
様式第２号（第３条関係） 

 

審 議 会 会 議 録 

会 議 名 称 令和元年度 第１回伊達市社会教育委員会議 

議 題 

◎委嘱状の交付 

◎議長・副議長の選任 

◎令和元年度教育行政執行方針について 

◎平成 30年度社会教育事業実績報告について 

◎令和元年度社会教育事業計画について 

開 催 日 時 令和 元 年６月 21日（金）18時 30分から 19時 55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８名、教育委員会職員９名：出席者計 17名 

※欠席委員４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（生涯学習課長） 

 ◆欠席委員についての報告 

◆委員の委嘱に関しての説明 

・４月に開催された定例教育委員会で社会教育委員の委嘱が承認されていて、 

任期は５月１日からの２年間となっている。 

・委嘱状については、机上配付ということで、本日交付させていただく。 

 

２．委嘱状の交付（机上配付） 

 

３．開会あいさつ（伊達市教育委員会教育長） 

 ◆４月末で社会教育委員の任期が満了し、引き続き委員をお引き受けいただいた

方、新たに委員となられた方には、これからの２年間、伊達市の社会教育の推進

にご尽力いただきたい。 

 ◆今年は「伊達 150年」ということで記念事業が沢山あり、その殆どが社会教育

事業で、通常の社会教育事業も「伊達 150年」に連動させているものも多く、社

会教育委員の方のご協力をお願いしたい。 

 ◆教育委員会では「だて学」という社会教育の分野を定め、特に学校教育におい

進めていく準備をしているが、市民の方から「オトナのだて学」という声もあが 

っていることから、伊達市全体で伊達の歴史・文化・経済等、様々なことを学び 



次世代に繋げていく、次世代を担う人材育成に努めていきたい。 

◆教育委員会では、専門家に依頼し今まで知られていなかった史実等を加えた歴

史読本「北の大地と生きる」を作り、本年４月に小学校４年生以上の児童・生徒

に配付した。次年度以降は新小学４年生に配付する。 

 

≪出席者自己紹介≫ 

 

４．議事 

（１）議案第１号 議長・副議長の選任 

〔事務局〕会議規則で、議長が議事を総理することになっていますが、４月末で委

員全員が任期満了となっており議長も不在ですので、教育長を仮議長とし議長を

選任したあと、新議長の進行により議事を進めていきたいと思います。 

≪異議なし≫ 

〔教育長〕会議規則によりまして、議長と副議長は委員の互選により各１名を置く

こととなっておりますが、いかがいたしますか。 

〔委員〕互選といっても中々決めるのは難しいので、事務局で案を持っているので

あれば示してほしい。 

〔事務局〕議長については前議長の小林委員、副議長については委員の経験年数及

び男女バランスを考慮し伊藤委員にお願いしたいと思っている。 

〔教育長〕事務局から提案があった、議長に小林委員、副議長に伊藤委員というこ 

とで、よろしければ委員の皆様の拍手で確認したいと思います。 

≪出席委員全員の拍手≫ 

〔教育長〕それでは、議長に小林委員、副議長は伊藤委員と決定いたします。２年 

 間よろしくお願いします。議長が決まりましたので、仮議長の任を降ろさせてい 

ただきます。 

〔事務局〕教育長は、所用により退席いたします。なお、ここからの進行は新議長 

 の小林委員にお願いします。 

≪教育長退席≫ 

（２）報告第１号 令和元年度教育行政執行方針について 

〔議長〕議長に選任された小林です。引き続きよろしくお願いします。さっそくで 

すが、報告第１号「令和元年度教育行政執行方針」について、事務局から説明を 

 お願いします。なお、事前に会議資料は届いており委員も目を通しておりますの 

で、要点や補足事項を簡潔に説明願います。 

≪事務局より概要説明⇒質問なし≫ 

（３）報告第２号 平成 30年度社会教育事業実績報告について 

〔議長〕事務局より説明をお願いします。質疑に関しては事業区分毎に行うことと 

します。 

〔事務局〕事業区分毎に各担当者より説明いたします。 

◆社会教育委員関係事業 

 【以下は補足説明】 

◎伊達市社会教育委員会議議長は、輪番により昨年５月 22日の胆振管内社会教 

育委員連絡協議会までは、同会会長と北海道社会教育委員連絡協議会の理事を務 

めていたが、以降は胆振管内社会教育委員連絡協議会の理事を兼務している。 

◎社会教育委員会議（この会議）は、例年、年３回行っている 

◎ルスツリゾートで開催された北海道社会教育研究大会後志大会へは、道表彰を 

受けることになった森副議長が出席した。 

≪質問なし≫ 

 



