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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２号発行 全世帯に配布

公民館だより第２号について（総括）

市民等公共交通による移動について意見交換

大月市役所

５名の公民館長のみなさんが参加

-

事業報告、活動方針等

第56回関東甲信越静
公民館研究大会

東京都
ルネこだいら

大月市民会館

内容

公民館だより第２号発行について

平成２７年度
社教委・公連合同会議

第54回大月市生涯学習
推進大会

第４回市公民館連絡協議会 大月市民会館

テーマ
「見つめよう！地域の力　～粋な心で豊かな暮らしを～」

大月市民会館

大月市民会館 第５４回生涯学習推進大会について

第 3 号 
発   行 

 
大月市公民館 
連 絡 協 議 会 

大月市公民館だより 

 平成27年11月14日 東京都小平市「ルネこだいら」にて第56回関東甲信越静公民館研究大会が
開催され、大月市から５名の公民館長の皆さんが参加されました。基調講演では湊川短期大学副
学長・神戸大学名誉教授 末本 誠氏が「持続可能な社会づくりと公民館の新たな可能性」という
テーマで講演をし、その後シンポジウムが行われました。講演の中で「さまざまな選択をしながら歩
んできた人生そのものが地域の資源となる。一つの知識を得られれば済むといった、学校モデル
の学びから脱却し、地域の小さなつぶやきを大切に。地域の問題解決という公民館の役割を再確
認し、そこから学びを得よう」というお話には、なるほどと思うところがありました。 



　館長　平井　隆
（１） 笹子町ふれあい交流会

　　　　開催日　７月１２日　午後１時 ～ 午後3時５0分　参加者　１１９人

　　　　会　場　西部ふれあいセンター　２階　大研修室　　

　　　　内　容　笹子町社会福祉協議会と共催で実施。追分人形の講義と生写し

　　　　　　　　朝顔話　「宿屋の段」公演、ジョイソーラン「扇華」のよさこ

　　　　　　　　いソーランの演舞、人権擁護委員による紙芝居の上演

・ 笹子町民運動会（町民球技大会）グランドゴルフ並びにペタンク

　　　　開催日　１０月１１日　午前９時００分 ～

　　　　会　場　旧笹子小学校　跡地　グラウンド

　　　　参加者　雨天により中止となった

　　　　内　容　笹子体育会と共催で実施。　町民の体力向上と親睦を深めるため

・ 笹子町民文化祭

　　　　開催日　１０月１２日～１７日　午前８時３０分 ～ 午後５時　

　　　　会　場　大月市西部ふれあいセンター

　　　　出展数　１５４点（絵画・書道・手芸・写真・工芸・陶芸などの作品）

　　　　内　容　町民の日頃の文化活動の成果を展示し町民の文化に対する意識の

　　　　　　　　高揚を目指した。本年度は、小中学生の作品も展示した。

（２） 笹子町歩け歩け大会

　　　　開催日 　１1月１日　午前９時 ～ 午後１４時　　参加者 　１０５人

　　　　会　場　 やまびこ食堂　～　東海自然歩道　～　笹子峠矢立の杉
　　　　内　容　 笹子体育会と共催で実施。　ウォーキング

　笹子公民館周辺清掃作業（大月市西部ふれあいセンター並びに公園の清掃）

　　　　笹子町の各種団体の協力のもと実施　参加人員２５名

（１）笹子公民館： 高齢者学級
　　① ｢市の歴史と文化財講座｣（講師：大月市郷土資料館　稲垣自由学芸員）
　　　　 開催日    ７月２５日（１．５時間）、参加者： ６４人
　　       内　容    大月市の歴史や文化財の公演を聞き、郷土の再認識をした。
　   ② ｢健康体操講座｣（講師：大月市社会福祉協議会　藤本美和子）
　　　　 開催日    ９月５日（１時間２０分）、参加者： ６３人

