
様式第２号（第３条関係） 

 

審 議 会 会 議 録 

会 議 名 称 平成 29年度 第２回伊達市社会教育委員会議 

議 題 

◎第 59回全国社会教育研究大会北海道大会について 

◎平成 28年度社会教育事業報告について 

◎平成 29年度社会教育事業計画について（進捗状況報告） 

◎平成 30年度社会教育事業計画策定にあたっての意見交換 

開 催 日 時 平成 29年 11月１日（水）18時 30分から 19時 30分まで 

場 所 伊達市役所第２庁舎 ２階会議室１ 

出 席 者 

社会教育委員６名、教育委員会職員６名：出席者計 12名 

※欠席委員６名 

所管部課名 教育部生涯学習課 

公開非公開 

の別 

■ 公  開 傍聴者の人数 なし 

□ 非公開 非公開の理由 ― 

【会議概要】 

 

１．開 会（社会教育係長） 

 ◆会議の案内時には教育長と教育部長も出席の予定であったが、別件の公務が入り欠 

席することになった。 

◆６名の委員の方が欠席していますが、今回の会議は議決事項はなく、報告と新年度 

の事業計画策定のための意見交換の場ですので、よろしくお願いします。  

 

２．開会あいさつ（生涯学習課長） 

 ◆社会教育事業への協力と札幌市で開催された全国大会への動員についてのお礼。 

 ◆今回の会議は、新年度事業計画策定前に社会教育委員の方の意見をお伺いし事業計 

画や予算に反映させるための会議ですので、忌憚のないご意見をお願いしたい。 

 

３．議事（ここからは、規則により議長が進行） 

 

（１）報告第１号 第 59回全国社会教育研究大会北海道大会について 

〔事務局〕資料１について説明。 

≪補足説明≫大会の詳細は、全国大会の報告書作成を胆振管内社会教育委員連絡協

議会（以下、「胆社連協」：事務局は伊達市）が担当しているので、２月に開催され

る予定のこの会議（第３回）で原稿段階の報告書で報告できると思います。 

 