◆生涯学習事業 

【以下は補足説明】 

◎市民講座は例年８講座程度を開催。昨年度については延べ 200名の参加者。 

◎市民カレッジは例年５講座を開催。昨年度については延べ 211名の参加者。 

◎教育振興基本計画策定部会から「市民が参加しやすい時間帯での事業開催」と 

の指摘があったため、市民講座や市民カレッジの開催日時を土日や夜間開催とし 

た結果、両事業とも延べ参加者が 120人程度だったのが 200人近くとなった。 

◎男女共同参画社会づくり講演会に関しては、今までは講演だけであったが、昨 

年度については、ネームバリューのあるオクラホマの河野氏を講師に迎え、「あ 

らうすカーニバル」とコラボし、カルチャーセンターの大ホールの椅子を収納し 

た平土間で使用し、飲食店やハンドメイドグッツの販売、体験コーナー等を設け 

、若い女性や家族連れで大盛況であり、講演会を広聴した方も一昨年は 29名だ 

ったのが 170名と大幅に増えた。 

※あらうすカーニバル：盛り上がりを見せている参加型ハンドメイドイベント。 

有珠山周辺の伊達市・壮瞥町・洞爺湖町のハンドメイド作家やクリエイターが 

中心となって開催。 

【質疑】 

〔委員〕昨年から放課後児童クラブが生涯学習課の業務になったが、事務量的には 

 負担になっていないのか。 

〔事務局〕担当の社会教育係は職員が１名増となっている。 

◆文化芸術事業 

【以下は補足説明】 

 ◎シャーマンコレクション（選）に関しては、市が寄託を受けている「シャーマ 

ンコレクション」の図録を昨年作ったことから、北海道立近代美術館と北海道立 

三岸好太郎美術館で展示を行い盛況であった。 

◎巡回小劇場事業は、市内の全小中学生に舞台芸術を見てもらうため、小学校低 

学年、高学年、中学生の３回に分けてカルチャーセンターの大ホールで開催して 

おり、演目は音楽系や演劇、古典芸能等をローテーションで開催している。 

◎市民総合文化祭については、市教委と伊達市文化協会が共催で開催している事 

業で、参加団体の調整等は文化協会が中心に行っている。 

◎小さな朗読会に関しては、昨年９月末に会場となっていた宮尾登美子文学記念 

館が閉館し、閉館イベントと併せて行った同月 22日の朗読会が最終となった。 

◎伊達音楽アカデミー、岩崎淑ピアノコンサート、絵画教室「野田・永山塾」、 

リアリズム絵画セミナー、北海道ジュニア美術セミナー、幼児絵画教室は、ＮＰ 

Ｏ法人噴火湾アートビレッジが行っている市教委の受託事業。 

◆歴史事業 

【以下は補足説明】 

◎だて噴火湾縄文まつりは、平成 30年度で第 21回となった。 

◎考古学カフェは、札幌の地下歩行空間で開催しているイベントで、参加市町村 

の学芸員が自分たちの「まち」の遺跡等を紹介している。 

【質疑】 

〔委員〕考古学カフェは参加者が 13,000人と盛況のようだが、今年度の事業計画に 

は載っていないが、継続して行わないのか。 

〔事務局〕今年度は学芸員の調整が利かなかったため参加を見送った。 

◆ミュージアム事業 

※ミュージアムは４月に新たに出来た施設（課）であることから、開館前に行っ 

たスタートアップ講演会と文化財係で行っていた事業でミュージアムが今後担当 

となる迎賓館七夕まつりの２事業のみ報告。≪質問なし≫ 



◆青少年事業 

【以下は補足説明】 

◎青少年事業は、体験や交流を通じて子どものやる気を引き出したり等の健全育 

成を目的に実施。 

◎体験事業としては６回の「だてっ子遊び・学びの教室」と「大滝区との子ども 

たちとの交流事業」、親子事業としては「親子クッキング教室」、世代間交流事業 

としては「あそびましておめでとう」、リーダー養成事業としては「道南ジュニア 

リーダーコース」と「姉妹・歴史友好都市シニアリーダー研修・交流会」に中高 

生を派遣している。 

◎青年事業としては成人式を開催しており、二十歳の伊達市民及び伊達出身者 

225名が参加した。 

【質疑】 

〔議長〕成人式では、我々社会教育委員の席も用意されています。皆さんでお祝い 

に行きましょう。 

◆スポーツ事業 

【以下は補足説明】 

◎伊達ハーフマラソンに関しては、天候が悪くエントリー3,653名たったが、出 

走者は 3,071名であり、出場辞退が 582名であった。 

≪質問なし≫ 

◆図書館事業 

【以下は補足説明】 

◎子ども読書まつりは、例年は２週間程度であったが昨年度は９日間としたが、 

一日あたりの来館者数は、例年よりも伸びていた。 

◎だて図書館まつりは、例年は３週間程度であったが昨年度は９日間としたが、 

新たな試みとして古本市を開催したこともあり、一日あたりの来館者数は、読書 

まつりと同じく例年よりも伸びていた。 

◎読書感想文・感想画表彰式に関しては、指導室（教育委員会内組織）の協力も 

あり応募が 154件から 201件に増えた。 

≪質問なし≫ 

（４）報告第３号 令和元年度社会教育事業計画について 

〔議長〕それでは、実績報告と同じように事務局からの説明の後に質疑を行いたい 

と思いますので、事務局からの説明をお願いします。 

〔事務局〕事業区分毎に各担当者より説明いたします。なお、資料４につきまして 

 は本年度予算の社会教育に関する部分を抜粋で、参考資料として添付しました。 

◆社会教育委員関係事業 

 【以下は補足説明】 

 ◎実績報告で説明いたしましたが、今年度は議長が北海道社会教育委員連絡協議 

会の理事から外れているため、北海道社会教育委員連絡協議会の総会への出席が 

なくなった。 

≪質問なし≫ 

◆生涯学習事業 

 【以下は補足説明】 

 ◎市民講座の新たな取り組み 

  ①第２講座は、昨年は古典文学講座ということで会場はカルチャーセンターで 

内容は「伊勢物語」であったが、今年は図書館に協力をいただき、会場は図書 

館で内容は「堤中納言物語」とし、関係本を図書館に用意してもらった。 

②第４講座に演劇鑑賞についての学習講座を計画している。内容はカルチャー 

センターでの座学２回と札幌の四季劇場でのリトルマーメイドの観劇（市バス 



利用）となっている。定員 30名に対して現在 25名の申し込み。 

③今まで市民講座を大滝区で開催したことがなかったが、第５講座を大滝区で 

行うこととした。 

 ◎「オトナのだて学」関係 ※開会あいさつ参照。 

  ①例年は５講座開催の市民カレッジに、特別講座として善光寺で北海道遺産に 

関する講座 

②市民カレッジの第２講座「だて再発見」、第３講座「北海道開拓と士族移住」 

市民講座の第５講座「赤いはちみつの秘密」をオトナのだて学講座と位置付け 

て開催 

③市民講座の第２講座は、例年は胆振近郊の文化施設等を巡るバスツアーであ 

るが、今回は「だて再発見」ということで開催したところ、定員以上の申し込 

みで、抽選から外れた場合は自家用車で付いていきたいとの申込者もいた。 

④伊達市に関する講座は、市民からの関心も高いことから、次年度以降も市民 

講座や市民カレッジで取り組んでいきたい。 

 ◎長和放課後子ども教室の新たな取り組みとして、図書館、ＡＬＴ（外国語指導 

助手）、読み聞かせボランティア「きつつきの会」に協力してもらい、英語本の読 

み聞かせを行う。 

◎宅配講座事業に関しては、教育委員会は取りまとめを行っている。市民団体か 

らの依頼は、高齢者の健康に関するものや防災に関するものが多く、高齢福祉課 

、健康推進課、危機管理室、消防本部への講師派遣の依頼が多い。 

◎マイプラン・マイスタディ事業に関しては、市民団体等が講演会等を開催する 

場合、講師への講演料を上限 25,000円で助成するものであるが、既に４件の申し 

込みがあり、予算的にはあと１件しか空きがない。申請団体も固定化しているこ 

とから、広く市民に活用していただくため、制度の見直しが必要と考えている。 

【質疑】 

〔委員〕放課後子ども教室は、伊達西小学校と長和小学校の２校で開設しているが 

今後、開設校を増やす予定はあるのか。 

〔事務局〕ボランティアの確保が難しく、現在開設している２校で精いっぱいの状 

況である。今後の増設については現行の仕組みを見直していく必要がある。 

〔委員〕ボランティアの募集のＰＲはしているのか。 

〔事務局〕直営で行うことに限界を感じている。委託とか指定管理とか民間の力を 

借りていかなければ、継続や拡大は難しいのかもしれない。 

〔委員〕スタッフについては、どのようになっているのか。 

〔事務局〕コーディネーター１名、学習指導員複数名、安全管理人複数名で、開設 

日にはコーディネーターと学習指導員数名と安全管理人数名で子どもたちを見て 

いる。コーディネーターに関しては、２校の授業プログラムの作成もしており、 

開設校を増やすためには、ボランティアの増員もさることながら、教員免許取得 

者等のある程度スキルがあるコーディネーターを増やす必要がある。 

〔議長〕課題は色々あると思うが、これからも放課後子ども教室の継続・拡大の努 

力はしてほしい。 

〔委員〕マイプラン・マイスタディ事業を行う場合、実施団体はどのような方法で 

住民周知を行えばよいのか。 

〔事務局〕実施団体の会員のみが参加できるものは助成対象とならず、一般市民が 

参加できる事業が対象であることから、市民活動センターやカルチャーセンター 

等の主要施設にポスターを掲示することとしている。なお、講師や会場の手配は 

実施団体が行うことになっている。 

 ◆文化芸術事業 

 【以下は補足説明】 



◎「伊達 150年記念事業」として、５事業を予定している。※資料３の５Ｐ参照 

 ◎市が行うシャーマン・コレクションとは別に、昨年同様、札幌の北海道立近代 

美術館と北海道立三岸好太郎美術館でもシャーマン・コレクション展を行う。 

 ◎例年、小学校低学年、高学年、中学校の３回に分けて行っている巡回小劇場事 

業であるが、今年の小学校高学年事業は、劇団四季の社会貢献活動（こころの劇 

場）ということで、無料でミュージカル「はだかの王様」を上演していただくこ 

とになっている。劇団四季には数年毎に来ていただければと思っている。 

≪質問なし≫ 

◆歴史事業 

【以下は補足説明】 

◎実績報告で説明したが、札幌で行われる考古学カフェについては、今年度は参 

加しない。 

 

