
平成２８年度 第１回米子市公民館運営審議会 

 

日 時  平成２９年 ２月２２日（水） 午前１０時 

場 所  明道公民館 １階 学習室         

 

 

日  程 

 

１ 開   会 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 委 員 紹 介 

 

４ 役員選出及び役員あいさつ 

 

５ 議 事 

 

（１） 平成２７、２８年度の公民館事業について 

 

（２） 公民館長の任命について 

 

（３）その他 

 

 

 

６ 閉  会 



平成２８年度 第１回公民館運営審議会 資料 

 

 

１ 公民館の概要について 

 

２ 公民館運営審議会委員とは（関係法令 抜粋） 

 

３ 公民館における社会教育講座等の実施状況 

 

４ 公民館における社会教育講座等の実施状況※年度比較 

 

５ 平成２７年度 公民館大学一覧 

 

６ 平成２７年度 学習講座一覧 

 

７ 平成２８年度 公民館大学一覧 

 

８ 平成２８年度 学習講座一覧 



 

 

１ 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。 

 



 

 

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。 
 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

おした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い

ます。 

 
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、学習活動を支援する 
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）、地域づくりの拠点となる 

 
 
  



 

 

２ 公民館運営審議会委員とは（関係法令 抜粋） 

米子市公民館条例（公民館運営審議会の設置） 

第16条 （社会教育）法第29条第１項の規定により、米子市中央公民館に、米子市公民

館運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

社会教育法 第二十九条  公民館に公民館運営審議会を置くことができる。  

２  公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実

施につき調査審議するものとする。 

（公民館運営審議会の組織） 

第17条 審議会の委員（以下単に「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから、教

育委員会が委嘱する。 

(１) 学校教育及び社会教育の関係者 

(２) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(３) 学識経験のある者 

２ 委員の定数は、20人とする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（公民館運営審議会の会長及び副会長） 

第18条 審議会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（公民館運営審議会の会議） 

第19条 審議会の会議（以下単に「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長と

なる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、教育委員会が招集する。 

３ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

５ 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。 

６ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 

（公民館運営審議会による意見の聴取等） 

第20条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 



※平成２７年度

【公民館】

回数 延べ人数 実人数 回数 延べ人数

1 明道 10 485 75 4 67

2 就将 9 391 79 5 71

3 啓成 10 575 123 4 106

4 義方 8 432 127 7 119

5 住吉 9 311 43 5 79

6 車尾 10 428 118 5 66

7 加茂 10 374 87 5 61

8 河崎 10 426 133 4 77

9 福生東 10 530 104 5 124

10 福生西 10 419 76 5 84

11 福米東 10 587 90 6 148

12 福米西 10 457 81 4 57

13 彦名 10 471 94 4 55

14 崎津 10 494 77 4 57

15 和田 10 417 79 4 78

16 富益 10 520 172 4 57

17 夜見 10 443 93 4 107

18 大篠津 9 231 56 6 112

19 成実 9 453 60 6 88

20 春日 11 352 32 5 63

21 尚徳 8 191 23 6 104

22 五千石 10 296 74 7 120

23 永江 9 246 49 5 88

24 巌 8 278 92 6 124

25 県 8 250 106 7 97

26 大高 8 214 75 6 118

27 淀江 10 362

28 宇田川 9 273

29 大和 10 351 59

計 256 10,622 2,277 152 2,962

公民館名
公民館大学 各種講座

３　公民館における社会教育講座等の実施状況 



２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

回数 251 254 260 254 259 256

延べ人数 10,983 11,517 10,931 10,918 10,817 10,622

実人数 2,599 2,602 2,593 2,517 2,422 2,277

回数 182 185 176 171 164 152

延べ人数 4,007 3,691 3,544 3,434 3,172 2,962

回数 433 439 436 425 423 408

延べ人数 14,990 15,208 15,208 14,475 14,352 13,584

【合計】

各種講座

合　計

４　公民館における社会教育講座等の実施状況 ※平成２２年度～２７年度

公民館大学
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５　平成２７年度　公民館大学一覧



平成２７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 防犯 悪質商法の現状と対処
米子市市民相談課　松浦　俊介
米子消費生活相談員　稲月　香織

5月12日 健康 老いに負けるな 鳥取大学　前学長　能勢　隆之

5月24日
6月19日

現地学習 砂で世界旅行・おとぎの国の物語 現地解説員

6月24日 教養 日本の城と米子城 米子工業高等専門学校　助教　金澤　雄記

7月21日 家庭教育 外国からみた日本の家庭 鳥取県図書館協会　会長　山田　晋

8月25日 教養
毎日をよりよく生きるために
エンディングノートセミナー

ファイナンシャルプランナー　木村　美紀

9月17日 健康
あなたの腰は大丈夫？
ロコモティブシンドロームを中心に

根津整形外科医院　院長　根津　勝

10月26日 現地学習
旧遷喬尋常小学校と勝山の街並み
・神庭の滝散策

現地解説員

10月27日 人権
同和問題と私
～語り合える仲間があればこそ～

米子市人権政策課　木村　絹子

12月1日 音楽
ほっこり・にっこり歌とメロディーベルで
楽しもう

門脇　明子

地域住民の「健康で心豊かなくらし」を目標に、学習活動を通して総合力を高め、明るく健康なまちづくりを推
進する。

【事業成果】
地域住民の希望を取り入れて講座の企画をすることで、参加者の意欲が高く、皆勤・精勤者も多いことから
概ね好評であったと思われる。
受講者が当日の準備・受付に協力することで、自主性も生まれ、スムーズな運営が行われている。
【課題】
長年受講されている方も多いため、受講内容が重複・マンネリ化しないよう常にアンテナを張り、話題性や新
たな情報等を取り入れ、提供していくことが必要である。

明道公民館

明道あすなろ学級
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平成２７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23日 人権
元気で長生きそして楽しく生きるための
生活習慣

鳥取大学社会医学講座病態運動学分野准教授
加藤　敏明

5月13日 教養 日本の城と米子城 米子工業高等専門学校　助教　金澤　雄記

6月4日 介護予防
おいしく食べて健康づくり～日ごろ役立
つ実践

小規模多機能型居宅介護「時の里」管理者
高場　由紀美

6月24日 健康 骨の健康～南極観測に参加して～
錦海リハビリテーション病院名誉院長
吉川　暢一

8月28日 現地学習
奥出雲おろち号でゆく
絶景！トロッコ列車の旅

現地解説員

9月25日 家庭教育 昔の子どもと今の子ども
米子市児童文化センター館長
山根　郷子

10月9日 健康
日常生活動作に関連する動きのトレー
ニング

ライズアウトワーク　チーフトレーナー
生田　明広

11月9日 防災 家で何気なくやっている危険な行動 米子消防署職員

12月9日 音楽 ハンドベルを楽しむ/閉講式
ハンドベル　クレエ
木村　啓子

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、ともに学び楽しむことを目的とする。

受講者の参加申込みは多かったですが、回を増すごとに人数が減少していきました。
年配の方が多く、会場が２階のため足が不自由な方が敬遠されることが理由と思われます。次年度は幅広
い世代の方からの参加申込みを願わずにはいられません。
アンケート評価をもとに何を望み、どういう分野に関心が高いのかしっかり把握することが来年度の課題で
す。
皆勤賞８名、精勤賞９名でした。
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平成２７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22日 国際理解 世界遺産から学ぶ 鳥取県図書館協会　会長　山田　晋

5月12日 現地学習 山田養蜂場・長福寺 現地解説員

6月5日 家庭教育 最近の子ども事情と地域の役割
鳥取短期大学付属幼稚園　前園長
中嶋　邦彦

6月18日 介護予防 膝・腰痛予防と正しい靴の選び方
健康運動指導士・根津整形外科医院
松本　晃彦

7月7日 教養 私もかかるの？相続税 ラフデッサン代表　キムラ　ミキ

8月5日 健康 おしっこの話 山陰労災病院泌尿器科　部長　渡部　信之

8月28日 介護予防 認知症を正しく理解しよう
米子市認知症地域支援推進員
吉野　靖子

10月6日 現地学習 木次乳業見学と出雲神楽鑑賞 現地解説員

11月13日 人権
アフリカ　ケニアの人々の生活と国際
協力

三代　ガシェリ
三代　幸徳

12月4日 音楽 二胡の音色に魅せられて／閉講式 星星姐妹

啓成公民館

啓成がくゆう会

「明るいまち・元気なまち・みんなのまち　啓成」の推進
地区住民にとって関心の高い講座を提供することで参加・来館を促し、公民館活動・行事に親しみをもっても
らう

【事業成果】
・事前登録者が１００名に達した
・多いときには８０名以上の参加者が講座に集った
・閉会後のアンケート結果が概ね好評だった
【課題】
・若い世代にも参加したいと思ってもらえる講座づくり
・日ごろ公民館活動と縁遠い方が、気軽に１回でも参加してみたいと足を運んでもらえる講座づくり
・男性が参加しやすい講座づくり
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平成２７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 人権
「今、日本に住む外国人や家庭を取り巻
く状況について」民族学校の子どもた
ち、ヘイトスピーチを通して

三谷　昇

6月19日 交通安全 高齢者の交通安全教室
シルバーセイフティインストラクター
高田　賢治

7月1日 歴史 日本の城と米子城の話 米子工業高等専門学校　助教　金澤　雄記

8月5日 健康 高齢者の聞こえについて 山陰労災病院　副院長　杉原　三郎

9月4日 家庭教育
朗読を通してよろこび楽しみそして新し
い発見

笹鹿　啓子

9月30日 介護
今日から始める認知症予防
～元気な脳で人生を楽しむ５つのヒント
～

鳥取大学大学院医学系研究科
竹田　伸也

10月28日 現地学習 姫路城と作楽神社 現地解説員

12月2日 音楽 二胡の調べに心魅せられて 星星姐妹　徳本　博子

義方公民館

義方成人大学

地域住民が出会い、共に学び、交流を深める場所の提供。旧知の交流関係に加え、新しい仲間づくりの輪を
広げることにより、より一層の学習意欲の向上を目指す。

成人大学受講生や公民館教養部員から成る企画運営委員により、アンケート結果をもとに住民のニーズに
合う講師や内容を検討してもらい企画したため、概ね好評であった。
今年度も閉講式においてグループ討議という形でアンケートを集約し、より多くの意見をいただくことができた
ので来年度の企画に反映したい。
受講生の高齢化と固定化は否めず、新しい世代の参加を促す必要性を実感したため、子育てサークルと連
携した結果若年層の参加の増加も見られた。
今後も各種団体等と連携し、間接直接的に声かけをして少しでも講座内容の企画・周知と参加のきっかけづ
くりに努めていこうと思う。
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平成２７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28日 教養
笑いは百薬の長　～すぐ効くよく効く副
作用のない良薬

かもねぎ　弘

5月29日 現地学習 ＲＳＫバラ園と倉敷美観地区散策 現地解説員

6月10日 教養 米子の詩人　則武三雄について
米子市立図書館　総括司書
大野　秀

7月3日 健康 地域包括ケアシステムの取り組み
米子市長寿社会課
林　英樹
石田　陽子

8月18日 家庭教育 生涯学習の基盤～小学校教育の今～ 住吉小学校　校長　藤原　厚子

9月15日 人権 みんな一緒 社会福祉法人祥和会　八木　啓子

10月6日 健康 高齢者の耳の話 山陰労災病院　副院長　杉原　三郎

11月6日 教養 住吉村と米子赤かぶと盆踊り 野浪　壽

11月17日 音楽 淀江さんこ節 淀江さんこ節保存会

住吉公民館

住吉公民館大学

受講される地域の皆さんに、興味を持ちやすいテーマで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もらう。

今年度は皆勤賞８名、精勤賞１０名と、昨年度とほぼ同じ人数でした。
講座終了後のアンケートに、今年度の振り返りと次年度の希望を書いてもらい、なるべく受講される皆さん
が希望される講座を行えるように考えました。
地元の方に講師を・・・という声が多くあり、今年度は地域の方に講師をお願いした講座が４講座ありました。
校区の歴史を学んだり、小学校の校長先生から学校と地域の関わりについての考えを教わるなど、身近な
テーマの講座はとても好評で、受講される皆さんの関心度も高かったです。
一方で、公民館大学を受講される方が年々少なくなっている現状もあり、２階の部屋まで上がれないなどと
いった声を多く聞くようになり、何か良い方法を考えることができれば、と思います。
次年度も一人でも多くの皆さんが参加しやすい講座を考えていきたいです。
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平成２７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 観音寺狼谷山遺跡の発掘調査から
米子市文化財団埋蔵文化財調査室
平木　裕子

5月22日 現地学習
のれんはためく城下町あるき
～出雲街道勝山へ～

現地解説員

6月19日 健康
足育講座～足から健康をかんがえる
～

カスタムインソールショップディスパロ
店長　宮本　和政

7月2日 家庭教育 繋がろう子育て Leaf&CHUCHU　代表　藤澤　幸恵

7月16日 健康
知ろう・防ごう・始めよう
ロコモティブシンドローム

根津整形外科医院　院長　根津　勝

8月21日 人権
いのちいただきます！
～あなたの知らない家畜の素晴らしさ
とその一生について～

獣医師　大下　雄三

9月18日 教養 元気をふやそ！ 八幡物産株式会社　代表取締役　八幡　清志

9月30日 現地学習
水を大切に！俣野川発電所と水道局
見学

俣野川発電所長、水道局職員

11月24日 現地学習
学校へ行こう！～東山中学校人権参
観日～

―

12月4日 文化教養
Ｘmasコンサート　フルートの音色を楽し
みましょう／閉講式

フルート奏者　野坂　知子
伴奏（ピアノ講師）　植田　昌子

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」がいか
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。