（２）報告第２号 平成 28年度社会教育事業報告について 

（３）報告第３号 平成 29年度社会教育事業計画について（進捗状況報告） 



〔議 長〕関連がありますので、報告第２号の平成 28年度社会教育事業報告と報告第 

３号の平成 29年度社会教育事業計画について、一括して説明をお願いします。 

〔事務局〕平成 29年度事業も半数以上が終わっていることから、説明については平成 

28年度事業報告と平成 29年度事業計画を並行して行います。資料２と資料３の１ペ

ージ目をご覧ください。・・・・・ 

≪補足説明≫ 

◆社会教育委員関係事業については、平成 28～29年度の胆社連協事務局が伊達市で

あるため、伊達市社会教育委員会議の議長が胆社連協会長と北海道社会教育委員連

絡協議会の理事に就任しているため、例年に比べると出張が増えている。 

◆生涯学習事業の「マイプラン・マイスタディ事業」は、従来は補助対象経費の２

分の１で上限を 25,000円としていたものを、平成 28年度から「補助対象経費の２

分の１」というのを撤廃したため、講演料 25,000円の講師を呼んだ場合、平成 27

年度までは 12,500円の助成であったものが、平成 28年度からは 25,000円全額が助

成となり、大変利用しやすくなっています。 

◆平成 29年度から新規事業ということで実施している放課後子ども教室については 

将来的には全小学校で実施予定であるが、学習指導員等の有償ボランティアスタッ

フを如何にして集めるかが課題であるので、社会教育委員の方々にもご協力をお願

いすることになる。 

◆平成 29年度事業計画の歴史事業「スタートアップ講演会」については、１回目が

59名と低調であった。歴史文化ミュージアムの開館まであと１年半であり、３月に

開催する２回目について、もっとＰＲしていきたい。 

 ◆平成 29年度事業計画の青少年事業「第３回だてっ子遊び・学びの教室」について 

は、文化財係の協力もあり、盛況に開催することができた。 

◆親子体験教室（親子クッキング）は大変好評で、毎年抽選で参加者を決定している。 

◆スポーツ事業のハーフマラソン大会だが、任意団体である地域開発研究会が中心と 

なって開催してきたが、大会規模が大きくなってきたことと団体構成員の高齢化して 

きたことから、平成 30年度から生涯学習課が事務局を担当することになる。 

◆図書館事業については、平成 28年度と平成 29年度で大きな変化はありませんが、 

子ども読書まつりでの子ども向け展示では、平成 28年は伊達で見ることができる 

花・虫・鳥の写真展、平成 29年は仕掛け絵本の展示を行い、だて図書館まつりでは、 

平成 28年は夏目漱石展、平成 29年は小学生時代に学校で作った文集や詩集を集めら 

れる分を展示し好評を得ています。 

 資料には記載しておりませんが、広報紙等による情報配信にも力を入れていきたい 

と思っています。 

〔議 長〕それでは、報告第２号と報告第３号について、質問や意見をお受けします。 

〔委 員〕つどいサークル「ドロップ」として青少年事業の「遊び・学びの教室」をお 

手伝いしているが、今年の遺跡発掘は小学生がすごく興味や関心を示していた。今 

回は青少年事業ということでの歴史学習たったが、文化財係が担当の歴史事業の中 

で小学生を対象とする歴史を学習する事業が無いようであるが。 

〔事務局〕縄文まつりは小学生を対象とした事業でありますが、ほかに出前講座で学校 

に文化財を持って行って授業をしたり、学校で北黄金貝塚を活用した授業を行って 

います。歴史文化ミュージアムができれば、もっと小学生を対象とした事業も増や 

していけると思う。 

〔委 員〕多種多様な事業に取り組んでおられると感心しています。伊達市が「遺跡の 

宝庫」だと知らない子どもが多いので、今回の子どもたちが縄文遺跡の発掘を通じ 

て伊達の歴史や地域の特色について知る機会を得たことは非常に良いと思う。 

 また、子どもたちが小さいうちから本に親しむということでは、ブックスタート 

や図書館まつりはいいと思うが、親に関心を持っていただけなければ小さい子ども 



は一人で図書館まで来られないので、説明でもあった情報配信は重要だと思う。新 

刊案内などは大人も興味を示していただけるのではないか。 

 先ほど、歴史文化ミュージアムを活用した事業の話も出ていましたが、私的には 

どのような事業を行うのかイメージが湧かないのだが。 

〔事務局〕歴史文化ミュージアムの話が出ましたので、先日の新聞報道を含め詳細をご 

報告いたします。 

 まず、開館時期については、当初は平成 30年秋を予定しておりましたが、国か 

らの補助金が予定より低くなり、不足分を市費で賄うには大きかったことから、補 

助金を多くもらうために工期を１年伸ばしました。平成 31年は開基 150年にあた 

ることから春にはオープンさせる予定です。 

 次に開拓記念館ですが、展示・保管している文化財等については、完成するミュ 

ージアムに移す予定ですが、点検や確認、荷造りに相当な日数がかかることから、 

通常の休館期間は 12月１日から２月末までですが、今月末をもって閉館します。 

次にミュージアムの山側にある刀鍛冶と藍染工房がある黎明館についてですが、 

ミュージアムと廊下続きとなることから、ミュージアムの一部となり、黎明館とい 

う名前はなくなるかもしれません。 

 次に、宮尾登美子文学記念館ですが、芸術分野に特化したホールとして内部を改 

装し、ミュージアムの一部とする予定です。来年９月末に閉館し、展示してある物 

で借り物については所有者に返却し、伊達市所有の物については和室に展示コーナ 

ーを設け、ホール部分については、ちょっとした美術館的なものにしようと考えて 

いますが、常時展示ではなく、絵画や書の期間展示や演奏会のほか、芸術家の期間 

限定したアトリエ的な用途も考えています。 

〔委 員〕ミュージアムを活用した社会教育事業の構想はあるのか。 

〔事務局〕２階には記念館で収蔵していた文化財等が展示されますが、１階には多目的 

に使えるホールもありますので、各種展示会や子どもたちを集めた事業を開催する 

ことも可能です。 

〔委 員〕所管は違うでしょうが食育センターを活用した事業は考えているのか。 

〔事務局〕生涯学習課でも食育センターを活用した事業を考えますが、食育センター自 

身でも事業を考えていると聞いています。 

〔委 員〕ミュージアムの開館が１年延びましたが、長い目で見れば、学芸員の採用や 

育成ほか様々な諸準備にかけられる時間ができたと考えればいいですね。 

〔事務局〕先ほど説明したミュージアムの１階ホールですが、様々な期間展示を頻繁に 

行うようになるはずなので、その企画や運営に学芸員がかなり係わることになるこ 

とから、学芸員はかなり忙しくなると思います。 

〔委 員〕開拓記念館で展示してあった御雛様はミュージアムではどのような展示にな 

るのか。 

〔事務局〕現在は常設展示となっていますが、ミュージアムでは期間展示ということで 

３月に展示することになると思います。伊達市が収蔵している文化財等はかなりあ 

りますので、ミュージアムではお客様が来た時に何かしら違う物が展示されている 

ように頻繁に展示品の入れ替えを行う予定です。 

〔委 員〕外国人観光客もけっこう来られると思うが、洞爺のジオパークではパンフレ 

ットが英語や中国語や韓国語で書いてある。逆発想でやさしい日本語で対応するよ 

うなこともアリなのでは。 

〔事務局〕多言語対応については、専用アプリによりスマートホンやパッドで解説が表 

示できるように考えている。ボランティアガイドも配置する予定ですが、バイリン 

ガルではないので、必然的にやさしい日本語での説明になる。 

〔委 員〕北黄金貝塚には外国人の方は来るのか。また、来た時の対応はどのようにし 

ているのか。 



〔事務局〕修学旅行の様に多くの方が一度に来ることはないが、マレーシアやインドネ 

シア、中国の方がたまに来られる。あと、世界遺産登録を目指しているので、関係 

者の外国の方が来られている。今後、世界遺産に登録されれば、ますます外国の方 

が多く来られると思うが、縄文遺跡の物の説明は見たままなので、あまりくどい説 

明は必要なく、キャプションに絵をたくさん使用しているので、子どもや外国の方 

でも理解できるように工夫している。 

 むしろ武家文化財の説明の方がむずかしいので、ミュージアムでは工夫していき 

たいと考えている。 

〔委 員〕白老に新しくアイヌの博物館ができるが、外国人観光客を如何にして呼び込 

むかということも考えていかなければならないと思うが。 

〔事務局〕最近、初心者マーク等ではない見慣れないマークを付けた車を見ることがあ 

りますが、あれは外国人が運転しているというマークでレンタカー屋が付けている 

ものです。最近はレンタカーを借りて観光する外国人も多いので、近隣市町の観光 

施設等に伊達市のパンフレットも配架してもらい、おこぼれという訳ではないが集 

客を図っていきたいと思っている。 

〔議 長〕ほかに何か質問や意見等はありますか。 

〔図書館長〕会議資料とは別にお配りした「2017年度版伊達市立図書館概要」につい 

て説明いたします。今までも図書館概要は作っていたのですが、他の図書館や教育 

委員等の関係機関にしか配付していませんでした。今回は市民にも判りやすいよう 

リニューアルし、市の施設での配架やホームページでも公開しています。来年度以 

降も、より市民の方に判りやすいように改善していきたいと思っていますので、今 

日ということではありませんが、お気づきの点がありましたらご指摘やご意見をい 

ただければと思っています。 

〔議 長〕先ほど子どもの読書離れや親への情報配信の重要性についての話も出ていま

したが、今後も工夫して取り組んでいただければと思います。他に無いようであれ

ば事務局の方から今後の会議日程等についてお願いします。 

〔事務局〕次回会議は予算の内示が出た来年２月中旬から下旬に開催したいと思ってい

ます。内容につきましては、平成 30年度事業計画について皆様にお示しすること

がメインとなります。また、本日の話の中で出てきました歴史文化ミュージアムで

すが、これからパブリックコメントを行い、３月議会に条例提出の予定でおります

ので、ミュージアムに関しても更に詳しい説明をする予定です。 

〔議 長〕以上で第２回社会教育委員会議を終了いたします。 

 

 



 
 

平成２９年度 
第２回伊達市社会教育委員会議 

 
 

日時 平成２９年 １１月 １日（水）午後６時３０分～ 

会場 伊達市役所第２庁舎 ２階 会議室１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊 達 市 教 育 委 員 会 



会 議 次 第 
 
 
１．開    会  伊達市教育委員会  社会教育係長 齋 藤   努 
 
２．開会あいさつ  伊達市教育委員会  生涯学習課長 山 根 一 志 

                                         

                                         
 
３．議事 
 
（１）報告第１号 第５９回全国社会教育研究大会北海道大会について 
                                         
                                         
 
（２）報告第２号 平成２８年度社会教育事業報告について 

                                         
                                         

 
（３）報告第３号 平成２９年度社会教育事業計画について（進捗状況報告） 

                                         

                                         
 

４．平成３０年度社会教育事業計画策定にあたっての意見交換 

                                         
                                         

                                         
                                         
                                         

                                         
 

５．そ の 他 

                                         
                                         
 
６．閉   会 
 



【参加者名簿】 
〔社会教育委員〕 

氏  名 就任年月日 備   考 

議 長 
小 林 浩 路 平成２７年 ５月 １日 元教育部指導室指導員 

副議長 
森   美 洋 平成１７年 ５月 １日 元伊達市地域子ども会育成連絡協議会 会長 

青 木 一 也 平成２８年 ６月 １日 伊達市ＰＴＡ連合会 会長 

伊 藤 成 子 平成１９年 ５月 １日 つどいサークル「ドロップ」代表 

笠 井 由喜子 平成２７年 ５月 １日 元不登校対策訪問アドバイザー 

北 越 政 則 平成２９年 ５月 １日 元青少年指導センター指導員 

吉 瀬 献 策 平成２８年 ５月 １日 北海道伊達緑丘高等学校 校長 

小 谷 洋 史 平成１９年 ５月 １日 伊達 favoriteCLUB 顧問 

佐 藤   誠 平成２８年 ６月 １日 伊達市文化協会 事務局長 

成 田 浩 司 平成２８年 ５月 １日 伊達小学校 校長 

早 坂   真 平成２９年 ５月 １日 伊達青年会議所 理事長 

渡 邊 ひとみ 平成２７年 ５月 １日 伊達市スポーツ推進委員 副会長 

 
 
