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○平成２８年度大月市公民館連絡協議会の活動
月　日

4月26日

6月21日

8月1日

8月8日

8月25日

9月6日

12月9日

3月5日

平成２８年度
社教委・公連合同会議
第５５回大月市生涯学習

推進大会
大月市民会館

第５５回生涯学習推進大会について大月市民会館

シンポジウム

第５７回関東甲信越静
公民館研究大会

相模女子大学
グリーンホール

大月市民会館

４名の公民館長さんが参加

第４回市公民館連絡協議会 大月市民会館 公民館だより第３号発行について（総括）

内容

公民館だより第３号発行について

全世帯に配布

市長との対話集会について

大月市役所

-

事業報告、活動方針等

事業名 会場

第３回市公民館連絡協議会

第１回市公民館連絡協議会 大月市役所

第２回市公民館連絡協議会

大月市公民館だより第３号発行

第 ４ 号
発 行

大月市公民館
連 絡協 議会

大月市公民館だより

山梨県公民館連絡協議会より県下の公民館振興発展に貢献し、その功績が顕著であること

から表彰を受けました。おめでとうございます。

大月市公民館だよりは、市内に１１ある公民館の一年間の活動・役割

を皆さんに知ってもらおうと発行しています。それぞれの公民館では、

工夫をこらした行事がたくさん行われています。

『公民館という小さな社会では、一人一人が主役です。』
観客として、公民館に参加するのではなく、主役となって、公民館に参

加し、自分自身が楽しめる公民館を作ってみてはどうでしょうか？？

この公民館だよりが、その一歩となれれば光栄です。



笹子公民館 

一年間の活動 
  6/26  

 笹子町ふれあい交流会 

  7/23・9/3 

 高齢者学級 

10/9  

 笹子町民運動会 

10/11～15  

 笹子町民文化祭 

11/6  

 笹子町歩け歩け大会 

７月～３月 成人学級「追分人形教室」 

 

８月以降の予定 

たくさんの参加をお待ちしています！！ 

９月 
 ２日（土）高齢者学級 

１０月 
 ８日（日）笹子町民体育祭 

１０日（火）～１４日（土）  

       笹子町民文化祭 

笹子町にも芸術家がいますよ。 

町民の方々の力作を展示しました。私もやってみ

よう、あの方はすばらしいね。みんなで展示作品

の鑑賞をしました。 

笹子町民文化祭 10/11～15 

地域の追分人形芝居の上演があり、みんなで、保

存・継承して行きたいと改めて感じました。また、

バンドの演奏を聴き楽しいひと時を過ごし地域の

輪の広がりと交流を図りました。 

笹子町ふれあい交流会 6/26 

紅葉シーズンに地域とふれあい、

地域をもっとよく知ろう。健康維

持のため、大蔵沢・大鹿林道をみ

んなで楽しくウォーキングし、秋

の一日を満喫しました。 

歩け歩け大会 11/6 

笹子公民館長 小林 和由 

大月市の西部に位置する笹子町は、笹子峠、矢立の杉、県の無形

文化財の追分人形芝居など多岐にわたりすばらしいところです。

残念ながら人口減少が著しく、高齢化が進み地域のふれあいが難

しくなっております。公民館活動が皆さんの活性化の一助になれ

ばと、頑張っていこうと考えております。 

笹子の公民館長さん 

１１月 
 ３日（金）笹子町歩け歩け大会 

            



初狩公民館 

一年間の活動 
  8/13 

   初狩ふるさと夏祭り 

10/9 

    初狩町民体育祭 

10/23   

  初狩町敬老会 

11/6  

  歩け歩け大会 

１/1  

  新年互礼会  

2/4～5 

  初狩町民文化祭 

2/15 

  成人学級 

 6月～３月 高齢者学級  

       

