
令和元年度公民館運営審議会定例会議次第 

 

と き：令和３年３月 15 日（月）午後１時 30 分～ 

ところ：あわら市中央公民館 多目的ホール 

 

１ 開  会 

 

 

 

 

２ 教育長あいさつ 

 

 

 

 

３ 委員長あいさつ 

 

 

 

 

４ 議  事 

令和２年度公民館事業報告について 

 

 

 

 

５ そ の 他 

 

 

 

 

６ 閉  会 

 



　　　・生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、公民館が実施する定期講座（社会教育法第二十二条一項）

　　　・あわら市では、例年５月～翌３月までを開講期間とし、全６回から２２回までのコースを設定している。

　　　　※令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、６月中旬以降に開講を延期している。

　　　・継続開講年数は原則５年とし、自主クラブとして自立運営していける活動団体を育成することを趣旨としている。

　　　・指導料は 5,000円／回とし、市外在住講師には上限2,000円の交通費を上乗せしている。

公民館名 教　　室　　名 曜　　　日 実施回数／予定回数 受講登録者数 延受講者数 備　考

ロコモ体操１２３ 第１・第３木曜日 17/17 8人 63人

ペン字 第１・第３火曜日 19/20 5人 85人

【新規】いきいきパソコン 第２･第４　水曜日 11/11 10人 102人

食育 第３金曜日 6/6 8人 75人 ７月開講

朗読劇 第２･第４　金曜日 14/16 14人 163人 ７月開講

カラオケ教室 第２･第４　水曜日 14/17 6人 78人 ７月開講

実用習字 第１・第３木曜日 18/20 10人 176人

パッチワーク 第２・第４木曜日 18/20 5人 90人

クラフトテープ 第２・第４火曜日 18/20 11人 170人

カラオケ教室 第１･第３火曜日 18/20 6人 103人

トールペイント教室 第１木曜日 10/11 5人 59人

ステンドグラス教室 第２・第４水曜日 16/17 9人 142人

ハーブとアロマを楽しむ 第２水曜日 6/6 5人 36人

【新規】きもの着付け 第１･第３水曜日 16/20 5人 68人

【新規】デッサン教室 第１･第３水曜日 18/20 9人 149人

【新規】いきいきパソコン教室 第２･第４　水曜日 11/11 8人 56人

ほやほや料理 第３木曜日 7/11 10人 69人

クラフトテープ 第１・第３金曜日 18/20 9人 162人

ペン字教室 第２・第４木曜日 18/20 9人 162人

実用筆ペン 第４水曜日 10/11 5人 51人

たのしく歌おう 第２金曜日 10/11 11人 82人

ゆるヨガ 第１・第３火曜日 16/17 13人 130人

クラフトテープ工房 第１・第３火曜日 16/17 10人 156人

裁る着るクロスリフォーム 毎週１回 9/11 22人 111人 ９月開講

こども英会話 第２・第４土曜日 14/17 7人 92人

ヨガ教室 第２・第４火曜日 19/20 10人 126人

【新規】オカリナ教室 第１・第３金曜日 15/17 11人 112人

クラフトテープ 第１・第３金曜日 10/11 5人 50人

計 380/435 246人 2,918人 前年度計：4,392人

剱　岳

公民館事業経過報告　

伊　井

１　定期教室

細呂木

令和３年２月末現在

本荘

北　潟

28 教室

坪　江

中　央

湯のまち

吉　崎



・定期でなく随時開催を行う単発の講座。指導料は定期教室と同様。「放課後子ども教室共催事業」については国・県より2/3補助有。

　※放課後子どもプラン事業…子供の学校教育外の安全と社会性・自主性の向上を図るため、小学生を対象とする講座・教育活動

公民館名 講　　座　　名 受講者数 放課後子どもプラン 備　　考

こども電気教室 24人 〇

折り紙で海アート 16人

多年草ハーブ寄せ植え 22人

感染症予防講座 17人

家族で送るいきいき終活講座 13人

クリスマスポーセラーツ 12人

クリスマス異文化交流会 31人

しめ縄作り教室 25人

ネイティブが教えるベトナム風春巻き 23人

シニアが教えるスマートフォン教室 11人

管理者向け　SNS運用セミナー 24人 ﾘﾓｰﾄ受講者8人

