
少年向け

No 市民センター 学級・講座名 テーマ・内容
開催
回数

1 一関市民センター 清庵学び塾 まちなか探検隊 1

2 一関市民センター 清庵学び塾 国際交流 1

3 一関市民センター 清庵学び塾 ニュースポーツ体験会 1

4 一関市民センター 清庵学び塾 秋の自然観察 1

5 一関市民センター 清庵学び塾 オリジナルすごろくづくり 1

6 一関市民センター 清庵学び塾 お正月遊びをしよう 1

7 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 1

8 関が丘市民センター 館外研修 宇宙について学ぶ 1

9 関が丘市民センター スケート教室 スケートを楽しむ 1

10 山目市民センター 囲碁教室
小学生を対象に、夏休みの余暇を利用し、囲碁の基本を学ぶ
とともに世代間交流や他地域の児童との交流を図る。

3

11 山目市民センター わくわくぼうけんじゃー
ウォークラリーをしながら、自然観察などして、動植物の生
態、植生を学ぶとともに、他校の児童との交流を図りながら、
団体行動の大切さを学ぶ。

1

12 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、花の持っている美しさや心を和ませ
癒してくれる魅力を友達や保護者と一緒に楽しく体験するとと
もに、生け花を通じ命の大切さや弱いものを守ろうとする優し
さ、思いやりの心を育む。

1

13 山目市民センター クリスマス会
季節行事のクリスマスに、自分たちで会場と手作りのミニツ
リーの飾りつけを行いながら、参加者間の交流を図る。

1

14 山目市民センター もちつき体験と雪あそび

900年前かつて骨寺村と呼ばれていた中尊寺の荘園の農村
風景が残る一関市厳美町本寺地区を会場に、小学生を対象
とした「もちつき体験と雪あそび」を開催し、次代を担う子ども
たちが、自然豊かな農村の冬の暮らしやあそびの体験を通し
て、郷土の風土を知る機会とする。

1

15 山目市民センター 親子スキー教室
祭畤スノーランドを会場に親子で冬のスポーツであるスキー
の基本やマナーを学ぶとともに、参加者間の交流を図る。

3

16 山目市民センター 将棋教室
小学生を対象に、春休みの余暇を利用し、将棋の基本を学ぶ
とともに世代間交流や他地域の児童との交流を図る。

3

17 山目市民センター キッズプログラミング教室
簡単なプログラミングを作成することで、プログラミングの楽し
さを体験するとともに、地域の児童との交流を図る。

2

18 中里市民センター 弁当をもって中里探検① 中里の自然に触れて地域の魅力を認識する 1

19 中里市民センター 弁当をもって中里探検② 中里の自然に触れて地域の魅力を認識する 1

20 中里市民センター 中里夏祭りを盛り上げよう
中里夏祭りの飾り等の準備を行い、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の意識を育む

6

21 中里市民センター いも掘りと焼いもに挑戦
さつまいも掘りを通して野菜の成長を学ぶとともに収穫の喜
びを育む

1

22 中里市民センター 中里カフェ
中里地区民文化祭をキャリア教育の場として子どもたちが参
加することで世代間交流や物販を体験する機会とする

9

23 中里市民センター ぼうさい探検マップ
地域内の防災・交通安全に関する施設や設備などを確認し、
安全についてマップにまとめることで防災等の意識を育む

22
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24 中里市民センター 凧作りをしよう
凧の作り方を学び、作る楽しさを知るとともに指導員との世代
間交流を図る