≪質問なし≫ 

◆ミュージアム事業 

【以下は補足説明】 

◎観覧料を頂く６事業は、２階の特別展示室等で行う展示で、目玉事業として 10 

月４日から開催する「伊達政宗と伊達成実展」では、仙台市美術館所蔵の国の 

重要文化財である伊達政宗の甲冑を借用して行う。 

◎１階のラーニング・スタジオでのイベントとしては、「だてまちガイダンスパ 

ネル展」、「武者まつり歴史展」、「伊達の開拓民具・まちの歴史」の３事業を予定 

しており、ラーニング・スタジオでの事業は、文化芸術事業で説明があったシャ 

ーマン・コレクション展の様な企画展以外は無料開放である。 

【質疑】 

〔委員〕この事業は有料とか内容が一目で分かるイベントカレンダー的なものを作 

ってはどうか。 

〔事務局〕ＨＰや広報紙で分かりやすく住民周知を行いたいと思う。 

◆青少年事業 

【以下は補足説明】 

◎６回の「だてっ子遊び・学びの教室」のほかに３本の青少年事業、２本のリー 

ダー研修事業、成人式と、全部で 12事業を予定している。 

◎明日開催の第２回遊び学びの教室には、昨年も講師をお願いした彫刻家の渡辺 

元佳氏を招き工作教室を行うが、人気が高く 54名の申し込みがあった。 

◎第３回の遊び学びの教室「遺跡発掘体験」は、『だて学』に位置付け開催する。 

◎伊達出身の劇作家の藤田貴大氏が８月８日に演劇公演で伊達に来ることから、 

関連事業ということで藤田氏と伊達メセナ協会の協力で、前日の７日に小学生を 

対象とした演劇作品づくり体験を行うこととなった。 

【以下は補足説明】 

〔委員〕若生町の遺跡発掘のスケジュールはどのようになっているのか。 

〔事務局〕今月中には発掘工事が終わり、出土した遺跡は館山町の噴火湾文化研究 

 所に運んで洗浄作業を行う。 

◆スポーツ事業 

 【以下は補足説明】 

◎ハーフマラソンに関しては、募集開始時期や募集方法を見直し、申込者が 130 

名ほど増えた。 

◎マラソンの種目変更については、小学生駅伝を廃止し小学生団体戦を新設し、 

この会議でも意見が出されていた親子参加ができるよう、今までは小中学生しか 

エントリーできなかった３ｋｍの部に一般男女もエントリーできるようにした。 



 ◎ノルディックウォーキングに関しては、６月 10日にエントリーが締め切りと 

 なっており、申し込みは 434名と、昨年より 41名増えた。 

≪質問なし≫ 

◆図書館事業 

 【以下は補足説明】 

◎昨年までは、子ども読書まつりとだて図書館まつりという名称で行っていた事 

業だが、「まつり」という表現が合わないという意見があり、春の読書週間と秋 

の読書週間に名称を変更した。 

◎春の読書週間については、子どもたちに遊びながら本に親しんでもらうため、 

２階の視聴覚室に「本の森」というコーナーを２日間設置し、普段は貸し出しを 

していない大型絵本やテーマを設けた絵本の展示や小型テントを設置し、大変好 

評であった。秋の読書週間でも「本の森」を設置したいと思っている。 

◎春の読書週間は、約 1,800名が来館し昨年より 350名ほど多くの方に来ていた 

だいたが、後半は天気が悪く来館者が少なかった 

◎新規事業として、書店でおすすめ本コーナーに貼ってある様なＰＯＰの作成コ 

ンテストを行い、関連事業として、夏休みに行っていた子ども工作教室でもＰＯ 

Ｐ作成を行う。 

◎第２・第４土曜日に行っていた子ども映画会だが、来場者が少ないこともあり 

今年度は第３土曜日の月１回の開催とした。 

◎今年度は英語の絵本の蔵書を充実させた。また、大活字本という文字が大きい 

本もあるので、市民の方に是非みていただきたいと思っている。 

≪質問なし≫ 

 

５．意見交換・その他 

〔議長〕全体を通して、言い忘れたことや聞きたいことがあればお願いします。 

≪委員からの質問なし≫ 

〔事務局〕 

◎明日、新聞報道されるかもしれないが、本日の議会で、老朽化が激しく利用客 

も落ち込んでいる有珠のＢ＆Ｇ海洋センターの体育館と艇庫を閉鎖する説明を行 

った。今後、パブリックコメントを行い、本年度末をもって閉鎖する予定である 

が、併設されているパークゴルフ場に関しては、ほかのパークゴルフ場に比べ非 

常に平坦であり、お年寄りや障がいのある方でもプレイができるということから 

当面は指定管理により継続させていく予定です。 

◎次回会議は、来年度の事業計画策定に向けて皆様（社会教育委員）の意見を伺 

うために、10月頃の開催を予定しています。 

 

５．閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

令和元年度 

第１回伊達市社会教育委員会議 
 

 

日時 令和 元 年 ６月２１日（金）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  生涯学習課長 山 根 一 志 

 

２．委嘱状の交付  机上配付といたします。 

 

３．開会あいさつ  伊達市教育委員会     教育長 影 山  則 

                                         

                                         

                                         

 

４．議事 

（１）議案第１号  議長・副議長の選任 

議 長             副議長            

 

（２）報告第１号  令和元年度教育行政執行方針について・・・・・・・・・〔資料１〕 

                                         

                                         

                                         

 

（３）報告第２号  平成３０年度社会教育事業実績報告について・・・・・・〔資料２〕 

                                         

                                         

                                         

                                         

 

（４）報告第３号  令和元年度社会教育事業計画について・・・・〔資料３〕、〔資料４〕 

                                         

                                         

                                         

                                         

 

５．意見交換・その他 

                                         

                                         

                                         

 

６．閉    会 



【参加者名簿】 

 
〔社会教育委員〕                         ※あいうえお順 

氏  名 就任年月日 備   考 

安孫子 孝 次 令和 元 年 ５月 １日 伊達メセナ協会 事務局長 

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 

小 野 慎 史 令和 元 年 ５月 １日 伊達青年会議所 理事長 

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 

桑 井 美 彦 平成３０年 ５月２４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 

小 林 浩 路 平成２７年 ５月 １日 元教育部指導室 指導員 

佐 藤   誠 平成２８年 ６月 １日 伊達市文化協会 事務局長 

神    洋 平 平成３０年 ５月２４日 
伊達シニアクラブスポーツ少年団 

代表指導者 

登 坂 恭 之 令和 元 年 ５月 １日 伊達市校長会 会長（伊達小学校 校長） 

鳴 海 摩里子 令和 元 年 ５月 １日 伊達市スポーツ推進委員 

山 木 広 幸 平成３０年 ５月２４日 伊達市ＰＴＡ連合会 会長 

 

〔伊達市教育委員会〕 

所  属 氏  名 所  属 氏  名 

教育長 影 山  則 
だて歴史文化ミュージ

アム学芸係長 
相 馬 輝 彦 

教育部長 金 子 達 也 社会教育係長 齋 藤   努 

生涯学習課長 山 根 一 志 社会教育係主査 佐 藤 悟 史 

図書館長 竹 迫 知 美 青少年・スポーツ係長 深 田 千 博 

だて歴史文化ミュージ

アム館長 
櫛 田 太 郎   



○伊達市社会教育委員に関する条例             平成12年３月29日条例第23号 

改正 平成26年３月20日条例第10号 

 

伊達市社会教育委員の定数及び任期に関する条例（昭和24年条例第26号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 社会教育法（昭和24年法律第207号。以下「法」という。）第15条の規定に基づき、伊達市に

社会教育委員（以下「委員」という。）を置く。 

（定数） 

第２条 委員の定数は、12人以内とする。 

２ 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験の

ある者の中から、伊達市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は２年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（解嘱） 

第４条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であってもこれを解嘱するこ

とができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行の際、現に改正前の伊達市社会教育委員の定数及び任期に関する条例の規定により委

嘱を受けていた委員の任期は、平成13年４月30日までとする。 

附 則（平成26年３月20日条例第10号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 

 

 

○伊達市社会教育委員会議規則             平成15年６月27日教育委員会規則第４号 

改正 平成20年12月25日教委規則第12号 

（目的） 

第１条 この規則は、伊達市社会教育委員（以下「委員」という。）の会議について必要な事項を定め

るものとする。 

（議長及び副議長） 

第２条 委員の会議（以下「会議」という。）に、委員の互選により議長及び副議長を各１名を置く。 

２ 議長及び副議長の任期は、委員の在任期間とする。 

３ 議長は、会議を代表し、議事その他会議の事務を総理する。 

４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 会議は、教育長が招集する。ただし、在任委員の３分１以上の者から会議の招集の請求があっ

たときは、教育長は、これを招集しなければならない。 

２ 会議は、在任委員の過半数が出席したときに成立し、議事はその過半数により決する。可否同数の

ときは、議長が決するところによる。 

（庶務） 

第４条 会議の庶務は、教育部生涯学習推進課において処理する。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年12月25日教委規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 



 

 