今年度は、今まで以上に関係団体と連携し、それぞれの分野（民生児童委員会、子育てサークル、保健推
進員会、地区人権・同和教育推進協議会ほか）から講師を幅広く招聘することを心掛けた。それぞれの団体
が、運営にも関わることができるしくみをつくることが、今後の課題である。
現地学習では、より学習という目的を明確にしたプランを提供した。これからも参加者の高齢化に対応し、無
理のない行程で満足度を上げていかなければならない。
また、地区住民を２名、講師として招き、どちらも好評だった。地元で活躍されている方の存在は、大変刺激
になったと思う。今後も、情報に敏感になって人材発掘を続ける必要がある。
豊かで楽しく創造性のある講座を提供していくために、私たち職員が感性を磨き、アンテナを張って情報収
集し、引き出しを増やしていかなければならない。
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平成２７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14日 健康
いつまでも若々しく！シナプソロジーと
ラダーを使った脳トレ体操

養和会リハビリテーション課　石丸　知
米子市長寿社会課　小椋　善文

5月28日 防災 島根原子力発電所見学 島根原子力発電所　職員

6月12日 健康 新たな国民病…慢性腎臓病 山陰労災病院　腎臓内科部長　中岡　明久

6月26日 国際理解
明日へ繋がる幸せの轍
思いっきり生きた地球自転車旅

加藤　彰

7月16日 歴史 八雲を訪ねて　紙漉体験 現地解説員

8月18日 人権 加茂中学校での人権教育の取り組み 加茂中学校　校長　山本　正史

9月10日 救急救命 ＡＥＤを体験しましょう！ 米子消防署職員

10月22日 教養 断捨離レッスン 南前　ひとみ

11月16日 家庭教育
こころの笑顔　根雨宿・オシドリ観察小
屋見学

泉龍寺住職　三島　道秀

12月9日 音楽 みんなで歌おう心の歌を 加茂中学校教諭　船田　めぐみ

加茂公民館

かもめ学級

出会い・ふれあい・学びあいをテーマに充実した学習の場を地区の方々に提供し、明るく安全、安心なまち
づくりを目指すことを目標とする。また、講座の参加を通して地区の方々の交流を深めてもらう場とする。

アンケートの意見を参考に企画会で計画した講座で、事業目標・ねらいは概ね達成された。
参加者が前年に比べ減少している。
講座自体は充実しており、参加者のアンケートには大変良かった、また参加したい、との記述が多数あっ
た。
学級実施日の天候が悪かったことも多少影響があったと思われるが、学級生以外の諸団体に対しての広報
が足りなかったように感じる。
積極的な呼びかけをすることによって、新たに学級生になってもらえるよう努めたい。
地元在住の音楽家のコンサートの評判がよく、一緒に歌えたことも喜んでおられたので、次回も検討してい
きたい。
受講生の意見を取り入れ、情報収集を広く行い、さらに充実した講座を行いたい。
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平成２７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23日 家庭教育 外国から見た日本の家庭 鳥取県図書館協会　会長　山田　晋

5月20日 教養 民話　とんと昔があったげな ほうき民話の会

6月15日 現地学習
鳥取県農業大学校
琴浦町河本家住宅

現地解説員

7月8日 介護予防
認知症サポーター養成講座～認知症
にやさしいまちづくり～

住吉・加茂地域包括支援センター
米子市長寿社会課

8月3日 人権 手話を学ぼう 加茂地区手話サークル　あおぞら

9月3日 歴史 私たちの名字の由来と現状 伯耆町八郷小学校　元校長　沢田　昭文

10月1日 健康 おしっこの話 なんぶ幸朋苑　施設長　石田　晤玲

10月14日 教養 そぞろ歩きで再発見～地域の魅力～ 中海テレビ放送　三浦　健吾

11月6日 現地学習 千光寺～向島みかん狩り 現地解説員

12月4日 音楽 伝統芸能を楽しみましょう 淀江さんこ節保存会

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もっと身近に感じていた
だけるよう位置づけを確立し、社会参加しやすい環境をつくる。

講座終了後のアンケートでは、概ね評判も良かった。受講生の大半が高齢者だが、各講座とも多数の参加
があり、学習意欲の強さを感じた。雰囲気も和やかで、受講生同士の会話も弾んでいた。
一方、受講生の高齢化や固定化に伴い、講座内容の偏りが見られる。もっと若年層が参加できるような講
師や内容の検討も必要である。
各種団体とも連携して、少しでも多くの住民に講座内容の周知と参加を呼び掛けていこうと思う。
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平成２７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19日 環境 地域の自然を活かして
東郷湖・天神川サケの飼育放流プロジェクト
代表　中前　雄一郎

6月2日 教養 放送こぼれ話 元ＮＨＫアナウンサー　藤澤　武

7月1日 現地学習
米子市水道局と菅公学生服（株）米子
工場見学

米子市水道局職員
菅公学生服（株）米子工場職員

7月14日 歴史 日本の城と米子城 米子工業高等専門学校　助教　金澤　雄記

8月25日 健康 食事は「元気で長生き」への道しるべ 米子市健康対策課　三穂野　亜由美

9月8日 人権
戦後７０年を迎えて　朗読を通して平和
を考える

朗読ボランティア火曜の会　代表　笹鹿　啓子

10月8日 現地学習 ＮＨＫ見学と鳥取藩池田家墓所見学 現地解説員

10月20日 家庭教育
もっとより良く生きるために　エンディン
グノートのすすめ

ラフデッサン　代表　キムラ　ミキ

11月10日 介護予防 笑いヨガ～笑いで免疫力アップ！～ ラフターヨガリーダー　吉川　信子

12月1日 教養 クロマティックハーモニカ演奏会
坂上　達也
坂上　和佳子

福生東公民館

福生ふるさと塾

様々な分野について地域住民が楽しみながら学び、学習を通して交流を深め、地域社会の活性化につなが
るような情報提供の場を作る。

【事業成果】
受講生のニーズに対応し、いずれの講座も関心が高く、多数の参加があった。
特に現地学習は、２回とも好評であり、地元企業への理解を深めてもらえた。
【課題】
継続的な課題として、受講生が固定化し、高齢化の傾向がある。アンケートなどを参考にし、受講生のニー
ズに合わせた講座を企画するとともに、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。
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平成２７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16日 人権 人権意識を磨く 鳥取県図書館協会　会長　山田　晋

4月27日 現地学習
ＮＨＫ鳥取放送局見学と家族のきずな
展

ＮＨＫ職員

5月19日 健康 音楽体操で元気はつらつ！
第一興商　音楽健康指導士
船越　隆宏

6月3日 歴史 米子城について 米子工業高等専門学校　助教　金澤　雄記

7月8日 健康 リフレッシュ！簡単チェアエクササイズ 高齢者体力づくり支援士　瀬尾　久美子

8月1日 人権 子どもたちが学んでいる薬物乱用とは 県立皆生養護学校　元校長　八木　啓子

9月9日 教養
もっと楽しくより良く生きるために
～エンディングノートと自分流家計管理
術～

ファイナンシャルプランナー　木村　美紀

10月20日 現地学習
境港卸売市場、千代むすび酒造、海産
物のきむらや

各職員

11月6日 健康 冬の感染症について 鳥取大学医学部付属病院　千酌　浩樹

12月2日 音楽
ハンドベルコンサート～天使のハーモ
ニーをあなたに～

ハンドベル　クレエ　木村　啓子

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」を合言葉として、生涯学習環境の充実を図る。
・地域住民が手を携えて心豊かな暮らしができるよう、公民館を交流の拠点とし、活力ある地域づくりを目指
す。

受講生の総数が３年続けて増加し、喜びと希望を抱いている。引き続き、魅力ある講師や内容を厳選するこ
とはもちろん、サークル等での来館者に声かけをしたり、自治会単位で参加を呼びかけるなど、参加者数の
増加にむけて地道に取り組んでいきたい。
野外学習の際、体調不良の参加者があり、途中でかｋりつけの病院にマイクロバスで送迎した。緊急時に備
え、医療関係者の同乗や事前の体調把握が必要であると感じた。
子育て講座は受講者の選定に苦慮している。本年度は子育て世代が休日に参加することを期待して土曜
日の参加とし、小学校を通じてチラシ配布してみたが、結果はその世代の参加者は一人もなかった。これを
反省材料として次年度も検討していきたい。
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平成２７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16日 健康 食事は元気で長生きへの道しるべ 米子市健康対策課　三穂野　亜由美

5月13日 介護予防
口から食べてしっかり噛んで元気づく
り！

小規模多機能型居宅介護　時の里　管理者
高場　由紀美

6月2日 教養 みずえのもんだわ人生 フリーアナウンサー　中岡　みずえ

6月26日 防災 島根原子力発電所見学 中国電力株式会社　社員

7月14日 家庭教育
もっと楽しくより良く生きるためにヒント
を探そう～エンディングノートの活用～

ラフデッサン　代表　キムラ　ミキ

9月2日 人権
真っ直ぐ生きる、優しくあたたかく生き
る

米子市教育委員長　金山　正義

9月25日 歴史 福米の歴史遺産～石造物を中心に～ 米子士文化課　高橋　浩樹

10月8日 防犯 高齢者の陥りやすいトラブル・事故
米子警察署　高田　賢治
米子市市民相談課　大塚　一郎

11月5日 現地学習
瀬戸大橋の袂・港町下津井と倉敷美観
地区

現地解説員

11月27日 教養 どじょうすくいマジック／閉講式 マジシャン　ジミー柴田（柴田　洋司）

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が企画し、地域の要望に応え、親しみやすい講座を開講する。
・受講生相互のふれあいを大切にし、ともに元気に楽しみながら学習し高めあう。
・学習活動を通して、活力ある地域づくりにつなげる。

・地域に関係が深いテーマ、講師だと男性の興味を引くようで、参加者が増えた。
・毎回の参加者が多く、皆勤・精勤対象者も受講実人数の約半分になることから、学習意欲が高く熱心な受
講生が多いことが分かる。一方で、固定化されていることも分かる。
・受講生の固定化・高齢化が目立つものの、新規の受講生も加わり、新鮮な感想やリクエストを吸い上げて
いく手がかりにしたい。
・毎回講座のはじめに「よなＧＯＧＯ体操」を行った。継続して健康づくりにつなげていきたい。
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平成２７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14日 国際理解 モロッコでの体験から学んだイスラムの世界
独立行政法人国際協力機構　国際協力推進員
フムリ　由嘉

6月10日 現地学習 フジッコフーズと航空自衛隊を訪ねて 現地職員

6月25日 教養 相続税のはなし 米子税務署　道祖尾　岳彦

7月9日 音楽 みんなで一緒に歌いましょう 童謡を歌う会指導者　竹内　美咲

7月23日 健康 食事は元気で長生きへの道しるべ 米子市健康対策課　三穂野　亜由美

8月20日 健康 膝・腰痛予防について
健康運動指導士・根津整形外科医院
松本　晃彦

9月3日 人権 同和問題について 大山町人権交流センター　権田　彰

10月9日 現地学習
トロッコ列車に乗って秋の奥出雲を訪
ねよう

現地解説員

11月12日 教養 米子市の地方創生について 米子市企画課長　杉村　聡

12月10日 家庭教育 みんなが仲良く暮らせるために 瑞応寺　住職　仲倉　玄雄

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
な地域づくりをめざす。

・平均的に４０～５０名の受講生の参加。
・皆勤賞１９名、精勤賞１２名（実人数の３９％が受賞）。
・公民館大学の運営について、教養部員の積極的な参加。
・皆勤、精勤対象ではないが、当日参加の新規受講生多数あり。継続して次年度も受講してもらえるような
企画を考える必要あり。
・男性の受講生が全体の１／４くらいにとどまっているので、男性の受講生の増加となるような講座も企画し
ていきたい。
・昨年度に比べて実人数が減少、世代交代が窺える。今後は他年代の受講者も視野に入れて企画を考え
たい。
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平成２７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14日 介護予防 認知症予防について 鳥取大学医学部教授　浦上　克哉

6月9日 現地学習 県庁・砂の美術館・智頭街道散策 現地解説員

6月22日 家庭教育 現代の若者の結婚観を考える ＮＰＯ法人　むすび代表理事　宮本　育代

7月9日 健康 楽しく運動！健康寿命を延ばそう！ 健康運動指導士　松田　万里

8月19日 国際理解 モンゴルの紹介
鳥取県国際交流員
ツェレンドルゴル・スカルジャヴ

9月7日 人権 いのちを繋ぐ医療とは？ 鳥取県臓器移植コーディネーター

10月5日 現地学習
米子工業高等専門学校訪問
～施設を見学して講座を受けよう～

米子工業高等専門学校　教授　南　雅樹

10月28日 現地学習
航空自衛隊美保基地・航空自衛隊春
日基地高尾山分屯基地

現地職員

11月18日 教養
年金受給とライフプランの設計
～エンディングノートを作成してみよう
～

社会保険労務士　宮永　秀昭

12月10日 音楽
フルートとピアノによるクリスマスコン
サート

フルート　野坂　知子
ピアノ　植田　昌子

彦名公民館

彦名ふれあい大学

社会のホットな話題や地域の課題・特性、住民のニーズに応じた様々な学習機会を提供することで住民の
教養を高めるとともに、潜在的学習者の発掘を図る。
健康で充実した人生を過ごせるよう、地域住民の交流の場を作り、より多くの人が参加できるよう促す。