町内各種団体の協力で、盆踊りや花火大会、綿菓

子などのお楽しみコーナーが行われ、町民同士の

親睦を図ることが出来ました。当日は、約２５０

人が参加して祭りが盛大に開催されました。 

初狩ふるさと夏祭り 8/13 

町民が日頃より実践している公民館活動や趣味の

学習の成果の展示、発表を行いました。小学生か

ら高齢者１９５人、３１３作品の力作が出展され、

約２００名の人が来場してくれました。 

初狩町民文化祭 ２/４～５ 

高齢者学級 ６月～３月 

初狩公民館長 富田 重利 

公民館の役割は、町民の皆さんの教養の向上と健康の増進を図る

ことです。初狩公民館の今年の合い言葉は、「ひとり一趣味」

「ひとり一スポーツ」です。今年も様々な行事を予定しています。

行動を起こすまず第一歩が肝心です。自分の教養を高め健康を保

持するため、多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 

初狩の公民館長さん 

８月以降の予定 

たくさんの参加をお待ちしています！！ 

８月 
１３日（日）初狩ふるさと夏祭り 

１０月 
  ８日（日）初狩町民体育祭 

 ２２日（日）初狩町敬老会 
１月 
 １日（月）新年互礼会 

            

２月 
 ３日（土）～４日（日） 

       初狩町民文化祭 

通年で高齢者学級をやってます！          

高齢者の健康問題、歌唱、地域

防災などの学習や研修旅行を実

施し、会員相互の親睦や交流、

健康増進を図りました。 



真木公民館 

一年間の活動 

 8/14 

  真木納涼祭 

10/9  

 真木区民ふれあい運動会 

10/16  

 親子ふれあい広場 

4月～12月 成人学級 

       「ヨガ教室」 

       「水墨画教室」 

4月～ 3月  高齢者学級 

       「自然観察会」 

       「健康講話」等 

８月以降の予定 

たくさんの参加をお待ちしています！！ 

９月 
 ８日（金）高齢者学級 

１０月 
 ８日（日）真木区民ふれあい運動会 

１５日（日）親子ふれあい広場 

旧大月西小学校を会場にして、盆踊り・カラオケ大

会・阿波踊り・消防車乗車体験・模擬店出店・花火

大会など様々な催しを、住民手づくりの祭りとして

毎年楽しく実施しています。 

真木納涼祭 8/14 

旧大月西小学校グランドを会場として「区民ふれあ

い運動会」を開催しました。各地区対抗の競技や保

育園児の表現、区民のふれあい競技などを通じ、体

力向上や区民の親睦を深めました。 

真木区民ふれあい運動会 10/9 

旧大月西小学校体育館に真木地区

内の親子約１３０名が集まり、

「キンボールなどの室内競技」を

行い、親子の触れ合いや参加者同

士の交流を深めました。 

親子ふれあい広場 10/16 

真木公民館長 矢光 重敏 

真木公民館では、地域住民の触れ合いの拠点、明るく住み良い地域づく

りの拠点として様々な活動を実施しています。８月には「真木納涼祭」

を旧大月西小学校の校庭で開催し、区民相互の親睦を深めています。さ

らに１０月には、「区民ふれあい運動会」や「親子ふれあい広場」など

多彩な活動を展開して、地域住民相互の交流と親睦を深めています。 

真木の公民館長さん 

１１月 
 １０日（金）高齢者学級 

            
通年で高齢者学級をやってます！          

８月 
 １３日（日）真木納涼祭 



大月公民館 

一年間の活動 
5/15・11/13 

  歩け歩け運動 

6/26  

  むすび山整備事業 

10/9 

   ふれあいスポーツ祭り 

４月～３月 高齢者学級  

・分館活動 

 駒橋分館・・散策道整備、節分行事 

 沢井分館・・運動会、どんど焼き 

下花咲分館・・運動会、どんど焼き 

上花咲分館・・夏祭りバーベキュー大会 

富士見台分館・・ふるさと祭り 

       