                                             【資料１】 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



新年度事業計画策定に向けた意見交
換

H30.11.15

第３回伊達市社会教育委
員会議（カルチャーセン
ター集会室１）

公用車

北海道社会教育研究大会
後志大会（ルスツリゾー
トホテル）

社会教育委員及び関係職員を対象と
した研修会

H30.10.12
H30.10.13

（１泊２日）

森副議長
(職)佐藤

胆振管内社会教育委員連
絡協議会研修会・永年勤
続表彰式（登別市）

教育委員会連絡協議会・胆振管内社
会教育主事会・胆社連協による合同
研修会

H30.10.09

委員７名
＋職員⑦

公用車

小林議長
(職)佐藤

公用車

委員４名
＋職員⑦

第２回伊達市社会教育委
員会議
（第２庁舎会議室１）

ＪＲ

胆振管内社会教育委員連
絡協議会理事会・総会
（カルチャーセンター）

上部機関である胆社連協の理事会及
び総会。※この会議終了後、事務局
が伊達市から登別市に移る。

H30.05.22
小林議長
森副議長

北海道社会教育委員連絡
協議会理事会・総会
（かでる２・７）

上部機関である道社連協の理事会及
び総会へ、道社連協理事の伊達市社
教委議長が出席。旅費は胆社連協が
負担。

H30.04.20 小林議長

北海道社会教育委員長等
研修会（かでる２・７）

第１回伊達市社会教育委
員会議
（第２庁舎会議室１）

委嘱状交付、事業計画等の報告 H30.05.24
委員９名
＋職員⑩

社会教育委員及び関係職員を対象と
した研修会

H30.07.09
H30.07.10

（１泊２日）

小林議長
(職)佐藤

〔資料２〕

【 社会教育委員関係事業 】 担当課・係

平成３０年度　社会教育事業実施報告書

－１－

開催日 参加人数 備　考事業名（会場） 事　業　概　要

事業名 生涯学習課社会教育係

新年度事業計画策定状況報告 H31.03.19

北海道社会教育委員連
絡協議会永年勤続表彰

10月12日に開催された北海道社会
教育研究大会後志大会において、
森副議長が受賞した。



－１

台風により
開催日変更

－２－

13

市民講座〔第８講座〕
（カルチャーセンター）
※講座分割

「おしゃれなオリジナル正月玄関飾
り」全１回

H30.12.08

だて市民カレッジ
〔第５講座〕
（カルチャーセンター）

「専門教育の国際化と地域の創造」
講師：北斗文化学園インターナショ
ナル調理技術専門学校学校長
澤田真奈美氏

Ｈ30.10.02 13

市民講座〔第８講座〕
（カルチャーセンター）
※講座分割

「木の実を使ってオールシーズン
リース」全１回

H30.11.24 20

だて市民カレッジ
〔第１講座〕
（カルチャーセンター）

「『夜間開催！』お父さんお母さん
の家庭菜園講座」全３回

  4/18、4/24
  5/09

29

「伊勢物語～平安貴族の世界にふれ
る～第参の巻」全６回

5/10、5/17
5/24、5/31
6/07、6/14

11

「菓子職人に学ぶ！手作りお菓子講
座その３」
　かしわ餅、さくら餅作り

H31.02.20 12

市民講座〔第１講座〕
（カルチャーセンター）

市民講座〔第２講座〕
（カルチャーセンター）

市民講座〔第３講座〕
（食育センター）
※講座分割

市民講座〔第３講座〕
（食育センター）
※講座分割

「菓子職人に学ぶ！手作りお菓子講
座その２」　チョコレートケーキ、
レアチーズケーキ作り

H30.11.28

だて市民カレッジ
〔第４講座〕
（カルチャーセンター）

「ものづくりひとづくり～世界を変
えるビジネスはたった一人の熱から
うまれる～」講師：室工大もの創造
系領域機械航空創造系学科教授
清水一道氏

H30.08.08 22

8

だて市民カレッジ
〔第２講座〕
（札幌市）

道立近代美術館と三岸好太郎美術館
を巡る特別展鑑賞ツアー「フランク
シャーマンコレクション展・ブリヂ
ストン美術館展

H30.06.13 28 市バス

市民講座〔第５講座〕
（カルチャーセンター）

「はじめてでも作れる！エコクラフ
トのバック教室」全６回

8/29、 9/05
9/12、 9/19
9/26、10/03

「音楽のちから～五感を刺激する講
演会～」講師：札幌交響楽団コン
サートマスター
大平まゆみ氏

H30.05.28 102

21

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）

だて市民カレッジ
〔第３講座〕
（カルチャーセンター）

「私のライフワーク～青少年スポー
ツとカーリングの普及～」
講師：日本体育協会日本スポーツ少
年団常任委員及び北海道代表委員
佐藤厚氏

H30.07.17 46

市民講座〔第４講座〕
（カルチャーセンター）

「やってみよう！陸からの鮭釣り！」 36H30.07.25

「林弁護士に聞いてみよう！身近な
法律教室」全２回

H30.11.06
H30.11.27

17

 9/27、10/04
10/11、10/18

21

市民講座〔第３講座〕
（食育センター）
※講座分割

「菓子職人に学ぶ！手作りお菓子講
座その１」
　あんドーナツ、焼きプリン作り

H30.06.27 12

平成３０年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 生涯学習事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考



－２

2

15

H30.12.15 　　　約170
大ホール
ホワイエ

通年
全学年 78名
登録数 32名

3/31現在

◎安全安心な居場所の提供、地域住
民等が参画した学習機会の提供、心
豊かで健やかに育まれる環境づくり
を目的に開設。
◎学習日４回/月
※１～２年Ｇ、３～６年Ｇで各２回
◎体験１回/月（全学年合同）

通年
伊達西小放課後子ども教
室

全学年344名
登録数 64名

3/31現在

通年

〔学生数〕
伊達　　228
有珠　　 12
合計　　240

3/31現在
伊達市長生大学
（カルチャーセンター・
有珠白鳥館）

◎伊達長生大学(拠点：カルチャー)
と有珠長生大学(拠点：白鳥館)の
２ヶ所で開校。
◎年間学習日２１日、午前が講演、
午後から実技。
◎学習日以外の活動としては、修学
旅行、見学旅行、運動会、学芸発表
会、ボランティア活動を実施。
◎任意加入の部活（市管理外）もあ
り、独自に活動している。

長和小放課後子ども教室
同上
平成３０年６月２０日開設

女性プラザ祭２０１８
（かでる２・７）

札幌市で開催されるイベントに市民
参加者を集い参加した。

H30.11.08

ロビーにて開催※パネルは北海道立
女性プラザより借用。

H31.02.28～
Ｈ31.03.08

胆振女性リーダー養成研
修(埼玉県比企郡嵐山町)

男女共同参画推進フォーラムに市民
３名を派遣※胆振管内教育委員会連
絡協議会主催事業

H30.08.29～
H30.09.01

－３－

男女共同参画パネル展
（カルチャーセンター）

　　　　 ―

市内全小学校の児童を対象に開設。
◆共働き等の理由で下校後に保育に
欠けた状態となる児童を対象に、保
護者から入所申請があった児童を受
け入れ
◆保育時間は、下校時刻から午後６
時半
◆休日保育は、ほしのこ児童クラブ
で実施
◆各児童クラブには、嘱託職員１名
と臨時職員１名以上を配置。
◆保育料は月額6,000円　※軽減あり
◆間食（おやつ）あり
◎伊達小
    うめのこ児童クラブ　　　42名
　　さくら児童クラブ　　　　30名
　　あやめ児童クラブ　　　　37名
◎東小・黄金小
    第１やまびこ児童クラブ　29名
　　第２やまびこ児童クラブ　27名
　　第３やまびこ児童クラブ　22名
◎西小・関内小
　　ほしのこ児童クラブ　　　24名
　　かぜのこ児童クラブ　　　24名
　　きたのこ児童クラブ　　　26名
◎長和小(ながわ児童クラブ)　15名
◎稀府小(まれふ児童クラブ)　17名
◎有珠小(うす児童クラブ)　　12名
◎大滝小(おおたき児童クラブ)11名

通年
全児童1,585名
登録数  316名

【関連事業】

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

2/1現在

市バス

男女共同参画社会づくり
講演会
（カルチャーセンター）

オフィスキュー所属アーティスト
「オクラホマ」の河野真也氏による
講演会。
※あらうすカーニバルとの合同開催

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

平成３０年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 生涯学習事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係



－４－

H30.10.06
H30.10.07

アートギャラリー北海道
河村泳静所蔵/伊達市教
育委員会寄託
フランク・シャーマン
コレクション（選）

道教委が主管する、道内の美術館が
ネットワークでつながり、双方向で
美術品を紹介・発信する「アート
ギャラリー北海道」事業。
伊達市が寄託を受けているシャーマ
ンコレクションの展示会を北海道立
近代美術館と北海道立三岸好太郎美
術館で開催。

〔近美〕
H30.04.21～
H30.06.24
〔三岸〕

H30.07.07～
H30.09.02

　
   12,094人

    3,867人

巡回小劇場事業
（カルチャーセンター）

◎市内中学生を対象とした舞台芸術
鑑賞事業。
古典芸能「民族歌舞集」
：民族歌舞団こぶし座

H30.07.19(PM) 933

北海道ジュニア美術セミ
ナー
（伊達市防災センター）

小学校４年生から高校生を対象とし
た絵画教室。初心者には絵画に興味
を持ってもらう、中級者にはレベル
向上を目的に２日間の開催予定で
あったが、台風により７日は中止。

5

（新規）幼児絵画教室
「ペイントキッズ」
(アートビレッジ文化館)
※伊達保育所が対象施設
の時は保育所で実施

幼児（幼稚園等の年長児）を対象と
した絵画教室。マーブリング等の幼
児でもできる技法を使って、絵を描
くことに興味を持ってもらうことを
目的に開催。
対象幼児は、京王幼稚園・伊達保育
所・くるみ保育所の３ヶ所

通年
延べ１３回
　　　372人

絵画教室「野田・永山
塾」
(アートビレッジ文化館)

芸術監督の野田弘志氏と画家の永山
優子氏による、小学生から一般（大
人）を対象とした絵画教室。
※全３コース

通年
３コース計
　　　 41人

リアリズム絵画セミナー
(アートビレッジ文化館)

リアリズム絵画を志す人を対象とし
たセミナーで、芸術監督の野田弘志
氏、画家の永山優子氏、外部講師が
指導。※全４回

①8/08
②8/20～26
③10/08
④3/02～03

 ４講座延べ
 人数  46人

岩崎淑ピアノコンサート
（カルチャーセンター）

伊達音楽アカデミーの関連事業とし
て行うピアノコンサート。

H30.09.01 150

第４８回小さな朗読会～
Fainal～
(宮尾登美子文学記念館)