〔伊達市教育委員会〕 

所  属 氏  名 

生涯学習課長 山 根 一 志 

図書館長 浅 水 まゆみ 

社会教育係長 齋 藤   努 

社会教育係主査 佐 藤 悟 史 

文化財係長 青 野 友 哉 

青少年・体育係長 深 田 千 博 



〔資料１〕 

 

 

 

第５９回全国社会教育研究大会北海道大会について 
 

 

期 日：平成２９年９月１１日（月）～１３日（水） 

会 場：札幌コンベンションセンター 

参加者：小林議長、森副議長、伊藤委員、北越委員、小谷委員、齋藤係長、佐藤主査 

    ※齋藤係長、佐藤主査が運転する公用車出張 

 

 

◎大会概要 

  この大会については、毎年開催されている北海道社会教育研究大会と北海道社会教育委員長等研 

修会も兼ねて開催された。 

初日は全国社会教育委員連合の理事会と全国社会教育研究大会の最終実行委員会が開催され、二 

日目が開会アトラクション（江差追分）→開会行事→全国表彰→記念講演（民間ロケットの植松氏） 

→パネルディスカッション→閉会行事が行われ、三日目は分科会（６分科会）が行われた。 

◆総参加者数１，０２７名（うち道内参加者７８６名） 

 

 

◎初 日 

  実行委員である小林議長と佐藤主査が先発隊として札幌に入り、最終実行委員会に出席した。 

   

  

◎二日目 

  後発隊の森副議長、伊藤委員、北越委員、小谷委員、齋藤係長が会場に到着。先発隊と合流し、 

午後から開催のアトラクションほか一連の行事に参加した。 

 

 

◎三日目 

  それぞれが希望分科会の会場で分科会に参加した。 

分科会自体は６名１グループで行われ、各グループで自己紹介のあとテーマに沿ったフリートー 

クが行われ、責任者（座長）が指名した数グループが発表を行った。（各分科会とも、ほぼ正午に終 

了）その後、各車両に分乗し伊達に帰る。 



担当課・係

事業名

開催日 出席者 備　考

H28.04.14
中澤議長
齋藤係長

H28.04.22 中澤議長

H28.05.18
中澤議長
森副議長
齋藤係長

H28.06.13 中澤議長

H28.06.14 中澤議長

H28.06.28
出席委員11名
欠席委員 1名
市 教 委 8名

H28.07.07～
H28.07.08

中澤議長
齋藤係長

H28.10.13～
H28.10.14

中澤議長
齋藤係長

H28.10.18
出席委員10名
欠席委員 2名
市 教 委 8名

H28.11.30
中澤議長
小林・青木委員
※市教委事務局

H29.02.15
出席委員 9名
欠席委員 3名
市 教 委 7名

H29.02.20 中澤議長

〔資料２〕
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１泊２日

第３回
伊達市社会教育委員会議
（伊達市役所第２庁舎）

①全国社会教育研究大会進捗状況報告
②H29社会教育事業計画

北海道社会教育委員連絡協
議会第５回理事会
（札幌市：かでる２・７）

①H28事業報告、決算見込報告
②H29活動方針(案)
③H29事業計画(案)及び予算(案)

