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公民館の概要について 

米子市には、公民館施設として、本館２７館と分館２館があります。 

 
公民館は、社会教育法（第５章）で規定された社会教育施設です。 

 
公民館 
（目的） 
第２０条 公民館は、市町村その他一定の区域内の住民のために、実際生活に

即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もつて住民の教養の向上、

健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。 

 
（公民館の事業） 
第２２条 公民館は、第２０条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行

う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。 
一 定期講座を開設すること。 
二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。 
三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 
四 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。 
五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。 
六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

 
（公民館の運営方針） 
第２３条 公民館は、次の行為を行つてはならない。 
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を

利用させその他営利事業を援助すること。 
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候

補者を支持すること。 
２ 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派

もしくは教団を支援してはならない。 

 
 
＊その他、使用許可等の制限が米子市公民館条例により規定されている。 
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公民館事業について 

第２次米子市総合計画（米子いきいきプラン２０１１） 
「こころ」がいきいき 人を大切にし、豊かな心と文化を育むまちづくり 
を目指し、事業を展開しています。 

 
【 生涯学習の推進 】 
１ 多様な学習機会の提供 
・公民館大学・社会教育講座の開催 
各種講座や「公民館大学」を通じて、今日的課題や地域課題に対応した多様な

学習 
機会を提供するとことにより、住民の教養を高めるとともに地域社会の発展を 
図る。 
 家庭教育講座・人権問題を必須のテーマとして、公民館大学・社会教育講座

をあわせて年間１４講座以上を実施する。（淀江・宇田川・大和は、３館合わ

せて２８講座以上） 

 
２ 学習情報の提供と相談機能の充実 
・公民館たよりの発行、ホームページの充実 
・生涯学習に関する相談機能の充実 

 
３ まちづくり活動等の支援 
・ひとづくり・まちづくり推進事業の支援 
 環境美化活動、世代間交流事業等 

 
４ 施設の整備 
地域の学習活動等の拠点施設として、住民が快適に活動できるよう施設整備に 
努めます。 
施設の老朽化等により改修等を求められていますが、緊急性の高いものから整 
備や改修を行います。 

 
 
【 生涯スポーツの推進・芸術文化活動の推進 】 
・体育・文化行事 
幅広い世代が参加できるよう工夫し、生涯スポーツの推進、芸術文化活動の 
推進に努める。 
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 校区民運動会、公民館祭、各地区スポーツ大会等 
【 青少年育成支援 】 
・子ども地域活動の支援 
地域の特色を活かしながら、子どもたちにさまざまな交流や体験活動の場を提 
供し、大人も子どもも地域の一員としての自覚を高めるとともに、地域で子ど 
もを育てる環境整備を行う。 
 地域住民とのさまざまな交流活動、体験活動等 

 
 
 

公民館の役割とは 

公民館は、地域の方が集い学習するための学習活動拠点であり、学習活動をと 
おして地域づくりの拠点施設といえます。 
地域住民が自ら地域の課題を見つけ、解決に向けて活動するための支援を行う。 

 
そのために、 
「集い・学び・つなぐ」が重要。 
集い・・・・・学習に関する情報を提供し、学習活動の支援 
学び・・・・・人が集まる場を提供し、学びあう 
つなぐ・・・・人と人をつなぎ（連携）、地域づくりの拠点 

 
 
 



平成２４年度　公民館大学一覧



公民館における社会教育講座等の実施状況 
※平成２４年度

【公民館】

回数 延べ人数 実人数 回数 延べ人数

1 明道 10 572 110 6 197

2 就将 8 406 66 7 114

3 啓成 10 573 160 4 68

4 義方 8 367 85 8 141

5 住吉 9 450 70 5 117

6 車尾 10 470 93 5 93

7 加茂 10 370 107 8 173

8 河崎 10 551 147 8 127

9 福生東 10 531 82 10 265

10 福生西 10 400 76 5 86

11 福米東 10 465 94 6 206

12 福米西 10 494 94 5 67

13 彦名 10 385 98 4 69

14 崎津 10 516 93 6 81

15 和田 14 295 79 4 65

16 富益 10 419 130 4 63

17 夜見 10 535 127 4 66

18 大篠津 8 221 76 9 134

19 成実 9 487 83 5 88

20 春日 11 333 81 5 88

21 尚徳 8 219 88 6 92

22 五千石 10 310 84 6 120

23 永江 9 242 55 7 106

24 巌 8 336 107 6 75

25 県 8 289 112 7 106

26 大高 10 300 104 7 124

27 淀江 10 387

28 宇田川 9 226

29 大和 10 395 92

計 260 10,931 2,593 176 3,544

公民館大学開催回数　　　平均９回

各種学習講座開催回数　　平均６回

公民館名
公民館大学 各種講座



１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

回数 247 246 248 251 254 260

延べ人数 11,204 10,942 10,941 10,983 11,517 10,931

実人数 2,468 2,521 2,644 2,599 2,602 2,593

回数 183 186 181 182 185 176

延べ人数 4,715 3,947 3,825 4,007 3,691 3,544

回数 430 432 429 433 439 436

延べ人数 15,919 14,889 14,766 14,990 15,208 14,475

【合計】

公民館における社会教育講座等の実施状況 ※平成１９年度～２４年度

公民館大学

各種講座
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平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月8日 歴史 開講式　「古事記編さん1300年」 荒神谷博物館　館長　藤岡　大拙

5月22日 教養 「朝日座今昔よもやま話
前米子市文化文化協議会長　元米子市教育長
友松　康雄

6月8日 現地学習 「古事記をめぐる」
古代出雲王国研究会　代表　多羅尾　整治
（鳥取県西部～島根県東部）

6月19日 環境 「身のまわりの放射線」
鳥取大学工学部技術部　技術専門職員
中村　麻利子

7月10日 家庭教育 「豊かな時代の家庭教育」 大山町教育長　山根  浩

9月13日 健康 「アミノ酸による最新のガン検診」
南部町国民健康保険西伯病院　院長
木村　修

10月4日 健康
「在宅介護について」～本人と家族の心
がまえ～

ひだまりクリニック　院長
福田　幹久

10月23日 人権講座 「臓器移植」～いのちを繋ぐ医療～
鳥取県臓器バンク　移植コーディネーター
永栄　幸子

11月16日 現地学習
「秋の総社散策～紅葉の豪渓と雪舟ゆ
かりの宝福寺を訪ねて～」

総社市方面

12月4日 音楽 閉講式　「歌って心もリフレッシュⅤ」 後藤ヶ丘中学校　副校長　木村  一也

地域住民が公民館を拠点とした学習活動を通して、心身ともに健康で前向きに生活して、明るく健康なまちづ
くりを推進できることを目標とし、そのために地域住民の参加したい講座を提供する。

【事業成果】
各講座とも受講生の希望に沿って企画したもので、終了後のアンケートでの評価はおおむね好評であった。
皆勤賞は３５名、精金賞は１１名と多く、受講生の意欲が強く感じられた。　足腰の悪い人や乗車定員等の理
由により現地学習に参加できない受講生のいるので、現地学習への出席は皆勤賞・精勤賞の表彰対象から
はずした。当日の受付・運営等を受講生に強力をしてもらい、スムーズな運営ができた。
【課題】
○受講生が高齢化、固定化しており、団塊の世代を含めた新規事業の参加を呼びかけることが必要である。
○毎回受講生が多いので、熱意に応えるべく事務局も情報収集して、魅力ある講座を受講生に責任を持って
提供できるよう努力していかなければならないと思う。

明道公民館

明道あすなろ学級



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月8日 教養 開講式　　「笑いは人生の宝」 六代目　　桂　小文吾

6月12日 防災
「東日本大震災から学ぶ　私たちにで
きること」

米子市役所企画部市民自治推進課地域自治係長
奥田晃巳

7月5日 健康 「ストレスと生活習慣病」 鳥取大学医学部薬物治療学　　長谷川　純一

7月31日 人権講座 「拉致被害者の人権、家族の思い」
米子市出身の拉致被害者松本京子さんの兄
松本　孟

８月 現地学習 神話博しまね（出雲方面） 現地解説員

9月11日 歴史
「邪馬台国山陰説～古代日本の中心
は、山陰地方だった！？～

島根県立大学北東アジア地域センター市民研究員
古代史研究家　　　田中文也

10月2日 健康 「楽しく体を動かし　脳活性」
フィットネスクラブパジャ米子　　健康運動指導士
勇　瑠衣

11月27日 家庭教育
「これで大丈夫！振り込め詐欺撃退
法」  　閉講式

米子警察署　生活安全課職員

就将公民館

就将みらい塾

生涯を通して楽しみながら自分を磨くこと、明るい未来を目指しながら共に学び、共に楽しむことを目的とし
て開催する。

今年度は、皆勤賞が１３名、精勤賞１８名に授与。（前年度は、皆勤賞１４名、精勤賞１１名）。
受講生の半数近くが皆勤・精勤と出席率が去年から右肩上がりで嬉しい反面、受講生の高齢化・これ以下
は顕著で、新規開拓の必要性にせまられている。
今後も講座内容を検討し、魅力あるものにしていきたい。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

4月25日 教養
開講式
「そぞろ歩きで再発見、地域の魅力」

中海テレビアナウンサー　　三浦　健吾

5月9日 国際理解 「イギリス人からみた日本」 溝口中学　外国語指導助手　　　ピーター・レボイ

5月18日 教養 「まんが王国建国に向けた取り組み」 鳥取県まんが王国官房

6月1日 現地学習
上淀白鳳の丘展示館、
大山寺圓流院見学

上淀白鳳の丘展示館職員

6月18日 家庭教育
「心の笑顔～心から笑顔になっていま
すか～」

泉龍寺　住職　　　三島　道秀

7月13日 人権講座 「身近にある男女共同参画」
男女共同参画センター　　黒田　昌幸
寸劇　劇団かぷりあ

7月27日 介護予防
「認知症について～本人の思いと家族
の思い～」

ヒューマンケア　モモの家　　　矢崎　タミコ

10月4日 健康 「ふれあいの里、運動体験ツアー」 健康運動指導士　　　松田　万里

11月6日 現地学習 智頭町石谷家、砂の美術館 現地職員

12月7日 音楽 「コントラバス演奏」　　閉講式 コントラバス奏者　　　神庭　智子

啓成公民館

啓成がくゆう会

住民が学び合う場、学習の拠点となるよう健康問題、高齢化についてなど幅広く取り入れ、受講生の関心の
深い講座を提供し、明るい町・元気な町・みんなのまちづくりを推進する。