 

５つの会場で，ゲートボール・卓球・ペタンク・

ソフトバレーボール・ソフトボール・綱引きを地

区対抗で実施しました。それぞれの競技で、白熱

した戦いが繰り広げられました。 

ふれあいスポーツ祭り 10/9 

春と秋、年２回実施しています。「第８３回秋

の歩け歩け運動」では、韮崎方面で実施し、紅

葉の中、天気にも恵まれ、大村美術館等を見学

しました。 

歩け歩け運動  5/15 ・11/13 

むすび山整備事業 6/26 

大月公民館長 吉角 務 

公民館活動もすでにスタートし、役員並びに関係者の皆様には、多大

なご理解、ご協力を賜り、感謝申し上げます。前任者の加納様は、多

年にわたり、誠実にそして情熱を持ち、様々な場で取り組み、成果を

あげてこられました。私も住民の教養の向上、健康増進、生活文化の

振興に資するなど地域の皆様と一体となる事業を推進したいと考えて

おります。さらなるご支援・ご指導をよろしくお願い致します。 

大月の公民館長さん 

８月以降の予定 

たくさんの参加をお待ちしています！！ 

１０月 
 ８日（日）ふれあいスポーツ祭り 

１１月 
  １２日（日）秋の歩け歩け運動  

        ※日程が前後する場合があります。 

９月 
 １４日（木）高齢者学級 

            

通年で高齢者学級をやってます！          

第二次世界大戦の遺跡防空監視所

跡や斜面にあるカタクリの群生地

の整備を行いました。カタクリを

見に来る登山客も多くいます。 



賑岡公民館 

一年間の活動  
10/15  
 賑岡体育祭 
・分館活動 
 強瀬分館・・成人学級、盆踊り祭り 
 浅利分館・・カラオケ教室、文化展 
 西奥山分館・・ヨガ、カラオケ教室 
 岩殿分館・・ふれあい祭り、敬老会 
 ゆりケ丘分館・・太極拳、ヨガ教室 
 神倉分館・・歌の会、健康麻雀会 
 上畑倉分館・・どんど焼き、神楽保存会 
 下畑倉分館・・水墨画、舞踊教室 
 日影分館・・区民親睦会、どんど焼き 
 東奥山分館・・道祖神祭り、敬老会 

８月以降の予定 
たくさんの参加をお待ちしています！！ 

９月 
 ２７日（水）高齢者学級 

１０月 
 １５日（日）賑岡体育祭 
            

旧畑倉小学校グランドを会場として町民体育祭を
開催しました。各地区対抗のゲートボルリレーや
あきかんリレーの競技などを行い、町民の交流と
親睦を広げました。 

賑岡体育祭 10/15 

年間を通して太極拳の練習をしています。スト
レッチや太極拳の基本動作の習得やクラブ内発表
会などを行い、体力向上や健康増進に繋げていま
す。 

ゆりケ丘拳友会（太極拳）教室 

長寿祝賀会や学習会、ボランティ
ア活動、研修旅行などを通して、
会員相互の親睦や交流を深めてい
ます。 

強瀬高齢者学級 

賑岡公民館長 田中 茂 

賑岡公民館では、明るく住み良い地域づくりや地域住民の親睦や
健康増進の拠点として様々な活動を実施しています。１０月には、
区民の親睦と体力づくりを目的として「区民体育祭」を開催して
います。さらに、「太極拳」・「ヨガ」・「フォークダンス」な
どの各教室や高齢者学級の活動なども年間を通じて大変活発に活
動を展開しています。 

賑岡の公民館長さん 

１１月 
 １０日（金）高齢者学級 

            

賑岡は、分館活動が 
  めじろおし！！          



七保公民館 

一年間の活動 
 7/22・11/18 

   出前講座 

10/30 

    七保町民運動会（公民館後援） 

10/23   

  三世代ふれあいペタンク大会 

・分館活動 

下和田分館・・敬老祝賀会 

大島分館・・歩け歩け、野菜作り講習 

葛野分館・・俳句教室、浦安の舞 

林分館・・育成会との共催研修旅行 

       

