
令和2年度市民センター事業実施状況（少年向け）

No 市民センター名 学級・講座名 テーマ・内容

1 一関市民センター 清庵学び塾 オリジナル缶バッチ作り

2 一関市民センター 清庵学び塾 パステルアートを楽しもう

3 一関市民センター 清庵学び塾 噴水フルーツポンチ作り

4 一関市民センター 清庵学び塾 色々な人と仲良くなろう

5 一関市民センター 清庵学び塾 ニュースポーツを楽しもう

6 一関市民センター 清庵学び塾 クリスマスカード作り、凧づくり

7 一関市民センター 清庵学び塾 色々な国の文化を学ぼう

8 関が丘市民センター 夏休み木工教室 木工に親しみながら、夏休みの工作を作る

9 関が丘市民センター スケート教室 スケートを楽しむ

10 関が丘市民センター 春休み卓球教室 卓球を好きになろう

11 山目市民センター 囲碁教室 囲碁の基本を学び、世代間や他地域児童との交流を図る。

12 山目市民センター わくわくぼうけんじゃー
昆虫採集や自然観察などから、動植物の生態、植生を学び、他校児童との交流と団体
行動の大切さを学ぶ

13 山目市民センター いけばな体験教室 いけばなの基本を学び、花の魅力を楽しく体験し、優しさや思いやりの心を育てる

14 山目市民センター クリスマス会 クリスマスツリー作りやゲームを楽しみながら、参加者間の交流を図る

15 山目市民センター もちつき体験と雪あそび 自然豊かな農村の冬の暮らしや遊びの体験を通して郷土の風土を知る機会とする

16 山目市民センター 親子スキー教室 親子で冬のスポーツであるスキーの基本やマナーを学び、参加者間の交流を図る

17 山目市民センター 将棋教室 将棋の基本を学び、世代間や他地域児童との交流を図る

18 中里市民センター 中里夏祭りを盛り上げよう 地域行事に参加することで、地域の一員としての自覚と地域づくり意識を育む

19 中里市民センター ぼうさい探検マップ
施設や設備など地域の安全を確認しマップにまとめ、交通安全および防災についての
意識を育む

20 中里市民センター 弁当を持って中里探検② 佐々木牧場を見学し、中里の自然と新たな魅力を発見する

21 中里市民センター 凧作りをしよう 和凧の作り方を学び、作ることの楽しさを知るとともに指導員との世代間交流を図る

22 狐禅寺市民センター 狐禅寺子屋農業体験学習 田植え、稲刈り

23 狐禅寺市民センター 狐禅寺子屋 開講式

24 狐禅寺市民センター 狐禅寺子屋 夏の宿泊楽習「電車で探検とｻｲｴﾝｽ体験に挑戦｣

25 狐禅寺市民センター 狐禅寺子屋 七夕づくり

26 狐禅寺市民センター 狐禅寺子屋 市民センターまつり作品展示

27 狐禅寺市民センター 狐禅寺子屋 スケート体験教室

28 狐禅寺市民センター 狐禅寺子屋 ゲーム大会

29 狐禅寺市民センター こぎつね学級 習字

30 狐禅寺市民センター こぎつね学級 自然体験

31 狐禅寺市民センター こぎつね学級 英会話

32 狐禅寺市民センター こぎつね学級 料理

33 狐禅寺市民センター こぎつね学級 すぽーつ

34 狐禅寺市民センター こぎつね学級 水彩画

35 滝沢市民センター 滝沢探検隊　自然観察 センター～地元の神社までの往復路で自然観察

36 滝沢市民センター 滝沢探検隊　工作 紙粘土工作、Xmas飾り、ひなまつり飾り

37 滝沢市民センター 滝沢探検隊　移動見学 昆虫・淡水魚展示施設見学と、簡単なゲーム

38 滝沢市民センター 滝沢探検隊　スケート教室 バスで行く冬休み期間「スケートを楽しむ」

39 滝沢市民センター 滝沢探検隊　自然観察 滝沢川河原にある石の観察

40 滝沢市民センター 滝沢探検隊　工作 自然界木々材料で動物等工作

41 滝沢市民センター 滝沢探検隊　昔の遊び 昔の遊び「タコ上げ」をメインに愉しむ

42 滝沢市民センター 新中学英語学習講座 中学入学を目前とした６年生を対象とした英語事前学習

43 厳美市民センター 木工教室 小学生を対象に、木のぬくもりを感じながらものづくり。万能椅子

44 厳美市民センター 移動教室 一関市東山町（石と賢治のミュージアム、幽玄洞）

45 厳美市民センター 藍染体験教室 藍染体験及び工場見学

46 厳美市民センター 空き缶クッキング教室 空き缶を再利用して、焚き火をしながらご飯を炊く等

47 厳美市民センター 門松づくり体験教室 オリジナルの門松づくり

48 厳美市民センター 青少年事業:スケート教室 スケートの基本から学び、楽しむ。

49 萩荘市民センター 夏休み社会科見学 岩手県立花きセンター＆鬼の館

50 萩荘市民センター スケート教室 スケートを楽しむ

51 萩荘市民センター ドローン体験教室 ドローンについて学び、操縦体験をする

52 舞川市民センター わんぱく広場 「自然の中で遊ぼう」夏油高原SUP体験