「宮尾本平家物語」の壇ノ浦の戦い
の章を朗読（その３）
※閉館イベント「宮尾感謝ＤＡＹ」

H30.09.22 71

第４６回小さな朗読会
(宮尾登美子文学記念館)

「宮尾本平家物語」の壇ノ浦の戦い
の章を朗読（その１）

H30.07.14 34

第４７回小さな朗読会
(宮尾登美子文学記念館)

「宮尾本平家物語」の壇ノ浦の戦い
の章を朗読（その２）

H30.08.18 32

巡回小劇場事業
（カルチャーセンター）

市民サークルまつり
（カルチャーセンター）

市内のサークル団体１６団体が参加
する作品展示会。

H30.09.21～
H30.09.23

951

H30.07.17(PM) 910

巡回小劇場事業
（カルチャーセンター）

◎市内小学校低学年を対象とした舞
台芸術鑑賞事業。
ミュージカル「あらしのよるに」
：劇団さっぽろ

H30.07.02(AM) 827

◎市内小学校高学年を対象とした舞
台芸術鑑賞事業。
児童劇「キジムナーの約束」
：劇団民話芸術座

市民総合文化祭
（カルチャーセンター）

6,600
市内の文化団体３７団体が参加する
文化祭。

H30.10.06～
H30.11.25

伊達音楽アカデミー
（カルチャーセンター）

講師にピアニストの岩崎淑氏を招聘
し、ピアノレッスンほかの音楽指導
を一般公開で行う。

H30.09.01
H30.09.02

　　 7組8名

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

平成３０年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 文化芸術事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係



重要文化財を火災から守るための消
防訓練

H30.11.13 30

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
跡についての学習

H30.09.14
H30.09.25

152

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

H30.08.25
H30.08.26

500

動物考古学セミナー
(伊達市噴火湾文化研究所)

動物標本や貝塚から出土した魚や動
物の骨を用いたワークショップ

H30.09.18
H30.09.19

10

北海道縄文のまち連絡会の主催とし
て札幌市で開催する道内各地の遺跡
を紹介するイベント

H30.06.02
考古学カフェ２０１８
（札幌駅前通り地下歩行
空間）

13,031

文化財防火デー
(善光寺･三戸部家住宅)

平成３０年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 歴史事業 】 担当課・係 生涯学習課文化財係

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

－５－



事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

－６－

平成３０年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 ミュージアム事業 】 担当課・係 だて歴史文化ミュージアム

H30.08.05 200

スタートアップ講演会＆
学術連携講演会
（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
座と東北大学と連携した市民向けの
講演会を合同実施

H30.10.26 30

迎賓館 七夕まつり
（迎賓館）

市有形文化財の迎賓館を活用した七
夕イベント



30(15組)

　沿線の児童生徒の交流事業を実施
するとともに国鉄胆振線代替バスの
利用促進を図る。
事業内容：バス乗車体験、バスの乗
り方講座、交流レク、ノルディック
ウォーキング体験
協力：伊達シニアクラブスポーツ少
年団、伊達市スポーツ推進委員

H30.09.01

　小学生を対象とした事業。内容
は、昔遊び、ニュースポーツ、お雑
煮昼食交流、レクリエーション。
協力：伊達市長生大学、つどいサー
クル「ドロップ」、伊達シニアクラ
ブスポーツ少年団

H31.01.19

第６回だてっ子遊び・学
びの教室
（カルチャーセンター）

《心ときめく小さな音楽会》
　ロビーコンサート（ピアノ、ヴァ
イオリン、チェロ、琴、声楽、篠
笛、リコーダーの演奏）
協力：つどいサークル「ドロップ」

H31.02.09 35

親子体験教室
「親子クッキング」
（保健センター）

あそびましておめでとう
（みらい館）

大滝区の子どもたちとの
交流事業
【国鉄胆振線代替バス利
用促進事業】
(大滝基幹集落センター)

道南ジュニアリーダー
コース（ネイパル森）

　道教委主催の中高生を対象とした
宿泊リーダー研修会で、伊達市から
は２名の高校生（伊達高）を派遣。

H30.08.01～
H30.08.03
（2泊3日）

2

姉妹・歴史友好都市シニ
アリーダー研修・交流会
（伊達市）

　姉妹・歴史友好都市である、宮城
県亘理町、山元町、柴田町、福島県
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。
※２年おきに伊達市で開催。次回の
伊達市開催は２０２１年
協力:伊達シニアクラブスポーツ少年団

－７－

H30.08.01～
H30.08.03
（2泊3日）

  　   　35

 うち伊達市
 からの参加
 者  7人

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、バンドコンサート等。
協力：伊達市長生大学、伊達
favorite CLUB

H31.01.13 225

28

第４回だてっ子遊び・学
びの教室
（関内小学校）

《星空・天体観察》
　星にまつわるお話と天体望遠鏡に
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」

H30.10.20 70

第２回だてっ子遊び・学
びの教室
（カルチャーセンター）

《ダンボール工作》スペシャルフィル
ター搭載クルクルカメラをつくろう！
講師：彫刻家　渡辺　元佳　氏
協力：つどいサークル「ドロップ」

H30.06.30 65

第１回だてっ子遊び・学
びの教室
（市民活動センター）

《「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」

H30.05.11

第３回だてっ子遊び・学
びの教室
（札幌市かでる２・７）

《演劇アイヌ旺征露(オセロ)鑑賞》
　シェイクスピア原作「オセロ」の
リメイク作品を観劇
協力：ザ･シェイクスピア･カンパニー

H30.07.14 7 公用車

第５回だてっ子遊び・学
びの教室
（山下町児童館）

《青と黄色でつくるクリスマス》
　クリスマスをテーマにした作品作り
講師：松田　美佐子　氏
協力：つどいサークル「ドロップ」

H30.12.08 64

28

46

　小中学生とその保護者を対象とした
親子参加型の体験事業（ケーキ作り）
講師：菓子処「久保」久保武士氏

H30.11.25

平成３０年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 青少年事業 】 担当課・係 生涯学習課青少年・スポーツ係

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考



エントリー数
　　3,653人
出走者数
　　3,071人
完走者数
　　3,001人

生涯学習課青少年・スポーツ係

参加人数 備　考

平成３０年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 スポーツ事業 】 担当課・係

第３１回春一番伊達ハー
フマラソン
（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

H30.04.15

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日

第２９回おおたき国際ス
キーマラソン
（大滝総合運動公園）

15㎞、7㎞、5㎞、3㎞ H31.02.10 462

第１９回おおたき国際ノ
ルディックウォーキング
（大滝総合運動公園）

12㎞、6㎞、3㎞ H30.07.01 393

－８－



H30.07.27 　 　　　 5

七夕飾りづくり
(図書館)

長さ４ｍの笹を設置し、子ども達
が期間中書いた短冊を飾る。

H30.07.05～
H30.08.07

 期間計
 　　 　226

 期間計
　  　1,451

夏休み子ども工作教室
(図書館)

小学校低学年向けの工作教室

 期間計
　  　1,744

ブックスタート
　　　　・ステップ
(図書館)

２歳児を対象とした、絵本の読み
聞かせ及び絵本の配布を実施

年３回
５日間１クール
７・10・２月

 対象：２歳児
　 　　 178
 延べ　　56

ブックスタート
(保健センター）

子ども映画会
(図書館)

子ども向け映画会の上映
毎月

第２、第４
土曜日

 延べ
     　 354

保護者含

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
配布を実施

  毎月１回
 乳幼児健康
 栄養相談日

 対象：１歳児
 　　　 169
 延べ　 130

地域文庫配本
(各地域文庫５箇所）

各地域文庫へ半年毎に２５０冊を
配本

各文庫
年２回入替

　　 －

－９－

講演会、小学生のためのお話会、
読書クイズ、おすすめ本展示他

H30.10.26～
H30.11.04

平成３０年度　社会教育事業実施報告書

事業名 【 図書館事業 】 担当課・係 図書館

事業名（会場） 事　業　概　要 開催日 参加人数 備　考

 延べ
        484

保護者含

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

H30.06.15～
H31.03.22

－

子ども読書まつり
(図書館)

子ども一日司書、子ども向け展示他
H30.04.20～
H30.04.29

 延べ
        134

保護者含

小中学生読書感想文・
感想画表彰式(図書館)

小学生の部入賞者の表彰及び代表
３名による発表

H31.02.16
 応募　 201
 表彰　　50

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

毎月
第１土曜日

おはなし会
(図書館)

絵本の読み聞かせ会
(図書館)

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊
び等を実施

毎月
第２、第４

水曜日

だて図書館まつり
(図書館)