【事業成果】
・参加者同士が仲良くなり自然と仲間づくりができた。
・各講座とも概ね好評であったが、中でも健康講座は実技であったため、特に好評だった。
【課題】
・リアルタイムな問題や住民のニーズに応じた講座、魅力的な講座となるよう、講座内容の充実を図ってい
かなければならない。
・会員の高齢化が進み、固定化してきているため、会委員の新規開拓が一番の問題である。そのためにも
参加しやすい雰囲気づくりが重要である。
・公民館関係諸団体と共催事業とするなど実効性の向上を図りたい。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月18日 人権講座
開講式・
「高齢者の人権を考える」～認知症サ
ポーター養成講座～

認知症キャラバンメイト　米子市長寿社会課
義方校区人権・同和教育推進協議会

6月14日 介護予防 「転倒予防と運動」
運動療法士　松田万里　　義方・湊山包括支援セン
ター　義方地区保険推進員会

7月10日 健康 「口から始める健康づくり」
歯科衛生士　高場由紀美　　米子市健康対策課　義
方地区保険推進委員会

8月6日 家庭教育 「外国滞在日記」
鳥取県図書館協会　会長　　山田　晋
義方地区青少年育成会

9月13日 国際理解
「仲良しになりましょうよ！～中国の燕
の話を聞いてくださいね～」

中国国際交流員　　張　燕

10月23日 現地学習 絶景！秋の紅葉・帝釈峡

11月14日 教養 「出会いを大切に」 山陰放送ニュースキャスター　　宇田川　修一

12月5日 音楽 「マリンバってどんな楽器？」　　閉講式 マリンバ奏者　　本郷　良枝

11月16日 現地学習
「秋の総社散策～紅葉の豪渓と雪舟ゆ
かりの宝福寺を訪ねて～」

総社市方面

12月4日 音楽 閉講式　「歌って心もリフレッシュⅤ」 後藤ヶ丘中学校　副校長　木村  一也

義方公民館

義方成人大学

校区の住民が前向きな気持ちで生活を楽しむ一助としての役割を果たす。参加者が旧知の交流関係を超
え、新しい仲間づくりの輪を広げることができるような場を設定する。
周囲の人や校区のために貢献しようとする意欲の向上を図る。

成人大学受講生や公民館教養部員から企画運営委員になっていただき、アンケート結果をもとに地域住人
のニーズに沿ってテーマや講師を企画するよう留意した。
受講生の年齢が高齢に傾いていることもあり、現在抱えている問題に結び付く内容が好まれている。そのよ
うな中で、講師が若く目新しい講座に関しては参加者数があまり伸びなかったが、会場の皆さんの満足度も
かなり高かったように感じた、一人でも多くの方に感動を味わってもらえるよう、ポスターやチラシによる広報
だけではなく、間接・直接の声かけをして参加のきっかけをつくるような地道な活動に取り組みたいと思う。ま
た、それを企画運営委員を中心に住民の方の協力をもらうと有効であると思う。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

4月25日 家庭教育 開講式　　「くう　ねる　あそび」 伯耆町教育委員会　教育長　　後藤　弥

5月22日 現地学習 「光の鏝絵～神埼神社を訪ねて」 東伯郡琴浦町　現地解説員

6月19日 健康
「おしっこの話～つまる・もれる・血が混
じる～」

さかい幸朋苑　施設長　　　石田　晤玲

7月24日 人権講座
「みんなが幸せになるために～私が歩
んでいる中から～」

米子市人権推進員　　　池谷　由美

8月17日 国際理解 「１０YEARS　IN　YONAGO」 英会話講師　　コープ・グレアム　　コープ・尊子

9月11日 健康 「守り伝えあう命～心の健康について」 米子市健康対策課　　　石原　英莉

10月5日 音楽 「もっと楽しく歌いましょう」 作曲家・歌手　　　石田　光輝

11月2日 健康 「生活習慣病と認知症について」 米子市長寿社会課　保険師　　　荒木　美都江

11月20日 教養 「水先人（水先案内人）とは」 境水先区水先人会長　　　坂口　恒久

12月11日 交流会 閉講式＆表彰式 公民館文化部

住吉公民館

住吉公民館大学

受講される地域の皆さんに、健康や音楽など、興味を持ちやすいテーマデ身近に生涯学習を感じてほしい。
講座を通じて、気軽に学習活動や仲間づくりを楽しみながら教養を高めていただきたい。

今年度は皆勤賞１３名、精勤賞１０名と、昨年と比較するとやや受講率が低かったが、講座終了後のアン
ケートでは、好評な講座が多かった。
県中部へ出かけた現地学習でも、参加された多数の方が初めて知る名所ばかりで、新鮮な反応が得られ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンケートの評価をもとに、地域の皆さんがどの
ようなことに関心があるのか参考にして来年度の講座を考えたい。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月11日 人権講座
開講式「みんながしあわせになるため
に～私が歩んでいるなかから～」

米子市人権政策課推進員　　　池谷　由美

5月25日 現地学習
「（財）堀江オルゴール博物館と人と防
災未来センター」

神戸、西宮方面

6月8日 健康
「在宅介護について～本人と家族の心
構え～」

ひだまりクリニック院長　　　福田　幹久

6月22日 家庭教育 「子どもたちの未来、大人たちの課題」
鳥取県教育審議会委員・（有）みたこ土建代表取締役
美田　耕一郎

7月20日 防災
「米子市の防災について」
「消防訓練」

米子市総務部　防災安全課　　　米子消防署

8月24日 国際理解 「世界遺産の不思議」 鳥取県図書館協会　会長　　　山田　晋

9月21日 健康
「薬の飲みあわせとサプリメントについ
て」

鳥大医学部薬物治療科　教授　　　長谷川　純一

10月19日 歴史 「後醍醐天皇、京都遷幸の道」
ことぶき劇団ふたり
榧野　省吾　・　島谷　修

11月9日 現地学習
「雪舟の修行した宝福寺と旧閑谷学校
ほか」

岡山方面

11月30日 教養
「クロマティックハーモニカコンサート」
閉講式

クロマティックハーモニカ奏者
坂上達也　・坂上和佳子

車尾公民館

ふれあい学級・くずも

“健康で心ゆたかな日々とまちづくり”を目標とし、住民の生涯学習の拠点として「集う、学ぶ、つなぐ」が生か
されるよう、ともに楽しみながら交流や親睦の場を提供する。

昨年度まで皆勤・精勤だった人々が、ひとりふたりと健康面の理由から欠席が相次ぎ、全体の受講者数が
減少。その一方で、親や配偶者の介護が一段落した方の再受講、定年を迎えられた方が新規に受講してく
ださるという、嬉しい材料もあった。　しかし、これからも受講生の全体的な高齢化は進む一方であり、若い
世代をどう取り込むかが緊急の課題である。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

4月11日 現地学習 桜の名所・津山『鶴山公園』と作楽神社 学級運営部長　　田平　敏男　　（津山・勝山方面）

4月19日 健康
開講式・　「知って納得！寸劇で学ぶ認
知症～家庭・地域で支える～認知症サ
ポーター養成講座」

米子市認知症キャラバン隊

5月24日 歴史 「上淀廃寺　その魅力と謎」（仮） 上淀白鳳の丘展示館　学芸員　　伊藤　創

6月21日 民俗 「民話を楽しむ会」 ほうき民話の会

7月26日 家庭教育 「モーツアルトと健康」 日本音楽熟成協会　理事長　　杉原　弘一郎

8月29日 人権講座 「人権意識を磨く」 鳥取県図書館協会　会長　　山田　晋

9月14日 地域課題 自衛隊・消防署見学 学級運営部長　　田平　敏雄（加茂校区内）

10月18日 健康 「膝痛と腰痛の原因と予防について」 山﨑整形外科クリニック　院長　山﨑　大輔

11月13日 現地学習 秋の鰐淵寺を訪ねて 学級運営部長　　田平　敏雄（出雲方面）

12月6日 交流会 閉講式　交流会 学級運営部長　　田平　敏雄（加茂公民館）

加茂公民館

かもめ学級

「出会い・ふれあい・学びあい」をスローガンとして、楽しみ、学びながら交流、親睦の場を提供する

今年度、計画した講座で事業目標、ねらいは概ね達成できたと思う。
健康講座、現地学習は人気であり、受講生に多く産してもらえ、初めて第１回目を現地学習にしたが好評
だった。　　昨年度からの引き続きの課題として、受講生が固定化しているので、広報を積極的に行い、新し
い受講生を増やしていく方法を検討する必要がある。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

4月19日 国際理解
開講式
「野生の王国に魅せられて」

たねだ写真店（有）フォトグラファー　　　種田　宏幸

5月14日 人権講座 「のぞいてみよう　自分の心」 米子市人権教育推進員　　　　池谷  由美

6月21日 現地学習 「鳥取砂丘　砂の美術館」 文化部　　　　山口　貴嗣　　三原　芳夫

7月19日 健康 「腰痛と関節痛の原因と予防について」 山﨑整形外科クリニック　院長　山﨑　大輔

8月23日 家庭教育
「少年非行の現状　補導現場から見え
てくるもの」～地域の大人の役割～

米子警察署　生活安全課　少年警察指導員

9月25日 教養 「今日が良い日でありますように」 境港　正福寺　住職　　　永井　光明

10月18日 健康 「脳卒中について知ってごしない」
さくま内科・脳神経内科クリニック　院長
佐久間　研司

11月8日 現地学習 「神話博しまね」 文化部　　　　山口　貴嗣　　三原　芳夫

11月12日 教養 「米子の城の話」 米子歴史館運営委員長　　　　杉本　良巳

12月6日 音楽
「津軽民謡と鳥取県民謡」
閉講式と茶話会

カルチャースクールわくわくどきどきステーション
小泉  和子

河崎公民館

河崎いきいきふるさと塾

「住むなら河崎　学ぶなら河崎　楽しむなら河崎　みんなでつくろうわがまちを」をスローガンとして共に学び、
楽しみながら住民相互間のふれあいを深める。また、生涯学習の場として公民館を身近に感じていただける
よう、位置づけを確立する。