【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。
今年度も地区住民を講師として迎え、地域の施設を訪問する等、地域と結びついた講座を企画することによ
り関心が高まり受講生の増加につながった。
講座のお知らせチラシを早めに公民館の掲示板に掲載し、お知らせしたことで新たな受講生の参加につな
がった。
【課題】
今後も地域から発信される情報に注視し、地元にゆかりある講師を発掘して受講生の要望に応え参加の呼
びかけを図る。年齢、生活環境とのギャップが原因か、受講生の関心の薄い講座もあるが、講師との事前
打合せを十分に重ねてより満足のいく講座を企画したい。また、受講生が学習成果を活かす場づくりを考え
ていく。
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平成２７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23日 健康 あらたな国民病～慢性腎臓病～ 山陰労災病院　腎臓内科部長　中岡　明久

5月29日 現地学習
倉敷美観地区とＲＳＫバラ園～美しい
白壁の町並みと心癒すバラ園を訪ねて
～

現地解説員

6月17日 人権
手と手でお話ししてみませんか？～手
話の世界を覗いてみましょう～

鳥取県手話通訳登録派遣員
梅林　緑

7月7日 健康
認知症予防について～接し方で変わる
認知症～

認知症地域支援推進員　吉野　靖子

7月22日 人権 外国から見た日本の暮らし 鳥取県図書館協会会長　山田　晋

8月6日 教養
本日も笑顔なり～アナウンサーよもや
ま話～

ＢＳＳ山陰放送アナウンサー　桑本　充悦

9月2日 家庭教育 良寛様に学ぶ～心豊かに生きる～ 玉泉寺　住職　門原　信典

10月27日 現地学習
姫路城～グランドオープンした世界遺
産を訪ねて～

現地解説員

11月13日 音楽 歌って楽しいな！ 車尾小学校　元校長　松井　智子

12月4日 閉講式 ワクワク？まなびましたか？／閉講式 なし

崎津公民館

崎津ワクワクまなび大学

健康でいきいきワクワク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。

閉講式・茶話会での意見をもとに企画会を開き、計画を立てた。受講生の声が反映されていたためか全講
座好評だった。特に男性の受講生が増えていることがうれしい。
参加者が少なかったのは他の地区活動などと日程が重なっていたためであり、今後は日にち、曜日なども
考慮する必要がある。
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平成２７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20日 教養 お笑いマジックとどじょうすくい マジシャン　ジミー柴田（柴田　洋司）

6月8日 健康 認知症予防について 鳥取大学医学部保健学科教授　浦上　克哉

6月29日 人権 養護学校の子と５０年の歩み 元養護学校教諭　砂原　久枝

7月21日 現地学習 航空自衛隊高尾山分屯基地　他 現地解説員

8月6日 家庭教育 今、中学生が考えていること 米子市立美保中学校　校長　小林　千春

9月25日 歴史 美保飛行場周辺の戦争遺跡について 篠田　建三

10月30日 現地学習 美術館めぐりの旅 現地解説員

11月5日 健康
高齢者の目の病気と日常生活の注意
点

神鳥眼科医院院長　神鳥　高世

11月25日 教養
もっと楽しく、より良く生きるためのヒン
トを探そう

ファイナンシャルプランナー　キムラ　ミキ

12月8日 音楽
やわらかに響くサックスとオカリナの調
べ

おおはら音楽教室　大原　章子
ギタリスト　実重　誠吾

和田公民館

わだつみ塾

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、立案時からご意見、ご要望など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。
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平成２７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29日 教養 笑いは人生の宝 上方落語協会会友　六代目　桂　小文吾

6月10日 歴史 日本の城と米子城 米子工業高等専門学校　助教　金澤　雄記

6月29日 現地学習
舞鶴引揚記念館と赤れんが博物館を
訪ねて

現地解説員

7月23日 家庭教育 食育について
県立米子養護学校　教諭　永井　弓子
認定食育講師　細田　順子

8月6日 国際理解 パプアニューギニアの２年間 元青年海外協力隊　田中　正之

8月24日 健康 上手な腰痛とのつきあい方
鳥取大学医学部付属病院　整形外科
助教　谷島　伸二

9月18日 教養 愉快なパイロット人生 元航空自衛隊パイロット　松本　眞二

10月16日 人権
「同和問題と出会い」今だから、人権教
育

南部町人権教育推進員　新井　則子

11月16日 現地学習 鳥取県庁と知事公邸見学 現地解説員

12月11日 教養
そぞろ歩きで再発見～地域の魅力～
／閉講式

中海テレビ放送　三浦　健吾

富益公民館

松蔭ふれあい塾

「出会い・ふれあい」をテーマに、塾生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。

今年度も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議を開き、企画しました。
落語で笑うことからスタートし、見ることのなかった「米子城」の話や富益町を取材された「そぞろ歩き」など身
近な内容は、注目が高いようでした。館外学習の舞鶴市は、学習地としては遠いと思いましたが、個人では
行き難かった場所のようで、参加者が多く企画の意義を感じました。県庁見学も初めての方が多く、県庁内
部や仕事の様子などを学習していただきました。
各年代の方々に学習してもらえる内容を企画し、元気に長く参加していただけるよう検討していきたいと思い
ます。
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平成２７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 教養 高齢期を楽しく　お話し＆ハーモニカ 社会福祉士　中川　正純

6月11日 人権 命を輝かせて～ともに生きる～
米子市立米子養護学校
元校長　福本　真理子

6月30日 国際理解 世界遺産から学ぶ 鳥取県図書館協会　会長　山田　晋

7月16日 健康 食事は元気で長生きへの道しるべ 米子市管理栄養士

7月28日 現地学習 砂の美術館とＮＨＫ鳥取放送局見学 現地解説員

8月31日 歴史 邪馬台国山陰説 山陰古代史研究会　田中　文也

9月28日 家庭教育
コーチングコミュニケーション
「聞き上手になる」

あだち人材育成研究所　足立　博俊

10月20日 現地学習 現代玩具博物館・オルゴール夢館 現地解説員

11月25日 健康 脳活性につながる運動 健康運動指導士　生田　景子

12月10日 音楽
お笑いマジックと
どじょうすくいスペシャル

柴田　洋司（どじょうすくいスペシャル）

夜見公民館

さわやか人生大学

町民の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」ことができる場としての機会を提供する。

【事業成果】
受講生の延べ人数、実人数とも減少の傾向。後半の参加人数が少なかったが、新しい受講生の姿も見え
た。
【課題】
・実人数、延べ人数の増加
・受講生が高齢者主体のため、男性はもちろん、もっと幅広い年齢層の方々に参加してもらえるような努力
が必要
・皆さんからの様々な要望をどのように取り入れていくか
・野外学習の充実した内容と参加者拡大
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平成２７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29日 介護 認知症予防と早期発見について おかだ内科クリニック　院長　岡田　昭嗣

6月11日 現地学習
妻木晩田史跡公園・上淀廃寺へ出か
けましょう！！

上淀白鳳の丘展示館　館長　長谷川　明洋
妻木晩田史跡公園　ボランティアガイド

6月25日 国際理解 世界遺産から学ぶ 鳥取県図書館協会　会長　山田　晋

7月17日 救急救命 いざというときのための応急手当 境港消防署　弓浜出張所　河津　章人

9月11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

9月25日 人権
「人権ってなあに？」～こころの時代と
思いやり

鳥取県教育委員会事務局　船越　路央

10月8日 健康
あなたの骨は大丈夫？～骨粗しょう症
について～

博愛病院　骨粗しょう症センター長　山本　吉蔵　他

11月13日 教養 とんと昔があったげな ほうき民話の会　内田　美恵　他

12月8日 音楽 二胡の調べ／閉講式 星星姐妹　徳本　博子　他

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、豊かな
人生を送るための出会いとふれあいの場を提供する。

５月２９日から始まった第１回から第９回までの参加者から、皆勤賞１０名、精勤賞１名の表彰があった。今
年は皆勤賞対象者が多数おられ、講座を受講する楽しみを感じていただいたと思う。来年度も住民の皆さん
に興味を持って参加いただけるような講座を計画する。
【成果】
野外学習では、展示物について職員の方から丁寧に説明いただき、古代歴史の謎に関心が集まり、貴重な
文化財に感銘を受けた。音楽講座を楽しみにしておられる受講生も多く、二胡の軽やかな音色に魅了され
た。
【課題】
受講者減少に歯止めをかけるべく、公民館関係諸団体と連携を継続し、受講生と一緒に楽しみながら学
ぶ。
受講生はもとより、地域の方々に企画・運営に携わってもらう。

18



平成２７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21日 教養 スコップ三味線で「にぎやかに開講式 西伯郡鴨部カラオケ同好会　吉村　政記

5月26日 教養 私達の名字の由来と現状 伯耆町八郷小学校　元校長　沢田　昭文

6月17日 歴史 日本の城と米子城 米子工業高等専門学校　助教　金澤　雄記

7月3日 健康
食べ合わせより怖い飲み合わせ～薬
やサプリメント利用の注意点～

鳥取医大薬物療法内科　長谷川　純一

7月22日 現地学習
地域が育てたハスの里訪問～千茶荘・
國暉酒造松江老舗見学～

松尾　知樹（松江市生馬地区）

8月17日 家庭教育 大自然の中でたくましく生きる子育て方 ＮＰＯ法人親子支援ハグハグ　代表　北垣　聡

10月20日 人権 成実小学校人権授業参観 成実小学校　校長　中尾　真

11月20日 現地学習 湖山池遊覧と智頭宿散策 現地解説員

12月3日 介護予防 のばそう！健康寿命！ 鳥取医大病態運動学分野　加藤　敏明

成実公民館

成実ふれあい大学

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・校外学習等幅広い
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標とする。

【課題】
・受講生は高齢者が主体である。低い年齢層の参加が増えるのが望ましい。
・男性の参加が少ない。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案がさらに重要だと考え
る。
【成果】
・昨年と比較して各段に男性の参加が増えた。皆勤賞を男性が４人も取得し、良い傾向である。これらの男
性から来年度のアイデアも出ているので、引き続き参加の継続を願う。
・これまで関わりの薄かった広報文化部の協力が大きかった。部長だけでなく、多くの部員からの協力も得
られるよう来年度の役員に要請する必要がある。
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平成２７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12日 教養 日野川物語～日野川と八幡神社～ 八幡神社　宮司　内藤　和比古

5月27日 現地学習 春日の宝めぐり 春日の宝　再発見事業　会長　田後　孝明

6月12日 国際理解 ３６２４日間　世界一周自転車旅 加藤　彰

6月18日 現地学習
米子市議会・とっとり自然環境館・日野
川水系漁業協同組合見学

現地解説員

7月8日 教養 私たちの名字の由来と現状 伯耆町八郷小学校　元校長　沢田　昭文

7月23日 家庭教育
手をかけ・目をかけ・心をかけ・ことばを
添えて

池田　千鶴枝

8月21日 健康
切らない手術放射線治療と日常生活
の放射線

鳥取大学付属病院放射線部　特別支援室
室長　平田　吉春

9月7日 人権
手と手で楽しくおはなししてみません
か？

鳥取県手話登録派遣員　梅林　緑

10月20日 健康
ブレインジムって何！？～脳を意識し
て体を動かすとアラふしぎ！

ブレインジムインストラクター　かげやま　のりこ

11月11日 現地学習 島根原子力発電所見学 現地解説員

12月9日 教養 フルートと筝で奏でる日本の調べ
島年大学教育学部講師　野坂　知子
ピアノ講師　植田　昌子

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。

【成果】
・学習内容については、社会情勢に即し、また受講者のニーズに応え多岐にわたっており、好評であった。
・地元在住で活躍されている方に講師になっていただき、新たな講師の掘り起こしができたとともに、受講生
の関心が高まり参加者の増加につながった。
・講座のお知らせチラシを早めに公民館内掲示板に掲載、全世帯に配布してお知らせしたことで、新たな受
講生参加につながった。
【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、様々な方法で参加の呼びかけを図
る。
・セミナー実施時期や時間帯を考慮する。
・自主運営組織づくり及び受講者が学習成果を活かす場づくり。
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平成２７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

6月17日 人権 人権意識を磨く 鳥取県図書館協会　会長　山田　晋

6月24日 現地学習 砂の美術館とすなば珈琲の旅 遠藤　晴美

7月30日 教養 みずえのもんだわ人生 フリーアナウンサー　中岡　みずえ

8月19日 健康 笑いヨガ 山陰笑いヨガ　大場　悦子

9月2日 防災 鳥取県西部の消防活動について 武本　和之

10月7日 介護予防 怖い認知症から　笑顔の認知症へ 看護師　吉野　靖子

10月28日 現地学習 三瓶山小豆原埋没林と石見銀山への旅 遠藤　晴美

12月9日 家庭教育 今の学校　今の子ども 尚徳小学校　校長　藤原　敏朗

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、心豊かな自己表現力と生きが
いを持ち続けることを目指す。
・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】
・教養文化部が会場設営から片付けまで意欲的に活動して、まとまりがよくなった。
・子育て世代の参加を増やすための講座を考えていきたい。
・フリーアナウンサー中岡みずえさんの講演には、普段来られない方の参加もありよかった。継続的な受講
につながるよう、魅力ある講座を考えていきたい。
・健康講座「笑いヨガ」講座は参加型で、講師と一緒に体を動かすことで、受講生間のコミュニケーションをと
ることもできた。
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平成２７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 笑いは百薬の長 かもねぎ　弘

