
地域づくり

No 市民センター 分類 学級・講座名 テーマ・内容
開催
回数

1 中里市民センター 地域づくり 第41回中里地区民文化祭展示部門
市民センター講座受講者や利用者、中里地区住民の出
展及び参加の機会とする

2

2 中里市民センター 地域づくり 中里地区教育振興運動
子どもたちが安全に安心して地域内で生活できる環境を
整えるために「安全マップ」を作成する

3

3 中里市民センター 地域づくり 山目・中里教育振興運動
磐井中学校区の学校ごとの安全マップ及び安全対策を
発表し、５者の連携を再確認する。

1

4 真柴市民センター 地域づくり 鬼死骸・奥州街道探検ウォーキング 真柴地域にある歴史遺産を知ろう 1

5 真柴市民センター 地域づくり 文化祭 地域の交流と生きがいづくり 2

6 厳美市民センター 地域づくり 市民センター文化祭 作品の展示・ステージ発表 4

7 厳美市民センター 地域づくり 厳美ひかりの森事業 イルミネーション装飾 2

8 厳美市民センター 地域づくり 小正月行事 もちつき、まゆ玉ならし、きんこならし　など 1

9 萩荘市民センター 地域づくり しめ飾りづくり体験会 伝統文化しめ縄づくりの習得と伝承 4

10 萩荘市民センター 地域づくり 水辺の楽校環境整備 萩荘小学校裏久保川河川敷の環境整備 1

11 萩荘市民センター 地域づくり 奥州街道鬼死骸ウォーキング 健康づくりと親睦、地域再発見 1

12 弥栄市民センター 地域づくり 成人講座 音楽の夕べ「ジャズライブ」 1

13 弥栄市民センター 地域づくり 弥栄地区文化展 地域行事作品展示 1

14 永井市民センター 地域づくり 永井市民センターまつり 作品展示、芸能発表、軽トラ市、ニュースポーツ体験 1

15 涌津市民センター 地域づくり
いきいき学級さわやか学級+学びの土曜
塾+放課後子ども教室

世代間交流
ミニ門松づくりとまゆだまならし

1

16 涌津市民センター 地域づくり 夏季球技大会 ソフトボール 1

17 涌津市民センター 地域づくり 教育振興運動
学校、家庭、地域住民等とのかかわりの中での子どもの
健全育成、家庭や地域の教育力向上

1

18 涌津市民センター 地域づくり 市民センターまつり 作品展示、芸能発表 1

19 涌津市民センター 地域づくり 伝承活動 鶏舞指導 7

20 油島市民センター 地域づくり 球技大会
夏季…ニチレクボール、吹き矢
秋季…グラウンドゴルフ

2

21 油島市民センター 地域づくり 市民センターまつり作品展 油島地区内の団体や個人による作品展 1

22 老松市民センター 地域づくり 地域づくり研修会 まちづくりの先進地視察 1

23 日形市民センター 地域づくり 日形秋祭り「作品展示会」
地域の交流と
生きがいづくり

1

24 日形市民センター 地域づくり 元旦歩け歩け大会
地域の交流と
健康増進

1

25 日形市民センター 地域づくり 郷土芸能の伝承活動 日形太鼓の練習 4

26 金沢市民センター 地域づくり 金沢芸術祭 作品展示 3

27 金沢市民センター 地域づくり スポーツ講習会 キンボール講習会 1

28 金沢市民センター 地域づくり スポーツ大会 バトミントン大会 1

29 金沢市民センター 地域づくり 福祉講演会 緊急時の応急処置 1

30 大原市民センター 地域づくり 生涯学習作品展 生涯学習活動による作品展示 1



地域づくり
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31 興田市民センター 地域づくり
興田地区自治公民館等連絡協議会研修
会