アンケート結果をもとに住民の学習要求を把握し、健康で生きがいを感じ積極的に参加していただけるよう、
関心の高い講座を中心に企画した。受講生の大半が高齢であるにもかかわらず、各講座とも多数の参加が
あり、学習意欲の強さが感じられた。また、和やかな雰囲気から、住民の交流も図れたのではないかと思う。
今後の課題としては、幅広い世代の方に参加していただき、企画立案から運営まで携わっていただけるよう
呼びかけていかなければならない。そして、公民館が果たす役割についてもっと認識していただけるよう努
めなければならない。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月15日 健康
開講式　　「おしっこの話」～もれる・つ
まる・血が混じる～

公民館教養部長・米子医療センター泌尿器科医師
高橋　千寛

6月12日 環境 「最近の気象異変」
放送大学鳥取学習センター　客員教授
成瀬　廉二

6月28日 現地学習
古事記1300年～荒神谷遺跡と日御碕
神社・灯台を訪ねて

現地解説員

7月10日 家庭教育 「家庭を学びの環境に」 岸本小学校　教頭　　原田　雅文

9月3日 現地学習
身近に感じよう県庁ウオッチング！鳥
取県警察・県議会本会議場・知事公邸
他

県職員

9月18日 健康
「楽しく運動！」～介護保険制度につい
て学びながら～

健康運動指導士　　松田　万里
米子市長寿社会課職員

10月2日 人権講座 「心の通う話の聴き方」 よなご傾聴しあわせの会　代表　　岡田　浩

10月24日 健康 「骨と膝の痛み」 やまがた整形外科クリニック　院長　　山形　泰司

11月6日 教養 「津軽民謡と鳥取県民謡」 わくわくどきどきステーション　代表　　小泉　和子

11月27日 歴史 「発掘された米子の歴史」　　閉講式 埋蔵文化財センター　館長　　　小原　貴樹

福生東公民館

ふるさと塾

日常生活に即した学習機会を提供し、学習効果の効用と個人の幸福、地域社会の活性化を具現化するた
め、現代的および地域的課題を中心に情報提供する。

【事業成果】
各講座とも多分野に富み、関心の高さに合致した講師陣により、受講生から好評を得た。特に「骨と膝の痛
み」の講座では、日常生活の中で直面している身近な問題と捉え受講生の関心も深かった。
【課題】
受講生が全体的に高齢化・固定化の傾向があり、関心の高い講座を企画立案し新しい受講生を増やす工
夫が必要と思われる。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

4月25日 人権講座
開講式　　「命を繋ぐ医療とは」～移植
医療について～

鳥取県臓器移植　コーディネーター　　　永栄　幸子

5月28日 環境 「捨てればごみ、活かせば資源」 山陰エコシシステム職員

6月11日 健康
「足から始める介護予防」～足つぼマッ
サージ～

真誠会リハビリテーション科　健康運動指導士
松本　晃彦

7月11日 防災
「東日本大震災から学ぶ安全安心のま
ちづくり」～今、地域・家族で話し合って
おくことは～

米子消防署員

7月25日 家庭教育
「高齢者の知恵を次の世代へ」～大切
に伝承すべき子育ての知恵って？～

瑞応寺　住職　　　　　仲倉　玄雄

8月8日 国際理解 「日本の近隣中国」 米子市国際交流員　　　張　燕

9月6日 歴史
「邪馬台国山陰説～古代日本の中心
は、山陰地方だった～

島根県立大学北東アジア地域センター市民研究員
古代史研究家　　　　田中文也

10月10日 健康
「認知症の方とともに」～家族の想い本
人の想い～

ヒューマンケア　モモの家　　　矢崎　タミコ

11月7日 現地学習 ～平安絵巻に思いをはせて～ 文化教養部長     広島方面

12月6日 交流会
～今年度のふれあい学級を振り返って
～　　閉講式

文化教養部長

福生西公民館

福生西ふれあい学級

「つどい、ふれあい、まなびあい」を目標に地域住民の生涯学習環境の充実を図る。

アンケートでは、概ね間属しているという結果で、次年度への計画にも意見をいただき、参考にさせてもら
う。しかし、受講生の高齢化、固定化の影響は要望においても顕著に表れているのが現状である。もっと、
広範囲での企画立案をすることにより、受講生の拡大を図りたい。そのためには、企画の段階から若年層の
取り込みが不可欠となり、より幅広い情報収集が必要である。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

4月19日 芸術
開講式　　クラリネット＆オカリナの詩
「音楽空間コンサート」～生演奏と歌と
お話～

フルート・オカリナ奏者　　　杉山　清香

5月23日 現地学習 「大山乳業見学・神崎神社参拝」 琴浦町

6月7日 家庭教育 「東方礼儀之国、韓国から来ました。」 米子市国際交流員　　　李　美英

6月22日 防犯
「振り込め詐欺を中心とした各種防犯
について」

米子警察署　生活安全課　職員

7月26日 健康
「高齢者に多い整形外科疾患の原因と
予防」

山﨑整形外科クリニック　院長　山﨑　大輔

9月28日 現地学習
「奥出雲おろちトロッコ列車と奥出雲散
策」

現地ガイド（島根県仁多郡）

10月4日 歴史 「神話発祥の地　山陰」 古代出雲王国研究会　会長　　　多羅尾　整治

10月26日 健康
「おいしく食べつづけるために」～口腔
ケアの底力～

小規模多機能型住宅介護時の里　歯科衛生士
高場　由紀美

11月21日 人権講座
「生きている、ただそれだけですばらし
い」

三徳山　皆成院住職　　　清水　成眞

12月6日 交流会
今年度のふれあい学級を振り返って
閉講式

ふれあい学級実行委員長　  岩佐　弘志

福米東公民館

福米東ふれあい学級

・ふれあい学級実行委員と文化部員が企画し、身近な親しみやすい講座を開講する。
・受講生相互の話し合い・ふれあいを大切にし、共に楽しみながら学習し高めあう。

・身近な健康問題、防犯問題から音楽鑑賞、古事記編さん１３００年にちなんだ歴史講座など、多岐にわたっ
たふれあい学級だった。
・現地学習では、文化や自然を満喫し、リフレッシュできた。
・学習講座では、毎年行う高齢の講座もあり定着してきている。
・閉講式に行うアンケートで、“参加してよかった”という声が多くあった。
・閉講式で振り返り学習と懇親会を行うことにより、地域の課題を知り、次年度をよりよい講座にする手がか
りとなった。
・実行委員を中心に、もっと地域のみんなで企画し運営するという意識を高めていくことが課題である。もっと
若い方の参加を呼びかけていくことも課題である。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月10日 人権講座 開講式　　「私が歩んでいる中から」 米子市人権政策課　推進員　　　池谷  由美

6月14日 現地学習
砂で世界旅行・イギリス～語り継がれ
る大英帝国の繁栄と王室の誇り～

鳥取砂丘　砂の美術館

6月28日 健康 「生活習慣病について」
鳥取大学医学部薬物治療科　教授
長谷川　純一

7月18日 国際理解 「もっと知りたい台湾」 国際交流コーディネーター　　　羅房　婕美

8月23日 音楽 「米子の郷土芸能」 淀江さんこ節保存会

9月20日 教養
「古事記・山陰の神々をたずねて」～建
速須佐之男命の巻～

ことぶき劇団ふたり　　榧野　省吾　・　島谷　修

10月11日 環境 「エコライフを始めよう」 中国電力（株）

11月15日 健康 「腰痛・関節痛予防について」
やまもと整形外科クリニック　院長
山本　敦史

11月29日 現地学習 「神話の国にタイムスリップ」 出雲市

12月6日 家庭教育 「仏様　何処に…」　　閉講式 本教寺住職　　　　那須　孝之

福米西公民館

福米西ふれあい公民館大学

住民の学習拠点として「出会い・ふれあい・支えあい」をテーマに、共に学びながら交流を深め、健康で安全
な地域づくりを目指す。

健康講座には、他校区からの参加もあり、高齢者の関心の高さが伺える。講座企画から当日準備・受付等、
教養部員の協力も熱心にされている。皆勤賞１６名、精勤賞１９名と出席率も高かった。神話に関する講演
とその後の出雲への現地学習は、古事記編さん１３００年を意識付ける講座でよかった。
【課題】
退職者の参加が少しずつ増えていき、男性も増加傾向にある。今後、興味のある講座は何か情報収集しな
がら、さんｋさｙの要望に応えられる企画が必要と思われる。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月9日 人権講座
開講式「東日本大震災…避難所支援
で感じたこと」

米子市商工課　課長補佐　　　杉村　聡

5月23日 現地学習 「福山バラ園・鞆の浦を訪ねて」 広島県福山市

6月19日 国際理解 「パプアニューギニアでの２年間」 青年海外協力隊OB　　　田中　正之

7月5日 健康 「認知症について」 中海クリニック　理事長　　　小嶋　達也

8月8日 教養 「放送業界 ウラオモテ」 山陰放送アナウンサー　　宇田川　修一

8月28日 健康 「シューズの選び方と笑って体操」
真誠会リハビリテーション科　健康運動指導士
松本　晃彦

9月12日 家庭教育 「家庭の教育力とは」 米子児童相談所　次長　　　村田　弘子

10月10日 教養 「古事記神話の舞台　山陰」 古代出雲王国研究会代表・作家　　　多羅尾　整治

10月24日 現地学習
「古代神話の旅　美穂神社・出雲大社
両参り」

12月12日 音楽 閉講式「津軽民謡と鳥取県民謡」
カルチャースクールわくわくどきどきステーション
小泉  和子

彦名公民館

彦名ふれあい大学

健康で充実した人生を過ごすことができるよう、地域での交流を通して積極的な社会参加ができるよう応援
する。　　　防災意識の高まるなか、まちづくりへの意識を高めるよう講座を企画した。また、古事記編纂１３
００年という節目の年なので、郷土への意識を高めることも考慮した。