　　       内   容     常日頃、からだの健康維持のため楽しく体を動かしましょう

（２）笹子公民館： 成人学級

　　・追分人形教室

　　　　開催期間   １２日間（７月～３月 延べ27.5時間）、参加者：延べ140人

　　　　内　　容   笹子町に伝わる伝統芸能を継承すべく教室を開催

　　　　　　　　　演目「吉窪美人鑑」「壺坂観音霊験記」の演技学習と稽古

笹子町ふれあい交流会　　　　　　　　　　　　　笹子公民館：高齢者学級

事　　業

運動・活動

学習
（学級）
講座等

笹子公民館 



　館長　天野　公男
（１）初狩ふるさと夏祭り…８月１５日　参加者：２５０名　

　昨年度も例年と同様、お盆の中日に、旧初狩小学校を会場として、午後７時より９時半まで伝統行事「ふるさと

夏祭り」を実施しました。今年は初狩小学校の協力もあり、祭りの中心である盆踊りの参加者が増え、老若男女が

輪になり賑やかに踊りました。また壮年会によるお楽しみコーナー（ヨーヨー釣り、かき氷、綿菓子など）には、

子供連れの若い夫婦が集まり、楽しげに夏の夜のひと時を過ごしました。踊りの合間には花火も打ち上げられ、

祭りの雰囲気を一層盛り上げ、最後は豪華景品の当たる大抽選会を行い閉幕しました。

（２）初狩町民体育祭…１０月１１日、初狩小学校校庭、参加者3０0名

（３）初狩町敬老会　…１０月２５日、初狩公民館、参加敬老者６８名、招待者３０名、実行委員３８名

（４）初狩町民文化祭…２月６～７日、初狩公民館、出展者2１３名（一般、小中学生）　来場者1６0名　

（５）歩け歩け大会   …１１月１日　石割山～山中湖～富士緑の休暇村（バス利用）４０名

（１）公共の場清掃奉仕事業　活動場所…初狩公民館内外

　　　１１月２９日：午前８:３０より３時間、参加者３５人

（２）新年互礼会　活動場所…初狩公民館

　　　１月１日：午前１０時より２時間、参加者４５名

（１）初狩公民館：成人学級

　　①身近な税金について（市民税・固定資産税・税の収納について）…　大月市出前講座（税務課）７月２４日

　　②親善ソフトボール大会…１１月２９日

（２）初狩公民館：高齢者学級

　　①開級式及び学習会「オレオレ詐欺と交通安全教室」　大月警察署…６月１５日

　　②大月市にこにこ体操　（出前講座）…７月１３日

　　③皆で童謡を楽しもう　　外部講師　佐々木加代子、高島千香　両先生　…８月１７日

　　④食生活について　外部講師（老沼喜久江先生）　…９月１４日

　　⑤研修旅行　　長野県諏訪方面　諏訪湖、諏訪大社（上社、下社）…１０月２７日～２８日

　　⑥市の歴史と文化財　（出前講座）　講師：稲垣自由　先生　…１１月１６日

　　⑦折り紙教室　　　　講師：大月市社会福祉協議会　天野エミ子　先生　…１２月２１日

　　⑧民謡に親しもう　　外部講師　山本光男　先生、今泉あけみ　先生　いづみ会　…２月１５日

　　⑨中央病院の現況　（出前講座）　　※第８回を順延したため、開催中止　

　　⑩閉級式およびカラオケ大会　　皆勤賞（１３名）・精勤賞（２２名）の表彰　…３月１４日

                                 　…３月1４日：4時間、参加者4８名、初狩公民館

　　　　　　　　　　　　　　　町民文化祭

事　　業

運動・活動

学習（学級）
講座等

ふるさと夏祭り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬老会

初狩公民館 



　館長　安藤　久雄
（１）地区ふれあい運動会

（２）真木納涼祭（第５回目）…８月１４日　午後５時～　大月西小学校　校庭

内容：カラオケ大会・阿波踊り出演・模擬店出店・消防車体験乗車及び放水体験等今年で４回目。

　　　昨年に続き、各ブースとも賑やかに工夫されながら楽しんでいた。盆踊りは、事前に、

　　　３回の練習会をもち、保育園や保護者会とも連携し、とても活気があるものとなった。

　　　実行委員会も準備から片付けに奮闘した。更に、会場設営については地元の業者より献身

　　　的な提供を得ながら今年度も実施でき、感謝したい。