－１－

令和元年度　社会教育事業計画書

開催予定日
定員又は
来場見込

備　考事業名（会場） 事　業　概　要

事業名 【 社会教育委員関係事業 】 担当課・係

北海道社会教育委員連絡
協議会永年勤続功労者表
彰候補者推薦

勤続年数１０年以上の社会教育委員
（伊藤委員、小谷委員）を道社連協
に推薦。※表彰枠があるため、今年
度表彰となるかは不明。

R01.05.13に胆
社連協事務局へ
提出済み

〔資料３〕

第１回伊達市社会教育委
員会議
（第２庁舎会議室１）

◎委嘱状交付　◎役員改選
◎H30年度事業実施報告
◎R01年度事業実施計画【確定版】

R01.06.21
委員⑫
職員⑨

社会教育委員及び関係職員を対象と
した研修会

R01.07.08～
R01.07.09

（１泊２日）

　小林委員
　(職)佐藤

公用車

第２回伊達市社会教育委
員会議
（第２庁舎会議室１）

◎R01年度事業実施報告（中間報告）
◎R02年度事業計画策定のための意見
　交換

R01.10.中

　委員？名
　＋市職員

公用車

委員⑫
職員⑨

胆振管内社会教育委員連
絡協議会研修会・永年勤
続表彰式（登別市）

ここ数年は、胆社連協・教育委員会
連絡協議会・胆振管内社会教育主事
会による合同研修会であったが、今
年度は胆社連協単独開催。

R01.11.未

胆振管内社会教育委員連
絡協議会永年勤続功労者
表彰候補者推薦

勤続年数６年以上の社会教育委員を
胆社連協に推薦。
（該当なし）

北海道社会教育委員長等
研修会
（かでる２・７）

　委員２名
　＋市職員

公用車

生涯学習課社会教育係

第３回伊達市社会教育委
員会議
（第２庁舎会議室１）

◎R02年度事業実施計画ほか R02.02.中
委員⑫
職員⑨

胆振管内社会教育委員連
絡協議会理事会・総会
（登別市）

◎H30年度事業実施・決算報告
◎H31年度事業計画・予算報告
※第１回伊達社教委会議前のため、
前任期時議長の小林委員が出席

R01.05.28
　小林委員
　(職)佐藤

公用車
【終了】

北海道社会教育研究大会
十勝大会（帯広市）

社会教育委員及び関係職員を対象と
した研修会
※道社連協永年勤続功労者表彰も行
われるため、受賞委員が優先参加。

R01.10.10～
R01.10.11

（１泊２日）



事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

令和元年度　社会教育事業計画書

事業名 【 生涯学習事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係－１

（会場定員）
　　　　 75

だて市民カレッジ
〔第５講座〕
（カルチャーセンター）

「防災情報の活用と胆振の気象の特徴」
講師：ＮＨＫ札幌の気象キャスター
気象予報士・防災士　浜崎慎二氏
※6/12時点での申し込み　51人

R01.11.02
(土13：30～)

だて市民カレッジ
〔第２講座〕
（カルチャーセンター
　集合・解散)

「『だて再発見』～１５０年を迎えた伊
達市の魅力を再発見してみませんか～」
※大高酵素や食育センター等を見学
※6/12時点での申し込み　30人

市民講座〔第１講座〕
（カルチャーセンター）

「『夜間開催！』お父さん・お母さ
んの家庭菜園講座」全２回
※夜間開催

H31.04.18
H31.04.25

12 実施済

だて市民カレッジ
〔第１講座〕
（カルチャーセンター）

「自然体で音楽を聴く」
講師：札幌交響楽団
フルート首席奏者　高橋聖純氏
※中高生（吹奏楽部・フルート）を
対象にワークショップを開催。

R01.06.02
(日13：30～)

63 実施済

市民講座〔第８講座〕
（カルチャーセンター）

「（仮）お正月飾り」全１回 R01.12.未 未定

市民講座〔第４講座〕
（カルチャーセンター・
北海道四季劇場）

「舞台芸術の魅力！劇団四季『リト
ルマーメイド』鑑賞講座」全３回
（座学２回、舞台鑑賞１回）
※6/12時点での申込22人(受付中)

　9/21、9/28
 10/05

市民講座〔第２講座〕
（図書館）

「堤中納言物語～平安後期の『お話
し』を楽しむ～」全６回

5/21、5/28
6/04、6/11
6/18、6/25

30
10/5
  市バス

市民講座〔第６講座〕
（カルチャーセンター）

「『夜間開催！』おいしいコーヒー
を淹れてみませんか？」全４回
※夜間開催

R01.07.31
R01.08.07

20

20

だて市民カレッジ
〔第４講座〕
（カルチャーセンター）

「デザインするということ」
講師：札幌大谷大学芸術学部美術
　　　学科准教授　島名毅氏
※6/12時点での申し込み　36人

R01.09.14
(土13：30～)

（会場定員）
　　　　 75

 9/27、10/ 4
10/11、10/18

だて市民カレッジ
〔特別講座〕
（有珠善光寺）

「北海道遺産 有珠善光寺の文化財」
講師：北海道大学アイヌ先住民研究
センター客員教授　佐々木利和氏
※6/12時点での申し込み　43人

R01.10.12
(土13：30～)

無料バス 30
現地集合可

　市バス
　市役所前
　発着

だて市民カレッジ
〔第３講座〕
（カルチャーセンター）

「北海道開拓と士族移住」
講師：北海道博物館
　　　学芸主幹　三浦泰之氏
※6/12時点での申し込み　39人

R01.08.27
(火18：30～)

（会場定員）
　　　　 75

16 実施中

市民講座〔第３講座〕
（カルチャーセンター）

「はじめてのてん刻教室～自分の名
前を刻印してみよう！～」全４回

6/03、6/10
6/17、6/24

14 実施中

R01.07.09 30 市バス

市民講座〔第９講座〕
（カルチャーセンター）

「（仮）ドローン講習」全１回
講師：日本航空専門学校職員

R02.02.29 未定

市民講座〔第７講座〕
（カルチャーセンター）

「（仮）クリスマスリース」全１回 R01.11.未 未定

市民講座〔第５講座〕
（Ａｉｖａｌｌｅｙ・大
滝基幹集落センター）

「大滝区開催！『赤いはちみつの秘
密』」全２回
※大滝区では初開催
※現地集合or公用車送迎(伊達地区)

－２－

※市民講座と市民カレッジは、「伊達まちカードポイント付与対象事業」で、１講座２０ポイントを付与。



令和元年度　社会教育事業計画書

事業名 【 生涯学習事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係－２

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

胆振女性リーダー養成研
修(埼玉県比企郡嵐山町)

男女共同参画推進フォーラムに市民
３名を派遣※胆振管内教育委員会連
絡協議会主催事業

R01.08.28～
R01.08.31

3 ３泊４日

【関連事業】

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

市内全小学校の児童を対象に開設。
◆共働き等の理由で下校後に保育に
欠けた状態となる児童を対象に、保
護者から入所申請があった児童を受
け入れ
◆保育時間は、下校時刻～18:30
◆休日保育⇒ほしのこ児童クラブ
◆各児童クラブには、嘱託職員１名
と臨時職員１名以上を配置。
◆保育料は月額6,000円※軽減あり
◆補食（おやつ）あり
◆新年度登録受付状況
◎伊達小：うめのこ児童クラブ49名
　　　　　さくら児童　クラブ44名
　  　　　あやめ児童クラブ　46名
◎東小・黄金小
    第１やまびこ児童クラブ　32名
　　第２やまびこ児童クラブ　33名
　　第３やまびこ児童クラブ　35名
◎西小・関内小
    ほしのこ児童クラブ　　　36名
　　かぜのこ児童クラブ　　　35名
　　きたのこ児童クラブ　　　34名
◎長和小：ながわ児童クラブ　18名
◎稀府小：まれふ児童クラブ　27名
◎有珠小：うす児童クラブ　　16名
◎大滝小：おおたき児童クラブ 7名

通年
 R01.05末現在
     全児童 1,507名
     登録数   412名

伊達西小放課後子ども教
室

◎安全安心な居場所の提供、地域住
民等が参画した学習機会の提供、心
豊かで健やかに育まれる環境づくり
が目的。
◎学習日４回/月
※１～２年Ｇ、３～６年Ｇ：各２回
◎体験１回/月（全学年合同）

 R01.05末現在
 児童数 69名、登録 15名

 R01.05末現在
 児童数349名、登録 38名

－３－

市バス

通年

長和小放課後子ども教室 同上 通年

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開催
※パネルは道立女性プラザ借用

R02.03.上 ―

伊達市長生大学
（カルチャーセンター・
有珠白鳥館）

◎伊達長生大学(カルチャー)と有珠
長生大学(白鳥館)の２ヶ所で開校。
◎伊達長生大学は、年間21日の学習
日で、午前が講義、午後から実技。
◎有珠長生大学は午前中のみ開校
で、講義又は実技を行っている。
◎学習日以外の活動は、修学旅行、
見学旅行、運動会、学芸発表会、ボ
ランティア活動を行っている。
◎伊達長生大学には任意加入の部活
（市管理外）もあり、独自に活動。