5月18日 現地学習
マツダミュージアムとおたふくソース工
場見学

現地職員

6月12日 教養
より良く生きるためのヒントを探そう～
エンディングノートの活用～

ファイナンシャルプランナー　キムラ　ミキ

6月26日 人権
ユニバーサルデザインの推進と人権の
尊重～一人ひとりが輝き、思いやりの
あふれる社会をめざして～

鳥取県人権・同和対策課職員

7月3日 現地学習 ＪＲ後藤車両所となんぶ幸朋苑見学 現地解説員

8月27日 健康 高齢者の聞こえについて
山陰労災病院副院長耳鼻咽喉科部長
杉原　三郎

9月10日 教養
我が家で自分らしく生き・暮らし続ける
ために

野坂医院　野坂　美仁

10月30日 家庭教育 地獄極楽絵図に学ぶ 長徳寺　住職　小林　憲充

11月30日 国際理解 世界遺産に学ぶ 鳥取県図書館協会　会長　山田　晋

12月11日 音楽
二胡の調べとともに一緒に歌いましょう
／閉講式

星星姐妹

五千石公民館

公民館大学「まなびや会」

日常生活に即した学習機会の提供と、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・当日の会場準備・講師との打ち合わせや
進行等を行っている。企画は、受講生の意見を取り入れながら開催しているが、受講生が高齢化、固定化し
てきており、新規受講生の開拓が重要である。
現地学習では受講生の高齢化もあり徒歩での長距離の移動が難しい方も増え、見学場所の選定が難しく
なってきている。
来年度も講座の開催時期、講座の内容を考え、興味のある講座だけでも参加してもらえるようにしていきた
い。そして、参加した方に、参加して良かった、楽しかったと思ってもらえる魅力ある講座内容、参加しやす
い雰囲気作りをしていかなければならない。
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平成２７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 歴史 ぐるっと永江！ふるさと探訪 青雲大学世話役　石原　伸吾

6月4日 現地学習 美保神社・日本海神社を訪ねて 現地指導員

6月22日 介護予防 全身の予防はお口から 歯科衛生士　坂本　佳津子

7月13日 健康 熱中症予防 なんぶ幸朋苑　主任看護師　花田　康子

7月28日 家庭教育 ことばで心をたがやす 尚徳小学校　前校長　倉光　信一郎

8月7日 人権 鳥取県手話言語条例と手話の話 鳥取福祉保健局　池田　知香

9月16日 国際理解 インドの文化論 インド中央政府公認ヨーガ講師　岡本　美穂

11月17日 現地学習 三徳山・大山乳業工場 現地指導員

12月18日 歴史 故郷の神社をもっと知ろう／閉講式 青雲大学世話役　石原　伸吾

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。

今年度は、健康面、環境面から日々の生活の中で感じる身近な問題点をテーマにした講座が多く、事業終
了後も青雲大学の話題が多くでているのを聞くことが出来、主催者としては達成感がある。
例年のことながら、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。来年度は、若い世代、子育
て世代が関心を持つような講座を企画することで、日ごろ公民館に出入りしない人が活動のきっかけになる
ような講座としていきたい。
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すことが、将来的に地域力に結びついて
いくことになるのではないか。各団体との連携を重視した事業展開も進めていく予定である。
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平成２７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27日 家庭教育 より良く生きるためのヒント ファイナンシャルプランナー　キムラ　ミキ

6月3日 現地学習 世界文化遺産、国宝姫路城を訪ねて 現地ガイド

7月15日 音楽
小さな楽器・大きな感動
～クロマチックハーモニカの世界～

坂上　達也
坂上　和佳子

8月27日 健康 口からはじめる健康づくり Ｅ歯科クリニック　院長　遠藤茂雄

9月26日 教養 人形劇「パパがママになる日」 演劇集団「あり」

10月20日 国際理解
インド文化体験～笑って・歌って・健康
に～

インド中央政府公認ヨーガ講師　岡本　美穂

11月26日 介護予防
膝痛・腰痛予防～足つぼマッサージ・
靴の選び方～

根津整形外科医院健康運動指導士　松本　晃彦

12月4日 家庭教育 笑いは人生の宝／閉講式 上方落語協会会友　六代目　桂　小文吾

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。

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にテー
マを広く設定した。少数だが、新しい受講生の参加があり、成果が見られた。
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。
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平成２７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28日 教養
ご一声に！声に出して読んでみません
か？

朗読ボランティア　火曜の会代表　笹鹿　啓子

6月29日 野外学習
航空自衛隊美保基地と海産物のきむ
らや見学

教養部長　清水　照志

7月22日 健康 高齢者の目の病気について 松井眼科医院　院長　松井　博美

8月21日 音楽 琴の演奏～音色に誘われて～ 生田流琴曲　恵み会主宰　大勾當　後藤　恵子

9月7日 家庭教育 心の笑顔 泉龍寺　住職　三島　道秀

9月26日 人権 人形劇「パパがママになる日」 演劇集団「あり」

10月5日 歴史
あがたの宝めぐり
～上福万・日下コース～

山陰歴史館運営委員　岩佐　武彦
よなごの宝８８選実行委員会　杉谷　愛象

12月3日 介護予防 認知症～家族の立場から～
ヒューマンケア　モモの家
施設長　矢崎　タミ子

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。

受講生からの要望、地域住民からの紹介を取り入れて講座を計画した。
住民の方は興味、関心のある講座を選んで、あるいは皆勤を目指して参加されている。参加型の講座や、
講座の中で感想を求められる場面でも、積極的に声を出しているように感じた。
今後も地域のニーズにあった内容を取り入れて計画を立てていきたい。また、講師の話を聞くだけでなく、受
講者が「自分が参加している」という意識が持てるような講座を取り入れていきたい。
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平成２７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13日 音楽 歌って健康！歌って元気！ 車尾小学校　元校長　松井　智子

6月11日 健康
飲み合わせに注意が必要な薬やサプ
リメント

鳥取大学医学部薬物療法内科　長谷川　純一

7月14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

7月30日 家庭教育 外国から見た日本の家庭 鳥取県図書館協会　会長　山田　晋

9月29日 防犯 いざという時の記憶術 米子警察署　生活安全課職員

10月29日 介護予防
膝・腰痛予防
～頭も使って楽しい運動～

健康運動指導士　松田　万里

11月18日 介護予防 うどんで運動！～楽しく介護予防～ 米子市長寿社会課　小椋　善文

12月3日 音楽 リズムに合わせて／閉講式 車尾小学校　元校長　松井　智子

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、生涯学習への意欲と意識の向上を促す。
公民館を交流及び学びの拠点とし、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、実人数とも年々減少が続いており、今年も同様であった。新規の受講者もわずかで、顔ぶれは
あまり変わらず、新規受講生の獲得に今後一層努力・工夫の必要がある。
紙面での告知だけでなく、来館者に直接声をかけて参加を促すなど、今後も続けていきたい。
必須の人権講座は、例年参加人数が伸び悩むため、今年度は現地学習と絡めて企画したためか、ある程
度の参加者があった。
今後も地域や社会全体の問題・課題に目を向け、より実りある学びの場を提供していきたい。
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平成２７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13日 現地学習 とっとりの食と湖山池遊覧 現地解説員

4月23日 音楽 津軽三味線と民謡
わくわくどきどきステーション　小泉　和子
とっとり邦楽合奏団因伯音　山内　謙一

4月23日 健康 認知を生きる　老いを生きる ヒューマンケアモモの家　施設長　矢崎タミ子

6月12日 健康 食事は元気で長生きの道しるべ 米子市管理栄養士　三穂野　亜由美

7月29日 体験 川遊び
大和ふれあい大学実行委員
大和子ども活動実行委員

9月9日 教養 私たちの名字の由来と現状 伯耆町八郷小学校　元校長　沢田　昭文

11月13日 人権
見えない世界を見つめるまなざし
～正福寺と由志園紅葉狩り～

正福寺　住職　永井　光明

1月7日 体験 七草がゆのつどい
大和草の会・三輪神社宮司　森山　直樹
大和ふれあい大学実行委員
大和子ども活動実行委員

1月27日 家庭教育 異文化理解とふれあい大学 元・旧淀江町教育長　田口　立身

1月27日 教養 笑いは百薬の長 かもねぎ　弘

淀江公民館大和分館

大和ふれあい大学

地区住民の一人ひとりが健康で心豊かに暮らすために、大和ふれあい大学の今年度のテーマ『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』をもとに、時事に則し、受講生の要望を取り入れ、関心の高い
講座を多く設けた。地区住民が集い学ぶ場を提供し、住民の教養を高める。受講生だけでなく他団体にも協
力してもらい世代間交流事業を取り入れ、地区住民ふれあいの場、仲間づくりの場として開催する。

【事業成果】
・企画、講師との打ち合わせ、受講生への案内チラシの配布、当日の会場設営、受付まで運営委員１４名が
関わることによって、受講生も運営委員も講座を身近に感じることができている。
・他団体との共催事業の世代間交流は参加者から毎年好評。今後も企画を見つめ直しながら続けていきた
い。
【課題】
・受講生の高齢化・固定化が顕著で、その数も年々減少し、出席率も低くなってきている。新規開拓や出席
率上昇のために魅力のあるテーマを取り入れた講座を企画し、内容の充実を図りたい。開催曜日、時間帯
も検討していきたい。
・幅広い年齢層に興味を持っていただけるよう広報の方法も検討。