（３）真木親子ふれあい広場：「カローリング等室内ゲーム体験」講師　県体協指導員　２名

　　　…１０月１８日　午前９時～１２時３０分　児童・生徒・保護者等　計１３０名参加

内容：育成会連絡協議会の方々が中心となり地区内の保育園・小学校の児童生徒とその保護者に

　　　呼び掛けて行っている体験交流活動。今年度は「共に過ごそう午前のひと時、創ろう親子と

　　　地域の絆、心と身体作りの体験活動「カローリング体験」を行った。活気に満ちた活動に

　　　体育館に掛け声や歓声が響き渡った。よい活動でした。

○年間を通じて実施している運動や活動

・地域美化清掃活動　　・地域環境の整備　　・あいさつ･親切運動

・花いっぱい運動(生活環境課・アダプト事業に協力)　　

（1）高齢者学級　　（真木高齢者学級　学級長　細井　明保さん）

　　　　　　目　標　　健康なこころとからだ作り

　　　　　　　　　　　地域の人々から尊敬される高齢者

４月１７日　開級式・総会：今年度の学級役員、年間の活動計画、懇親会　６２名参加

　　　　　　学習会、市出前講座「大月市の歴史と文化財」講師：稲垣　自由　先生

５月１５日　学習会、市出前講座「食の講座」講師：栄養士　堀内　純子　先生

　　　　　　５１名参加

６月１９日　研修旅行（石和温泉・日帰りの旅）　　

７月１０日　学習会　市出前講座「歯と健康づくり」講師：保健師　田邊先生　　５１名参加

９月１１日　学習会「歌とリズムを楽しもう」講師：中村先生、井上先生　

　　　　　　　合唱と健康体操を楽しむ　　５０名参加　　

１０月１６日　里山散策「自然観察会」桂川ウエルネスパークで楽しむ　講師：役員全員　

１１月１３日　学習会、講話「マイナンバー制度」講師：県　保坂先生 ５５名参加　　

１月２２日　新年互礼会・「リコーダー演奏鑑賞会」鑑賞　７０名参加　　

　　　　　　アトラクション：アンサンブル・グーフォの皆さん６名

3月　４日　閉級式・総会　　　５７名参加

　　　　　  学習会　市出前講座　「取り組もう介護予防」　講師：保健介護課　中村　氏

（２）成人学級

ヨーガ教室　　　開催期間：４月～１２月　のべ９回実施（１８時間）

　　　　　　　　場所：下真木分館　　のべ７２名参加

　　　　　　　　内容：ヨーガ体操の練習による健康づくり

水墨画教室　　　開催期間：４月～１０月　のべ１１回実施（３３時間）

　　　　　　　　場所：下真木分館　　のべ７７名参加

　　　　　　　　内容：水墨画の技能の修得及び作品製作

ふれあい運動会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親子ふれあい広場

事　　業

運動・活動

学習（学級）
講座等

真木公民館 



　館長　加納　健司
・歩け歩け運動　第１回　５月１７日　春季　富士山駅　富士北麓方面（８０回記念）

　　　　　　　　第２回１１月１５日　秋季　竜王　甲府方面

・第4４回ふれあいスポーツ祭り　　　　１０月１１日　　各種目実施会場

・大月・御太刀地区年間を通してラジオ体操実施

・むすび山整備事業

　大月公民館傘下の全分館の協力を得て年１回から２回の下草刈を実施する。今年度は6月2８日

（日曜日）の１回のみ。第二次大戦の遺跡防空監視所跡・カタクリの群生地を重点に整備する。

半日２９名で作業し道具等は各自持ちである。カタクリの群生については県外からの問い合わ

せがある。（県外から数年ここに通い実態を見ている方も多い、素晴らしいと評判である。）

・ペットボトルキャップ回収運動
年間通して各分館で行う。　現在は各分館の対応で対処している。

・高齢者学級　　会　　場　大月市総合福祉会館　６Fホール　

　　　　　　　　時　　間　午前１０時から正午まで実施               参加人数　８０名

　４月１６日　第１回　開級式　

　　　　　　　　　　　会員４名と師匠による日本舞踊鑑賞

　５月２１日　第２回　学習会『「歯」の健康講座』（市出前講座）

　　　　　　　　　　　講師　酒井 莉奈さん　田邊 知美さん(市保健介護課　保健師)