一般向け　SNS活用セミナー 29人 ﾘﾓｰﾄ受講者4人

こどもさつき盆栽教室 6人

歴史講座（第１回） 15人

歴史講座（第２回） 16人

干支つくり 14人

映画をみんなで楽しもう会 40人

さつき盆栽教室 開講予定

さぎ草植え替え教室 開講予定

手作りマスク・カバー作り 13人

涼しげな木炭寄せ植え教室 16人

廃油石けん作り 12人

干支飾り物教室 11人

おせち料理教室 10人

正月用アレンジフラワー教室 16人

マスクアクセサリ作り教室 〇 開講予定

多肉植物寄せ植え教室 開講予定

ハーブ石鹸作り教室 11人

ヘンプでアクセサリー作り 14人

剱岳ふるさと再発見 24人

ドライフラワー洋風正月飾り作り 20人

そば打ち教室 18人

こけ玉づくり体験教室 19人

たたら製鉄学習会 9人

竹細工教室 13人

こけ玉づくり体験教室 11人

たたら製鉄体験会 42人

バレンタインデー料理教室 6人

ホワイトデーフラワーアレンジメント 開講予定

和アート教室 開講予定

さぎ草植え替え教室 開講予定

多肉直物寄せ植え　虹色サンドをつくろう 10人

正月花アレンジメント教室 6人

アロマでハンドクリーム作り 開講予定

さぎ草植え替え教室 開講予定

寄せ植え教室 8人

家族で送るいきいき終活講座 16人

カンタケ栽培教室 10人

干支飾り物教室 6人

正月用生花教室 11人

吉崎

細呂木

令和2年7月28日（火）

令和2年9月17日（木）

令和3年3月13日（土）

令和3年3月16日（火）

令和3年3月23日（火）

令和3年3月25日（木）

令和2年12月26日（土）

開催日

令和2年8月6日（木）

令和2年9月17日（木）

令和2年8月6日（木）

令和2年8月29日（土）

令和2年11月6日（金）

令和2年12月5日（土）

令和2年12月6日（日）

令和2年12月26日（土）

令和2年12月4日（金）

令和2年12月10日（木）

令和2年10月17日（土）

令和3年1月31日（日）

令和3年2月8日（月）

令和3年2月9日（火）

中　央

令和2年10月4日（日）

坪　江

２　単発講座

令和2年10月13日（火）

令和2年8月18日（火）

令和2年11月5日（木）

令和2年11月26日（木）

令和2年12月5日（土）

令和2年12月6日（日）

令和2年12月13日（日）

令和2年12月21日（月）

令和2年10月10日（土）剱　岳

令和2年11月7日（土）

伊　井

令和3年3月18日（木）

令和3年3月6日（土）

令和2年8月21日（金）

令和3年2月22日～26日

令和3年2月5日（金）

令和3年3月4日（木）

令和3年3月16日（火）

令和2年9月21日（月）

令和2年7月11日（土）

湯のまち 令和2年11月27日（金）

令和2年12月8日（火）

令和2年12月25日（金）

令和2年10月21日（水）

令和2年10月30日（金）

令和2年7月7日（火）

令和2年11月14日（土）

令和3年2月13日（土）

令和3年3月6日（土）



公民館名 講　　座　　名 受講者数 放課後子どもプラン 備　　考

山野草のこけ玉作り 16人

あんどん作り 27人

こども絵画教室 15人 〇

レザーパッチがま口作り 8人

マスクフレグランススプレー作り 11人

折り紙をしよう 38人

和アート 14人

正月用アレンジフラワー教室 15人

マクロビ料理教室 17人

原木しいたけ駒打ち体験 30人

スパイスでカレー粉作り 開講予定

日本茶をおいしく淹れるコツ 開講予定

ミモザのスワッグ作り 開講予定

さぎ草植え教室 開講予定

こども絵画教室（小学校低学年向け） 7人 〇

こども絵画教室（小学校高学年向け） 11人 〇

赤尾湿地自然観察会 30人

かんたけ栽培教室 14人

終活講座･念珠ブレスレット作り体験教室 11人

正月花アレンジメント教室 13人

魚さばき教室 11人

計 918人 前年度計：1,770人

　　　・地域の文化振興及び住民の連帯の醸成を図るため、市文化協議会及び地区からの協賛金等を原資に各公民館を拠点に開催する祭り等。

　　　　※令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または展示会のみに規模を縮小し開催する措置を行っている。