第５７回北海道社会教育研
究大会兼第４回道社連協理
事会（富良野市）

①次年度の委員長等研修会及び北海
道社会教育研究大会の開催について
⇒全国大会と兼ねる。
②道社連協60周年記念誌について

第２回
伊達市社会教育委員会議
（伊達市役所第２庁舎）

①H28事業進捗状況報告
②H29事業計画策定に向けた意見
聴取・・・等

胆振管内社会教育委員連絡
協議会表彰式・研修会
（カルチャーセンター）

胆社連協、胆振管内社教主事会、教
育委員会連絡協議会による合同研修
会。午前中に胆社連協表彰式、午後
から講演会と分科会を行う。

全国社会教育研究大会第４
回実行委員会
（札幌市：かでる２・７）

進捗状況の確認等

第１回
伊達市社会教育委員会議
（伊達市役所第２庁舎）

①委嘱状の交付
②H28事業計画・・・等

全国社会教育研究大会第３
回実行委員会
（札幌市：かでる２・７）

室蘭市と協議し、H28～29年度胆社連協
会長に就任予定の中澤議長が出席
※胆社連協総会前のため。

平成２８年度　社会教育事業実績

生涯学習課社会教育係

【社会教育委員関係事業】

事業名
（会場）

事業概要

第３６回北海道市町村社会
教育委員長等研修会
（札幌市：かでる２・７）

①基調講演
②分科会・・・等

北海道社会教育委員連絡協
議会第１回理事会及び総会
（札幌市：かでる２・７）

①H27事業報告(決算)
②H28事業計画(予算)
※社連協評議員として中澤議長が総
会のみ出席。

胆振管内社会教育委員連絡
協議会役員会及び総会
（室蘭市役所）

①H27事業報告(決算)
②H28事業計画(予算)
※次期胆社連協会長就任予定の中澤議長
と理事に就任予定の森副議長が出席

北海道社会教育委員連絡協
議会第２回理事会
（札幌市：かでる２・７）

①H28道表彰決定　②H28全国表彰推薦
③委員長等研修会の開催内容協議
④全社教連の緊急提言



担当課・係

事業名

開催日 参加者数 備　考

H28.04.15
H28.04.19

10

H28.06.02
H28.06.09
H28.06.16
H28.06.23
H28.06.30

13

H28.06.06
H28.06.13
H28.06.20
H28.06.27

10

H28.09.07
H28.09.14
H28.09.21
H28.09.28

12

H28.10.06
H28.10.13
H28.10.20

8

H28.11.07
H28.11.14
H28.11.21

18

H28.11.17
H28.11.24
H28.12.01
H28.12.08

9

H28.12.03 25

H28.06.29 35

H28.07.14 25

H28.08.18 14

H28.09.30 40

H28.10.21 17

市民講座〔第４講座〕
（カルチャーセンター）

「はじめての着物の生地を使っ
た小物づくり講座」（全４回）

市民講座〔第５講座〕
（カルチャーセンター）

市民講座〔第３講座〕
（カルチャーセンター）

「木を使った小物づくり講座」
（全４回）

平成２８年度　社会教育事業報告

生涯学習課社会教育係

【生涯学習事業】

事業名
（会場）

事業概要

市民講座〔第１講座〕
（カルチャーセンター）

「春からの野菜づくりビギナー
講座」（全２回）

だて市民カレッジ〔第５講座〕
（カルチャーセンター）

「なぜ？なに？日本国憲法」
講師：札幌学院大学法学部教授
      伊　藤　雅　康　氏

「笑う門には福来る！～笑いヨ
ガで心も体も健康に～」
（全３回）

市民講座〔第６講座〕
（カルチャーセンター）

「おいしいコーヒーを淹れてみ
ませんか？」（全３回）

市民講座〔第７講座〕
（カルチャーセンター）

「ペーパーをレースのように華
やかに～パーチメントクラフト
講座」（全４回）

市民講座〔第８講座〕
（カルチャーセンター）

「ひとあし早く！手作りのお正
月飾り」（全１回）

だて市民カレッジ〔第４講座〕
（カルチャーセンター）

「伊達市の歴史を読み直す」
講師：噴火湾文化研究所学芸員
　　　伊　達　元　成　氏

市民講座〔第２講座〕
（カルチャーセンター）

「伊勢物語～平安貴族の世界に
ふれる～」（全５回）

だて市民カレッジ〔第１講座〕
（カルチャーセンター）

「フルートとともに歩む」
講師：フルート奏者
    　大　島　さゆり氏
※講演及びフルート演奏
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だて市民カレッジ〔第２講座〕
（市バスによる見学研修）

「豊かな米と清流日本一のまち
を訪れて」蘭越町：貝の館、
フィッシュ＆名駒

だて市民カレッジ〔第３講座〕
（カルチャーセンター）

「地域の活性化について」
講師：㈱伊達観光物産公社
代表取締役 大 坪 鐵 雄　氏



担当課・係

事業名

開催日 参加者数 備　考

発H28.08.25
帰H28.08.28

2 ３泊４日

H28.09.24 70

H28.11.10 20 市バス

H29.03.08～
H29.03.13

  　　 －

通年
（学生数）
  伊達 227
  有珠  15

通年
4件

207人
85,000円

通年
102回

3,303人

◎伊達長生大学
　　活動拠点：カルチャーセンター
◎有珠長生大学
　　活動拠点：有珠白鳥館
◎年間２１日の学習日
　〔午前：講演、午後：実技〕
◎学習日の他に、修学旅行、見学旅
行、運動会、学芸発表会、ボラン
ティア活動等を行う。

胆振女性リーダー養成研修
（埼玉県比企郡嵐山町：国
立女性教育会館）

男女共同参画推進フォーラムに
市民２名を派遣
開催期間：8/26～8/28

男女共同参画社会づくり講演
会（カルチャーセンター）

演題：「可能性へのチャレンジ
　　　　　　　～感謝を行動で～」
講師：元サッカー女子国際審判員
　　　大　岩　真由美　氏

女性プラザ祭
（札幌市：かでる２・７）
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マイプラン・マイスタディ
事業

会員５名以上の市民団体（政
治、宗教、営利団体を除く）
が、参加者を広く一般募集する
講演会等を開催する場合、講師
に対する謝礼金を市が上限
25,000円負担する。

宅配講座

「わかりやすい市民参加条例」
講座等、全５１講座があり、市
民５名以上が参加する勉強会等
に市職員を講師として派遣する
事業。

参加市民を募集し、札幌市で開
催される女性プラザ祭に参加

平成２８年度　社会教育事業報告

生涯学習課社会教育係

【生涯学習事業】

事業名
（会場）

事業概要

男女共同参画パネル展
（カルチャーセンター）

カルチャーセンターロビーにて
パネル展を開催

伊達市長生大学



担当課・係

事業名

開催日 参加者数 備　考

H28.06.25 23

H28.08.20 23

H28.10.08 24

H28.11.12 36

H28.09.02～
H28.09.04

参加団体14
来場者 693

H28.10.01～
H28.11.27

参加団体37
来場者  －

H28.08.23 953 引率含む

H28.08.25 922 引率含む

H28.09.15 937 引率含む

H28.07.21 456

H28.10.16 479

通年 49

H28.07.30
H28.08.02～03
H28.08.25～31
H28.09.04

39

H28.08.19～
H28.08.20

４人＋１組

H28.08.21 233

平成２８年度　社会教育事業報告

生涯学習課社会教育係

【文化芸術事業】

事業名
（会場）

事業概要

第３８回小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

宮尾文学作品の朗読会
随筆集『女のあしおと』より
「浮き沈み５０年」前編

第３９回小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

随筆集『女のあしおと』より「浮き
沈み５０年」後編

岩崎淑（ピアノ）、高橋和歌（ヴァ
イオリン）、民谷加奈子（ヴィオ
ラ）の３人によるコンサート

宝くじ文化公演（演劇）
「ザ・フルーツ」
（カルチャーセンター）

約４００万円の公演料の全額を
自治総合センターが補助。市負
担は公演料以外の費用のみ。チ
ケット売り上げの５０％を自治
総合センターに納める。

リアリズム絵画セミナー
（アートビレッジ文化館）

芸術監督野田弘志画伯、永山優
子氏、外部より講師を招聘しリ
アリズム絵画を志す人を対象と
した絵画指導。全４講座。

伊達音楽アカデミー
（カルチャーセンター）

ピアニスト岩崎淑氏を講師に迎
えピアノ独奏、他の楽器とのア
ンサンブルに関する方への指導
レッスンを一般公開

ヨーロッパ３００年を奏で
る室内楽の夕べ
（カルチャーセンター）

着物に関する短編随筆５編

第４１回小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

夫婦と母子に関する短編随筆各
１編と伊達市民吹奏楽団(２名)
によるミニ演奏会

市民サークルまつり
（カルチャーセンター）

市民サークルの作品展示等

市民総合文化祭
（カルチャーセンター他）

◎文化関連団体の作品展示
◎市民音楽祭
◎ふるさと芸能まつり・・・等

巡回小劇場〔中学生〕
（カルチャーセンター）

㈱スノー・ボール
「クラシックってすばらしい！
本物を学ぼうコンサート」

第４０回小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

巡回小劇場〔小：低学年〕
（カルチャーセンター）

㈲パフ・ファミリーオフィス
「いきいきわくわく音楽祭」

絵画教室『野田・永山』塾
（アートビレッジ文化館）

野田弘志画伯、永山優子氏によ
る小、中、高校生、大人を対象
とした絵画指導を通年で実施
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巡回小劇場〔小：高学年〕
（カルチャーセンター）