　　　　　　　　　　　　　　天野 智子さん(歯科衛生士)

　６月１８日　第３回　学習会「薬の正しい使い方」（市出前講座）　

                       　　 講師　小林 茂久さん　市中央病院　薬剤師

　９月１０日　第４回　学習会「大月市の歴史と文化財～ふるさとの歴史や文化財から～」（市出前講座）

　　　　　　　　　　　講師　稲垣 自由さん　(市郷土資料館職員)　

１０月１５日　第５回　学習会「楽しく体を動かす健康体操～大月市にこにこ体操～」（市出前講座）

　　　　　　　　　　　講師　酒井 莉奈さん　(市保健介護課　保健師)

１１月１９日　第６回　運動「健康体操」　講師　森　光昭さん　

　１月２１日　第７回　鑑賞・合唱「新春喜びのコンサート」　演者　ミュールＫ（４名）

　２月１８日　第８回　講演「森づくりによるまちづくり」

　　　　　　　　　　　講師　桑原  治雄さん（東洋大学「白山哲理塾」講師）

　３月１７日　第９回　高齢者学級閉級式　親睦会　　　　　　　　　　　学級生８０名

＜分館事業＞

駒橋分館　　　・自然散策路整備　６月７日　　　２７名参加　

　　　　　　　・登山道整備＜御前山＞　8月2２日　　3１名参加

　　　　　　　・敬老会　　　　　９月１３日　　　５５名参加

　　　　　　　・節分行事＜厄王山＞　２月３日　　７０名参加

沢井分館　　　・区民運動会　１１月１日　区民グラウンド　６９名参加

　　　　　　　・分館清掃と沢井神社清掃　１２月２０日　　役員１６名参加

下花咲分館　　・運動会　　　１０月２５日　下花咲スポーツ広場　　　９８名参加　　

　　　　　　　・どんど焼き　　１月１７日　ＪＲカルバート前　　５４名参加・役員６名参加

上花咲分館　　・水路一斉清掃＜上花咲全域＞　４月５日　６５名参加

　　　　　　　・公園清掃＜西方寺橋北詰＞　　８月２日　役員８名参加

　　　　　　　・秋の祭典「お祭り広場」　　９月１３日　上花咲公民館　５０名参加

　　　　　　　・新年拝賀式　＜諏訪神社境内＞１月１日　４０名参加

　　　　　　　・どんど焼き　　１月１１日　＜西方寺橋上流の川原＞　　５０名参加

                             

　　　　　　　　　　　　

                                                                         