1

25 狐禅寺市民センター こぎつね学級 すぽーつ 6

26 狐禅寺市民センター こぎつね学級 水彩画 5

27 狐禅寺市民センター こぎつね学級 料理 5

28 狐禅寺市民センター こぎつね学級 自然体験 6

29 狐禅寺市民センター こぎつね学級 英会話 6

30 狐禅寺市民センター こぎつね学級 習字 7

31 狐禅寺市民センター 狐禅寺子屋
雪遊びとゲーム大会
異年齢との交流

1

32 狐禅寺市民センター 狐禅寺子屋 夏の合宿 1

33 狐禅寺市民センター 狐禅寺子屋 被災地視察 1

34 狐禅寺市民センター 狐禅寺子屋 農業体験「田植え・稲刈り」収穫を楽しむ 3

35 滝沢市民センター プログラミング体験会
プログラミング必修化の中、創造力を働かせて、新しいもの、
サービスを創る能力を養う

1

36 滝沢市民センター
滝沢サタスタクラブ
くぎうちとんとん①②

地盤にイラストを描き、約200本のくぎを打ち、スマートボール
を真似たゲーム盤手作り

2

37 滝沢市民センター
滝沢サタスタクラブ
Xmas切り絵

2種のXmasデザイン柄を、切り絵 1

38 滝沢市民センター
滝沢サタスタクラブ
可愛い絵手紙

アニメや動物を絵手紙で表現 1

39 滝沢市民センター
滝沢サタスタクラブ
調査船で行く北上川探訪

北上川の薄衣～一関舞川(柵の瀬橋)までの区間で、専用船
乗船体験と、机上学習

1

40 滝沢市民センター
滝沢サタスタクラブ
消しゴムはんこづくり

消しゴムに文字やイラストを描き、彫る 1

41 滝沢市民センター
滝沢サタスタクラブ
特殊水性ペンで描くストーンアート

地域内に石捨て場所から採取した形のいい石に、ポスカペン
でイラストを描く

1

42 滝沢市民センター
滝沢探検隊
スケートで親子の思い出づくり

冬休み期間中の、スケート教室 1

43 滝沢市民センター
滝沢探検隊
Xmasを楽しもう

Xmasツリーの紙工作 1

44 滝沢市民センター
滝沢探検隊
カメラを作っちゃえ

虫眼鏡と円筒によるカメラの構造学習と工作 1

45 滝沢市民センター
滝沢探検隊
黒曜石探検と縄文人の暮らし

近郊にある地で、黒曜石探しと縄文人の体験学習 1

46 滝沢市民センター
滝沢探検隊
北上川学習に行こうよ

北上川学習交流館の拝観と、体験の風をおこそうミニゲーム 1

47 滝沢市民センター
滝沢探検隊
紙粘土でおやつや動物を作ってみ
よう

紙粘土を使い、可愛い動物や食品を工作 1

48 滝沢市民センター
滝沢探検隊
初夏の生き物たちはどうしてる

市民センターから滝神社までの往復路において自然観察 1

49
真柴市民センター
関が丘市民センター

スケート教室 冬のスポーツを楽しむ 1
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50
真柴市民センター
関が丘市民センター

夏休み館外移動研修
～奥州宇宙遊学館～

宇宙のなぞにふれてみよう 1

51 厳美市民センター 青少年事業:スケート教室
小学生とその保護者を対象に、スケートの基本から学び、楽
しむ。

1

52 厳美市民センター 青少年事業:クリスマスケーキ作り 白いブッシュ・ド・ノエルを作ってみよう 1

53 厳美市民センター 青少年事業:パステルアート教室 パステルアートでクリスマスツリーを描こう 1

54 厳美市民センター 青少年事業:陶芸教室
マグカップやお皿など、世界でたった一つ、自分だけの作品
づくり

2

55 厳美市民センター 青少年事業:おもしろサイエンス教室
おもしろ金属-かたちをおぼえさせよう（形状記憶合金）/実
験・工作

1

56 厳美市民センター
青少年事業:ニュースポーツ体験教
室

ボッチャなどスポーツを通して世代間交流 1

57 萩荘市民センター スケート教室 スケートを楽しむ 1

58 萩荘市民センター 夏休み社会科見学 石と賢治のミュージアムと幽玄洞 1

59 舞川市民センター わんぱく広場 スケート教室 1

60 舞川市民センター わんぱく広場 「博物館に行こう!!」岩手県立博物館見学 1

61 舞川市民センター わんぱく広場 「水辺の環境まつり」番台川の水生生物を調べる 1

62 弥栄市民センター 実験・体験・モノづくり 冬休み「サイエンス教室」 1

63 弥栄市民センター 青少年体験教室 中学生ボランティア体験 1

64 弥栄市民センター 青少年体験教室 熱気球係留体験搭乗会 1

65 涌津市民センター 学びの土曜塾+放課後子ども教室 かんじき体験とそり遊び 1

66 涌津市民センター 学びの土曜塾+放課後子ども教室 星空観察会 1

67 涌津市民センター 学びの土曜塾+放課後子ども教室 自然探検・沢あそび 1

68 涌津市民センター 学びの土曜塾+放課後子ども教室 寺子屋 1

69
油島市民センター、
涌津市民センター、
花泉市民センター

学びの土曜塾 親子テニス教室 1

70 花泉市民センター 学びの土曜塾 クリスマスリース教室 1

71 花泉市民センター 学びの土曜塾 親子で木工教室 1

72 花泉市民センター 学びの土曜塾 親子創作教室（風鈴・キーホルダー） 1

73 老松市民センター オイマツフィールドワーク
➀ネーチャーゲーム（昼編）➁ネーチャーゲーム（夜編）
➂バードウオッチング

3

74 日形市民センター 学びの土曜塾
ネーチャーゲーム
野鳥の観察会

3

75 金沢市民センター 学びの土曜塾 正月飾りづくり 1
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76 大原市民センター
ニュースポーツ体験事業「ボッチャ」
体験教室