 

明るい地域づくりと競技を通じて三世代相互の親

睦と交流を目的に開催しました。当日は２５チー

ム１７６名の参加者で一投ごとに歓声が上がり和

やかに大会が開催され親睦が図れました。 

三世代ふれあいペタンク大会 10/30 

それぞれの分館で俳句や歌、囲碁教室、ダンス同好

会など分館で独自で様々な教室を行いました。育成

会との旅行や正月飾り教室作りなど行いました。 

成人学級 

出前講座 7/22・11/18 

七保公民館長 溝口 雄二 

私は微力ながら「和にして同せず」をモットーに誠心誠意その任務を

果たしたいと思います。公民館は社会教育法により設置され、地域内

の住民の生活に即する教育・学術・文化に関する事業を行う事を目的

としたもので、七保地区の教養・文化の向上とスポーツを通して健康

の増進に寄与し、地域の心の交流の和（輪）が広まるよう住民の皆様

と事業の推進を行いたいと思います。 

七保の公民館長さん 

８月以降の予定 

たくさんの参加をお待ちしています！！ 

１０月 
  ８日（日）七保町民運動会 

        （公民館後援） 

 ２９日（日）三世代ふれあいペタンク大会 

１１月 
 ２２日（水）出前講座 

            

通年で高齢者学級をやってます！          

救急法の指導を学びました。人

体モデルを使い蘇生方法やＡＥ

Ｄの使い方を学びました。また、

市の歴史と文化財についも学び

ました。 



瀬戸公民館 

一年間の活動 

  7/21  

  園児といっしょにじゃがいも堀り 

10/9 

   地区運動会 

 １/１４   

   どんど焼き 

４月～３月 生き活き学級  

・分館活動  

 下瀬戸分館・・お花見、防災訓練 

 中央分館・・市の出前講座 

 仲組分館・・ペタンク大会 

 駒宮分館・・防災訓練・講習会 

８月以降の予定 

たくさんの参加をお待ちしています！！ 

９月 
 ２７日（水）高齢者学級「生き活き学級」 

１０月 
 ７日（土）地区運動会 

ふたば保育園児・先生と高齢者が一緒になってじゃ

がいも掘りを行い、その後、高齢者が蒸かしたじゃ

がいもやスイカなどを食べて楽しい時を過ごしまし

た。園児から素敵な心のこもったお礼の手紙や品物

(折り紙等)をいただきました。 

園児と一緒にじゃがいも堀り 7/21 

平成２８年度から育成会

を中心に実施しました。

消防団や公民館の役員等

地域の多くの方にご協力

頂きました。 

どんど焼き 1/14 

人口減のため、地区対抗で実施でき

ないので、参加者をゲームでチーム

分けをして行いました。大人から子

供まで、競技に熱中して楽しんでい

ました。 

地区運動会 10/9 

瀬戸公民館長 小俣 治夫 

小中学校も閉校となり人口減や高齢化という課題があります。地区運動会

も地区対抗での実施が難しくなりましたが、地域にとって、たいへん重要

であり、役員が工夫して継続しています。また、育成会を中心に「どんど

焼き」を始めました。「生き活き学級」も、役員の努力により、学級生が

少しずつ増えています。今年も多くの方の協力により地域の活性化・コ

ミュニケーション・つながりを大切にしていきたいと思っています。 

瀬戸の公民館長さん 

 １月 
 １３日（土）どんど焼き 

            
通年で高齢者学級をやってます！          



猿橋公民館 

一年間の活動 

 8/13 ～14 

  納涼盆踊り大会 

10/9 

   さるはし町民体育祭り 

 1/2１～２３   

  さるはし町民文化祭 

・分館活動 

  小倉分館・・学習会、神楽、舞踊 

  殿上分館・・健康体操、唄 

       