学習（学級）
講座等

事　　業

運動・活動

むすび山整備事業の様子              清掃活動に参加した皆さん                健康体操「大月市にこにこ体操」の様子

大月公民館 



　館長　渡邊　勲○
（１）賑岡町民体育祭　

（２）第１２回　賑岡公民館・強瀬教育振興会共催「フリーマーケット」

　　　　１１月１４日　午前８時３０分～午後２時３０分　約２５０名参加

　　内容：１２年目を数える、強瀬小教育振興会が行っていた「フリーマーケット」を

　　　　　共催事業として協力、援助した。好評であった。（事業実施５回目）

（３）薬草等を活用した健康増進学習　　「自然科学に基づいた食養生法の学習」

　　  内容：[自然科学に基づいた食養生の提案]　　講師　みんなの薬草料理学院　院長　三田村氏

（１）　あいさつ運動　　　　　（２）　花いっぱい運動　＜市民課との協働＞

（３）　中央公民館清掃活動（施設利用者による）

（１）高齢者学級

○強瀬高齢者学級

４月２４日　開級式・茶話会（演奏鑑賞学習　演奏グループ：チャンオールドデイズ）65名参加

５月２４日　奉仕活動（地区活動への協力）参加者多数

６月２０日　学習会大月市出前講座「大月市の歴史と文化財」５５名参加

９月２５日　長寿祝賀会（式典と祝賀アトラクション「岡部社中による三曲演奏」、懇親会）７５名参加

１１月１２日　研修旅行「横浜中華街と横須賀見学」　３４名参加

１２月２０日　奉仕活動（御嶽神社の清掃協力）

２月１９日　学習会　講演　「自然科学に基づいた食養生の提案」　

　　　　　　講師：みんなの薬草学院　院長　三田村 氏

３月２８日　閉級式・総会　石和ホテル「平安」にて開催　懇親反省会

○岩殿高齢者学級　年間の活動として奉仕活動や学習会、研修旅行などを実施

○畑倉高齢者学級（白寿会）　奉仕活動、学習会（年間２回）などを実施

（２）各分館の活動

○浅利分館：カラオケ教室…４月～２月　月１回開催　各１８名程度 　いきいきサロン

　　　　　　７月、花いっぱい運動・公民館清掃　学習会　出前講座。しめ縄づくり等実施

○強瀬分館：成人学級…囲碁研究会、納涼盆踊り祭り、敬老会、どんど焼

　　　　　　敬老会、研修旅行、長寿祝賀会、研修会（講演会　薬草を利用した健康法）等

○岩殿分館：高齢者学級、研修旅行、敬老会　等

　　　　　　成人学級…花いっぱい運動、研修旅行、ふれあい祭り、敬老会　等

○ゆりヶ丘分館：太極拳教室…６月～１１月　１２回開催　各１３名程度

　　　　　　　：ヨーガ教室…６月～１２月　２２回開催　各６名程度

○下畑倉分館：高齢者カラオケ教室…４月～３月　１０回開催　各１５名程度

　　　　　　　水墨画教室、舞踊教室・花いっぱい活動・どんど焼き

○西奥山分館：ヨガ教室毎月２回金曜、カラオケ教室毎月２回土曜、公民館清掃　等

○神倉分館：親睦会、歌の会、ふれあい夏まつり、