メガソーラー発電所の視察見学し、地域資源の活用や電
気の大切さを学ぶ

1

32 猿沢市民センター 地域づくり 地域づくり講演会（猿沢地区振興会共催）
「棚田×シェア農園　地域・農業に新しい関わりを作る取
り組み」

1

33 猿沢市民センター 地域づくり 地域づくり講演会（猿沢地区振興会共催） 「私が農業を始めた訳」 1

34 猿沢市民センター 地域づくり 猿沢地区文化祭 有志による作品展示 1

35 渋民市民センター 地域づくり まちづくり講座 協働のまちづくりの推進 1

36 渋民市民センター 地域づくり 渋民地区文化祭 1

37 曽慶市民センター 地域づくり
曽慶のお宝伝承プロジェクト
曽慶のお宝を見学！

「郷土の土偶展」見学、猫舘発掘調査資料解説会聴講 1

38 曽慶市民センター 地域づくり
曽慶のお宝伝承プロジェクト
花山の粘土づくり

枡畑焼に使われた花山の土で粘土を作る 5

39 曽慶市民センター 地域づくり
曽慶のお宝伝承プロジェクト
陶芸教室、花山の陶芸教室

枡畑焼に使われた花山の土で作った粘土等で焼き物を
作る

4

40 曽慶市民センター 地域づくり 曽慶地区生活作品展 文化活動の振興、地区民の交流といきがいづくり 1

41 曽慶市民センター 地域づくり
曽慶のお宝伝承プロジェクト
枡畑焼窯跡現地調査等

窯跡の表土採取調査、表採資料説明等 2

42 曽慶市民センター 地域づくり 曽慶地区新春講演会 「いなかは宝の山」 1

43 曽慶市民センター 地域づくり 曽慶地区芸能祭記録映像上映会 文化活動の振興、地区民の交流といきがいづくり 1

44 千厩市民センター 地域づくり
21世紀塾
地域づくり視察研修
御所野遺跡を訪ねて

地域づくり視察研修 1

45 千厩市民センター 地域づくり
地域づくり研修
役員等教養講座

より良いコミュニケーションのために
（聞き上手は話し上手）

1

46 小梨市民センター 地域づくり 地域づくり視察研修 より良い地域づくりの一助とする 1

47 奥玉市民センター 地域づくり
「疫病退散」おーい、おくたま　未来を灯そ
う花火

第49回奥玉ふるさとまつり代替事業：手作り行灯や花火
の打ち上げ(未来へ繋げる取組)

1

48 奥玉市民センター 地域づくり おーい、おくたまあらたま作品展
第59回奥玉地区民芸大会代替事業：自治会や地域住民
の作品展示

12

49 東山市民センター 地域づくり 書初め席上揮毫会 書道の普及と技術の向上 1

50 東山市民センター 地域づくり 東山文化祭 展示 1

51 東山市民センター 地域づくり
子ども会活動発表会・東山地域教育振興
運動研修会

令和３年度子ども会活動報告

52 松川市民センター 地域づくり 毎月文化展
趣味の作品・美術工芸品生活文化や歴史に根差した作
品の小展示

12

53 室根市民センター 地域づくり ちゃっこい発表会 演奏会 1

54 室根市民センター 地域づくり みんなの作品展 展示会 2

55 川崎市民センター 地域づくり あすの川崎を築く住民活動推進会議① コロナ禍でも元気がでる地域づくり！ 1

56 川崎市民センター 地域づくり あすの川崎を築く住民活動推進会議② いじめから立ち上がり、夢を！ 1

57 川崎市民センター 地域づくり 川の大楽校　地域経営コース 市政を聴く会 1

58 川崎市民センター 地域づくり 川崎文化祭「展示部門」 学習成果の発表と地域交流 1

59 川崎市民センター 地域づくり ちゃっこいアート＆川崎のおすすめ 創作活動の発表の場提供＆団体活動や名所等の紹介 12

60 藤沢市民センター 地域づくり
地域の宝活用事業
「藤沢のお宝探しに行こう！」

藤沢のダム巡り 1