東日本大震災や福島での原発事故もあり、地域の防災意識は高まるなか、地域住民の要望に応じた講座
を実施できたのは有意義だった。また、まちづくりの観点から鞆の浦を視察できたことは大変受講生者に好
評であった。　　　　　加えて、歴史講座を充実させたことにより、男性の受講生が若干ではあるが増加傾向
にあるのは、今後の講座づくりの手がかりになったと思われる。一方で、広報不足のためか、思いのほか集
まらなかった講座もあり、来年への課題としたい。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

4月18日 健康
開講式　　「脳卒中予防・生活習慣から
の留意点」

鳥取大学脳神経内科　准教授　　古和　久典

5月18日 現地学習 「竹原市散策」 ガイド他　　　広島方面

6月18日 人権講座 「天にも地にもわれひとり」 瑞泉寺　住職　　長曽　龍生

7月13日 健康
「介護保険と地域包括支援センター」～
いつまでも住み慣れた家で暮らすため
に～

包括支援センター　介護支援専門員
竹内　丈

8月7日 家庭教育 「世界遺産から学ぶパート２」 鳥取県図書館協会　会長　　山田　晋

9月4日 歴史 「“古事記”山陰の神々をたずねて」 ことぶき劇団ふたり　　榧野　省吾　・　島谷　修

9月25日 音楽 「箏の楽しみ方」 鳥取短期大学　講師　　大西　瑞香

10月12日 現地学習
「下津井回船問屋・由加山蓮台寺・史
跡野崎家旧宅(塩田王）」

ガイド他　　　岡山方面

11月19日 国際理解 「中国・出会いの中で」 中国天津美術学院　客員教授　　濱田　壽峰

12月5日 交流会
閉講式
「ワクワク？まなびましたか？」茶話会

崎津公民館

崎津ワクワクまなび大学

健康でいきいき、わくわく生活するための情報を提供し、住民の文化の向上、明るいまちづくりを推進する。

前年度、受講生との企画会で出た意見をもとに講座の計画を立てたので、どの講座もおおむね好評でした。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月16日 家庭教育
開講式　「子どもの力、大人の力～和
田小PTA活動から～」

和田小学校　前PTA会長　　　岩田　文章

6月8日 現地学習 「太陽公園とサファリパーク」 姫路方面

6月19日 教養 「悪徳商法・振り込め詐欺にご用心」 米子市　市民相談課職員

7月25日 健康
「家族が認知症になってもあわてな
い！～今　私たちにできること～」

医療法人真誠会　医療福祉連携センター
小山　雅美

8月29日 健康 「高血圧と生活環境」 山陰労災病院　循環器科　　　太田原　顕

9月3日 教養 「紙芝居による地域おこし」 ニュース漫画家・イラストレーター　　　松村　宏

9月21日 現地学習
「史跡探訪～妻木晩田遺跡と上淀廃寺
～」

市内

10月12日 人権講座 「見えない世界を見つめるまなざし」 正福寺　住職　　　永井　光明

11月15日 国際理解
「欧州・アジア諸国を巡って―体験談と
異文化理解ー」

鳥取大学国際交流センター　准教授
谷守正寛

12月13日 健康
閉講式「あなたの命を吸うタバコ～本
当の健康とは？～」

医療法人　市場病院　院長　　市場　和志

和田公民館

和田公民館

学習活動の拠点として、生活に即する講座を開催し、地区住民の教養の向上、健康の増進を図る。また、講
座を通して住民のふれあいを深める。

野外学習、健康講座、実技講習については、受講生の関心も高く、積極的な参加がある。
もっと幅広い年齢の方に参加していただけるよう、立案時より受講生の要望を取り入れながら、充実した魅
力のある講座を開催したい。また、講座内容、開催時間など検討し、さらに地元の人材を探していきたい。



平成２４年度

公民館名

講座名
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課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月23日 歴史 開講式　「後醍醐天皇・隠岐配流の道」 ことぶき劇団ふたり

6月13日 現地学習
「松山城天守閣と坂の上の雲ミュージ
アム・道後温泉」

6月25日 教養 「紙芝居によるまちおこし」 ニュース漫画家・イラストレーター　　　松村　宏

7月19日 家庭教育 「家族で楽しむ本の時間」 鳥取短期大学幼児教育保育学科教授　齋木　恭子

7月25日 健康 「生活習慣病について」 おかだ内科クリニック　院長　岡田　昭嗣

8月21日 国際理解 「イスラームの国パキスタンで暮らして」
皆生養護学校教諭　　永井　孝、
義方小学校教諭　　　永井麻美子

9月7日 人権講座 「オープンマインドとリスペクト」 境港市教育委員会　大部　由美

10月5日 防災 「米子市の防災対策について」 米子市防災安全課危機管理室長　大塚　亮

11月5日 現地学習 「砂丘砂の美術館・神﨑神社」

11月28日 教養 閉講式　　　「いざという時の為に」 境港消防署弓浜出張所員

富益公民館

松蔭ふれあい塾

「出会い・ふれあい」をテーマに、熟成相互のふれ合いを深め、楽しみながら学び合う場を提供する。

例年通り、受講生のアンケートをもとに、文化部長・運営委員と講座計画作成会を開き、講座を企画した。
新規の受講生が少しずつ増えてきているが、高齢者の割合は依然高い。幅広い年齢雑煮受け入れてもらえ
るよう、講座の内容、広報の仕方など更に検討したい。
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公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月21日 家庭教育 開講式　「明日　輝くために」 BSS山陰放送アナウンサー　　宇田川　修一

6月6日 健康 「脳疾患について」 おかだ内科クリニック　院長　岡田　昭嗣

6月15日 現地学習
「鳥取県警本部・知事公邸見学と砂の
美術館」

鳥取市東町・福部町

7月5日 歴史 「夜見村のむかし」 米子市立山陰歴史館　館長　国田　俊雄

8月30日 国際理解
「中国の楽しい情報を聞いてみません
か」

米子市国際交流員　張　燕（チャン・イエン）

9月5日 人権講座
人権講座　「拉致被害者の人権・家族
の思い」

松本　孟(拉致被害者松本京子さんの兄)
鳥取県人権・同和対策課　職員

10月1日 健康 「簡単な運動で楽しく健康づくり」 健康運動指導士　松田　万里

11月15日 現地学習
「国宝　姫路城の修理　“天空の白鷹”
と揖保の糸資料館見学」

11月28日 健康
「知って納得！寸劇で学ぶ認知症～家
族・地域で支える～認知症サポーター
養成講座」

なんぶ幸朋苑　認知症キャラバン

12月10日 音楽 閉講式　　「歌って楽しくリフレッシュ」
よなご童謡の会　会員　山石ひろ子
伴奏　星野　まり子

夜見公民館

さわやか人生大学

一人一人が健康でいきいきと暮らし「一生勉強・一生青春」を合言葉に多くの人と「出会い、学びあう」ことが
できる場を提供する。

【事業成果】
昨年度と比べ受講生の延べ人数が１２名増えた。閉講式後のアンケートや年１回の企画検討会で皆さんの
意見をたくさんいただけた成果だと思う。また、さまざまな場面での声かけや魅力的な現地学習をきっかけ
に、受講者になってくださった方もおられた。
【課題】
・延べ人数、実人数の更なる増加
・皆さんからのさまざまな要望をどのように取り入れていくか
・受講生の会場準備等の協力をどのようにしたらスムーズにできるか
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4月26日 国際理解 開講式「虹の国　南アフリカを訪ねて」 大篠津小学校　校長　　　内田　正志

5月31日 教養 「紙芝居による　地域おこし」 イラストレーター・ニュース漫画家　　　松村　宏

6月25日 家庭教育 「子を育む、人を育む、自分を育む」 鳥取短期大学　理事長・学長　　　山田　修平

7月26日 健康
「おいしく楽しくバランス良くたべていま
すか？」～バランスのとれた食事で健
康に～

米子医療センター　管理栄養士　　　藤原　朝子

9月10日 人権講座 「非行少年の処遇と人権」 美保学園　園長　遠藤英明

10月2日 現地学習 「姫路城・天空の白鷺」と「太陽公園」 兵庫県姫路市方面

11月2日 健康 「笑って健康塾」
フィットネスクラブパジャ　　健康運動実践指導員　勇
瑠衣

12月8日 音楽 「マリンバってどんな楽器」 マリンバ奏者　　本郷　良枝

大篠津公民館

おおしのづ成人学級講座

地域住民の学習意欲に対し、役立つ情報を提供し、共に学ぶ楽しさ、健康で生きがいのある生活、潤いの
あるゆたかな人生を送るための出会い、ふれあいの場をつくる。

平成２４年度の成人学級は、４月２６日から１２月８日までの８回。平成５ねんから始まり、今年節目の２０回
を迎え、皆勤賞４名（８回出席）、精勤賞６名（７回出席）となりました。
地域に関わりのある講師の場合は、身近な課題の内容で興味を持って参加する受講生の出席率は良い
が、全体に高齢化している。現地学習は、移動距離、費用の面などから参加者が減少。
子育て世代や男性も参加しやすい講座への転換を考える時期になっていると思われる。運営の自主性を担
うためにも、受付や準備などにとどまらず、積極的な呼びかけで新たな寿個性の獲得を促す努力をしたい。
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5月8日 人権講座 開講式「仏に生きる」 米子市人権擁護委員　長徳寺住職　　　小林憲充

5月30日 現地学習 鳥取県庁見学＆砂の美術館 現地解説員

6月21日 家庭教育 「尚徳中学校は今…」 尚徳中学校生徒指導　　　　安田　順一

7月24日 介護予防 認知症サポーター養成講座 なんぶこうほうえん　キャラバンメイト

8月22日 歴史 「山陰の神々」～国づくりの神様～ ことぶき劇団ふたり　　榧野　省吾　・　島谷　修

9月6日 健康 「身近な薬の話」 鳥取県薬剤師会西部支部理事　　　　上原　隆

10月5日 現地学習
「私達の暮らしを守る」陸上自衛隊＆鳥
取県消防局

現地解説員

11月15日 文化芸術 「高齢期を楽しく『お話＆ハーモニカ』」 社会福祉士　　　中川　正純

12月12日 教養
「どじょうすくいマジック」閉講式・表彰
式

柴田　洋司　　　　足羽運営委委員長

成実公民館

成実ふれあい大学

浅く広く、生活文化・健康増進・社会福祉等を学び、仲間とのつながりを求める多くの人々を対象として、家
庭教育・健康・教養・人権・芸術・郊外学習等幅広い分野の講座を開設し、地域住民の教養を高め、健康増
進に寄与することを目的とする。