     　　　　　・健康麻雀会（月１回第３水曜）・寿会の活動

○上畑倉分館：いきいきサロン、カラオケ教室、どんど焼き、新年会、神楽保存会等

○日影分館：区民交流親睦会、花いっぱい活動、区民運動会、敬老会、諏訪神社祭典、どんど焼き等

○東奥山分館：道祖神祭り（梵天の傘立て）、敬老会、花いっぱい運動、どんど焼き等

強瀬長寿祝賀会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町民運動会

事　　業

運動・活動

学習（学級）
講座等

賑岡公民館 



　館長　遠山　利徳○
（１）かがり火市民祭りに伴う盆踊り講習会

　　　①５分館共同開催（瀬戸・七保・猿橋・富浜・梁川）

　　　・７月１８日猿橋小学校体育館・７月24日鳥沢小学校体育館

（２）出前講座の開設（七保公民館主催）

　　　①「食の講座・体によい食生活」

　　　・７月２９日　市保健介護課健康増進担当　堀内氏　３６名参加

　　　②「認知症サポーター養成講座」

　　　・１１月１９日　市保健介護課　小佐野氏　５１名参加

（３）１０月１１日（日）第４３回七保町民運動会　今回初めて「後援」として運営に参加

（４）第７回三世代ふれあいペタンク大会

　　　・日時　　１０月２５日　９時００分～１５時３０分

　　　・場所　　七保小学校校庭

　　　・参加者　　２５チーム　　１７３名（子供・父兄・お年寄りまで）

（１）環境美化活動の実施（各分館）

　　　・区内一斉清掃　年５回（５・７・１０・１２・３月）・・・下和田分館

（２）七保ダンス同好会　毎週月曜日   延べ２７０名参加・・・七保公民館

各分館の主な活動

○下和田分館

（１）敬老祝賀会

　　　・１０月１0日　旧下和田小学校体育館　７０才以上　　１２０名参加

　　　　内容：敬老祝賀式、懇親会

　　　　出し物：日本舞踊、フラメンコ、童謡唱歌、民謡、カラオケ等

（２）学級活動(公民館使用のみ）

　　　・囲碁教室(下和田囲碁同好会）　

　　　　毎週土曜日他 ：年５４回　延べ参加人員４６１名

　　　・俳句教室（萩句会）

　　　　毎月第３水曜日他 ：年１２回　延べ参加人員７８名

　　　・歌の会（わらべ）

　　　　毎月第２火曜日他 ：年１３回　延べ参加人員２２９名

○大島分館

　　　・11月15日開催「大島ペタンク大会」　参加人員１２名　

　　　・12月13日開催「ワラと稲穂を使った本格的な正月飾り作り」　　

　　　　参加人員１８名（男：８名　女：１０名）

○葛野分館

　　　・俳句教室１２日間（４月～３月）

　　　　内容：俳句の研鑽に励む

　　　　　　　　　　ワラと稲穂を使った本格的な正月飾り作り

事　　業

運動・活動

学習（学級）
講座等

   第７回三世代ふれあいペタンク大会                                                                          俳句教室