公民館名 事　業　名
延べ参加者数

（）内前年度実績

伊　井 第40回伊井さつきまつり 中止（1,000人）

吉　崎 第39回吉崎湖畔の夕べ 中止（230人）

本　荘 第19回音楽のつどい 中止（230人）

北　潟 第36回北潟公民館まつり 100人（400人）

本　荘 第35回本荘ふるさとまつり 800人（510人）

細呂木 第41回細呂木ふれあい祭 460人（750人）

湯のまち 第17回湯のまち公民館まつり 50人（730人）

剱　岳 第39回剱岳かりんて祭 中止（2,800人）

坪　江 第43回坪江ふるさと祭 190人（中止）

本　荘 第14回新春豆まき祭 120人（300人）

中　央 第13回ほのぼの展 220人（970人）

1,940人（7,920人）

参加者数

－

30人

－

－

20人

30人

開催日

令和3年3月8日（月）

本　荘

令和3年12月12日（日）

三密・飛沫対策を行ったうえでの規
模縮小開催

12月より、内容を変えながら継続展示

書面決議

展示会とＳＮＳ体験会・相談会を開
催

0人

備考

　　※「福井県公民館連合会」…県内各公民館の相互の連絡提携と活動振興を図る。当市からは理事、研修専門委員が各１名、評議員が２名参画。

　　　　　　　　　　　　　　　研修交流・各種報告・表彰等を行う公民館大会を年１回、県内公民館職員を対象とするセミナーを年２回実施。

令和3年3月12日（金）

参集者を各市町の研修専門委員に絞
り開催

４　その他会議等

計

東海北陸大会についてR2年度福井県
が担当となっていたが、次年度に延
期

参集者を各市町の理事に絞り開催予定

0人

令和2年8月6日（木）

令和3年1月16日（土）

北　潟

福井県公民館連合会総会

福井県公民館セミナー【前期】
　　　『公民館における感染症対策セミナー』

令和2年12月17日（木）

令和2年5月28日（木）

令和2年9月11日（金）

開催日

第42回全国公民館研究集会、第56回東海北陸公
民館大会、第70回福井公民館大会 令和2年11月20日（金）

10/20～25に展示のみ開催

10月～翌１月まで内容を変えながら
『ロビー展』を開催

展示会と地区住民向け抽選会のみ実施

11/4～12に展示のみ開催

備考

令和2年7月10日（金）

令和2年11月18日（水）

令和2年9月27日（日）

令和2年12月1日（火）

令和3年12月24日（金）

令和2年10月20日～25日

令和3年2月15日～20日

令和2年10月1日～翌3年1月27日

令和2年11月4日～12日

令和3年1月30日（土）

令和2年10月25日（日）

令和2年11月23日（月）

72 講座

令和2年7月18日（土）

令和2年7月25日（土）

令和2年12月15日～継続中

３　公民館祭り等

令和2年8月4日（火）

令和2年5月31日（日）

開催日（当初予定日）

令和2年7月22日（水）

令和2年9月8日（火）

令和2年8月1日（土）

計

令和2年12月4日（金）

令和2年12月23日（水）

令和3年1月26日（火）

令和3年2月26日（金）

令和3年3月5日（金）

令和2年11月6日（金）

福井県公民館セミナー【後期】
　　　『初心者向けzoom体験会』

会 議 等 名

令和2年11月19日（木）

令和3年3月19日（金）



令和２年度 公民館活動事業

令和2年度 あわら市公民館運営審議会 第2回定例会資料



定期教室

北潟公民館 こども英会話伊井民館定期教室 朗読劇



令和２年度 単発講座

伊井公民館 さつき盆栽教室



令和２年度 単発講座

細呂木公民館 たたら製鉄学習会



令和２年度 単発講座

中央公民館 しめ縄づくり 本荘公民館 行燈づくり



令和２年度 単発講座

伊井公民館 歴史講座 剱岳公民館 歴史講座



令和２年度 単発講座

北潟公民館 自然観察会



令和２年度 単発講座

中央公民館 感染症対策講座 坪江公民館 マスクチャームづくり



令和２年度 単発講座

中央公民館 クリスマス異文化交流会 ネイティブが教えるベトナム風春巻き



令和２年度 単発講座

中央公民館 シニアが教えるスマートフォン講座



令和２年度 単発講座

ＳＮＳ安全運用セミナー



公民館ＳＮＳの開設

インスタグラム フェイスブック



令和２年度公民館祭り（展示会）

湯のまち公民館 坪江公民館

吉崎公民館



令和２年度公民館祭り（展示会・ワークショップ）

本荘公民館中央公民館