53 舞川市民センター わんぱく広場 「宇宙と科学を楽しもう」奥州宇宙遊学館見学、ストームグラスづくり

54 弥栄市民センター 実験・体験・モノづくり教室 モノづくりに挑戦

55 弥栄市民センター 実験・体験・モノづくり教室 サイエンス教室

56 弥栄市民センター 実験・体験・モノづくり教室 モノづくりに挑戦

57 涌津市民センター 学びの土曜塾 寺子屋

58 涌津市民センター 学びの土曜塾 自然探検と沢遊び

59 涌津市民センター 学びの土曜塾 木工クラフト

60 涌津市民センター 学びの土曜塾 ドローン体験

61 油島・涌津・花泉市民センター 学びの土曜塾 テニスチャレンジ2020（親子テニス教室）

62 油島市民センター 学びの土曜塾 キッズ凧揚げ



No 市民センター名 学級・講座名 テーマ・内容

63 老松市民センター 学びの土曜塾 虫よけスプレー作り体験＆ネイチャーゲーム

64 老松市民センター 少年教育 プログラミング教室

65 日形市民センター 学びの土曜塾 虫よけスプレー作り体験＆ネイチャーゲーム

66 金沢市民センター 学びの土曜塾 かざFes!2020

67 大原市民センター 学びの土曜塾夏休み編 自分が住む大東地域について調べ体験しまとめることで、愛郷心の醸成を図る

68 大原市民センター 学びの土曜塾冬休み編 地域社会との関わりや実体験を通し、地域を知り子どもたちの交流を図る

69 摺沢市民センター 大東地域・学びの土曜塾 地域を知る

70 摺沢市民センター 大東地域・学びの土曜塾 地域を知る

71 興田市民センター 学びの土曜塾夏休み編 地元の産業や伝統文化などに点いて学習する

72 興田市民センター 学びの土曜塾冬休み編 地元の産業や伝統文化などに点いて学習する

73 千厩市民センター 学びの土曜塾①囲碁入門講座 囲碁を学ぶ

74 千厩市民センター
学びの土曜塾②
地球温暖化のお話とエコの取り組み

エコのお話とマイお箸づくり

75 千厩市民センター 学びの土曜塾③郷土の歴史 紙芝居「大夫黒の一生」

76 千厩市民センター スポチャレ・キッズ「ティーボール」 ティーボール教室

77 千厩市民センター スポチャレ・キッズ「みんなでスケート」 スケート体験

78 小梨市民センター 学びの土曜塾「あそびの教室」 アイシングクッキー作り

79 小梨市民センター 親子ふれあいスケート 親子で一緒にスケートすることでふれあいの時間をもつ。

80 奥玉市民センター 学びの土曜塾 スポーツや様々な体験を通じて健康な心身を育む

81 奥玉市民センター 学びの土曜塾移動研修「化石発掘」 夏休み企画　南三陸の化石を探せ！

82 奥玉市民センター 学びの土曜塾移動研修「防災を学ぶ」 身近な災害に備える“活きた知識”を身に付ける

83 奥玉市民センター 中日向地区少年育成研修 シャッフルボード

84 東山市民センター 夏の学びの土曜塾 猊鼻渓に乗って東山の歴史を勉強

85 東山市民センター 冬の学びの土曜塾 夢灯り作り

86 東山市民センター 夏休みプログラミング体験教室 プログラミング（スクラッチ）

87 東山市民センター 冬休みプログラミング体験教室 プログラミング（スクラッチ）

88 室根市民センター ひんやりスイーツをつくろう 冷凍庫を使わないでアイスクリームを作ってみよう

89 室根市民センター 星空観察会 夏の星空を観察しよう

90 室根市民センター 書道教室 書道の仕方や上手な字のコツを学ぼう

91 室根市民センター 小正月行事 まゆだま飾りと餅スイーツ作りを体験しよう

92 室根市民センター のり巻きをつくろう 花模様の飾り寿司づくりに挑戦しよう

93 川崎市民センター ノーメディアdayをいっしょにすごそっ～夏～ 家庭の教育力の向上を図る

94 川崎市民センター ノーメディアdayをいっしょにすごそっ～秋～ 家庭の教育力の向上を図る

95 川崎市民センター 川の楽校　環境学習・創作体験 工作や手芸などを通じてリサイクルなど環境について学習する

96 川崎市民センター 川の楽校　安全啓発活動 災害時の取るべき行動や自身を守る知識など、安全確保について考える

97 川崎市民センター 川の楽校　読書奨励活動 図書館司書による楽しいおはなし会

98 藤沢市民センター 子どもエアロビクス リズムにのって楽しく動く

99 藤沢市民センター 親子天体観測① 天体について学ぶ

100 藤沢市民センター 親子工作教室 ダンボールを使って工作

101 藤沢市民センター 藤沢のお宝探しに行こう 町内八沢地区の史跡･企業等見学

102 藤沢市民センター 親子･祖父母クッキング教室 豆腐づくりを学ぶ

103 藤沢市民センター きらきらスノードーム作り 透明なビンに飾りを入れ、スノードーム作り

104 藤沢市民センター 親子天体観測② ふたご座流星群を観察

105 藤沢市民センター 子ども運動教室 基礎体力をつけ運動能力を高めるトレーニング