七保公民館 



　館長　小俣　治夫

・地区運動会の開催

　　　開催日１０月１１日（日曜日）　午前9時～午後3時　　　２５０名参加

・エコキャップ回収運動　　年１回　　瀬戸全分館参加

・高齢者による瀬戸公民館清掃活動　年1回　　年末

　高齢者学級生のみでなく地域の方も参加して、例年行っている。

・高齢者学級「いきいき学級」という名称で実施　

４月２３日（木）第１回　開級式　新入会員紹介　親睦会

５月２２日（金）第2回　運　動　「グランド・ゴルフを楽しもう」　

６月２５日（木）第３回　学習会「高齢者を対象とした交通安全・犯罪等に関する学習」

　　　　　　　　　　　　講　師　　伏見康孝さん（七保駐在所　巡査部長）

７月２４日（金）第４回　交流会「保育園児と一緒にジャガイモほりを楽しもう」

　　　　　　　　　　　　講　師　　　矢竹　元生さん（学級生）

８月３０日（日）納涼会

９月１１日（金）第５回　学習会「気をつけよう！オレオレ詐欺」

　　　　　　　　　　　　講　師　　小林　咲子さん

　　　　　　　　　　　　　　（県民生活センター地方相談室　相談員）

10月1６日（金）第６回　運　動　「第２回グランド・ゴルフを楽しもう」

11月1２日（木）第７回　学習会「取り組もう介護予防」（市出前講座）

　　　　　　　　　　　　講　師　　中村　太一郎さん　（保健介護課　介護福祉士）

11月２７日（金）第８回　運　動　「第３回グランド・ゴルフを楽しもう」

12月2３日 （水） 瀬戸公民館清掃作業と 忘年会

1月１４日（金）第９回　鑑　賞「新春喜びコンサート～箏と尺八の演奏～」　新年会　

　　　　　　　　　講　師　山びこ静山会　田辺園由香社中（６名） 会場：福祉センター　

２月１７日（水）第１０回　学習会「豊かに生きるために」

　　　　　　　　　講　師　　小笠原　博慧さん（福泉寺住職）

３月６日～７日　研修旅行（石和方面）　　　　　　　　　　　

３月１５日(金曜日)  第１１回　閉級式　今年度の反省、修了証授与、親睦会

下瀬戸分館    4月１２日　お花見会     　　　

中央分館　　６月２１日　食の講座（市出前講座）　

仲組分館　　５月３０日   消毒作業・総会　　　　　

　         　　７月１１日　「ふれあいペタンク大会」

駒宮分館　　８月３０日　防災講演会

　　　グラウンドゴルフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育園児とふれあい集会

事　　業

運動・活動

学習（学級）
講座等

瀬戸公民館 



　館長　内野　晃
（１）かがり火市民祭り…７月18日「大盆踊り大会」各公民館合同練習

（２）納涼盆踊り大会

　　　目　的：町民の親睦と融和を図り、心豊かな人づくりに寄与するとともに、

　　　　　　　ふるさとへ帰郷した人々との交流を深めるため猿橋盆踊り実行委

　　　　　　　員会と共催で実施した。

　　　期　日：８月１５・１６日　　会　場：猿橋公園広場　   参加者：１００人

（３）さるはし町民体育祭り

　　　目　的：町民の体力づくりと親睦を目的とし、競技を通じて家族揃って楽し

　　　　　　　む機会、ご近所・地域の方々との交流の場の提供等に役立つ様、猿

　　　　　　　橋体育会と共催で実施した。

　　　期　日：１０月１２日　　　　会　場：猿橋中学校校庭　参加者：６００人

（４）町民文化祭

　　　目　的：町民の日常の余暇を利用しての自主的な文化活動、生涯学習活動の

　　　　　　　振興を図るとともに、日頃の成果を展示・発表し、併せて町民の文

　　　　　　　化に対する意識の高揚を目指し実施した。

　　　期　日：１月３０日～２月１日　会　場：猿橋公民館　　　

　　　出展数：４０１点（猿橋幼稚園児・猿橋小中学校生徒の絵画と習字、町民の

　　　　　　　　　　　　絵画・手芸・写真・習字・工芸・陶芸等の作品展示）

　　　経　過：出品者２９４名の方より４０１点の作品をお預かりし、各分館長、

　　　　　　　自治会長等のご協力を得て市民会館より展示用のパネル搬入・設営

　　　　　　　・作品の展示を行った。文化祭開催日は連日天候に恵まれ幼児から

　　　　　　　高齢者の方まで多数の皆様が来場して下さり、出品作品にもご満足

　　　　　　　して頂き大成功の内に終了することができた。

（５）スケート教室………２月２８日　参加者３６人（猿橋体育会と共催）

（１）小倉分館：成人学級
　　　・神楽の伝承（７月～８月）：舞踊講習（８月）、歩け歩け大会（１１月）
　　　　計１０日間（７月～１１月）：２４時間、　参加者：延べ１３８人
（２）殿上分館：老人介護教室
　　　・老人介護講習　内容：健康体操、ゲーム、バイタルチェック、唄等
　　　　計１９日間（４月～３月）　：４５時間、　参加者：延べ２２８人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町民文化祭の様子

学習（学級）
講座等

事　　業

猿橋公民館 

私たち「猿橋フォークダンスサークル」です！！ 
 私たち猿橋フォークダンスサークルは、平成８年に会員同志の親
睦と、心豊かで健康な日々を過ごすことを目的として設立し、今年
で２１年目に入りました。猿橋公民館で毎週木曜日の午後１時半か
ら４時まで皆で一緒に楽しく練習しています。例会以外の活動とし
ては、猿橋あじさい祭、山梨県スポレク祭、ねんりんピックシル
バーフォークダンス大会等に参加し、施設の慰問等も行っています。