通年

 H31.04.19現在
 　　　伊達　239名
　　　 有珠   13名
　 　　合計　252名

男女共同参画社会づくり
講演会
（カルチャーセンター）

講師：オクラホマ藤尾仁志氏(予定)
※H30はサークル団体や飲食店とコラ
ボ開催（あらうすカーニバル）し好
評だったことから、現在調整中。

R02.01.25 100

女性プラザ祭
（かでる２・７）

札幌市で開催されるイベントに市民
参加者を集い参加する。

R01.11.上 30



令和元年度　社会教育事業計画書

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

事業名 【 生涯学習事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係－３

－４－

マイプラン・マイスタ
ディ事業

市民団体等が行う講演会等の講師代
を助成する事業
〔助成上限25,000円×５回分〕
◎対象事業：生涯学習・社会教育に
関する講演会等
◎講演会等の参加対象が、主催団体
の会員限定ではなく、一般にも開放
されていることが条件。

通年
〔H30実績〕
５回125,000円

宅配講座事業

市職員が講師となり行う座学講座
◎全５６ジャンル
◎参加者が５名以上であれば、自治
会に限らずグループで申し込み可
◎会場費等は申請者が負担

通年
〔H30実績〕
88回 2,638人



伊達１５０年記念事業
ほくでんファミリーコン
サート
（カルチャーセンター）

札幌交響楽団によるクラシックコン
サート
※入場整理券配付　6/21～
　（カルチャー、北電室蘭営業所）

R01.07.23 900

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

伊達１５０年記念事業
渡辺元佳オープンアトリ
エ（宮尾登美子記念アー
トホール＝宮尾ＡＨ）

宮尾ＡＨをオープンアトリエとし、
彫刻家の渡辺元佳氏を招き、作品制
作過程の一般公開とワークショップ
を開催する。製作した作品は市に帰
属するという内容で委託契約。
※渡辺元佳展「NEW BRANCHES」
　6/8～30
（オープニングイベント 6/7）

R01.06.07～
R01.06.30

―

令和元年度　社会教育事業計画書

事業名 【 文化芸術事業 】 －１ 担当課・係 生涯学習課社会教育係

◆未来塾パートナー
　音楽「日本一のカスタネット奏
　　　　者と仲間たち」

R01.09.04(PM) 935

巡回小劇場事業
〔小学校低学年〕
（カルチャーセンター）

◎市内小中学生を対象とした舞台芸
術鑑賞事業。
◆未来塾パートナー
　音楽「フィリアアンサンブル」

R01.07.17(AM) 781

－５－

だて歴史文化ミュージア
ムオープニングイベント
フランク・シャーマンコ
レクション展
（本館・宮尾ＡＨ）

４月３日のだて歴史文化ミュージア
ムのオープンに合わせて本館と宮尾
ＡＨの２会場で開催。

H31.04.03～
R01.05.26

本館・宮尾ＡＨ
延べ入館者

　　 　7,488

(要)
ミュー
ジアム
観覧券

野本醇展（宮尾ＡＨ）
伊達市に２７０点余りの作品（絵
画）を寄付し紺綬褒章を受賞された
(故)野本醇氏の功績を讃えた作品展

R01.10.11～
R01.11.04

―

アートギャラリー北海道
河村泳静所蔵
フランク・シャーマンコ
レクション展示会
（札幌市）

道教委が主管する、道内の美術館が
ネットワークでつながり、双方向で
美術品を紹介・発信する「アート
ギャラリー北海道」事業。
伊達市が寄託を受けているシャーマ
ンコレクションの展示会を北海道立
近代美術館と北海道立三岸好太郎美
術館で開催。

〔近美〕
①H31.03.30～
　　R01.05.26
②R01.06.08～
　　R01.07.28

〔三岸〕
　R01.07.13～
　　R01.09.04

―

伊達１５０年記念事業
大藪雅孝展（宮尾ＡＨ）

伊達１５０年記念事業
岩崎淑ピアノコンサート
（カルチャーセンター）

伊達音楽アカデミーの関連事業とし
て行うピアノコンサート。

R01.08.31 500

伊達１５０年記念事業
西いぶり定住自立圏文化
事業
（カルチャーセンター）

西胆振３市が各100万円を拠出し、３
市持ち回りで行う舞台芸術鑑賞事
業。R01年度は伊達市が当番市。
内容：劇団四季「エビータ」
チケット販売　7/27～
Ｓ席8,800円、Ａ席7,500円、Ｂ席6,000円
Ｃ席4,000円、Ｄ席3,500円

R01.10.10 874

伊達市にゆかりのある(故)大藪雅孝
氏(東京芸術大学美術学部教授)の作
品展。同氏は市教委主催の絵画セミ
ナーに講師で来ていただいていた。

R01.07.26～
R01.09.16

―

(要)
ミュー
ジアム
観覧券

引率含む

※人数は学
校への事前
調査による

巡回小劇場事業
〔小学校高学年〕
（カルチャーセンター）

◆劇団四季
　ミュージカル「はだかの王様」
※劇団四季の社会貢献活動『こころ
の劇場』による無料公演

R01.09.06(PM) 851

巡回小劇場事業
〔中学校〕
（カルチャーセンター）



事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

令和元年度　社会教育事業計画書

事業名 【 文化芸術事業 】 －２ 担当課・係 生涯学習課社会教育係

通年 15

市民サークルまつり
（カルチャーセンター）

市内のサークル団体１６団体（予
定）が参加する作品展示会。

R01.09.11～
R01.09.14

(来場見込)
        800

伊達音楽アカデミー
（カルチャーセンター）

講師にピアニストの岩崎淑氏を招聘
し、ピアノレッスンほかの音楽指導
を一般公開で行う。

R01.08.31～
R01.09.01

6

市民総合文化祭
（カルチャーセンター）

市内の文化団体３７団体（予定）が
参加する文化祭。

R01.10.11～
R01.11.24

(来場見込)
      8,000

－６－

北海道ジュニア美術セミ
ナー
（伊達市防災センター）

小学校４年生から高校生を対象とし
た絵画教室。初心者には絵画に興味
を持ってもらう、中級者にはレベル
向上を目的に２日間の開催を予定。

R01.07.30～
R01.07.31

20

幼児絵画教室
「ペイントキッズ」
(アートビレッジ文化館)
※伊達保育所が対象施設
の時は保育所で実施

幼児（幼稚園等の年長児）を対象と
した絵画教室。マーブリング等の幼
児でもできる技法を使って、絵を描
くことに興味を持ってもらうことを
目的に開催。
対象幼児は、京王幼稚園・虹の橋保
育園・うす保育所・くるみ保育所・
伊達保育所の６ヶ所

R01.05.09～

（回数未定）
―

絵画教室
「野田・永山塾」
(アートビレッジ文化館)

顧問の野田弘志氏と画家の永山優子
氏による、小学生から一般（大人）
を対象とした絵画教室。

通年 40

リアリズム絵画セミナー
(アートビレッジ文化館)

リアリズム絵画を志す人を対象とし
たセミナーで、顧問の野田弘志氏、
画家の永山優子氏、外部講師が指
導。
※全４回



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
跡についての学習

R01.09.未 160

未定 50
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

－７－

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

R01.08.31～
R01.09.01

1,000

動物考古学セミナー
(伊達市噴火湾文化研究所)