【事業成果】
・地元の尚徳中学校教諭を講師に招いたことは、受講生が卒業生であったり、孫が通学しているなど、今現
在の学校がどういう状態なのかを知ることができて好評であった。
【課題】
・受講生は高齢者が主である。
・男性は極端に少ないため、幅広い年齢層の方々にも参加していただけるような企画立案が更に重要だと
考える。
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4月27日 教養 開講式　　「日野川の野鳥」 日本野鳥の会鳥取県支部理事　　　田中一郎

5月15日 家庭教育 「人生　四場所を生きる」 鳥取県図書館協会　会長　　山田　晋

5月30日 現地学習 俣野川発電所　他見学 江府町方面

6月16日 歴史 「中村一忠（米子城主）と八幡神社」
米子工業高等専門学校准教授　博士（文学）　原　豊
二

7月12日 健康
「膝関節痛・腰痛について～予防と痛
みへのアドバイス～」

健康運動指導士　　松本　晃彦

8月8日 国際理解 「韓国ってどんな国」 韓国国際交流員　　李　美英

9月4日 教養 「民話を楽しみましょう」 ほうき民話の会

10月24日 健康 「生活習慣病（高血圧）について」 山陰労災病院循環器科　副部長　　水田　栄之助

10月30日 人権講座 「高齢者　その人として」 博愛苑　施設長　　土井　政史

11月16日 環境 「春日の農業事情」 箕蚊屋土地改良区　理事長　　田辺　雄一

12月4日 音楽
「みんなで楽しく歌いましょう」　　閉講
式

春日公民館

春日ふるさとセミナー

地域の課題・特性や住民のニーズに応じたさまざまな学習機会を提供することで、学習意欲の高揚と潜在
的学習者の発掘を図り、住民の教養を高めるとともに、心豊かに暮らせる地域社会づくりを図る。

【学習成果】
学習内容については、受講生のニーズに応え、多岐にわたっており好評であった。地元の方に講師になって
いただき、新たな講師の掘りおこしができたとともに、受講生の皆さんの関心が大変高まった。
講座のチラシを早めに公民館内の掲示板に掲載し、お知らせしたことが新たな受講生の参加につながっ
た。　　　　　　　　　　　【課題】
幅広い年齢層、幅広い地域からの新たな受講生の拡大を図るために、いろいろな方法で参加の呼びかけを
図る。　　　　　セミナーの実施時期や時間帯を考える。
自主運営組織づくり。
受講者が学習成果を活かす場づくり。
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6月15日 介護予防 開講式　「楽しく笑えば　脳活性化」 米子市役所長寿社会課　作業療法士　小椋　善文

6月27日 人権講座 「拉致被害者の人権、家族の思い」 拉致被害者御家族　松本　孟

7月27日 現地学習 「上淀白鳳の丘展示館見学」 現地解説員

8月21日 防災講座
「あなたの備えは大丈夫？―災害時の
知恵と技―」

鳥取大学大学院工学研究所　社会基盤工学専攻　土
木工学　准教授　浅井　秀子

8月31日 現地学習
「鳴門のうずしお見学と阿波の国『徳
島』の旅」

現地解説員

10月19日 国際理解 「南極雑談」 松信　明（元自衛隊員）

11月29日 健康講座 「冬場に多いウィルス感染症への備え」
鳥取大学医学部感染制御額講座ウィルス学分野
教授　　　景山　誠二

12月14日 家庭教育 「絵本の力・言葉の力」 尚徳小学校　校長　倉光　信一郎

尚徳公民館

尚徳ふれあい講座

～健康で明るいふるさとづくりをめざして～
・地域住民の出会いの場となり、ともに学ぶ楽しさふれあう喜びを感じながら心豊かな自己表現を目指す。
・地域住民の生活向上に役立つ情報を提供し、安心・安全な地域づくりに取り組む

【事業成果】
・今年度から教養部役員が受付や振興などを担当することとなり、講座の参加者のまとまりが良くなった。
・今年度は特に防災講座と国際理解講座に力を入れ、会場も広くし、多くの方に呼びかけて参加していただ
いた。日頃参加されない方々にもたくさん来ていただけてよかった。
【課題】
・実人数は増えたものの、延べ受講生は昨年よりも２０人近く減っている。参加者の高齢化・硬直化も進んで
おり、新たな受講生の開拓が必要である。
・終了後のアンケートでは、歴史に興味を示す方が多かった。反映できる講座ができればいいと思う。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月9日 現地学習
開講式　　「和気藤講演～キリンビア
パーク～いちご狩り」

現地ガイド　　　広島方面

6月1日 介護予防 「楽しく笑えば脳活性化」 米子市長寿社会課　理学療法士　　小椋　善文

6月22日 健康
「膝痛・腰痛について～予防と痛みへ
のアドバイス～」

博愛病院　理学療法士　　　吾郷　秀吉

7月13日 家庭教育
「みんなで子育て」～家庭で・学校で・
地域で～

五千石小学校　校長　　　森尾　洋子

7月20日 現地学習 「砂の美術館他」 現地ガイド　　鳥取方面

8月3日 介護予防 「認知症を学び地域で支えよう」 認知症キャラバンメイト

9月7日 人権講座
「みんなが幸せになるために～私が歩
んでいる中から～」

米子市人権政策課　推進員　　　　池谷  由美

10月5日 教養 「悪徳商法ノックアウトカルタ」 ＮＰＯ法人鳥取県消費者協会

11月2日 現地学習
「神話博しまね、三瓶小豆原埋没林公
園」

現地ガイド　　　島根方面

12月7日 音楽 「明治・大正・昭和の歌をあなたと」 鳥取短期大学　教授　　　　白石　由美子

五千石公民館

公民館大学「まなびや会」

激変する現代社会に対応した課題や、住民ニーズに応じたあらゆる分野の学習機会と、地域住民の出会
い・交流の場の提供を目的として、公民館大学「まなびや会」を開設する。

公民館大学運営委員会の８名のメンバーの手により、企画・立案、当日の会場の準備、講師との打ち合わ
せや進行等を行っています。受講生の意見を取り入れながら開催していますが、受講生が高齢化、固定化
してきているためか受講生が少々減少してきている。事務局としては、新規受講生の開拓対策を考えなけれ
ばならない。参加して良かった、楽しかったと思っていただける魅力ある講座内容の充実を図り、参加しやす
い雰囲気づくりをしていかなければならない。そのためにも幅広い情報の収集に努力していきたい。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

4月12日
健康・
防災

開講式　　「ＡＥＤを使った救命救急講
座」

米子消防署職員

4月20日 現地学習 琴浦町方面 琴浦町観光協会　まちおこしボランティア

5月23日 家庭教育
～地域で子育て～「育じい育ばあのす
すめ」

東みずほ幼稚園　園長　　　笹木　美穂子

6月5日 地域課題 「永江でイキイキ元気で暮らすために」 地域包括センター・長寿社会課

7月26日 人権講座 「さんかく家の人々」 男女参画劇団かぷりあ

8月22日 健康 「吸わない女性も肺がんに」 鳥取大学医学部　准教授　　中村　廣繁

10月31日
歴史・現地
学習

「神話博しまね見学」 出雲大社方面

11月6日 音楽 「マリンバ演奏」 尚徳中学校　教諭　　　米原　真吾

12月19日 交流会
閉講式＆表彰式
「スライドショーで一年間を振り返って」

永江公民館

ながえ青雲大学

地域住民の多様な学習欲求や、地域課題の理解・解決に役立つ講座を開催し、学習欲求の向上と住民間
の交流により、よりよい地域づくりを促進する。年度半ばからの「モデル地区」「支え愛事業」等、地区自治連
合会の動きも考慮し、地域が注目するテーマを中心に話題を提供する。

今年度は、事業が進むにつれ参加者の親睦が進み、連帯感が生まれたようだ。事業終了後も青雲大学の
話題が多く出ているのを聞くと、主催者としては達成感がある。
例年の事ながら、参加者が高齢化し、同じ顔ぶれであること等の問題点も残る。幸いにも地域にオープンし
た「支え愛の店ながえ」に協力するボランティアの中には、「地域に貢献したいが、公民館デビューはまだ。」
という方もおられるようだ。来年度はこういった新規参加者の獲得を積極的に図り、講座の動員数増加を進
めながら地域の生涯学習の向上を目指したい。こういった試みが、将来的に「支え愛まちづくり」への協力に
も繋がるのではないか。各団体との連携も重視した事業展開も、さらに推し進めていく予定である。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

4月20日 教養 開講式　　【春一番】紙芝居で町おこし イラストレーター・ニュース漫画家　　　松村　宏

6月2日 音楽 「初夏のさわやかコンサート」 さかいみなと弦楽アンサンブル

7月10日 家庭教育 「私が子どもたちから学んだこと」
鳥取県子ども会理事　ボーイスカウト副リーダート
レーナー　　小田　享

8月22日 健康 「診察室から思うこと」 鳥取県西部医師会会長　野坂医院　　野坂　美仁

9月26日 人権講座 鼎談「人権劇からの一歩」 劇団ピュア　代表　　南場　千尋

10月25日 現地学習
「俣野川発電所見学と奥日野・開運神
社めぐり」

日野方面　　教養部長

11月20日 教養 「明日輝くために」 ＢＳＳ山陰放送アナウンサー　　　　宇田川　修一

12月4日 交流会 茶話会＆ミニ講演会、閉講式 館長　　　塚田　安雄

巌公民館

公民館大学「いわお塾」

魅力ある地域社会を構築し、生涯が学習を通じて心豊かに生きるために、ともに学び、共に語り合うふれあ
いの場として開講する。

健康講座は関心が高く、地元の講師だったため参加者が多く好評であった。
受講生が全般的に高齢化・固定化してきている傾向にあるので、幅広い年齢層に参加してもらうよう新規開
拓が必要。閉講式のアンケートをもとに、講座内容を検討し、魅力あるものを企画して、新たな受講生の拡
大を図りたい。　　　　登録していても現地学習だけの出席になったりするケースがあり、繋がりを広げる働き
かけを工夫する。