27



６　平成２７年度　学習講座一覧



開催日 ジャンル 内容 講師

5月28日 現地学習 新緑の三平山に登ろう 現地解説員

11月27日 教養
話題の断捨離でスッキリ＆
ハッピーライフ

断捨離トレーナー　南前　ひとみ

12月18日 伝承 しめ縄作り 南さいはく地域振興協議会

1月23日 体験 そば打ち教室 緑水園　こもれび工房

開催日 ジャンル 内容 講師

4月17日 料理
小麦粉で作ろうくるみパンとコロコロクッ
キー

神庭　明子

6月3日 料理 いつも脇役の「こんにゃく」料理を主役に 井澤　佳英子

6月14日 体験 創って楽しく見てきれいな　竹とうろう 竹とうろう職人　ともさん

7月10日 現地学習 滝めぐり・水めぐり 大谷　隆康

10月7日 体験
ぶきっちょさんでも大丈夫！今注目のクラ
フト　デコナップ

山本　公実

開催日 ジャンル 内容 講師

6月26日 防犯 安全・安心で暮らしていくために 角盤交番　米子警察署

7月13日 現地学習 鳥取県庁・知事公邸・湖山池 現地解説員

9月15日 体験 パステルアートで楽しもう 近藤　ひとみ

10月5日 体験 押し絵で来年の干支づくり
門脇　由子
門脇　康子

平成２７年度　公民館学習講座

明道公民館

就将公民館

啓成公民館

1



開催日 ジャンル 内容 講師

5月9日 現地学習 行者山ウォーク 就将の宝　散策の会

6月25日 現地学習
大人の社会科見学
大山乳業・光の鏝絵・白鳳の里・グリコ

現地職員

8月6日 体験 子ども水彩画教室 小西怜子

8月21日 防災
自主防災の必要性、組織の立ち上げ等
について

県危機管理局職員　大橋　直弥
県自主防災活動アドバイザー　清水　勉

11月25日 体験 バスボム作り 寺﨑　淑子

12月22日 体験 ミニ門松作り 長岡　勝二

1月27日 体験 我が家は手作り味噌で健康家族 ふきのとうの会

開催日 ジャンル 内容 講師

6月19日 体験 苔玉作り 園芸センターえど　江戸　賢司

9月14日 現地学習 地元企業見学　美保基地～フジッコ 現地職員

10月20日 体験 ソフト粘土教室 山根　一恵

12月18日 料理 肉まん作り 長澤　琴美

2月5日 体験 味噌作り 田村商店　田村　範夫

開催日 ジャンル 内容 講師

6月8日 体験 竹の灯籠づくり
竹とうろう職人
ともさん・森下智道

6月30日 体験
シナプソロジーと
ウェーブリングストレッチ

フィットネスインストラクター
垣田　千代

10月30日 体験 プリザーブドフラワーアレンジメント 加藤　奈穂子

12月12日 伝承 しめ縄づくり 仲田　晏充　ほか

1月29日 体験 味噌作り ふきのとうの会

住吉公民館

車尾公民館

義方公民館

2



開催日 ジャンル 内容 講師

6月29日 体験学習 手話でコミュニケーション 加茂地区手話サークル「あおぞら」

7月8日 体験学習 簡単ヘルシーえびシューマイ作り 足立　幸栄

10月29日 体験学習 絵手紙 絵手紙同好会講師　米田　松栄

12月3日 体験学習 いただき作り 松浦　八代重

2月12日 体験学習 味噌作り 田村商店　田村　範夫

開催日 ジャンル 内容 講師

5月27日 体験 そば打ち体験
農家食堂　上代学校
住田　圭成

6月22日 料理 料理教室 澤本　弥生

9月18日 健康
健康ウォーキング
「水木しげるロード」

―

1月29日 体験 味噌作り 岩山　栄子

開催日 ジャンル 内容 講師

4月28日 現地学習 船上山へでかけましょう 日本山岳会　中井　俊一

9月11日 体験 手芸教室　羊毛フェルト
特定非営利活動法人　ノーム
吉田　尚代

11月28日 料理 正月料理教室 但馬　洋子

12月19日 伝承 しめ縄づくり教室 地域住民　７名

2月2日 体験 味噌づくり教室 田村商店　田村　範男

加茂公民館

河崎公民館

福生東公民館
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開催日 ジャンル 内容 講師

5月14日 体験
小原工さんと歩こう！～ウォーキングの
基本について～

ＮＰＯ法人皆生スポーツアカデミー
小原　工　　　　小原　千絵

6月5日 教養 はじめての川柳 川柳ふうもん吟社　会長　両川洋々

6月16日 救命救急 救おう！大切ないのち 米子消防署皆生出張所職員

9月4日 体験 和紙あかり創作 遊楽隣工房　代表　進木　富夫

10月5日 教養 これからの安全でエコな暮らし収納講座
整理収納アドバイザー
谷本　恵美

開催日 ジャンル 内容 講師

4月24日 現地学習
昔へタイムスリップ！
湖山池語り部遊覧船

湖山池遊覧船語り部

5月14日 現地学習 米子の下町歩きとイチゴ狩り 米子下町観光ガイド

8月3日 現地学習 メガソーラーと溶岩トンネル竜渓洞見学 島根県自然観察指導員　門脇　和也

9月18日 体験 そば打ち体験 そば打ち体験道場　そばのやまびこ

10月6日 体験
窓辺をおしゃれにシルエットアート
に挑戦

日本グラスアート協会インストラクター
西口　綾子

１月１８日
１月２０日

体験 味噌作りと海産物のきむらや見学 ふきのとうの会　小村　宣子　他

開催日 ジャンル 内容 講師

6月24日 歴史 郷土について学ぶ 在宅福祉員　大太　やよい　他

7月2日 現地学習
体験学習講座
鳥取グリコ・山陰放送

現地職員

10月6日 体験
指編みに挑戦
マフラーを作ろう！

編み物教室　講師　林　潤子

11月25日 体験 おいしいキムチを作ろう！
永川　栄子
竹山　美子

福生西公民館

福米東公民館

福米西公民館　　　　
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開催日 ジャンル 内容 講師

5月26日 体験 とうふ作りと古代ロマン探訪
リスネット
上淀白鳳の丘展示館　長谷川　明洋

6月16日 現地学習 美保関ウォーキング 大山自然歴史館　館長　矢田貝　繁明

10月7日 体験 手芸教室 深雪アートフラワー講師　斉鹿　厚子

2月1日 体験 みそ作り講習会 田村商店　田村　範夫

開催日 ジャンル 内容 講師

8月4日 体験
ジュニアお楽しみ学習
夏休み子どもクッキング教室

崎津料理クラブ　渋田　清子　他

10月5日 料理 男の料理教室 食生活改善推進員会　實近孝子　他

12月13日 世代間交流 しめ縄づくり
崎津１区しめ縄保存会
松本　勉　他

1月5日 体験
ジュニアお楽しみ学習
「書き初め会」

崎津書画クラブ　松本　昭一郎　他

3月11日 現地学習 美保基地見学 美保基地職員

開催日 ジャンル 内容 講師

6月1日 現地学習 健康ウォーキング ―

8月21日 体験 アロマ作り体験 田中　和利

9月4日 体験 ビーズアクセサリー作り 塩見　ゆかり

12月18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
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開催日 ジャンル 内容 講師

1月4日 体験 新春書き初め教室 後藤　文平

1月20日 料理 料理教室 地区食生活改善推進員　吉岡　由美子

2月26日 救命救急 ＡＥＤ講習会 境港消防署弓浜出張所員

3月4日 料理 男の料理教室 影山　秀和

開催日 ジャンル 内容 講師

7月13日 体験 つるし飾り 内藤　和美

9月29日 歴史 夜見探訪ウォーキング 地区住民

12月13日 伝承 しめ縄作り教室 足立　秀雄　他

1月22日 教養 二胡演奏会 安岡　裕子

開催日 ジャンル 内容 講師

7月3日 体験 スポーツ吹矢体験会
社団法人日本スポーツ協会公認指導員
安達　洋一

9月3日 体験
アロマ＆ハーブでフェイシャル
セルフケア

セラピスト　井田　純子

9月29日 体験
鳥取県海洋練習船の若鳥丸中海体験ク
ルーズ

海洋練習船若鳥丸　船長　佐藤　清孝

10月23日 体験
魅惑の多肉ワールド
～多肉植物の寄せ植え～

花夢来ガーデン　浜田　英之

12月18日 体験 クリスマス・フラワー・アレンジ フラワーデザイナー　横山　優子

1月21日 体験 味噌づくり 田村商店　田村　範夫

富益公民館

夜見公民館

大篠津公民館
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開催日 ジャンル 内容 講師

5月12日 健康 花回廊ウォーキング 現地ガイド

6月1日 体験 手作り豆腐を作ろう 石井ＪＡ女性会　斉木　正枝

6月24日 体験
折紙教室
おめでたい鶴を折りましょう！

五千石折紙同好会

10月27日 体験
手芸教室
使いやすいお財布作り

浦木編み物教室・美吉
浦木　征子

12月12日 伝承
しめ縄教室
手作りのしめ縄で新しい年を

成実地区有志

2月25日 料理 チャレンジする男のクッキング 成実クッキングサークル

開催日 ジャンル 内容 講師

6月30日 体験 座ってできる太極拳 西村　敏

7月24日 体験 昔あそびをしよう！竹馬・竹とんぼ ト部　忠義

12月19日 体験 しめ縄づくり 下原　一夫

12月19日 体験 子ども書道教室 片桐　眞知子

2月12日 体験 味噌づくり 田村商店　田村 範夫

開催日 ジャンル 内容 講師

7月11日 料理 子ども料理教室
食生活改善推進委員
小林　清美　　　　宅野　博子

7月28日 現地学習 王子製紙工場見学 現地解説員

8月3日 体験 手芸教室　ラリエット作り 山本　志津江

10月1日 体験 手芸教室　干支の押絵
門脇　由子
門脇　康子

11月29日 体験 輪投げ 尚歯会

12月11日 料理 シフォンケーキ作り
深田　明代
長谷川　淑子

尚徳公民館

春日公民館

成実公民館
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開催日 ジャンル 内容 講師

6月10日 体験
ＤＥＣＯ粘土でお花を
作ってみませんか？

ＤＥＣＯクレイクラフトアカデミー
講師　山根　一恵

6月23日 現地学習 西部消防局新指令センターと鳥大病院 現地解説員

10月9日 体験 カントリードール作り 岡本　明子

11月12日 介護予防 介護予防講座
鳥取大学医学部病態運動学教室
准教授　加藤　敏明

12月2日 料理 正月料理教室 食生活改善推進員会　岩野　東世子

12月7日 体験 クリスマスの寄せ植え
フラワーデザイナー
よみ　かずみ

1月18日 料理 本場のインドカレーを作ろう カーン・友里

開催日 ジャンル 内容 講師

5月25日 教養 おしゃれな風呂敷活用法 ＮＰＯ法人鳥取県消費者協会

9月3日 体験 ポーセラーツ 永井さゆり

12月2日 料理 お正月おもてなし料理 食生活改善推進員

1月22日 体験 味噌作り 田村商店　田村　範夫

2月10日 料理 季節のお菓子づくり 戸田　正幸

永江公民館

五千石公民館
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開催日 ジャンル 内容 講師

5月22日 歴史 地元再発見ウォーキング 山陰歴史観運営委員　岩佐　武彦

6月20日 料理 魚のさばき方教室 加納　廣俊

9月25日 現地学習 サントリー奥大山ブナの森工場他 現地解説員

10月26日 体験 造花アレンジメント
インテリアフラワーコーディネーター
森尾　恵

12月11日 体験 しめ縄教室
嶋崎　定雄、妹尾　次夫
松村　昭男、北嶋　實

2月6日 料理 お菓子作り教室 池田　久美子

開催日 ジャンル 内容 講師

5月15日 体験
バラの育て方～ポイントをおさえてバラと
友達になりましょう～

舩本　典江

7月7日 健康 笑いヨガ　～笑って、楽しく健康に～ 岡本　美穂

9月30日 体験 ガラスの小物づくり 金山　公也

10月29日 体験
吹きガラス体験～世界に一つだけのマイ
コップ作り～

金山　公也

11月20日 現地学習 世界遺産・姫路城見学 現地ガイド

12月15日 体験 しめ縄作り 仲田　祐康

12月18日 体験 クリスマスのフラワーアレンジメント 岡島　百合子

開催日 ジャンル 内容 講師

4月20日 健康
Ｌｅｔ’ｓウォーキング①
～風を感じて歩こう～

渡邉　賢一

5月26日 料理 韓国料理教室 上山根　鳳禮

10月2日

10月6日

11月2日 健康
Ｌｅｔ’ｓウォーキング②
～風を感じて歩こう～

渡邉　賢一

11月6日 体験 和紙あかりづくり 遊楽隣

12月1日 料理 おもてなし料理教室 食生活改善推進員

木下　寿美子

大高公民館

県公民館

巌公民館

体験 クラフトバッグ作り
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開催日 ジャンル 内容 講師

4月17日 健康 脳活性につながる運動
医療法人　真誠会理学療法士
大西　博巳

4月17日 健康
おしっこの話
～つまる・もれる・血が混じる～

なんぶ幸朋苑施設長　石田　皓玲

6月11日 家庭教育 子どもの学びを支える育ちを支える
米子市まなびの支援室「ゆーあい」
京久野　美枝

7月4日 歴史 よどえ歴史探検隊２４
淀江公民館　前館長　田中　秀明
米子市地域生活課　岩田　文章

7月24日 現地学習
島根大学キャンパスツアーと
安部榮四郎記念館へ

現地職員

7月31日 介護予防 笑いヨガ
みのかや地域包括支援センター保健師
福田　和美

9月5日 歴史 よどえ歴史探検隊２５
淀江公民館　前館長　田中　秀明
米子市地域生活課　岩田　文章

12月18日 伝承 しめ縄作り 渡瀬　亮

1月15日 音楽 童謡・唱歌　あれこれ 地域音楽家　川口　康文

2月19日 人権
障がい者となってからの
わたしの人生

鳥取県障がい者スポーツ協会長
福留　史朗

開催日 ジャンル 内容 講師

4月14日 健康 国民病としての慢性腎臓病
山陰労災病院　腎臓内科部長
中岡　明久

5月28日 教養 カラーコーディネート講座 荒木　淳司

6月19日 現地学習 農業大学校・大滝山地蔵院見学
鳥取県立農業大学校　職員
大滝山地蔵院　住職

7月30日 家庭教育 繋がろう子育て 鳥取県家庭教育アドバイザー　藤澤　幸恵

8月4日 人権
人権ってなぁに？
放送を通じて人権を守る

山陰放送アナウンサー　宇田川　修一

9月1日 体験 草木染め教室 公民館サークル　あけびの会

12月7日 介護予防 脳活性化につながる運動 真誠会　理学療法士　大西　博巳

12月7日 音楽
小さな楽器　大きな感動　クロマティック
ハーモニカの世界

坂上　達也
坂上　和佳子

1月7日 教養 七草がゆのつどい 新見　幸夫　他

淀江公民館　宇田川分館

淀江公民館
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７　平成２８年度　公民館大学一覧



平成２８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 現地学習
日本一の石鳥居と
桜のトンネルを訪ねて

現地解説員

5月10日 教養 マイナンバー制度って何？
米子市情報政策課
米子市市民課

5月24日 介護予防 認知症の方を地域で支える
養和会老人保健施設仁風荘
介護係長　林原　豊

6月14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12日 教養講座 笑いは百薬の長 かもねぎ　弘

8月25日 健康
あなたの血圧、大丈夫？～血圧はなぜ
上がる？～

山陰労災病院第五循環器科　水田　栄之助

9月13日 人権
私は変わることができる！～やればで
きるの土台は自分もできる！熱と力で
生きる力を～

琴浦町赤崎文化センター　館長　西村　敦郎

10月4日 歴史 米子の城と米子のまち 山陰歴史館　館長　國田　俊雄

11月16日 現地学習 国宝　松江城 現地解説員

12月6日 音楽
懐かしの昭和のメロディを歌いましょう
／閉講式

マジョルカ武田

地域住民の「健康で心豊かなくらし」を目標に、学習活動を通して総合力を高め、明るく健康なまちづくりを推
進する。

明道公民館

明道あすなろ学級
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平成２８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13日 音楽 邦楽とともに 民謡尺八演奏者　上田　福美