㈱四季（劇団四季）
「エルコスの祈り」

西いぶり定住自立圏文化公演
人形浄瑠璃「文楽」
（登別市市民会館）

西いぶり定住自立圏文化事業と
して３市持ち回りで開催してい
る文化公演事業。
※昼夜の２公演：2,500円/１公演



担当課・係

事業名

開催日 参加者数 備　考

H28.11.02 50

H28.05.21
H28.07.23
H28.09.24
H28.11.26

80

植樹
 H28.09.24
収穫祭
 H28.10.17

16

H28.08.27～
H28.08.28

17

H28.08.27～
H28.08.28

1,000

H28.08.27～
H28.08.28

420

H28.10.14
H28.10.17

138

H28.04.23 9,824

H28.05.03～
H28.05.05

1,319

H28.08.06 235

H29.03.03 298

H28.04.29～
H28.05.01

908

H28.12.15 53

H28.12.17 80

H28.04.18～
H28.04.22

20

H29.02.11～
H29.02.12

21

H29.03.11 59

H28.10.01 35

【歴史事業】

事業名
（会場）

事業概要

平成２８年度　社会教育事業報告

生涯学習課文化財係

文化財防火デー
（善光寺・三戸部家住宅）

重要文化財を火災から守るため
の消防訓練

新・縄文ロビー講座
（史跡北黄金貝塚公園）

縄文文化の内容と発掘調査の最新情
報を提供する講座（４回）

縄文の森づくり
（史跡北黄金貝塚公園）

縄文の森づくりを行う事業の植
樹・収穫祭（２回）

縄文キャンプ
（史跡北黄金貝塚公園）

石器づくりや竪穴住居での宿泊
をとおし、縄文文化を学ぶ。

だて噴火湾縄文まつり
（カルチャー・北黄金貝塚）

縄文文化を学び、楽しむイベントと
して実施

北黄金貝塚特別展
（史跡北黄金貝塚公園）

「北黄金貝塚のおかしなドッ
キー展」を開催

緑丘高校縄文学習（緑丘高・
史跡北黄金貝塚公園）

緑丘高校の敷地内の遺跡や市内
の遺跡について学習

考古学カフェ２０１６（札幌
駅前通り地下歩行空間）

北海道縄文のまち連絡会の主催
で道内の遺跡を札幌で紹介

端午の節句展
（迎賓館）

亘理伊達家中の甲冑の展示とレ
プリカ甲冑の着付け

七夕まつり
（迎賓館）

市有形文化財の迎賓館を活用
し、七夕イベントを行う
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若生貝塚発掘調査
（若生貝塚）

科研費事業で行う縄文遺跡の調査

動物考古学セミナー
（伊達市噴火湾文化研究所）

動物標本を用いて貝塚から出土した
魚や動物の種類を鑑定する。

科研費成果報告会
（カルチャーセンター）

向有珠町の発掘調査についての
公開シンポジウム

ひな祭り
（伊達市開拓記念館）

雛人形を鑑賞する無料開放日

スタートアップ展示
（伊達市開拓記念館）

洛中洛外図屏風亘理伊達本の一
般公開

スタートアップ講演会
（消防防災センター）

市に文化財を寄贈した東北大名
誉教授の磯部氏による講演会

学術連携講演会
（カルチャーセンター）

東北大学と連携した講演会

柿渋プロジェクト
（市役所通り商店街）

市役所通りの柿の街路樹から塗料や
染料となる柿渋を作る体験



担当課・係

事業名

開催日 参加者数 備　考

H28.06.23 55

H28.07.26 27

H28.10.01 40

H28.11.05 56

H28.12.03 53

H29.02.18 18

H28.08.01～
H28.08.02

22

H28.07.27～
H28.07.29

3

H28.08.03～
H28.08.05

4

H28.11.27
16組
32人

H29.01.08 273

H29.01.28 40
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親子体験教室「親子クッキ
ング」（保健センター）

親子での体験事業
デコレーションケーキづくり

成人式
（カルチャーセンター）

市民憲章朗読、成人の誓い、ビデオ
レター、バンドコンサートなど。

あそびましておめでとう
（みらい館）

昔遊び、ニュースポーツ、レク
リエーションを楽しみ、お雑煮
を食べる。

第６回
だてっ子遊び・学びの教室
（カルチャーセンター）

≪いっぱい集まると何に
見える？≫
折込チラシを使ったアートな作
品づくり。

青少年の体験活動推進事業
「ジュニアリーダーコー
ス」（ネイパル森）

胆振教育局の主催事業で高校生
３名を派遣した。

第20回姉妹・歴史友好都市
シニアリーダー研修・交流
会（宮城県亘理町）

亘理町・山元町・柴田町・新地町・
伊達市のシニアリーダーが一堂に会
し体験研修し、交流する。

だてジュニア美術セミナー
（消防防災センター）

≪だてジュニア美術セミナー≫
鉛筆・水彩デッサンの体験教室

生涯学習課青少年・体育係

【青少年事業】

事業名
（会場）

事業概要

第１回
だてっ子遊び・学びの教室
（カルチャーセンター）

≪「お茶」と「お話し」を
楽しもう≫
お茶や菓子を楽しみ、昔話や童話な
どのお話しを聞く。

第２回
だてっ子遊び・学びの教室
（開拓記念館周辺）

≪伊達の開拓期をほんの少し
体験しよう≫
明治の伊達開拓当初の生活をほんの
少し体験する。

第３回
だてっ子遊び・学びの教室
（なないろ児童館）

≪心ときめく小さな音楽会≫
声楽、リコーダー、チェロ、ピアノ
など音楽を体験する。

第４回
だてっ子遊び・学びの教室
（関内小学校）

≪夜空いっぱいに輝くたくさん
の★をみませんか≫
天体望遠鏡で星空を見て楽しん
でもらう。

第５回
だてっ子遊び・学びの教室
（旭町児童館）

平成２８年度　社会教育事業報告

≪クリスマスの飾りづくり≫
クリスマスリースを作る。



担当課・係

事業名

開催日 参加者数 備　考

H28.04.17 4,061

H28.06.26 322

H29.02.12 494

-7-

事業名
（会場）

事業概要

第17回おおたき国際ノル
ディックウォーキング大会
（大滝総合運動公園）

12㎞、6㎞、3㎞

第27回おおたき国際スキー
マラソン大会
（大滝総合運動公園）

15㎞、7㎞、5㎞、3㎞

生涯学習課青少年・体育係

【スポーツ事業】

第29回春一番伊達ハーフマ
ラソン大会（メイン会場：
だて歴史の杜公園）

ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞、車い
す、小学生駅伝

平成２８年度　社会教育事業報告



担当課・係

事業名

開催日 参加者数 備　考

H28.04.23～
H28.05.15

期間計
　 　3,330

H28.06.17～
H29.03.24

  　　 －
10校
92冊

H28.07.01～
H28.08.09

期間計
　　 　142

H28.07.21 27 市バス

H28.07.29 8

H28.10.21～
H28.11.06

期間計
　 　2,476

H29.02.18
応募　 192
表彰    57

毎月第1
土曜日

延べ
　　　 133

保護者含

毎月第2.4
水曜日

延べ
       579

保護者含

毎月第2,4,5
土曜日

延べ
　　　 477

保護者含

各文庫
年2回入替

  　　 －

毎月1回
乳幼児健康
栄養相談日

延べ
　　　 225

5日間の
1クールを

年3回
7,10,2月

延べ
      　81
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ブックスタート
(保健センター）

ブックスタート・ステップ
(図書館)