平成２４年度
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5月16日 歴史
開講式、　「後醍醐天皇　隠岐配流の
道　　　　　　　　　第1部　美作の国から
備中の国そして伯耆の国へ」

公民館長、教養部長、
ことぶき劇団ふたり　　榧野　省吾、島谷　修

6月27日 現地学習
　「山陰海岸ジオパーク　浦富海岸・島
めぐり遊覧船」

教養部長　清水　照志

7月11日 歴史
「後醍醐天皇　隠岐配流の道
第２部　伯耆の国から出雲の国へ」

ことぶき劇団ふたり　榧野　省吾、島谷　修

8月3日 家庭教育 　「すてきな笑顔に会いたくて」 小学校教諭（上福万自治会）　村上　茂

9月5日 健康 ｢生活習慣病について～新しい話題～｣ 山陰労災病院　循環器科副部長　水田　栄之助

10月25日 人権講座 「拉致問題人権学習会」
鳥取県総務部人権局人権・同和対策課職員
拉致被害者御家族　松本　孟

11月21日 音楽 「邦楽を楽しみましょう」 民謡尺八（夏梅自治会）　上田　福美

12月5日 介護予防 　「楽しく笑えば脳活性」 米子市理学療法士　小椋　善良

県公民館

あがたカレッジ

・地域住民のニーズに対応した講座、学習の機会を提供する。
・楽しさや喜びを体験して、地域住民同士の新しい出会い、親睦を深める人間関係づくり

現地学習、歴史講座、人権講座については、受講生の関心が高く、積極的な参加があった。
受講生が固定化してきているので、新規の方に参加していただけるよう受講生の要望に応えられる魅力あ
る講座を開催していきたい。
地元講師の評判がよく、素晴らしい人材を発掘すべくアンテナを高く張り情報を得ていきたい。



平成２４年度

公民館名

講座名

事業のねらい

事業成果・
課題

開催日 ジャンル 内容 講師

5月17日 家庭教育
開講式、「世界６６カ国をかけめぐって
～世界の中の家族・子どもたち～」

鳥取地球人クラブ　中尾　和則

5月31日 現地学習 「鳥取環境大学＆因幡万葉歴史館」

6月22日 平和学習 「語り継ぐ戦争～シベリア抑留体験～」 竹内　利友

7月9日 健康
「医療の放射線と原発の放射線、その
上手な付き合い方を解説します」

山陰労災病院循環器科部長　足立　正光

7月27日 人権講座 「仏に生きる」 長徳寺　住職　小林　憲充

8月17日 教養
「住み慣れた所で自分らしく生きていく
ために」

弁護士　高橋　敬幸

9月13日 健康
「よい睡眠について～いびきと睡眠時
無呼吸症候群について」

鳥取大学医学部　保健学科　鰤岡　直人

10月15日 家庭教育
「おじいちゃん・おばあちゃんも大活躍
～子育ての現場から～」

こたか保育園　園長　末吉　真理子

11月6日 現地学習
「過去と未来の旅～神話博しまね＆出
雲科学館」

12月3日 音楽 閉講式・「弦楽四重奏の夕べ」 チェロ奏者　日野高校教諭　石黒　信行

大高公民館

大高成人セミナー

住民のニーズに応えながら、地域課題の理解・解決に役立つ内容や時代の流れに沿った新しい情報を提供
し、学習意欲の向上と生涯学習の意識を促す。
公民館を交流およびまなびの拠点とし、集い学ぶ機会を提供し、活力ある地域づくりを目指す。

延べ人数・実人数とも前年度に比べ劇減し、各回３０人超えがやっとだった。特に必須の家庭教育は不振
で、参加年齢層が“子育て”とかい離しており、今後の課題である。
東日本大震災を受け健康講座で放射線の影響を取り上げたが、期待したほど参加者は多くなかった。自身
の問題として考えるにはあまりにも遠いのではと感じた。現地の人々に思いを馳せることができるような内容
を検討したい。この問題が風化しないよう、今後も継続して震災および原発問題を取り上げたい。
今年度は、地元の講師を迎えるなど、地域の特性を活かした講座づくりも試みた。新しい人材の発掘は郷土
の誇りにつながると思う。今後は、地域の問題を考え、積極的に関わっていく姿勢を促すテーマを設定した
い。あわせて、日本全体の環境や行政、教育などについても視野を広げ、自身のこととして考えていけるよう
な内容を展開したい。
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4月25日 健康 「ストレスと生活習慣病」 鳥取大学医学部薬物治療科　教授　長谷川　純一

4月25日 音楽 「歌声に合わせて春爛漫」 唱歌教室コスモス指導者　本田　祐美子

5月8日 現地学習
「平清盛歴史探訪の旅。KOBE　ｄｅ　清
盛2012」能福寺と清盛歴史館

6月8日 家庭教育
「気仙沼からの声～東日本大震災の避
難者支援から～」

市民自治推進課　奥田　晃巳

7月30日 世代間交流
「みんなで遊ぼう　～いただきづくりと川
遊び～」

スポーツチャンバラ指導者　大山　秀樹、大和子ども
活動実行委員、ふれあい大学運営委員

9月14日 健康
「口から始める健康づくり～嚥下トレー
ニング～」

錦海リハビリテーション病院　言語聴覚士　古志　奈
緒美

10月26日 健康
「上手に病院にかかろう　～健康保険
についてのおはなし～

米子東病院　福田　恵一

1月7日 世代間交流 「七草がゆのつどい」 大和子ども活動実行委員、ふれあい大学運営委員

2月１日 人権教育 「佛に生きる」 長徳寺　住職　小林憲充

2月１日 音楽 「歌って元気・歌って健康！」 大和地区住民　元小学校教諭　松井　智子

淀江公民館　大和分館

大和ふれあい大学

地域住民の一人一人が健康で心豊かに暮らせるために、「仲間とともに楽しく、生きがいづくり、健康づくりを
しよう」をテーマに地区住民が集い学ぶ場を提供し、住民の教養を高めるとともに地域住民のふれあいの場
として開講する。

【事業成果】
企画段階から運営委員に関ってもらい、受講生のニーズ把握ができた。
【事業課題】
・受講生の高齢化・固定化で参加者が減少し、出席率も低くなってきている。
・新規受講生の参加や出席率を上げるために、魅力のあるテーマを取り入れ、興味が持てる講座を企画し、
幅広い年齢の方に受講していただきたい。
・多くの方に興味を持っていただけるよう、広報の方法を検討したい。