5月31日 現地学習 浦富海岸島めぐり・ＮＨＫ鳥取 現地解説員

6月16日 健康 歯周病と全身疾患について 歯科衛生士　坂本　佳津子

7月7日 家庭教育 ふるさと言葉は宝物 フリーアナウンサー　中岡　みずえ

7月27日 歴史
太平洋戦争における米軍の米子空襲
について

山陰歴史館運営委員　岩佐　武彦

8月26日 教養 米子の水道について 米子市水道局職員

9月7日 介護予防
からだの悩みを運動で解決！症状別
簡単体操

フィットネスクラブＰＡＪＡ　山川　了史

10月3日 現地学習 勝山・久世 現地解説員

11月10日 人権 慈しみの心 清水寺貫主　清水谷　善圭

12月12日 教養
あなたがそばにいると元気や勇気が湧
いてくる／閉講式

鳥取大学医学部特任教授　高塚　人志

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、ともに学び楽しむことを目的とする。
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平成２８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 息子・十両石浦関 石浦　外喜善

5月25日 現地学習 児童文化センタープラネタリウム　他 現地解説員

6月9日 健康 歯周病と全身疾患について 坂本　佳津子

6月30日 介護予防 嚥下障害の基礎知識と予防 古志奈緒美

7月7日 教養 本日も笑顔なり 桑本　充悦

7月22日 歴史 県西部の民俗 福代　宏

10月4日 防災 災害にも強い地域づくり 山下　弘彦

10月18日 現地学習 辻村寿三郎人形館　他 現地解説員

11月17日 人権 薬物問題について 仙田　昇

12月2日 音楽 フルートコンサート 竹田　ユキコ

啓成公民館

啓成がくゆう会

「明るいまち・元気なまち・みんなのまち　啓成」の推進
地区住民にとって関心の高い講座を提供することで参加・来館を促し、公民館活動・行事に親しみをもっても
らう
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平成２８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20日 人権
本日も笑顔なり
～アナウンサーよもやま話

桑本　充悦

6月3日 教養 マイナンバー制度ってなあに？ 米子市市民課職員

6月30日 健康 がん予防と検診について 米川　正夫

7月15日 国際理解
韓国今昔物語
～蓮の花提灯作り体験～

尹　慈英

8月31日 家庭教育 さまよえる田中のさまよえない日々
田中　正之
田中　愛子

9月30日 介護予防 これからの在宅医療 谷口　晋一

10月26日 現地学習 竹原街並み散策と大和ミュージアム 現地解説員

12月2日 音楽 みんなで一緒に歌いましょう！ 童謡の会のみなさん

義方公民館

義方成人大学

地域住民が出会い、共に学び、交流を深める場所の提供。旧知の交流関係に加え、新しい仲間づくりの輪を
広げることにより、より一層の学習意欲の向上を目指す。
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平成２８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22日 教養 指絵にかける人生
中国天津美術学院
客員教授　濱田　珠凰

5月26日 現地学習
瀬戸内の旅
～オリーブ園と牛窓の文化

現地解説員

6月7日 健康 今日から出来る介護予防生活
養和会リハビリテーション課
理学療法士　石丸　知

7月5日 人権 手と手でお話してみませんか？
鳥取県手話登録派遣員
梅林　緑

8月23日 教養 高齢者のための楽しい新聞講座 日本海新聞社　職員

9月30日 健康
睡眠時無呼吸症候群
そのいびきが危ない

鳥取大学医学部病態情報内科
准教授　加藤　雅彦

10月11日 歴史 米子城について 米子市文化課　下高　瑞也

11月1日 家庭教育 子どもの今、昔
米子児童文化センター
館長　山根　郷子

11月15日 音楽 どじょうすくいとお笑いマジック マジシャン　柴田　洋司

住吉公民館

住吉公民館大学

受講される地域の皆さんに、興味を持ちやすいテーマで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もらう。
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平成２８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12日 歴史 日本の城と米子城
米子工業高等専門学校建築学科
教授　金澤　雄記

5月24日 現地学習
環境について考えよう
～リサイクルプラザ＆王子製紙～

現地解説員

6月15日 家庭教育 子どもの夏風邪要注意！
米子こどもクリニック
Ｄｒ．ＹＵＢＩこと　田本　直弘

7月11日 健康 心臓に良い食べ物の話
山陰労災病院第五循環器科
部長　水田　栄之助

8月3日 国際理解
さまよえる田中の世界一周
～結婚指輪のかわりに世界一周をプレ
ゼントした夫婦の話～

田中　正之
田中　愛子

9月7日 健康 音楽体操で元気はつらつ！ 第一興商　音楽健康指導士　船越　隆弘

9月28日 現地学習 島根原子力発電所 現地職員

10月13日 人権
いじめについて考えよう
～子どもたちを守る～

米子市人権政策課

11月10日 教養
よりよく生きるためのヒントをさがそう
～エンディングノートの活用～

ラフデッサン代表　ファイナンシャルプランナー
キムラ　ミキ

12月2日 音楽 カリンバコンサート／閉講式 カリンバ奏者　佐賀　修一

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」がいか
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。
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平成２８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12日 健康 脳活性につながる運動！
社会福祉法人真誠会
健康運動指導士　山﨑　慎吾

6月2日 生活 マイナンバー制度って何？ 米子市職員

6月30日 歴史 琴浦町の史跡めぐり 現地ガイド

7月14日 防災 もしもの津波災害への備え 米子市職員

7月28日 教養 こころが伝わる話し方 元山陰放送アナウンサー　中村　緑

8月18日 健康 がんを知る１０の質問と回答
博愛病院ドック検診センター長
前田　迪郎

9月8日 人権
多文化共生のくらし
自分らしく生きる

英会話・ヒップホップ講師
岩佐　ヴィヴィアン

10月13日 健康 認知症の正しい理解と予防 西伯病院精神科部長　高田　照男

11月22日
現地学習
家庭教育

秋の枕木山と美保関を訪ねて
華蔵寺住職
学級運営部長　興津　信之

12月15日 音楽 歌って学ぼう！こどもうた／閉講式
ソプラノ歌手　小椋　美香子
学級運営部長　興津　信之

加茂公民館

かもめ学級

出会い・ふれあい・学びあいをテーマに充実した学習の場を地区の方々に提供し、明るく安全、安心なまち
づくりを目指すことを目標とする。また、講座の参加を通して地区の方々の交流を深めてもらう場とする。
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平成２８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27日 人権
社会的養護と里親～里親制度の理解・
鳥取県の現状～

米子聖園天使園里親支援園門相談員
林原　恵美子
神庭　美穂

5月24日 国際理解
地球の風に吹かれて～ペダルを漕い
で１４万キロ　世界自転車旅の日々～

自転車野郎アキラ
加藤　彰

6月22日 現地学習
奥出雲の歴史散策
～絲原記念館を訪ねて～

文化部長　赤井　亮之

7月7日 健康
薬の飲みあわせとサプリメント
について

鳥取大学医学部付属病院薬物治療学
・薬物療法内科　教授　長谷川　純一

8月8日 歴史 弓ヶ浜地域の祭り・行事 鳥取県立博物館　学芸員　福代　宏

9月2日 介護予防 リフレッシュ！簡単チェアエクササイズ
チェアエクササイズインストラクター
瀬尾　久美子

10月7日 家庭教育 言葉にあたたかさをのせて
米子市朗読ボランティア火曜の会
代表　笹鹿　啓子

10月24日 教養
よりよく生きるためのヒントを探そう
～エンディングノートのすすめ～

ラフデッサン代表　社会福祉士
キムラ　ミキ

11月11日 現地学習
岡山　旧閑谷小学校と柵原ふれあい鉱
山公園

文化部長　赤井　亮之

12月9日 音楽 みんなで歌いましょう／閉講式
音楽講師　原　礼子
エレクトーン　干村　浩子

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もっと身近に感じていた
だけるよう位置づけを確立し、社会参加しやすい環境をつくる。
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平成２８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 教養 読書の楽しみ
日本海情報ビジネス専門学校
校長　中永　廣樹

6月14日 国際理解 外国から見た日本の家庭 鳥取県図書館協会　会長　山田　晋

6月28日 現地学習
王子製紙米子工場
蔵元　稲田本店見学

現地職員

7月19日 介護予防
元気で長生き、そして楽しく生きるため
の生活習慣

鳥取大学医学部社会医学講座
病態運動学分野　加藤　敏明

8月30日 人権
長崎原爆から伝えたい
～普通にある平和のありがたさ

(株)Ｍａｏ代表取締役　松下　弘美

9月13日 音楽
一緒に歌いましょう！！
～童謡・唱歌・叙情歌～

よなご童謡の会　代表　古瀬　美保子

10月5日 現地学習 島根原子力発電所見学 現地解説員

10月18日 健康 楽しく運動！健康寿命を延ばそう 健康運動指導士　松田　万里

11月15日 家庭教育 お葬式のマナーと家族葬について (株)葬仙サービスマネージャー　小笠原　広枝

12月6日 教養 笑いは人生の宝 上方落語協会会友　桂　小文吾

福生東公民館

福生ふるさと塾

様々な分野について地域住民が楽しみながら学び、学習を通して交流を深め、地域社会の活性化につなが
るような情報提供の場を作る。
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平成２８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 人権
心の笑顔～心から笑顔になっています
か～

三島　道秀

5月19日 現地学習 裁判所　カンコ―学生服　見学 現地職員

6月5日 家庭教育 昔の子どもと今の子ども 山根　郷子

6月29日 介護予防
身体の悩みを運動で解決！～症状別
簡単にできる体操～

山川　了史

8月3日 健康 高齢者の目の病気について 松井　博美

8月23日 国際理解 韓国の公民館はどんなところ？ 飯田　麻友

9月8日 家庭教育 安全安心の地域をめざして 米子警察署皆生交番長

10月27日 現地学習
荒神谷遺跡と古代出雲歴史館見学
～古代ロマンを求めて～

現地解説員

11月11日 歴史
郷土について学ぶ～福生、皆生の歴
史について～

小原　貴樹

12月12日 音楽 フルートコンサート／閉講式 竹田　ユキコ

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」を合言葉として、生涯学習環境の充実を図る。
・地域住民が手を携えて心豊かな暮らしができるよう、公民館を交流の拠点とし、活力ある地域づくりを目指
す。
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平成２８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13日 健康
おなかのがんを防ぐ～危険因子と生活
習慣病～

鳥取大学医学部　機能病態内科学
講師　八島　一夫

5月9日 介護予防 ＴＯＳＳ式　脳トレ・アタマ元気 ＴＯＳＳ　浦木　秀徳

5月23日 現地学習
砂で世界旅行　砂の美術館と鳥取大学
乾燥研究センター

現地スタッフ

6月30日 人権
よみがえる大山信仰～伯耆国大山開
山１３００年を迎えて～

大山寺圓流院　住職　大館　宏雄

7月20日 歴史 私たちの名字の由来と現状 伯耆町八郷小学校　元校長　沢田　昭文

9月2日 交通安全 福米東地区の交通安全 皆生交番勤務員

9月29日 教養 マイナンバー制度って何？ 米子市市民課　職員

10月14日 家庭教育 笑いは人生の宝 上方落語協会会友　桂　小文吾

11月10日 現地学習 城下町高梁とベンガラの町吹屋散策 現地解説員

11月29日 音楽 ハンドベルを楽しみましょう／閉講式
ハンドベル「クレエ」
ふれあい学級実行委員会　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が企画し、地域の要望に応え、親しみやすい講座を開講する。
・受講生相互のふれあいを大切にし、ともに元気に楽しみながら学習し高めあう。
・学習活動を通して、活力ある地域づくりにつなげる。
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平成２８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12日 教養 世の中逆さが面白い 里山元気塾　塾長　小谷　博徳

6月6日 健康
心も体もリフレッシュ！チェアエクササ
イズでリラックス

チェアエクササイズインストラクター
瀬尾　久美子

6月23日 教養 日本の城と米子城
国立米子工業高等専門学校
建築学科　助教　金澤　雄記

7月11日 現地学習
県庁・知事公邸とＮＨＫ鳥取放送局を
訪ねよう

現地職員

7月28日 教養 天皇家の歴史と現状・課題 伯耆町八郷小学校　元校長　沢田　昭文

8月18日 家庭教育
世代を越えてつながる絵本の読み聞
かせ

米子市立図書館　統括司書　佐藤　和子

9月1日 音楽 二胡のコンサート 星星姐妹　徳本　博子

10月20日 現地学習 鶴山公園と衆楽園を訪ねて 現地解説員

11月18日 健康 あなたにできる！肺炎予防
鳥取大学医学部付属病院感染制御部
部長　千酌　浩樹

12月15日 人権 心の笑顔／閉講式 泉龍寺　住職　三島　道秀

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
な地域づくりをめざす。
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平成２８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 介護予防 歯周病！知って得するお口の話 高野歯科医院　副院長　高野　由美

5月9日 現地学習 工場・施設見学 現地解説員

6月6日 家庭教育
きょうもきみにあえてうれしい
～彦名小学校の学び～

彦名小学校　校長　神坂　安喜代

6月30日 健康 薬とサプリメントの飲み合わせ
鳥取大学医学部付属病院薬学治療学・薬物療法内
科教授　長谷川　純一

7月14日 人権 夢への挑戦
鳥取県障がい者スポーツ協会
会長　福留　史朗

8月1日 国際理解 ギニアの文化と国を知ろう
アフリカン・パーカッション奏者
アラマ・ジュバテ

9月28日 防災 放射能ってどうやって測るの？ 鳥取県原子力安全対策課

10月13日 教養 マイナンバー制度について 米子市役所市民課

11月7日 現地学習 広島県呉市 現地解説員

11月24日 教養
やりがいのある手仕事
伝統技術（筒書き染め）

松田染物店　松田　成樹

12月5日 音楽 二胡の調べ／閉講式 星星姐妹

彦名公民館

彦名ふれあい大学

社会のホットな話題や地域の課題・特性、住民のニーズに応じた様々な学習機会を提供することで住民の
教養を高めるとともに、潜在的学習者の発掘を図る。
健康で充実した人生を過ごせるよう、地域住民の交流の場を作り、より多くの人が参加できるよう促す。
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平成２８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28日 健康 薬の上手な付き合い方
鳥取大学医学部付属病院薬物治療学
・薬物療法内科　教授　長谷川　純一