平成２８年度　社会教育事業報告

【図書館事業】

子ども読書まつり
(図書館)

七夕飾りづくり
(図書館)

夏休み子ども工作教室
(図書館)

だて図書館まつり
(図書館)

保健センターで実施する乳幼児
健康栄養相談（１歳児対象）の
際に、絵本の読み聞かせ及び絵
本の配付を実施。

２歳児を対象とした絵本の読み
聞かせ及び絵本の配付を実施。

子ども映画会
(図書館)

小学校低学年向けの工作教室を
実施

地域文庫配本
(各地域文庫5箇所）

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手
遊び等を実施

文学散歩
(札幌市)

図書館業務係

子ども一日司書、子ども向け展
示他

長さ4.5ｍの笹を設置し、子ども
達が期間中書いた短冊を飾る。

伊東文庫巡回事業
(市内全小学校)

伊東氏からの寄贈児童書を各小
学校(10校)に3週間程度巡回

事業名
（会場）

事業概要

北海道立文学館、北海道立近代
美術館見学。

大人向けお話会、読書クイズ、
おすすめ本展示他

小学生の部入賞者の表彰及び代
表3名による発表

絵本の読み聞かせ会
(図書館)

子ども向け映画会の上映

各地域文庫へ半年毎に250冊を配
本し、配架する。

小中学生読書感想文・感想
画表彰式(図書館)

おはなし会
(図書館)

小学校低学年向けのおはなし、
絵本の読み聞かせ等を実施



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.05.16
出席委員10名
欠席委員 2名
市 教 委 8名

実施済

H29.11.01 （全委員）

H30.02.下 （全委員）

H29.04.20
小林委員
齋藤係長

実施済

H29.06.12
小林議長
齋藤係長

実施済

H30.02.未
（予定）
小林議長

H29.05.17
小林議長
森副議長

実施済

H29.09.11
～H29.09.13

11～13(２泊)
小林議長
佐藤主査
12～13(１泊)
森副議長
伊藤、小谷、
小林委員
齋藤係長

実施済

H29.12.上
（予定）
小林議長
佐藤主査

― ― ―

― ― ―

〔資料３〕
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北海道社会教育委員連絡協
議会第１回理事会及び総会
（札幌市：かでる２・７）

胆振管内社会教育委員連絡
協議会役員会・総会
（カルチャーセンター）

第５９回全国社会教育研究
大会北海道大会（札幌コン
ベンションセンター）

◎平成２８年度事業報告・決算
◎平成２９年度事業計画・予算
◎永年勤続表彰

社会教育委員の４割の動員要請
により５名が参加。伊達社教委
議長は大会の実行委員でもある
ことから初日から参加。他の４
名は２日目から参加。

◎平成２８年度事業報告・決算
◎平成２９年度事業計画・予算
※議長→胆社連協会長→道社連協理事

北海道社会教育委員連絡協
議会第３回理事会
（札幌市：かでる２・７）

（予定内容）
◎平成２９年度事業報告・決算見込み
◎平成３０年度活動方針(案)
◎平成３０年度事業計画(案)・予算(案)

北海道社会教育委員連絡協
議会第２回理事会
（札幌市：かでる２・７）

◎平成２９年度道表彰決定
◎平成２９年度全国表彰推薦

（同上）
第５７回北海道社会教育研
究大会

第５９回全国社会教育研究大会
と兼ねて開催することとし、独
自開催は行わない。

第３７回北海道市町村社会
教育委員長等研修会

全国大会への参加を研修と位置
付け開催しないこととなった。

胆振管内社会教育委員連絡
協議会研修会

報告書作成に関する最終打合。
全国社会教育研究大会北海
道大会報告書作成打ち合わ
せ(札幌市：かでる２・７)

平成２９年度　社会教育事業計画

【社会教育委員関係事業】

事業名
（会場）

第１回
伊達市社会教育委員会議
（伊達市役所第２庁舎）

第３回
伊達市社会教育委員会議
（伊達市役所第２庁舎）

生涯学習課社会教育係

事業概要

◎委嘱状の交付
◎議長、副議長の選出
◎平成２９年度事業計画報告

◎平成３０年度事業計画報告

第２回
伊達市社会教育委員会議
（伊達市役所第２庁舎）

◎事業進捗状況報告
◎次年度事業計画策定に向けた
　意見交換



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.04.19
H29.04.21

12 実施済

H29.05.18
H29.05.25
H29.06.01
H29.06.08
H29.06.15

10 実施済

H29.06.13
H29.06.20
H29.06.27

10 実施済

H29.09.07
H29.09.14
H29.09.21
H29.09.28

15 実施済

H29.10.18
H29.10.25

15 実施済

H29.10.23
H29.10.30
H29.11.06
H29.11.13

19

H29.11.10
H29.11.17
H29.11.24
H29.12.01

15
都合によ
り中止

H29.12.09 20

H29.06.03 34 実施済

H29.07.21 25 実施済

H29.08.20 11 実施済

H29.09.03 26 実施済

H29.09.30 25 実施済

だて市民カレッジ〔第１講座〕
（カルチャーセンター）

「楽しみのある生き方」
講師：作曲家 木 村 雅 信　氏

平成２９年度　社会教育事業計画

生涯学習課社会教育係

【生涯学習事業】

事業名
（会場）

事業概要

市民講座〔第１講座〕
（カルチャーセンター）

「春からの野菜づくりビギナー
講座」（全２回）

市民講座〔第２講座〕
（カルチャーセンター）

「伊勢物語～平安貴族の世界に
ふれる～第弐の巻」（全５回）

市民講座〔第３講座〕
（カルチャーセンター）

「亜麻をつむぐ～亜麻色の繊維
の魅力～」（全３回）

市民講座〔第４講座〕
（カルチャーセンター）

「やさしい毛筆を楽しみましょ
う！」
（全４回）

市民講座〔第５講座〕
（カルチャーセンター）

「終活『エンディングノートを書い
て安心した人生を』」
（全２回）

市民講座〔第６講座〕
（カルチャーセンター）

「おいしいコーヒーを淹れてみ
ませんか？」（全４回）

市民講座〔第７講座〕
（カルチャーセンター）

「これだけ知っておけばOK！～ビー
ズアクセサリーのキホンの“き”」
（全４回）

市民講座〔第８講座〕
（カルチャーセンター）

「おしゃれなオリジナルお正月飾り
を作りましょう！」（全1回）

だて市民カレッジ〔第５講座〕
（カルチャーセンター）

「諦めない心～金メダルまでの道のり
～」講師：アスリート 藤 澤 　舞　氏

だて市民カレッジ〔第２講座〕
（市バスによる見学研修）

「胆振の魅力を再発見！～白老とア
イヌの歴史～」（訪問先：白老町）

だて市民カレッジ〔第３講座〕
（カルチャーセンター）

「伊達の生産現場から見た国際交渉
について」講師：伊達市農業協同組
合代表理事組合長 佐 藤 　哲　氏

だて市民カレッジ〔第４講座〕
（カルチャーセンター）

「教員生活と知里幸恵銀のしずく記
念館」講師：知里幸恵銀のしずく記
念館 館長 金 崎 重 彌　氏
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担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