 

猿橋体育会と共催にて、体力づくりと親睦を目的

に町内の全自治会が８ブロックに分かれ、各競技

を子供から高齢者までが出場し熱戦を繰り広げま

した。 

さるはし町民体育祭 10/9 

町民の文化活動・生涯学習活動の振興を図ること

を目的に開催しました。２７１名の方から４２１

点の作品が出展され、また来場者も２６０名を数

え大成功のうちに終了することができました。 

さるはし町民文化祭 1/21～23 

納涼盆踊り大会 8/13～14 

猿橋公民館長 志村 淳 

私の公民館活動への思いは次のとおりです。 

「女房は、立ち話が好きです。よその家へつっかかると帰ってきません。

困惑しています。でも、これが公民館の原点かも・・。楽しい話に笑い、

失敗談には、“どんまいどんまい”。話のタネは、幸せの種。公民館っ

てこんな感じでいいと思います。世間話にもご利用下さい。お待ちして

おります！」 

猿橋の公民館長さん 

８月以降の予定 

たくさんの参加をお待ちしています！！ 

８月 
 １２日（土）～１３日（日） 納涼盆踊り大会 

 

１０月 
  ８日（日） 

   さるはし町民運動会 １月 
 ２７日（土）～２９日（月） さるはし町民文化祭 

            

猿橋公園において、町民多数の

参加を得て、夏の風物詩である

盆踊り大会を地区の実行委員会

の方々と共催しました。 



富浜公民館 

一年間の活動 
 6/11  
  花いっぱい運動 
 8/13 
  納涼盆踊り大会    
10/9 
  町民大運動会 
11/１２～１３ 
  富浜公民館まつり 
４月～３月 成人学級  
         「水墨画・俳句」          
４月～３月 高齢者学級  
         「介護予防教室」 
         「カラオケ教室」 

鳥沢小学校校庭において、富浜町内各種団体の協
力を得て一般町民１６０名、役員３０名が参加し、
武田節他の曲に合わせて踊り、真夏の祭典を楽し
みました。 

納涼盆踊り大会 8/13 

朝から小雨が降り続き開催が心配されましたが、天
気も回復し実施する事が出来ました。 
町民一体となり、親睦と健康づくりを目指し、楽し
い一日を過ごすことが出来ました。 

町民大運動会10/9 

富浜公民館まつり 11/12～13 

富浜公民館長 榎本 勉 

富浜公民館の活動にご支援、ご協力を賜り心より感謝申し上げます。 
常々思っておりました、夏場の公民館を利用しやすいようにしたいと
エアコン設置を希望していた所、富浜地区社会福祉協議会と富浜財産
区議会よりエアコンの設置をして頂きました。心よりお礼申し上げま
す。このご厚意によって、今まで以上に富浜町民の皆様が「つどい、
まなび、つながる」場として、気軽に集まれる公民館を期待し、活動
を展開していきたいと思っております。 

富浜の公民館長さん 

８月以降の予定 
たくさんの参加をお待ちしています！！ 

８月 
１１日（金）納涼盆踊り大会 

１０月 
  ８日（日）町民大運動会 
  

１１月 
 １１日（土）～１２日（日）富浜公民館まつり 

            

