える

6,222 299

子どもたちの継続的な体験活動実績
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公民館主催・共催事業 小計（延人数・延回数）

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 平成30年度

事業実績数 29 34 33 34 37 37 38 45 48 42