平成２４年度　学習講座一覧



開催日 ジャンル 内容 講師

4月27日 現地学習 「船上山万本桜と河本家住宅を訪ねて」 船上山少年自然の家職員　河本家保存会

7月2日 健康
「健康体操～家庭で簡単に取り組める体
操～」

健康運動指導士　松田　万里

8月31日 現地学習 「大山山麓の名水めぐり」 大谷　隆康

10月12日 現地学習 「よなごの宝88めぐり～明道編～」
山陰歴史館元館長　よなごの宝88選実行委員
福原　則昭

10月31日 現地学習 「上淀の歴史を訪ねて」 上淀白鳳の丘展示館　企画員　伊藤 創

12月21日 伝承
「しめ縄づくり」正月を迎えるしめ縄を作り
ましょう

成実地区の方々

開催日 ジャンル 内容 講師

6月8日 料理
いつもの脇役の『こんにゃく』料理を主役
に

井澤　佳英子　氏

6月22日 現地学習
現地学習　航空自衛隊美保基地に行っ
てみよう

航空自衛隊広報部員

8月7日 手芸 うさぎのミニドール 鍋谷　喜世美　氏　岩佐　慶子　氏

11月26日 現地学習 そば打ち 富有の里（南部町）

12月17日 料理 料理教室～お正月おもてなし料理～ 食生活推進員

2月28日 手芸 エコクラフト手提げバック～第１日目～ エコクラフト家　Syayuri 氏

3月7日 手芸 エコクラフト手提げバック～第２日目～ エコクラフト家　Syayuri 氏

平成24年度　公民館学習講座

明道公民館

就将公民館



開催日 ジャンル 内容 講師

6月25日 料理 本格インドカレーに挑戦！ カーン　友里

9月7日 教養 裁判傍聴 鳥取地方裁判所　米子支部

9月18日 防災 救命救急法・AEＤ講習、消火訓練 米子消防署職員

10月5日 手芸 押し絵で来年の干支づくり 門脇　由子　　　門脇　康子

開催日 ジャンル 内容 講師

5月1日 健康 健康ウォーキング（毛無山） 石原　和輝

6月8日 健康 骨の健康を考える（各種測定実施） 米子高専教授　　南　雅樹

7月24日 手芸
ネクタイや古布を使って、アクセサリーを
つくりましょう

傘井　靖子

8月1日 料理 焼肉のタレづくり みどり生活学校

9月5日 防災 救命救急法・AEDの紹介 米子消防署　救命救急士

9月24日 手芸 折り紙を楽しみましょう 山下　靖子

10月16日 手芸 手作りを楽しむ　クリスマスの飾りづくり 岡本　明子

10月30日 手芸 手作りを楽しむ　クリスマスの飾りづくり 岡本　明子

啓成公民館

義方公民館



開催日 ジャンル 内容 講師

7月8日 料理 親子料理教室 住吉食生活改善推進員

9月14日 手芸 コサージュづくり 奥本　紀子

9月26日 現地学習 大山ハム工場見学

10月12日 手芸 ハンドウォーマーづくり（１回目） 奥本　紀子

10月19日 手芸 ハンドウォーマーづくり（２回目） 奥本　紀子

2月4日 料理 味噌作り 田村　範夫

開催日 ジャンル 内容 講師

6月29日 手芸
ガラス工芸「ガラスフュージングのペンダ
ントかプレート」

ガラス工芸作家　　　北里　由利

7月6日 環境 「鳥取県衛生環境研究所と光の鏝絵」 現地観光ボランティア

10月18日 手芸 押し絵「来年の干支づくり」 門脇　由子　　　門脇　康子

12月15日 伝承 しめ縄づくり 仲田　晏充

2月7日 健康・教養 交通安全、悪徳商法、薬物講演会 池田　美江子、高田　賢治

開催日 ジャンル 内容 講師

5月30日 現地学習 森林浴を楽しもう！（登山） 加茂公民館　館長　　口田　陽一

6月7日 体験 ポーセラーツ
ふしぎな花倶楽部　ポーセラーツインストラク
ター　　隠樹　信子

7月12日 歴史
古事記　山陰の神々をたずねて①伊邪
那岐神・伊邪那美神の巻

ことぶき劇団ふたり
榧野　省吾　・　島谷　修

9月26日 歴史
古事記　山陰の神々をたずねて②建速
須佐之男命の巻

ことぶき劇団ふたり
榧野　省吾　・　島谷　修

10月12日 体験 ポーセラーツ
ふしぎな花倶楽部　ポーセラーツインストラク
ター　　隠樹　信子

11月28日 歴史
古事記　山陰の神々をたずねて③大国
主神の巻

ことぶき劇団ふたり
榧野　省吾　・　島谷　修

1月23日 体験 「味噌作り」 田村商店　　　田村 範夫

1月31日 歴史
古事記　山陰の神々をたずねて④事代
主神・建御名方神・下照比売の巻

ことぶき劇団ふたり
榧野　省吾　・　島谷　修

住吉公民館

車尾公民館

加茂公民館



開催日 ジャンル 内容 講師

4月23日 料理
料理教室（春のおにぎり、杏仁豆腐ほ
か）

瀬尾　千鶴

5月17日 料理 お菓子づくり（プリン、モンブランほか） 澤本　弥生

5月28日 料理
料理教室（野菜たっぷり春巻、卵スープ
ほか）

松本　幹

8月20日 工芸 偏光マジックアート 中島　恭子（車尾公民館主事）

10月15日 料理
料理教室（秋刀魚の甘露煮、茄子のそぼ
ろ煮ほか）

中合　昌三

11月11日 料理 おもてなし料理をつくりましょう 岡　久治

1月23日 料理 味噌作り① 岩山　栄子

1月31日 料理 味噌作り② 岩山　栄子

開催日 ジャンル 内容 講師

7月9日 防災 ＡＥＤ講習会 消防署皆生出張所

7月17日 伝承 盆踊り 八本　益幸、八原恒美

7月20日 健康 健康講座（肩こり、腰痛等の緩和） フィットネスクラブジャパン

7月24日 伝承 盆踊り 八本　益幸、八原恒美

9月14日 防災 火災・避難・消火訓練 消防署皆生出張所

10月12日 工芸 山の幸染め教室 深田　淑子

11月27日 料理 正月料理教室 古城　佳子

12月15日 伝承 しめ縄づくり 八田　和

1月5日 異世代交流 新年あいさつのつどい 八田　保乃香、本田　百合

2月1日 料理 味噌作り教室 田村　範夫

福生東公民館

河崎公民館



開催日 ジャンル 内容 講師

5月9日 料理 いただき作り 梅原　道代

6月26日 料理 そば打ちを楽しもう 野田工房　源内　範子

11月13日 料理 キムチ作りでアンニョンハセヨ 金山　春美

2月1日・3日 料理 味噌づくり講習会 小林　宣子

開催日 ジャンル 内容 講師

5月10日 現地学習 「俣野川発電所見学」

8月8日 現地学習 「航空自衛隊美保基地見学」 航空自衛隊美保基地職員

10月2日 手芸 「エッグアート　ポプリたまごを作ろう」 たまご工房～綾美～　川北　洋子

10月12日 健康 「健康体力チェックといきいき体操」 セントラルローズガーデン　大森　将史

12月12日 園芸 「Xmas　寄せ植え教室」 園芸センターえど　江戸　賢司

1月24日 料理 「みそづくり講習会」 「ふきのとうの会」小村宣子

開催日 ジャンル 内容 講師

10月18日 手芸 ビーズアクセサリーづくり 入江　知矢子

11月27日 子育て 本の読みきかせ 境　さゆり（読書アドバイザー）

12月13日 防災 救急救命講習（ＡＥＤ講習） 米子消防署皆生出張所

1月16日 現地学習 清水寺初詣

1月25日 健康 簡単にできる体操（筋トレ、ストレッチ） フィットネスクラブジャパン　山川　了史

1月24日 料理 「みそづくり講習会」 「ふきのとうの会」小村宣子

福生西公民館

福米東公民館

福米西公民館



開催日 ジャンル 内容 講師

5月18日 料理 「塩糀作り＆塩糀を使った料理法」 田村　範夫

6月13日 防災 「知っておくと安心～AEDの使い方～」 米子消防署員

7月18日 現地学習 「大山横手道を歩こう！」 藤原　文子

2月8日 料理 「味噌作り」 田村　範夫

開催日 ジャンル 内容 講師

8月2日 料理
夏休み子どもクッキング教室（ジュニアお
楽しみ学習）

秋鹿　洋子（崎津料理クラブ）

11月21日 料理 こんにゃくづくり 實近　孝子

12月15日 異世代交流 しめ縄づくり 松本　勉　ほか

1月7日 伝承 書初め会（ジュニアお楽しみ学習） 松元　清治

2月13日 料理 味噌づくり 田村　範夫

3月13日 現地学習 高尾山駐屯基地見学　ほか 自衛隊員　ほか

開催日 ジャンル 内容 講師

8月23日 手芸
「おしゃれなエコクラフトバッグ作り～その
１～」

塩見ゆかり

8月30日 手芸
「おしゃれなエコクラフトバッグ作り～その
２～」

塩見ゆかり

11月19日 工芸 「紙すきに挑戦～和紙作り体験～」 あおや和紙工房

12月20日 伝承 「しめ縄づくり」 吉岡　節雄　　　　古井　善久

彦名公民館

崎津公民館

和田公民館



開催日 ジャンル 内容 講師

10月26日 現地学習 島根原子力発電所見学 中国電力島根原子力本部地域共生部職員

1月4日 伝承 新春書初め教室 後藤　文平

1月21日 料理
料理教室（めんたいこピザ、ミルクプリン
等）

田貝　守

1月23日 料理 男の料理（そば打ち） 田貝　守

開催日 ジャンル 内容 講師

8月25日 手芸 エコバッグ作り 頭本　紀恵

10月19日 工芸 藍染教室 後藤　翠

12月1日 料理 白ねぎ料理教室 白ねぎ料理研究会

12月15日 伝承 しめ縄づくり教室 足立　秀雄

開催日 ジャンル 内容 講師

6月7日 料理 塩こうじの作り方 田村　範夫

6月29日 現地学習 大山ウォーキング 藤原　文子

7月11日 園芸 観葉植物　寄植え教室 江戸　賢司

8月1日 料理
夏休み親子料理教室（ピザ、かきたま
スープ等）

山口　由美子、本池　有利子

9月27日 手芸 パッチワーク教室 遠藤　孝子

1月28日 料理 味噌作り 田村　範夫

2月12日 料理 バレンタインお菓子 澤本　弥生

2月22日 手芸 編物　ラリエット 山本　志津枝

富益公民館

夜見公民館

大篠津公民館



開催日 ジャンル 内容 講師

6月5日 料理 手作り豆腐を作ろう 斉木　正枝

7月4日 現地学習 上淀白鳳の丘展示館見学 現地職員

10月2日 手芸 おしゃれなマフラーづくり 浦木　征子

12月15日 伝承 しめ縄講習会 細田　幹人、西賀　賢一、橋谷　多見子

2月8日 防災 安全安心なまちづくり 米子消防署

開催日 ジャンル 内容 講師

6月29日 料理 気軽に作る簡単家庭料理 食生活改善推進員　　又野　愼介

7月24日 現地学習
日本海新聞社　西部本社、県立武道館
見学

8月2日 手芸 牛乳パックで作るペン立て 鹿嶋　和江

12月23日 伝承 しめなわ講習会 吉川隼躬（一部）

2月6日 料理 みそづくり講習会 田村商店　田村 範夫

開催日 ジャンル 内容 講師

7月7日 料理
子ども料理教室（ピザ、かきたまスープ
等）

食生活改善推進委員

8月6日 工芸 木工教室「ジグゾーパズル」 岡田　茂

10月29日 手芸 手芸教室「干支の押絵」 門脇　由子・門脇　康子

11月22日 料理
料理教室（大山おこわ、長いもの酢の物
等）

長谷川　淑子

11月24日 茶道 子ども茶道教室 野坂　東

12月4日 教養 正月用もち花づくり 長谷川　敬子

尚徳公民館

成実公民館

春日公民館



開催日 ジャンル 内容 講師

7月28日 環境 鳥取県の大気 大呂　忠司（県衛生環境研究所）

8月22日 現地学習 大根島熔岩トンネル、中国電力島根 女性部長　深田　小夜子

10月11日 手芸 パステルアート教室 小川　ますみ

11月9日 健康
おしっこの話～もれる・つまる・血が混じ