5月25日 現地学習
海軍の歴史を学ぶ
広島県呉市

現地解説員

6月13日 家庭教育 高齢者の知恵を次世代へ 瑞應寺　住職　仲倉　玄雄

7月8日
安心
・安全

高齢者のための安全神話
米子警察署
シルバー・セイフティ・インストラクター　高田　賢治

7月29日 人権 人権意識をみがく 鳥取県図書館協会　山田　晋

8月23日 国際理解 ケニアの人々の暮らし
三代　幸徳
三代　ガシェリ

9月8日 介護予防 歯周病！知って得するお口の話
高野歯科医院
副院長　高野　由美

10月21日 現地学習 神集う　出雲大社に参拝 現地解説員

11月18日 音楽 音楽室　今　むかし 元美保中学校教諭　竹田　ユキコ

12月2日 閉講式 ワクワク？まなびましたか？／閉講式 なし

崎津公民館

崎津ワクワクまなび大学

健康でいきいきワクワク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。
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平成２８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24日 家庭教育 ふるさと言葉は宝物 フリーアナウンサー　中岡　みずえ

6月16日 健康
元気で長生き心と体
生活習慣病について

鳥取大学　前学長　能勢　隆之

7月4日 国際理解
アフリカケニアの人々の生活と
国際協力

三代　幸徳
三代　ガシェリ

7月28日 現地学習 下水道・水道局・王子製紙見学 現地解説員

8月26日 歴史 和田村のむかし 米子市立歴史館　館長　国田　俊雄

10月8日 現地学習 京都御所参観 現地解説員

10月18日 人権 和田小学校の人権参観日に行こう 和田小学校

11月10日 健康 高齢者の聞こえについて
山陰労災病院　副院長
耳鼻咽喉科　部長　杉原　三郎

11月30日 教養 天皇家の歴史と現状・課題 伯耆町八郷小学校　元長　沢田　昭文

12月16日 音楽 二胡の演奏会／閉講式 星星姐妹

和田公民館

わだつみ塾

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。
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平成２８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26日 音楽 懐かしのメロディをハーモニカで聴く 和田ハーモニカ同好会

6月8日 教養 放送こぼれ話 元ＮＨＫアナウンサー　藤澤　武

6月29日 現地学習 大塚国際美術館で陶板名画を鑑賞 現地解説員

7月12日 家庭教育 うん知育！腸からはじまる健康教室 佐伯　律子

8月2日 教養 私の航海日誌 新日本海フェリー　元一等航海士　長谷川　禎信

8月22日 健康
眼の健康管理～白内障と緑内障と糖
尿病網膜症～

鳥取大学医学部視覚病態学教室
講師　馬場　高志

9月7日 国際理解
アフリカ　ケニアの人々の
生活と国際協力

三代　幸徳
三代　ガシェリ

10月7日 人権 隣保館現地研修会 南部町立宮前隣保館　館長　長束　博信

11月9日 現地学習
日本三大投入堂の一つ不動院岩屋堂
と若狭鉄道隼駅を訪ねて

現地解説員

12月11日 教養
韓国の公民館はどんなところ？
／閉講式

米子市生涯学習課　飯田　麻友

富益公民館

松蔭ふれあい塾

「出会い・ふれあい」をテーマに、塾生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。
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平成２８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 介護予防
認知症の理解
～接し方で変わる認知症～

米子市認知症地域支援推進員　吉野　靖子

6月13日 現地学習 出雲大社とゴビウス 現地解説員

6月30日 教養 マイナンバー制度って何？ 米子市市民課職員

7月12日 国際理解
インドの文化体験
～笑って歌って健康に～

インド中央政府公認ヨーガ講師ヨーガ療法士
岡本　美穂

8月3日 人権 発達障害の理解・促進を願って
夜見３区
森　泉
森　愛莉

8月23日 健康
健康寿命を延ばそう～自宅で簡単にで
きるチェアエクササイズ～

チェアエクササイズインストラクター　瀬尾　久美子

10月4日 現地学習
広島アヲハタジャム工場見学と
世羅高原ダリア祭

現地解説員

10月20日 家庭教育 言葉にあたたかさをのせて
米子市朗読ボランティア火曜の会
代表　笹鹿　啓子

11月17日 歴史 日本の城と米子城
米子工業高等専門学校建築学科
助教　金澤　雄記

12月2日 音楽
身近な郷土芸能～淀江さんこ節を体験
してみましょう～

淀江さんこ節保存会

夜見公民館

さわやか人生大学

町民の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」ことができる場としての機会を提供する。
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平成２８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27日 教養
マイナンバー制度と公民館で申請でき
る市民課業務について

米子市市民課職員

6月10日 介護予防 みんなでできる腰痛・肩こり予防
米子市長寿社会課　職員
弓浜地域包括支援センター　健康運動指導士

6月23日 現地学習
ぐるっと松江！～城下町の縁（えにし）
をたずねて～

教養部　部長　本池　信義

7月7日 健康 がんの予防と検診について 安達医院　院長　安達　敏明

7月25日 人権 人権の意識を磨く 鳥取県図書館協会　山田　晋

8月22日 教養 布施行 大興山雲龍寺　住職　真壁　太郎

9月22日 救急救命 実践！胸骨圧迫法とＡＥＤ講習会 境港消防署弓浜出張所救急救命士

10月5日 健康 感染症とその対策 鳥取県福祉保健局健康支援課　係長　木山　真大

10月18日 家庭教育 大篠津小学校授業参観に行こう！ 大篠津小学校　校長　池山　圭吾

12月8日 音楽 フルートと箏で奏でる日本の調べ
島根大学教育学部
講師　野坂　知子
箏奏者　大西　瑞香

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、豊かな
人生を送るための出会いとふれあいの場を提供する。
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平成２８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 音楽 二胡の調べ 星星姐妹

5月11日 人権 加納美術館平和研修 加納美術館名誉館長　加納　佳世子

6月29日 家庭教育 現代の若者の結婚観について ＮＰＯ法人「むすび」　宮本　育代

7月19日 健康 全身の健康はお口から 歯科衛生士　坂本　佳津子

8月8日 人権 アサーティブについて ｅラボ代表　繁原　美保

9月12日 介護予防 なんぶ幸朋苑 現地職員

10月3日 教養 もっと新聞を楽しむために 現地職員

11月30日 現地学習 歴史散歩・倉吉市 現地解説員

12月8日 教養 人形劇団・お話し・ドン 南部町図書館所属　お話し・ドン

成実公民館

成実ふれあい大学

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・校外学習等幅広い
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標とする。
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平成２８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26日 人権 心の声に癒されて
林　覚乗
谷上　光男

5月25日 家庭教育 箕蚊屋の子どもたち 神庭　誠

6月16日 現地学習 日南小旅行をしませんか？ 現地解説員

7月8日 教養 はじめての相続対策 伊木　隆司

7月25日 家庭教育 ありがとうは魔法の言葉 島田　洋子

8月18日 救急救命 救命救急を体験しましょう 米子消防署　職員

9月6日 介護予防 足・腰鍛えて転倒予防 鷲見　洋

10月28日 歴史 春日の宝 田後　孝明

11月25日 健康 歯周病と全身疾患について 坂本　佳津子

12月6日 教養 フルートで楽しむクリスマスコンサート
野坂　知子
植田　昌子

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。
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平成２８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

6月15日 人権 人はひとりでは生きられない 米子市人権擁護委員会　松田　美保子

6月27日 現地学習 松江城と月照寺、遊覧船のたび 樋口　洋

7月27日 国際理解 私の航海日誌
新日本海フェリー
元一等航海士　長谷川　禎信

8月24日 家庭教育 子どものやる気を引き出すことば 県立米子高等学校　校長　田中　宏

9月7日 健康
体と気持ちをスッキリと
体操と食の話しで脳の活性化

健康運動指導士　生田　景子

10月5日 教養 読書の楽しみ 元鳥取県教育長　中永　廣樹

10月26日 現地学習 小京都但馬で文化をめぐる旅 松田　美保子

12月14日 介護予防 認知症について
鳥取大学医学部脳神経内科
脳神経分野学　医師　和田　健二

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、心豊かな自己表現力と生きが
いを持ち続けることを目指す。
・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
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平成２８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6日 教養 マイナンバーについて 米子市市民課職員

5月27日 現地学習
鳥大乾燥地研究所と
ＮＨＫ鳥取放送局

現地職員

6月17日 防犯 特殊サギについて
米子警察署福市駐在所
難波　健一
髙塚　健児

7月1日 人権 命をつなぐ医療とは
鳥取県臓器移植コーディネーター
永栄　幸子

7月21日 健康 目の話あれこれとイマドキの治療 かねだ眼科医院　院長　金田　周三

8月26日 介護予防 新しい総合事業について
米子市長寿社会課　石田　陽子
尚徳地域包括支援センター　伊藤　道美

9月16日 防災 日野川の防災について 日野川河川事務所職員

9月29日 現地学習 キリンビール工場とぶどう狩り 現地解説員

11月18日 家庭教育 読み聞かせに挑戦しよう！ ブックス五千石

12月2日 音楽
フルートとピアノで奏でる
クリスマスコンサート

野坂　知子
植田　昌子

五千石公民館

公民館大学「まなびや会」

日常生活に即した学習機会の提供と、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。
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平成２８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23日 介護予防 なんぶ幸朋苑施設見学 現地職員

6月3日 現地学習 境港方面 現地指導員

6月27日 歴史 日本の城と米子城 米子工専　助教　金澤　雄記

7月1日 健康 タオル体操 健康運動士　松田　万里

7月27日 家庭教育 今の学校・今の子ども 尚徳小学校　校長　藤原　敏明

8月8日 人権 人権意識をみがく 鳥取県図書館協会　山田　晋

9月16日 教養 笑いは百薬の長 かもねぎ　弘

12月9日 現地学習 米子市議会と裁判所 現地解説員

1月24日 音楽 二胡の演奏鑑賞／閉講式 青雲大学世話役

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。
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平成２８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27日 家庭教育 子どもの今・昔
米子市児童文化センター
館長　山根　郷子

6月9日 現地学習 伝統とモダンが融けあうまち「勝山」 教養部長

7月14日 人権 地域で支える子どもの人権 箕蚊屋小学校　校長　神庭　誠

8月23日 健康 おしっこの話 新開山本クリニック　院長　実松　宏巳

9月28日 健康 ココロとからだを軽くする秘訣は？ 老人クラブ健康づくり推進員　青山　典代

10月18日 音楽 和楽器を楽しむ 上田　福美

11月24日 介護予防 認知症と閉じこもり予防 ふれあいクリニックやざき　院長　矢崎　誠一

12月2日 教養 コーヒーのおいしい話 珈琲工房喜多川　水　康徳

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。
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平成２８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19日 健康 わかりやすい脳の話 あだち脳神経外科クリニック　院長　芦立　久

6月10日 現地学習 フジッコ、稲田本店企業見学 教養部長　清水　照志

7月8日 家庭教育 本当の幸せって 福生西小学校　前教頭　船越　晶子

7月31日 人権
人権劇
大山口駅列車襲撃事件

演劇集団　あり

8月26日 教養 しっかり防犯対策！ 米子警察署生活安全課

9月30日 音楽 みんなで楽しく歌いましょう！ よなご童謡の会　古瀬　美保子

10月21日 歴史 米子城下町めぐりウォーク 現地ガイド

12月7日 介護予防 認知症サポーター養成講座 にじの里おおたか　施設長　吉田　真弓

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。
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平成２８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26日 教養 笑いは人生の宝 上方落語協会会友　六代目　桂　小文吾

5月26日 現地学習 出雲大社を訪ねて 現地ガイド

6月14日 健康 食事は元気で長生きへの道しるべ 米子市管理栄養士　三穂野　亜由美

7月15日 家庭教育 エンディングノートの活用
ファイナンシャルプランナー
キムラ　ミキ

8月1日 人権 傾聴は心のくすり よなご傾聴しあわせの会　岡田　浩

9月7日 防災 自主防災のあり方 元江府消防署長　奥田　登

11月8日 介護予防 笑って動いてからだ元気 養和会　理学療法士　石丸　知

12月6日 音楽 二胡の調べ 星星姐妹

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、生涯学習への意欲と意識の向上を促す。
公民館を交流及び学びの拠点とし、集い学ぶ機会を提供し、活力ある地域づくりを目指す。
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平成２８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 家庭教育 知っておきたい郷土の歴史 三輪神社　宮司　森山　直樹