住民の生活、文化の向上を目指
して絵画、書道、写真、手芸な
どの文化・芸術作品や小中学生
の作品を展示し、文化・芸術へ
の意識向上を図っています。 



梁川公民館 

一年間の活動 
 ７/11・ ９/３・1/23 

  高齢者学級 

 9/25  

  梁川町敬老会 

10/9 

   梁川町民大運動会 

11/6   

  梁川公民館ふれあい祭り 

・分館活動 

  新倉分館・・成人学級 

  立野分館・・秋祭り、どんど焼き 

町民の交流を深め、地域の活性化を図るため、

隔年毎に開催しています。露店を設置して焼き

そばやフランクフルト等の提供、演芸の披露や

カラオケの他、健康相談会や抽選会なども行い、

約４００名の人が参加しました。 

梁川公民館ふれあい祭り 11/6 

健康の増進と体力の向上を図るとともに、交流を

深めることを目的として開催しました。雨天のた

め、体育館でボール蹴りリレー、玉入れ等、１２

種目の競技を行い、熱戦を繰り広げました。 

梁川町民運動会 10/9 

市長はじめ来賓から多年にわたり

社会に貢献された感謝と敬意が表

され、自然学園生徒の合唱、参加

者のカラオケや演芸等が催され、

交流を深めました。 

梁川町敬老会 9/25 

梁川公民館長 坂本 利行 

本年度より２年間、梁川公民館長を務めることになりました。よろしく

お願いします。地域の福祉や健康の増進など、大切な役目を担う公民館

活動の推進責任者として、各分館長・主事及び運営審議委員の皆様と一

緒に、より楽しく親しみのある公民館活動を進めていきたいと思ってお

ります。皆様のご支援とご協力、活動への積極的なご参加をお願い致し

ます。 

梁川の公民館長さん 

８月以降の予定 

たくさんの参加をお待ちしています！！ 

１０月 
 １日（日）梁川町敬老会 

 ８日（日）梁川町民大運動会 

２９日（日）歩け・歩け大会 



ｐ

■ 中央公民館、真木公民館、大月公民館、賑岡公民館、瀬戸公民館
御太刀2-11-22（市民会館内）℡22-4811

■ 笹子公民館　笹子町黒野田1359-7　℡25-2301
■ 初狩公民館　初狩町中初狩100　 　℡25-6051
■ 七保公民館　七保町林943　　　　 ℡24-7018
■ 猿橋公民館　猿橋町猿橋81　      ℡22-0542
■ 富浜公民館　富浜町鳥沢1900    　℡26-5301
■ 梁川公民館　梁川町綱の上1391　  ℡26-2115

＜各公民館連絡先＞

平成２９年８月１日発行

中央公民館 

（市民会館） 

地域おこし協力隊とおしゃれに 

アレンジ簡単・本格・美味しい料理教室 2/26・3/11 

４月からＮＨＫ公開収録番組（山田邦子司会のいきいき長寿）や金管楽器コンサート、
民間主催の講演会などの開催をしました。多くの方々に喜んでいただきました。皆さん
の文化・芸術活動、学習、社会教育活動の拠点として利用してください。そして、市民
会館での活動に多くの人が集まり、新たなつながりや出会いが生まれて地域が活性化し
ていく場所になってほしいと思っています。 

中央公民館長さん 

８月以降の予定 
たくさんの参加をお待ちしています！！ 

８月 

 １９日（土）音楽鑑賞会 他数回 

 ２７日（日）ブリザードフラワー 
         アレンジメント教室 
 

１２月 
  ２日（土）クリスマス 
        リース作り教室 

３月 
 上旬中央公民館 
      教室生徒作品展 

発行・編集 

大月市公民館連絡協議会事務局 

（大月市教育委員会社会教育課） 
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中央公民（市民会館） 館長 山田 正 

「往年のオーディオ」システム音色鑑賞会 12/27 ・1/9 

地域おこし協力隊と、大月
産の野菜とターメリックを
使った簡単おしゃれ料理を
作りました。２回目は、地
元ハーブを使った本格料理
を作りました。普段とは一
味違う料理にみんな大満足
でした。 

最新技術によるハイレゾの高
音質音源を「往年のオーディ
オシステム」を使い音楽鑑賞
を楽しみました。家では味わ
えない優美な音色に魅了され
たひと時でした。 

９月 

 下旬「地域おこし協力隊」と 

    身体にやさしい甘酒料理講座 