猿橋フォークダンスサークル 

問い合わせ先：猿橋出張所 

         0554-22-0542 



　館長　榎本　勉○
（１）花いっぱい運動

　　　６月１４日他　町内各所へ花苗の植栽

（2）町民盆踊り大会

　　　8月1５日　　鳥沢小学校校庭　参加者　延べ１９０名

（3）町民大運動会

　　１０月１１日　鳥沢小学校校庭　参加者　延べ８５０名

（４）富浜公民館まつり

　   地域住民の生活、文化の向上を目指して、実施している公民館活動の集大成として、

　絵画、書道、写真、手芸などの文化・芸術作品及び小中学生の作品展示を行い、町

　民の文化・芸術への意識向上を図りました。

　   今年は、特別展示として、扇山管理委員会の活動紹介と平成２８年３月末で閉校に

　なる富浜中学校の思い出写真展を実施しました。

　   １５日には、農産物等の販売を行いました。

　開催日：１１月１４日、１５日  

　会　場：鳥沢小学校体育館

　出品者：小中学生・一般等３４２名

   参加者：延べ３８０名参加

　協力団体：大月エコビレッジ・鳥沢商業振興会・富浜体育会

（１）成人学級

　水墨画教室：2２回開催（４月～３月）５２時間　延べ１８２名参加　

　　　　　　　内容：基礎知識と技術の習得、楽しい芸術作品作り

　俳句教室：11回開催（4月～3月）４０時間　延べ10８名参加

　　　　　　　内容：作品づくりと鑑賞・発表等

（２）高齢者学級

　介護予防教室：４０回開催（４月～３月）７４時間　延べ９６０名参加

　　　　　　　内容：健康体操（フォークダンス・ストレッチ・ゲーム等）　

　カラオケ教室：２６回開催（４月～３月）５０時間　述べ１５２名参加

　　　　　　　内容：発声練習・歌唱指導等

■地区分館

◎　富浜公民館には、山谷・中野・大久保・峰沢・小向袴着・宮谷・小篠・下畑の８

　分館があり、各分館では、環境美化運動、仲間づくり活動、健康づくり活動、伝統

　行事の継承等の地域に根差した活動を展開しました。

                                                                         　　　 富浜公民館まつり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町民大運動会

事　　業

学習（学級）
講座等

富浜公民館 

富浜中学校の閉校・・・・・ 
 平成２８年３月３１日をもちまして、大月市
立富浜中学校が廃校となりました。毎年開催
されていました富浜公民館まつりへの作品展
示も昨年度が最後となってしまいました。 



　館長　畠山　一美
（１）梁川町敬老会　

　★多年にわたり社会に尽力された高齢者の方に感謝と敬意を表し長寿を祝い、

　　地域の方々との交流を深める目的で開催しました。

　開催日：平成２７年９月２７日（日）　場所：自然学園高等学校　体育館

　参加者：敬老者５２名・来賓１９名・手伝４１名　合計１１２名

　内　容：・敬老者は安協梁川支部の送迎を実施。

　　　　　・カラオケ・ギター演奏・自然学園生徒のハンドベル演奏・合唱

（２）梁川町民大運動会　１０月１１日　　【共催　梁川体育会】

（３）第１５回歩け・あるけ大会　

　★地域住民の連帯感を深め、心のふれあう明るい地域づくりと健康増進の

　　一助とするため開催しました。

　開催日：平成２７年１１月１日（日）　場所：旧梁川中→東部林道→塩瀬耕友の館

　参加者：９６名

　内容：隔年開催３０年　・１時間半の林道散策　・耕友の館で全員トン汁付昼食

（４）かがり火市民祭り「大盆踊り大会」各公民館合同練習

（１）梁川公民館

　高齢者学級：４日間（５月、８月、９月、１月）１１時間、参加者：延べ５２人

　　　　　　　  　＊出前講座（講師・健康科学大学）　社協・ボランティア協議会主催に参加

　　　　　　　＊出前講座（にこにこ体操）

　　　　　　　＊３世代交流ゲートボール大会

　　　　　　　＊正月遊び教室（福笑い・輪投げ・風船遊び等）

（２）新倉分館

　成人学級：10日間（５月～１1月）20時間、参加者：延べ39人

　　　　　　　＊大正琴教室

（３）立野分館

　地域づくり学級：３日間（９月～１月）延べ１４時間、参加者：延べ９２人

　　　　　　　＊応急救護訓練（AED使用方法・心肺蘇生の方法）

　　　　　　　＊秋祭り（伝統行事の継承）

　　　　　　　＊どんどん焼き（伝統行事の 継承）

梁川町敬老会

第１５回歩け・あるけ大会　　　　　　　　　梁川町民大運動会　

事　　業

学習
（学級）

講座等

梁川公民館 



■ 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

※夏の風物詩「かがり火市民祭り」のメインイベントとして、また、国民文化祭では大月市文化芸
能事業として開催したあのリズミカルな阿波踊りの振興と普及、更に健康づくり、仲間作りのお手
伝いを目的に開催しました。

事　業　名

4階視聴覚室
１階大ホール

165人 対象：一般市民

平成２８年度　館長　山田　正
平成２７年度　館長　小林　和人

阿波踊り教室※
（全５回）

月　　日

１月２７日
２月　３日
　　１７日
　　２４日
３月１７日

  ３月　４日
　　  ～６日

会　場 延べ参加人数 備　　　　考

中央公民館文化教室
生徒作品展

＜各公民館連絡先＞

市民ギャラリー
出展者数１８５人
来場者６０１人

対象：文化教室参加者、
          一般市民

中央公民館 
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