ボッチャの体験 1

77 大原市民センター 子ども食育教室 食育の5つの力について学ぶ 1

78
大原・摺沢・興田・猿沢・渋
民・曽慶市民センター合同

大東地域・学びの土曜塾
地域社会との関わりや実体験を通し、地域への理解を促すと
ともに、大東地域内の子ども達の交流を図る

1

79
大原・摺沢・興田・猿沢・渋
民・曽慶市民センター合同

大東地域・学びの土曜塾
地域社会との関わりや実体験を通し、地域への理解を促すと
ともに、大東地域内の子ども達の交流を図る

1

80 興田市民センター 興田キッズ「消しゴムはんこ教室」
消しゴムはんこ制作に取り組むことにより、創造性を育み健
全な成長に資する

1

81 興田市民センター 興田キッズ「あみもの教室」 あみものを通じて、手作りの良さやものを大切にする心を養う 1

82 興田市民センター 興田キッズ「しょうぎ教室」 将棋に親しみながら、世代間交流を図る 1

83 興田市民センター 興田キッズ「かまばた教室」
地域の伝統文化として継承されているかまばた織りの体験を
通して、ものづくりやものを大切にする心を養う

1

84 渋民市民センター 渋民探検隊 渋民地区の自然文化にふれさせ、郷土愛を育む 1

85 曽慶市民センター
ホタルを見つけに行こう！（自由鑑
賞）

ホタル観賞 1

86 千厩市民センター スポチャレ・キッズ「ボルダリング」 ボルダリング体験 1

87 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 1

88 千厩市民センター 学びの土曜塾③ 鏡餅づくり体験 1

89 千厩市民センター 学びの土曜塾② ミニ畳づくり体験 1

90 千厩市民センター 学びの土曜塾① 囲碁入門講座 10

91 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。 2

92 小梨市民センター 学びの土曜塾「鏡餅つくり」 昔ながらの体験 1

93 小梨市民センター 学びの土曜塾「海洋教室」 海洋教室で海の体験を行う 1

94 奥玉市民センター 花貫地区少年育成研修 スケート教室 1

95 奥玉市民センター 町下地区少年育成研修 ボウリング教室 1

96 奥玉市民センター 中日向地区少年育成研修 シャッフルボード大会 1

97 奥玉市民センター 学びの土曜塾　移動研修 三鉄の旅　復興までのレールを乗り継ぐ 1

98 奥玉市民センター 学びの土曜塾　移動研修
東山和紙のルーツを学ぶ
和紙の魅力を知る

1

99 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 6

100 磐清水市民センター 冬休みふるさと教室 ドッチビー 1

101 磐清水市民センター 冬休みふるさと教室 磐清水の歴史とむかしばなし 1
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102 磐清水市民センター 夏休み工作教室 鬼の面作り 2

103 東山市民センター 冬の学びの土曜塾 ランプシェードを作る 1

104 東山市民センター 夏の学びの土曜塾 風鈴の絵付け 1

105 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） 3

106 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） 4

107 室根市民センター こども土曜塾
小正月行事
（まゆだま飾り・餅つき）

1

108 室根市民センター こども土曜塾 書道教室 1

109 室根市民センター こども土曜塾 工作・パフェ風そうめん作り 1

110 川崎市民センター 川の楽校⑥ 地域学習 1

111 川崎市民センター 川の楽校⑤ 食育映画鑑賞と食育 1

112 川崎市民センター 川の楽校④ 絵本ライブ＆ババ抜き 1

113 川崎市民センター 川の楽校③ 読書奨励活動 1

114 川崎市民センター 川の楽校② 防災学習の資料展示 1

115 川崎市民センター 川の楽校① 「SDGs17」の目標 1

116 川崎市民センター 幼少年体験学習研修 県立野外活動センターで創作活動を体験 2

117 藤沢市民センター 青少年事業「えいごであそぼ」 英会話教室 1

118 藤沢市民センター
青少年事業「親子、祖父母クッキン
グ教室」

味ぶかしと果報だんご作り 1

119 藤沢市民センター 青少年事業「プログラミング教室」 プログラミングを学ぶ 1

120 藤沢市民センター 青少年事業「プログラミング教室」 プログラミングを学ぶ 2

121 藤沢市民センター 青少年事業「親子防災セミナー」 防災について学ぶ 1