る～

米子医療センター　高橋　千寛

12月6日 料理
正月料理教室（みぞれ雑煮、五目なます
等）

食生活改善推進員会会長　岩野　東世子

12月12日 伝承 しめ縄づくり 中﨑　田鶴江

開催日 ジャンル 内容 講師

5月30日 健康 大人の遠足 地域有志

7月2日 健康
大人の学び舎～永江笑学校～（体操、ス
トレッチ等）

パジャインストラクター、地域有志

9月26日 手芸
ものづくり教室①～ゆび編みにチャレン
ジ～

地域有志

10月10日 手芸
ものづくり教室②～ゆび編みにチャレン
ジ～

地域有志

10月13日 異世代交流 ごずつり大会 地域有志

12月15日 伝承 ものづくり教室～しめ縄づくり～ 渡辺　利徳

2月18日 手芸 裂き織にチャレンジ① いもじや秀次郎

2月26日 手芸 裂き織にチャレンジ② いもじや秀次郎

2月22日 料理 スイーツをつくろう（スイートポテト） 戸田　正幸

五千石公民館

永江公民館



開催日 ジャンル 内容 講師

6月9日 料理 魚のさばき方教室 加納　廣俊

10月5日 手芸 編み物教室(ハンドカバー） 山田　芳枝、田岡　綾子

10月31日 園芸 花と緑の寄せ植え教室 園芸センターえど　江戸　賢司

12月7日 教養 しめ縄づくり 地元有志

1月26日 料理 そば打ち教室 ゴールデン出雲そばりえ　　小川　進一

2月2日 料理 お菓子作り教室（大根餅） 池田　久美子、赤野　佳恵

開催日 ジャンル 内容 講師

6月6日 手芸 木香花作り 鳥井　千代子、中島　千恵子、田淵　清子

7月3日 工芸 陶芸教室①（皿づくり） 足塚　由江

7月24日 工芸 陶芸教室②（皿づくり） 足塚　由江

7月27日 環境
リサイクルプラザ見学（ダンボールで生ゴ
ミ堆肥作り）

リサイクルプラザ職員

12月14日 伝承 しめ縄づくり 田中　義雄

12月19日 料理 正月料理教室 野坂　英子

開催日 ジャンル 内容 講師

4月13日
現地学習・
健康

Ｌｅｔ’ｓウォーキング①～風を感じて歩こう
～

渡辺　賢一

6月5日 防災 家庭で役立つとっさの手当て 日本赤十字鳥取県支部職員

8月2日 料理
簡単！美味しい！ヘルシーレシピで健康
生活

西本　敦子

9月28日 工芸
銀細工に挑戦～オリジナルアクセサリー
を作りましょう～

田中　文子

10月9日
現地学習・
健康

Ｌｅｔ’ｓウォーキング②～風を感じて歩こう
～

渡辺　賢一

12月6日 料理 お正月おもてなし料理 食生活改善推進員会

巌公民館

県公民館

大高公民館



開催日 ジャンル 内容 講師

4月25日 健康 「血圧のお話」 山陰労災病院　水田　栄之助

5月17日 人権 「みんなが幸せになるために」 市人権政策課職員　池谷　由美

7月11日 手芸 アロマキャンドル作り
日本アロマコーディネーター協会認定インスト
ラクター　甲斐　規子

8月1日 手芸 子ども講座「布のフォトフレーム作り」 田中　澄江

8月8日 家庭教育 「お母さんが気になる子育てアラカルト」 子どもクリニックかさぎ院長　笠木　正明

10月18日 現地学習 「上淀廃寺その魅力と謎」 上淀廃寺展示館　長谷川　明洋

12月11日 健康 「タオルで体操　背筋ピーン」 健康運動指導士　松田　万里

12月11日 教養 「高齢者の知恵を若者へ」 瑞王寺　住職　　仲倉　玄雄

1月7日 教養 「七草のつどい」 新見　幸夫

開催日 ジャンル 内容 講師

4月27日 教養
「淀江を語る　～生田春月の淀江日記
～」

鳥取短期大学非常勤講師　上田　京子

4月27日 健康 「腰痛と関節痛」 博愛病院理学療法士　吾郷　秀吉

6月16日 歴史 淀江歴史探検隊⑱「古墳時代　―後期」
市教育委員会文化課職員　岩田　文章、
淀江公民館長　田中　秀明

6月28日 家庭教育 「ベストサポーター」 境港市教育委員会生涯学習課　大部　由美

7月13日 現地学習 砂像のまち鳥取を訪ねて

9月30日 歴史
淀江歴史探検隊⑲「古代山陰道（47km）
をたどる上淀廃寺の建った時代」

市教育委員会文化課職員　岩田　文章、
淀江公民館長　田中　秀明

12月21日 伝承 しめ縄作り 渡瀬　亮

2月8日 教養 「賢い消費者になるために」 市民相談課職員　伊藤　昭裕

2月8日 国際理解
「世界を巡る遊び達人　晋さんの愉快な
お話」

海外シニアボランティア　山田　晋

2月22日 人権
「生きている　ただそれだけですばらし
い」

三徳山皆成院　住職　清水　成眞

淀江公民館

淀江公民館　宇田川分館



平成２４年度　体育・文化事業一覧



地区 月日 開催時間 イベント名 会場

福米東 10/20～21 10/20　9:30～15:30　10/21　9:00～14:00 公民館祭 福米東公民館、福米体育館

富益 10/20～21 10/20　9:00～16:00　10/21　9:00～14:00 富益公民館祭 富益公民館

大高 10/20～21 10/20　10:00～17:00　10/21　9:00～15:00 公民館祭 大高公民館

啓成 10/27～28 10/27　9:30～16:00　10/28　9:30～13:00 啓成公民館祭 啓成公民館

住吉 10/27～28 10/27　10:00～16:00　10/28　9:00～15:00 住吉公民館祭 住吉公民館　他

河崎 10/27～28 10/27　9:00～16:00　10/28　9:00～15:00 河崎公民館まつり 河崎公民館

福生西 10/28 9:00～15:00 福生西公民館祭 福生西公民館

和田 10/28 10:00～15:00 和田公民館祭 和田公民館

10/28 13:30～16：00 公民館祭（演芸大会） 大篠津小学校講堂

11/4 9:00～16:00 公民館祭 大篠津公民館

成実 10/28 9:00～16:00 成実公民館祭 成実公民館

五千石 10/28 9:00～15:30 五千石公民館祭 五千石公民館

永江 10/28 9:00～15:00 公民館祭 永江公民館

夜見 11/3 13:30～16：00 夜見町ふれあい大演芸会 弓ヶ浜小学校講堂

夜見 11/4 9:00～15:00 公民館祭 夜見公民館

車尾 11/3～4 11/3　13:00～17:00　11/4　9:00～15:00 車尾公民館祭 車尾公民館、車尾児童館

加茂 11/3～4 11/3　9:30～16:00　11/4　9:00～14:00 公民館祭 加茂公民館

淀江 11/3～5 11/3,4　9:00～17:00　11/5 9:00～15:00 淀江公民館文化祭 淀江公民館

義方 11/4 9:00～16:00 義方公民館祭 義方公民館

春日 11/4 9:00～15:00 春日公民館祭 春日公民館

就将 11/4～5
11/4   9：30～15：30   11/5   9：30～15：00(作
品展示のみ）

就将公民館祭 就将公民館　他

明道 11/10～11 11/10　11:00～16:00　11/11　9:00～15:00 明道公民館祭 明道公民館

福米西 11/10～11 11/10　10:00～16:00　11/11　10:00～15:00 公民館祭 福米西公民館

彦名 11/10～11 11/10　10:00～16:00　11/11　9:00～15:00 公民館祭 彦名公民館

崎津 11/10～11 11/10　13:00～19:00　11/11　9:00～15:00 公民館祭 11/10崎津小体育館、11/11崎津公民館

県 11/10～11 11/10 　10:00より　11/11　9：00より 県公民館祭 県公民館・県公民館附属体育館

福生東 11/11 9:00～16:00 公民館祭 福生東公民館

巌 11/11 9:00～15:30 いわお祭り 巌公民館

尚徳 11/11 9:00～15:00 尚徳公民館祭 尚徳公民館

宇田川 11/17～18 11/17 9:00～16:00 11/18 9:00～16:00 宇田川地区文化祭 宇田川分館

大和 11/17～18 11/17　9:00～16:00　11/18　9:00～15:00 大和公民館祭 大和分館

平成２４年度　公民館祭等一覧

大篠津



地区 月日 開始時刻 イベント名 会場 雨天時

大篠津 5/13 9:00～ 大篠津町民運動会 大篠津小学校グラウンド 大篠津小学校講堂

夜　見 5/13 9:00～ 夜見町民大運動会 夜見町民グラウンド 弓ヶ浜小学校講堂

崎　津 5/13 9:30～ 校区民運動会 崎津小学校 美保体育館（10:00～）

和　田 5/13 8:45～ 和田町民大運動会 和田小学校 和田小学校体育館

富　益 5/20 9:00～ 富益町民大運動会 弓ヶ浜中学校グラウンド 弓ヶ浜中学校体育館

河崎 9/16 9:00 河崎校区大運動会 河崎小学校グラウンド 河崎小学校体育館

春日 9/23 8:15 春日地区大運動会 春日公民館前グラウンド 予備日９/３０

巌 9/23 8:30 巌地区民運動会 箕蚊屋小学校グラウンド 箕蚊屋体育館　9時３０分開始

福米東 9/23 8:45 福米東校区民大運動会 福米東小学校グラウンド 福米体育館

大高 9/23 9:00 大高地区市民運動会 伯仙小学校グラウンド 伯仙小学校体育館

県 9/30 8:45 県地区民大運動会 県グラウンド 予備日10/7

就将 9/30 8:50 就将校区民運動会 就将小学校グラウンド 雨天中止

啓成 9/30 9:00 啓成校区運動会 啓成小学校グラウンド 啓成小学校体育館

義方 9/30 9:00 義方校区民大運動会 義方小学校グラウンド 雨天中止（少雨決行）

住吉 9/30 9:00 住吉校区民大運動会 住吉小学校グラウンド 雨天中止

加茂 9/30 9:00 加茂校区民大運動会 加茂小学校グラウンド 予備日10/１４

福生西 9/30 9:00 福生西校区民大運動会 福生西小学校グラウンド 福生西小学校体育館

彦名 9/30 9:00 彦名町民大運動会 彦名小学校グラウンド 弓ヶ浜体育館　10時開始

成実 9/30 9:00 成実地区大運動会 成実小学校グラウンド 南部体育館　１０時開始

尚徳 9/30 9:00 尚徳地区大運動会 尚徳小学校グラウンド 尚徳小学校体育館

五千石 9/30 9:00 五千石地区民大運動会 五千石小学校グラウンド 予備日10/7

福米西 10/7 8:30 福米西校区民大運動会 福米西小学校グラウンド 福米西小学校体育館

車尾 10/7 9:00 車尾校区民大運動会 車尾小学校グラウンド 車尾小学校体育館

永江 10/7 9:00 永江地区民大運動会 永江運動公園 南部体育館　１０時開始

宇田川 10/7 9:00 宇田川地区町民運動会 宇田川グラウンド 雨天中止

大和 10/7 9:00 大和地区町民運動会 大和公園運動広場 雨天中止

福生東 10/14 9:00 福生東校区民親睦大運動会 福生中学校グラウンド 福生体育館

淀江 10/14 9:00 淀江地区町民大運動会 淀江スポーツ広場 雨天中止

平成２４年度　運動会日程一覧



平成２４年度　ひとづくり・まちづくり推進事業一覧
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