発H29.08.24
帰H29.08.27
（３泊４日）

2 実施済

H29.09.24 29 実施済

H29.11.9 30 市バス

H30.03.上   　　 － １週間程度

通年
（学生数）
  伊達 247
  有珠  15

H29.06.07
開設

～H29.03.31

西小学校
児童数 352

登録　　75

通年

（予算）
５件分
 125,000円
※１件上限
　25,000円

通年   　　 －

マイプラン・マイスタディ
事業

会員５名以上の市民団体（政
治、宗教、営利団体を除く）
が、参加者を広く一般募集する
講演会等を開催する場合、講師
に対する謝礼金を市が上限
25,000円負担する。

宅配講座

「わかりやすい市民参加条例」
講座等、全５１講座があり、市
民５名以上が参加する勉強会等
に市職員を講師として派遣する
事業。

演題：「アナウンサーの仕事と
　　　家庭・子育て」
講師：鶴　羽　佳　子　　氏
　　　元北海道放送アナウンサー
　　　現北海道教育委員会委員

女性プラザ祭
（札幌市：かでる２・７）

参加市民を募集し、札幌市で開
催される女性プラザ祭に参加

平成２９年度　社会教育事業計画

生涯学習課社会教育係

【生涯学習事業】

事業名
（会場）

事業概要

胆振女性リーダー養成研修
（埼玉県比企郡嵐山町：国
立女性教育会館）

男女共同参画推進フォーラムに
市民２名を派遣
開催期間：8/25～8/27

男女共同参画社会づくり講演
会（カルチャーセンター）

男女共同参画パネル展
（カルチャーセンター）

カルチャーセンターロビーにて
パネル展を開催

伊達市長生大学

◎伊達長生大学
　　活動拠点：カルチャーセンター
◎有珠長生大学
　　活動拠点：有珠白鳥館
◎年間２１日の学習日
　〔午前：講演、午後：実技〕
◎学習日の他に、修学旅行、見学旅
行、運動会、学芸発表会、ボラン
ティア活動等を行っている。

放課後子ども教室
（伊達西小学校）

◎事業目的
①放課後における安全安心な居
場所の提供
②地域住民等が参画した学習機
会の提供
③心豊かで健やかに育まれる環
境作り
◎平成２９年度から西小学校で
開設。将来的には全小学校で開
設を予定。
◎低中高学年毎に開設
　→各年間２０日程度
◎全学年での合同教室
　→月１回程度

-3-



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

 H29.07.22
※各回土曜日
  13:30開始

10 実施済

H29.08.19 13 実施済

H29.10.14 12 実施済

H29.11.18
(来場見込)
　      50

H29.09.01～
H29.09.03

874 実施済

H29.10.01～
H29.11.26

(来場見込)
　   8,000

H29.07.11(AM)

H29.07.12(AM)

H29.07.12(PM)

　　 　885

　　 　903

　　 　960

 引率含む

実施済

H29.10.22 1,173 実施済

通年 40

通年 15

H29.08.26～
H29.08.27

10人+1組 実施済

H29.11.29 500

平成２９年度　社会教育事業計画

生涯学習課社会教育係

【文化芸術事業】

事業名
（会場）

事業概要

ミュージック・イン・スタ
イル40周年記念公演岩崎淑
シリーズvol.40
（カルチャーセンター）

-4-

伊達音楽アカデミーで講師を務
めているピアニスト岩崎淑氏と
チェロ岩崎洸氏（淑氏の弟）・
ヴァイオリン岩崎潤氏（淑氏の
甥）によるコンサート

第44回小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

長編小説「きのね」より『聖母
子』（前編）の朗読

第45回小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

長編小説「きのね」より『聖母子』
（後編）の朗読と、伊達高校吹奏楽
局によるミニコンサート

西いぶり定住自立圏文化事
業（室蘭市文化センター）

西胆振６市町による文化事業で、開
催は３市輪番。
〔内容〕札響コンサート

第42回小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

大島信三著：宮尾登美子評伝
「宮尾登美子遅咲きの人生」
最終章『姉御がゆく』の朗読

第43回小さな朗読会
（宮尾登美子文学記念館）

随筆集「もう一つの出会い」よ
り短編５編とあとがきを朗読

ピアニスト岩崎淑氏を講師に迎
えピアノ独奏、他の楽器とのア
ンサンブルに磨きをかけようと
する方を指導、レッスンを一般
公開する

市民サークルまつり
（カルチャーセンター）

市内サークル団体15団体が参加
する作品展示会

市民総合文化祭
（カルチャーセンター）

市内文化団体38団体が参加する総合
文化祭

巡回小劇場
（カルチャーセンター）

市内全小中学校の児童・生徒を
対象とした舞台芸術鑑賞事業。
◎小学校低学年(児童劇)
「ピノッキオの冒険」
◎小学校高学年(児童劇)
「子象物語(小学校Ver)」
◎中学生(児童劇)
「子象物語(中学校Ver)」

絵画教室「野田・永山塾」
（アートビレッジ文化館）

芸術監督野田弘志画伯、永山優
子氏による小、中、高校生、大
人を対象とした絵画指導を通年
で実施

リアリズム絵画セミナー
（アートビレッジ文化館）

芸術監督野田弘志画伯、永山優
子氏、外部より講師を招聘しリ
アリズム絵画を志す人を対象と
した絵画指導を通年で実施

伊達音楽アカデミー
（カルチャーセンター）



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.11.13 50

H29.08.26～
H29.08.27

900 実施済

H29.09.19
H29.09.20

131 実施済

H29.05.20 11,117 実施済

H29.08.05～
H29.08.06

90 実施済

H29.07.09 59 実施済

H30.03.未 200

H29.11.23   　　 －

H29.08.23～
H29.08.25

23 実施済

H30.03.未   　　 －

（当初10月）   　　 － 中　止

（調 整 中）   　　 － 中　止

（当初３月）   　　 － 中　止
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平成２９年度　社会教育事業計画

生涯学習課文化財係

【歴史事業】

事業名
（会場）

事業概要

スタートアップ講演会①
（カルチャーセンター）

文化館建設の周知のための博物
館講座（講師：久留島浩 国立歴
史民俗博物館館長）

七夕まつり
（迎賓館）

市有形文化財の迎賓館を活用
し、七夕イベントを行う。

考古学カフェ２０１７
（札幌駅前通り地下歩行空
間）

北海道縄文のまち連絡会の主催
で道内各地の遺跡を紹介するイ
ベントを札幌市で開催する。

ひな祭り
（伊達市開拓記念館）

雛人形を鑑賞する無料開放日
※記念館で収蔵している宝物等を文
化館への移転させるため、12/1より
閉館。

文化財防火デー
（善光寺・旧三戸部家住宅）

重要文化財を火災から守るため
の消防訓練

だて噴火湾縄文まつり
（史跡北黄金貝塚公園）

縄文文化を学び、楽しむイベン
トとして実施

緑丘高校縄文学習
(緑丘高・史跡北黄金貝塚公
園)