令和元年度　社会教育事業計画書

事業名 【 歴史事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

動物標本や貝塚から出土した魚や動
物の骨を用いたワークショップ

R02.02.未 20



事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

－８－

刀鍛冶初打（体験学習館
《刀鍛冶工房》）

刀鍛冶伝統行事 R02.01.上 100 無料

鞴まつり（体験学習館
《刀鍛冶工房》）

「武者まつり歴史展」
（本館１階ラーニング・ス
タジオ）

「伊達の開拓民具・まち
の歴史」
（本館１階ラーニング・
スタジオ）

明治期から戦後までの農具や生活道
具などの展示

8,500

令和元年度　社会教育事業計画書

事業名 【 ミュージアム事業 】 担当課・係 生涯学習課社会教育係

観覧料
300円

だて歴史文化ミュージアムのオープ
ン時の企画展

H31.04.03～
R01.06.23

R02.02.11～
R02.03.22

3,000
観覧料
300円

仙台市博物館所蔵の伊達政宗の甲冑
（重要文化財）を展示

7,000
観覧料
300円

2,500
観覧料
300円

6,000
特別観覧料

800円

2,500
観覧料
300円

「伊達成実展」東国随一
の猛将の生涯
（本館２階特別展示場）

「常設展示の拡大展」
（本館２階特別展示場）

朔北に挑む「伊達邦成と
家老・田村顕允展」
（本館２階特別展示場）

明治期の移住に関する企画展
R01.07.02～
R01.09.16

ミュージアムパートナー
展「伊達の刀剣」
（本館２階特別展示場）

刀剣甲冑保存会や市民が所有する刀
剣類を展示

R01.12.10～
R01.12.22

R01.10.04～
R01.12.01

ミュージアム所蔵品を特別展示場に
拡大して展示

R01.12.27～
R02.02.02

伊達150年記念事業「伊
達政宗と伊達成実展」と
もに駆け抜けた時代
（本館２階特別展示場）

R02.01.15～
R02.02.16

2,500 無料

迎賓館　七夕まつり
（迎賓館）

市有形文化財の迎賓館を活用した七
夕イベント

R01.08.03 150 無料

迎賓館 一般開放
（迎賓館）

市有形文化財の迎賓館を活用した
ゴールデンウィークイベント

H31.04.27～
R01.05.06

1,466 無料

「亘理伊達家のお雛様」
（本館２階特別展示場）

ひな祭りに合わせて亘理伊達家のお
雛様を展示

無料

武者まつりの時期に合わせて祭りの
歴史を展示

R01.07.30～
R01.09.16

8,000 無料

①６/12～７/21
②９/23～12/27

6,500

「だてまちガイダンスパ
ネル展」
（本館１階ラーニング・
スタジオ）

伊達の歴史・文化・産業等を解説す
るパネル展

刀作りに用いる道具に感謝する祭り R01.11.上 100 無料

だて歴史文化ミュージア
ムスタートアップ講演会
（ミュージアム内）

市民向け講演会 未定 50 無料



R01.11.24 30(15組)

第４回だてっ子遊び・学
びの教室
（関内小学校）

《星空・天体観察》
星にまつわるお話と天体望遠鏡によ
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」

R01.10.19 50

第６回だてっ子遊び・学
びの教室（会場未定）

《心ときめく小さな音楽会》
ロビーコンサート
協力：つどいサークル「ドロップ」

R02.02.下 40

実施済

≪クリスマスをテーマにした作品作り≫
講師：松田美佐子氏
協力：つどいサークル「ドロップ」

R01.12.上 50

《じぶんだけのスペシャル伊達マン
トをつくろう！》
段ボール等の素材を活用した作品作り
講師：彫刻家　渡辺元佳氏
協力：つどいサークル「ドロップ」

R01.06.22

R01.07.13 20

R02.01.12 250

親子体験教室
「親子クッキング」
（保健センター）

小中学生とその保護者を対象とした
親子参加型の体験事業(ケーキ作り)
講師：菓子処「久保」久保武士氏

60

第３回だてっ子遊び・学
びの教室
（噴火湾文化研究所）

≪遺跡発掘体験≫
若生町の発掘調査現場で出土した土
器等の洗浄作業体験
講師：伊達市学芸員　永谷幸人

第５回だてっ子遊び・学
びの教室（会場未定）

演劇作品づくり体験
（カルチャーセンター）

2

姉妹・歴史友好都市である、宮城県
亘理町、山元町、柴田町、福島県新
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。
※２年おきに伊達市で開催。次回の
伊達市開催は２０２１年
協力:伊達シニアクラブスポーツ少年団

R01.08.07～
R01.08.09
（2泊3日）

  　     40

うち伊達市か
らの参加者
 　  6人

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、バンドコンサート等。
協力：伊達市長生大学
　　　伊達favoriteCLUB

－９－

道南ジュニアリーダー
コース（ネイパル森）

　道教委主催の中高生を対象とした
宿泊リーダー研修会で、伊達市から
は２名の高校生（緑丘高）を派遣。

R01.07.29～
R01.07.31
（2泊3日）

姉妹・歴史友好都市シニ
アリーダー研修・交流会
（宮城県山元町）

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

29

あそびましておめでとう
（みらい館）

小学生を対象とした事業。内容は、
昔遊び、ニュースポーツ、お雑煮昼
食交流、レクリエーション。
協力：伊達市長生大学、つどいサー
クル「ドロップ」、伊達シニアクラ
ブスポーツ少年団

R02.01.18 50

15

《地図のワークショップ》
司会者（講師）を中心に参加者との
意見交換や討論を通じて演劇作品作
りをする。
講師：劇作家　藤田貴大氏

R01.08.07

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》
茶道体験の後、童話等のお話し
講師：武者ますみ氏
協力：つどいサークル「ドロップ」
　　　サークル「お話しの森」

第２回だてっ子遊び・学
びの教室
（カルチャーセンター）

R01.05.27

令和元年度　社会教育事業計画書

事業名 【 青少年事業 】 担当課・係 生涯学習課青少年・スポーツ係



－10－

第30回おおたき国際ス
キーマラソン
（大滝総合運動公園）

15㎞、7㎞、5㎞、3㎞ R02.02.上 450

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

第20回おおたき国際ノル
ディックウォーキング
（大滝総合運動公園）

12㎞、6㎞、3㎞ R01.07.07
6/10

申込締切

第32回春一番伊達ハーフ
マラソン
（メイン会場：だて歴史
の杜公園）

ハーフ、10㎞、5㎞、3㎞、車いす、
小学生団体戦（３ｋｍ）

H31.04.14

エントリー数
    3,785人
出走者数
    3,418人
完走者数
    3,318人

実施済

令和元年度　社会教育事業計画書

事業名 【 スポーツ事業 】 担当課・係 生涯学習課青少年・スポーツ係



春の読書週間（図書館）
旧：子ども読書まつり

子ども読書週間に合わせて、小学生
子ども一日司書体験、子ども向けの
本の展示等を実施。また、２日間限
定で２階に「本の森」を設置し、楽
しみながら本に触れ合ってもらう。

堀内文庫・伊東文庫巡回
事業（市内全小学校等）

みんなのおススメ本
      ＰＯＰコンテスト

市内小中学生等と市内高校生を対象
に、おススメ本POP作成を通して読書
に対する興味や意欲の継続・向上を
目的として実施。

H31.04.19～
H31.04.28

担当課・係 図書館

堀内氏、伊東氏からの寄贈児童書を
各校(１０校)に２週間程度巡回

R01.06.07～
R02.03.20

R01.07.08～
R01.08.07

 期間計
　 　 　200

 応募　 100
 表彰　　15

R01.06.18～
R01.12.上
表彰式

R01.12.中

　　 －

七夕飾りづくり
（図書館）

長さ４ｍの笹を設置し、子ども達が
期間中書いた短冊を飾る。

秋の読書週間（図書館）
旧：だて図書館まつり

毎月
第２・４水曜日

 延べ
        530

保護者含

夏休み子ども工作教室
（図書館）

小学生向けにPOP作成教室を行う。 R01.08.09 　 　　　20

小中学生読書感想文・感
想画事業（図書館）

小中学生の読書感想文・感想画の募
集を通じ、読書の普及を図る。小学
生の部のみ表彰及び発表を実施。

表彰式
R02.02.15

 応募　 200
 表彰　　48

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

毎月
第１土曜日

 延べ
 　　　 120

保護者含

秋の読書週間に合わせて、小学生の
ためのお話し会、読書クイズ、おす
すめ本展示、人形劇等のほか、春の
読書週間に実施した「本の森」を各
ボランティア協力のもと行う。

R01.10.25～
R01.11.03

 期間計
 　 　2,000

読書啓発と子育て支援のため、２歳
児を対象に絵本の読み聞かせ及び絵
本の配布を実施

５日間１クール
を年３回実施
（7、11、2月）

 延べ
　　 　 181

随時 　　 －

図書館業務を体験することで図書館
への理解を深めてもらうとともに、
研修生の勤労観、職業観の育成等に
資する。対象は中学生以上の学生

毎月
第３土曜日

 延べ
　　　  360

保護者含

ブックスタート
（保健センター）

読書啓発と子育て支援のため、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布を
実施。

毎月１回
 延べ
　　 　 172

地域文庫配本
（各地域文庫５箇所）

図書館遠隔地にその地域と協働で地
域文庫を設置。半年に一度２５０冊
の図書を寄託・巡回し、地域住民へ
の読書サービスの向上に努める。
（５地域に開設）

各文庫
年２回入替

　　 －

子ども映画会（図書館） 子ども向け映画会の上映

絵本の読み聞かせ会
（図書館）

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊び
等を実施

－11－

研修生受入事業
（図書館）

ブックスタート・ステッ
プ（図書館）

事業名（会場） 事　業　概　要 開催予定日
定員又は
来場見込

備　考

 期間計
　  　1,800

令和元年度　社会教育事業計画書

事業名 【 図書館事業 】



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資料４〕 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