4月20日 音楽 スコップ三味線と銭太鼓を楽しもう！ 南部町鴨部カラオケ同好会

5月17日 現地学習 琴浦の歴史散策 現地ガイド

6月15日 国際理解
インド文化体験
～笑って歌って健康に～

インド中央政府公認ヨーガ教師ヨーガ療法士
岡本　美穂

7月29日
世代間
交流

小学生との交流会 大和子ども活動実行委員会

9月14日 健康 高齢者の目の病気とケア 松井眼科医院　院長　松井　博美

10月27日 現地学習 秋の奥大山環境学習 現地ガイド

1月6日
世代間
交流

七草がゆのつどい
大和草の会
大和子ども活動実行委員会

1月18日 人権 安心して暮らすことのできる地域 米子市中央隣保館　前館長　前田　憲二

1月18日 健康 腰痛・ひざ痛・健康寿命／閉講式 健康運動指導士　松田　万里

淀江公民館大和分館

大和ふれあい大学

地区住民の一人ひとりが健康で心豊かに暮らすために、大和ふれあい大学の今年度のテーマ『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』をもとに、時事に則し、受講生の要望を取り入れ、関心の高い
講座を多く設けた。地区住民が集い学ぶ場を提供し、住民の教養を高める。受講生だけでなく他団体にも協
力してもらい世代間交流事業を取り入れ、地区住民ふれあいの場、仲間づくりの場として開催する。
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８　平成２８年度　学習講座一覧



開催日 ジャンル 内容 講師

4月22日 現地学習 水仙満開の花見山散策 現地解説員

5月30日
健康

ウォーキング
旧国鉄倉吉線廃線跡トレッキング
～限定公開の山守トンネルへ～

現地解説員

10月18日 体験 レザークラフト　小物作り かかあ工房　石倉　恵美子

12月16日 体験
しめ縄作り～手作りのしめ縄でお正月を
迎えましょう～

南さいはく地域振興協議会

開催日 ジャンル 内容 講師

6月24日 実習 癒し系！花と緑の寄せ植え 園芸センターえど　江戸　賢司

7月11日 現地学習 島根原子力発電所 現地解説員

8月1日 実習 いただき・なすの三五八漬け 木下　寿美子

10月18日

10月25日

開催日 ジャンル 内容 講師

4月27日 現地学習 ＪＲ後藤工場見学 現地解説員

9月16日 安心安全 ＡＥＤ講習 消防署職員

10月6日 実習 押絵で来年の干支作り
門脇　由子
門脇　康子

10月17日 実習 山の幸染めに挑戦 深田　淑子

明道公民館

就将公民館

啓成公民館

平成２８年度　公民館学習講座

実習 自分だけのクラフトバッグ作り 木下　寿美子

1



開催日 ジャンル 内容 講師

5月18日 現地学習
海産物のきむらや
＆ＪＲ後藤総合車両所

現地職員

6月1日 体験 精進料理を作ってみよう 地域住民

6月21日

6月22日

9月7日 防災 わが町の防災について
日野ボランティアネットワーク
コーディネーター

10月27日 実習
スカーフ・ネクタイで作る
リメイクネックレス

傘井　靖子

1月24日 体験 我が家は手作り味噌で健康家族 ふきのとうの会

開催日 ジャンル 内容 講師

6月21日 現地学習
地元企業見学
大山乳業～グリコ

現地職員

7月8日 体験 そば打ち体験教室 そば同好会

10月4日 体験 エコクラフトバッグ教室 塩見　ゆかり

11月8日 体験 多肉植物寄せ植え 花夢来ガーデン　浜田　英之

2月3日 体験 味噌作り 田村商店　田村　範夫

開催日 ジャンル 内容 講師

6月10日 健康 うどんｄｅ運動！～楽しく介護予防～ 米子市長寿社会課職員

6月30日 健康 笑いヨガ～笑う門には福きたる～ ヨガ講師　大場　悦子

8月18日 体験
生活におしゃれな観葉植物を
ハイドロカルチャー入門

園芸センターえど　江戸　賢司

10月17日 伝承
切り絵入門
～干支の酉をつくってみよう～

権田　薫

2月3日 体験 味噌作り 成実ふきのとうの会

義方公民館

住吉公民館

車尾公民館

体験 クラフトかご作り 竹内　早苗
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開催日 ジャンル 内容 講師

6月8日 体験 韓国料理を作ろう！ 上山根　鳳禮

7月13日 実習 炊飯器で作るケーキ 河本　元美

10月7日

10月14日

2月2日 体験 味噌作り 田村商店　田村　範夫

開催日 ジャンル 内容 講師

5月11日 健康 足の裏健康法 （株）ぴあベール顧問　長尾　和正

6月29日 実習 インド料理を作ろう カーン　有里

8月4日 体験
ガーデニング教室
～観葉植物の寄せ植え～

園芸センターえど　江戸　賢司

1月27日 体験 味噌作り ―

開催日 ジャンル 内容 講師

6月2日 現地学習 ウォーキング～鮎種苗生産場～ 現地解説員

6月6日 体験 押し花 深田　淑子

8月26日 実習 アロマ教室 遠藤　貴子

12月3日 実習 正月料理教室 食生活改善推進員

12月17日 伝承 しめ縄づくり 地域住民

1月31日 体験 味噌づくり 田村商店　田村　範男

福生東公民館

加茂公民館

河崎公民館

体験 古布で作る編み込みマット 山本　佳子
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開催日 ジャンル 内容 講師

6月13日 救急救命
救急救命講座
～救おう！大切ないのち～

米子消防署皆生出張所職員

7月5日 実習 はじめての韓国語 崔　漢重

8月28日 実習 スポーツ吹矢を体験してみよう
西部レクリエーション協会
安田　智

10月7日 実習 布遊びで作るネックレス 栗木　深雪

2月10日 実習 味噌作り講習会 ふきのとうの会

開催日 ジャンル 内容 講師

4月12日 現地学習 城下町津山散策 現地解説員

6月2日 現地学習
境漁港見学と米子のまち歩き～地蔵めぐ
り・商家見学コース～

現地解説員

8月4日 現地学習
山陰中央新報政策センターしんぶん学
聞館見学

現地解説員

9月1日 現地学習 塩谷定好写真館見学とぶどう狩り 現地解説員

10月7日 実習
温もりのランプシェード和紙あかり作りに
挑戦！

遊楽隣工房　進木　富夫

1月16日

1月19日

開催日 ジャンル 内容 講師

6月6日 体験 脳活性体験
チェアエクササイズインストラクター
瀬尾　久美子

7月4日 現地学習 山陰中央新報者ほか見学 現地職員

10月13日 体験 羊毛フェルトで干支作り 地域住民

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　　　　

実習 みそづくり講習会
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開催日 ジャンル 内容 講師

6月7日 現地学習 鏡ヶ成ウォーキングと岩魚料理 ―

7月4日 実習 手作りウィンナーソーセージ作り こもれび工房　職員

9月5日 現地学習 島根県原子力発電所見学 現地解説員

10月5日 実習 カントリードールを作りましょう 岡本　明子

2月8日 体験 みそ作り 田村商店　田村　範夫

開催日 ジャンル 内容 講師

8月4日 体験
ジュニアお楽しみ学習
夏休み子どもクッキング教室

崎津料理クラブ

10月17日 実習 男の料理教室 食生活改善推進員会

12月17日 世代間交流 しめ縄づくり 崎津１区しめ縄保存会

1月5日 体験
ジュニアお楽しみ学習
「書き初め会」

崎津書画クラブ

開催日 ジャンル 内容 講師

6月3日 健康 健康ウォーキング ―

10月3日 実習 切り絵 権田　薫

10月24日 実習 多肉植物の寄せ植え 花夢来ガーデン　浜田　英之

12月4日 実習 おもてなし料理 地域住民

12月21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
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開催日 ジャンル 内容 講師

1月4日 体験 新春書き初め教室 地域住民

1月24日 実習 料理教室 地区食生活改善推進員

2月20日 救命救急 ＡＥＤ講習会 境港消防署弓浜出張所員

3月6日 現地学習 富益町散策 地域住民

開催日 ジャンル 内容 講師

4月15日 体験 押し絵体験 門脇　康子

10月11日 防災 消防訓練 米子消防署職員

12月11日 伝承 しめ縄教室 足立　秀雄

1月20日 健康 ３Ｂ体操 大森　典子

開催日 ジャンル 内容 講師

5月24日 体験
３Ｂ体操体験会～音楽に合わせて心も身
体もリフレッシュ！～

日本３Ｂ体操協会公認指導者
濱田　瑞季

6月30日 体験 韓国家庭料理に挑戦 米子市国際交流員　尹　慈英

7月22日 体験 ポーセラーツ教室 インストラクター　國武　眞知子

10月17日 体験 小物作り～がま口を作りましょう～ 小枝　晃子

12月15日 体験 クリスマスフラワーアレンジ フラワーデザイナー　横山　優子

1月23日 体験 味噌づくり 田村商店　田村　範夫

富益公民館

夜見公民館

大篠津公民館
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開催日 ジャンル 内容 講師

4月12日 体験 絵手紙教室 米田　松栄

6月9日 体験
カラーコーディネート講座～あなたに合う
色を探しましょう～

カラーコーディネーター　荒木　淳司

6月17日 体験 手作り豆腐を作ろう ＪＡ女性会

10月4日 体験
手芸教室
ガラスのアクセサリー

工房ミノグラ　金山　公彦

10月12日 体験 手編みで小物つくり 浦木　征子

11月4日 健康 なるみウォーキング 羽柴　隆

12月17日 伝承 しめ縄教室 地域住民

開催日 ジャンル 内容 講師

5月21日 体験 「よらいや」で筋トレ体験をしましょう！ みのりの里　田中　啓太

7月27日 体験 巨大そうめん流しをしよう！ 地域住民

10月20日 体験 新聞でパズルゲーム・エコバッグ作り 新日本海新聞派遣講師

12月16日 体験 しめなわ講習会 下原　一夫

2月10日 体験 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16日 実習 子ども料理教室 地域住民

7月29日 体験 苔玉作り
園芸センターえど
江戸　賢司

10月3日 実習 ハンドウォーマー作り 山本　志津江

10月13日 実習 手芸教室　干支の押絵
門脇　由子
門脇　康子

11月19日 実習 紙芝居 はなみずきの会

12月1日 実習 アロマクラフト教室 日南高原アロマ蒸留所職員

成実公民館

尚徳公民館

春日公民館
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開催日 ジャンル 内容 講師

6月13日 体験 クラフトバッグを作ろう 古川　由美子

7月19日 体験 ゆかたの着付け教室 装道礼法きもの学院　講師　林　有里

7月29日 介護予防 認知症サポーター養成講座
米子市認知症地域支援推進員
吉野　靖子

10月14日 体験 魅惑の多肉ワールドワークショップ 花夢来ガーデン　浜田　英之

11月17日 体験 アロマクラフト教室 アイビレッジ（株）　田中　和利

12月6日 教養 お正月料理教室 食生活改善推進員会

開催日 ジャンル 内容 講師

5月13日 教養 相続と遺言を学ぶ 行政書士　宮下　清晴

10月6日 体験 ブローチとコサージュ キルト作家　内藤　和美

12月4日 実習 正月おもてなし料理 永江地区食生活改善推進員

1月13日 体験 味噌作り 田村商店　田村　範夫

永江公民館

五千石公民館
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開催日 ジャンル 内容 講師

5月20日 歴史 地元再発見ウォーキング 山陰歴史観運営委員　岩佐　武彦

6月23日 体験 魚のさばき方 加納　廣俊

9月12日 現地学習 ハーブウォーター日南 現地解説員

10月13日 体験 手編みの室内履き 地域住民

12月9日 伝承 しめ縄教室 地域住民

2月4日 他県 お菓子作り教室 地域住民

開催日 ジャンル 内容 講師

5月31日 体験 大人の陶芸体験 陶工房アッシュワーク　足塚　由江

6月25日 体験 こどもの陶芸体験 陶工房アッシュワーク　足塚　由江

7月5日 体験 笑いヨガ～心も体も健康に～ 地域住民

9月23日 現地学習
安来の里めぐり　母里の街並みと島根の
伝統美

現地ガイド

12月16日 体験 クリスマスのフラワーアレンジメント 岡島　百合子

12月19日 伝承 しめ縄づくり 仲田　祐康

開催日 ジャンル 内容 講師

5月10日 健康
Ｌｅｔ’ｓウォーキング
～風を感じて歩こう～

渡邉　賢一

6月6日 実習 癒しのこけ玉づくり 園芸センターえど　江戸　賢司

10月17日 体験 デコパージュに挑戦 アトリエＰａｌ　山木　美輪

11月15日 健康
Ｌｅｔ’ｓウォーキング
～風を感じて歩こう～

渡邉　賢一

11月18日 救急救命 心肺蘇生法とＡＥＤの使用法 米子消防署職員

12月5日 実習 伝統料理講習会 食生活改善推進員

大高公民館

県公民館

巌公民館
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開催日 ジャンル 内容 講師

4月21日 健康 脳と心の健康 西伯病院精神科部長　高田　照男

5月25日 実習 太極拳 インストラクター　新庄　裕子

6月15日 現地学習 青谷上寺地遺跡 現地解説員

7月26日 家庭教育 メディアとえほん 山陰こどものとも社　末宗　辰彦

8月2日 人権 子どもとともに 米子市人権政策課　職員

10月11日 実習 似顔絵教室 県美術家協会　加藤　哲英

12月8日 介護予防 認知症サポート ヒューマンケアももの家　矢崎　タミコ

12月8日 教養 淀江の民話を楽しむ ボランティアグループ　つくしんぼう

1月6日 教養 七草がゆのつどい
新見　幸夫
赤十字奉仕団木曜の会

淀江公民館　宇田川分館
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