緑丘高校の敷地内の遺跡や市内
の遺跡について学習する。

スタートアップ講演会②
（カルチャーセンター）

文化館建設の周知のための博物
館講座（講師：未定）

科研費事業成果報告会
（開催地未定）

北海道博物館との共催によるカ
ムイタプコプ下遺跡の発掘調査
の成果報告会

学術連携講演会（東北大学
東北アジア研究センター）

東北大学と連携した講演会
（H29年度は仙台市で開催）

カムイノミ・イチャルパ祭
（噴火湾文化研究所）

噴火湾文化研究所内で保管している
古人骨への慰霊のためにアイヌ文化
の伝統儀式を行う。
※祭司急死により中止

動物考古学セミナー
（噴火湾文化研究所）

動物標本を用いて貝塚から出土した
魚や動物の種類を鑑定する。

柿渋プロジェクト
（市役所通り商店街）

市役所通りの柿の街路樹から塗料や
染料となる柿渋を作る体験
※9/18の台風で柿が落ち中止



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.06.24 33 実施済

H29.08.21 25 実施済

H29.09.09 32 実施済

H29.10.28 73 実施済

H29.12.02 30

H30.02.中 30

H29.08.02～
H29.08.04

4 実施済

H29.09.30～
H29.10.01

12 実施済

H29.11.26
 12組

24人程度

H30.01.07 300

H30.01.27 30
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平成２９年度　社会教育事業計画

【青少年事業】

事業名
（会場）

第６回
だてっ子遊び学びの教室
（なないろ児童館）

姉妹・歴史友好都市シニア
リーダー研修交流会
（福島県新地町）

生涯学習課青少年・体育係

事業概要

だてジュニア美術セミナー

親子での体験事業
デコレーションケーキづくり

鉛筆による「たまご」のデッサン
講師：NPO法人噴火湾ｱｰﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ
　　　絵画教室『野田・永山塾』
　　　塾長　永山　優子　氏(画家)

市民憲章朗読、成人の誓い、ビデオ
レター、バンドコンサートなど。

≪じぶんだけのどうぶつマスクを
つくろう≫
講師：彫刻家　渡辺　元佳　氏
協力：つどいサークル「ドロップ」

第２回
だてっ子遊び・学びの教室
（カルチャーセンター）

≪「お茶」と「お話し」を
楽しもう≫
※茶道体験の後、童話等のお話し
協力：つどいサークル「ドロップ」
　　　伊達高等学校茶道部
　　　サークル「お話しの森」

成人式
（カルチャーセンター）

親子体験教室
「親子クッキング」
（保健センター）

≪小さな音楽会≫
ロビーコンサート
協力：つどいサークル「ドロップ」他

姉妹・友好都市である、亘理町・山
元町・柴田町・新地町・伊達市の中
高生シニアリーダーが一堂に会し研
修・交流する。

第５回
だてっ子遊び学びの教室
（カルチャーセンター）

≪クリスマスの飾り作り≫
クリスマスツリーの小物飾りやリー
ス作り
講師：松田　美佐子　氏
協力：つどいサークル「ドロップ」他

第３回
だてっ子遊び・学びの教室
（西関内町道道滝之町伊達
線建設現場）

≪だての歴史を学ぼう遺跡発掘体験≫
道路建設現場における遺跡発掘体験
協力：つどいサークル「ドロップ」
      文化財係（学芸員）
      北海道埋蔵文化財センター

第４回
だてっ子遊び・学びの教室
（関内小学校）

≪秋の夜の星空観察≫
星にまつわる話と反射望遠鏡による
天体観測
講師：久保　武士　氏
協力：つどいサークル「ドロップ」

第１回
だてっ子遊び・学びの教室
（カルチャーセンター）

あそびましておめでとう
（みらい館）

昔遊びやニュースポーツを楽しみ、
お雑煮を食べる。
協力：つどいサークル「ドロップ」
　　　伊達シニアクラブ・長生大学



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.04.16 3,965 実施済

H29.07.02 361 実施済

H30.02.12 600
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第30回春一番伊達ハーフマ
ラソン大会（メイン会場：
だて歴史の杜公園）

ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞、車い
す、小学生駅伝

平成２９年度　社会教育事業計画

生涯学習課青少年・体育係

【スポーツ事業】

事業名
（会場）

事業概要

第18回おおたき国際ノル
ディックウォーキング大会
（大滝総合運動公園）

12㎞、6㎞、3㎞

第28回おおたき国際スキー
マラソン大会
（大滝総合運動公園）

15㎞、7㎞、5㎞、3㎞



担当課・係

事業名

開催予定日
定員又は
予定人数

備　考

H29.04.22～
H29.05.14

期間計
　 　2,886

実施済

H29.06.16～
H30.03.23

  　　 －
10校

122冊

H29.07.01～
H29.08.08

期間計
　　 　186

実施済

H29.07.28 6 実施済

H29.10.20～
H29.11.05

期間計
　 　2,500

H30.02.17
応募　 200
表彰式  60

毎月第1
土曜日

延べ
　　　 120

保護者含

毎月第2.4
水曜日

延べ
       530

保護者含

毎月第2,4,5
土曜日

延べ
　　　 450

保護者含

各文庫
年2回入替

  　　 －

毎月1回
乳幼児健康
栄養相談日

延べ
　　　 223

5日間の
1クールを

年3回
7,10,2月

延べ
       156
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ブックスタート
(保健センター）

ブックスタート・ステップ
(図書館)

平成２９年度　社会教育事業計画

【図書館事業】

事業名
（会場）

子ども読書まつり
(図書館)

七夕飾りづくり
(図書館)

夏休み子ども工作教室
(図書館)

だて図書館まつり
(図書館)

保健センターで実施する乳幼児
健康栄養相談（１歳児対象）の
際に、絵本の読み聞かせ及び絵
本の配付を実施。

２歳児を対象とした絵本の読み
聞かせ及び絵本の配付を実施。

子ども映画会
(図書館)

小学校低学年向けの工作教室を
実施

地域文庫配本
(各地域文庫5箇所）

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手
遊び等を実施

小中学生読書感想文・感想
画表彰式(図書館)

おはなし会
(図書館)

絵本の読み聞かせ会
(図書館)

図書館業務係

子ども向け映画の上映会

各地域文庫へ半年毎に250冊を配
本し、配架する。

小学校低学年向けのおはなし、
絵本の読み聞かせ等を実施

大人向けお話会、読書クイズ、
おすすめ本展示他

事業概要

子ども一日司書、子ども向け展
示他

長さ4ｍの笹を設置し、子ども達
が期間中に書いた短冊を飾る。

伊東文庫・堀内文庫巡回
事業(市内全小学校)

伊東氏、堀内氏からの寄贈児童
書を各校(10校)に3週間程度巡回

小学生の部入賞者の表彰及び代
表3名による発表
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