
１． 市立公民館・中央地区公民館 （堺町１－１） 

 

○施設の概要 

  平成 13 年６月に新しく開館した市立公民館・中央地区公民館は、鉄筋コンクリート造４階

建てで、市内の各地域に設置されている地区公民館等 18 館を統括する中央公民館としての機

能と、中央・城内・浜の３小学校区における地区公民館の機能をも兼ねた、すべての市民に

向けて開かれた施設として利用されています。 

  全市域を視野に入れた定期・短期講座、施設開放などの主催事業に加え、「岸和田市立公民

館クラブ連絡会」、「公民館まつり実行委員会」など自主的な活動が展開されており、生涯学

習時代のニーズに対応した幅広い学びの拠点になっています。 

 

○施設開放 

（１）ＩＴ相談広場 

 ＩＴ時代の市民ニーズに応じた施設提供と、相談員として情報ボランティアの力を活かす。 

 

回 時間・曜日 指導・助言 参加人数 

23 
13:00～16:00 

第１・３日曜日 
岸和田市ＩＴ相談広場市民ボランティア会 217 

 

（２）キッズルーム  

①キッズルーム 

 子育て中の保護者の交流や居場所として児童・保育室を開放し、のびのびと遊んでもらえる、

ほっとできる場をめざしています。公民館登録保育者の中から先輩ママさんを月３～４回配置

して子育て中の話や場の交流のサポートなどもしています。事前の申込みはなしで、当日気軽

に遊びにきてもらえます。 

 

回 時間・曜日 先輩ママ 
参加人数 

大人＋子ども 

48 
10:00～16:00 

木曜日 

(第２週) (10:00～12:00) 

市野 裕江 

(第３週) (10:00～12:00) 

射場 悦代 

(第４週) (10:00～12:00) 

西川 和子 

(第５週) (10:00～12:00) 

射場  悦代 

 400＋482 

 

 

 

 

 



② あかちゃんサロン 

第１週の木曜日10:00～12:00 は、未歩行のあかちゃんと保護者対象の「あかちゃんサロン」

を開催しています。自由交流の回や「子育て支援センターさくらだい」の保育士や地域の保育

所の保育士により、ふれあい遊びや季節ごとの赤ちゃんの生活のお話などする回などがありま

す。回数：10回 

 

日にち 内容 日にち 内容 参加人数 

4月 5日 ★支援センターさくらだい 

＆おしゃべり自由遊び 

10 月 4 日 ★支援センターさくらだい 

＆おしゃべり自由遊び 

 

 

 

 

大人 116 人 

子ども 117 人 

 

6月 7日 ★支援センターさくらだ 

＆おしゃべり自由遊び 

11 月 1 日 おしゃべり 

自由あそび 

7月 5日 おしゃべり 

自由あそび 

12 月 6 日 ★赤ちゃんサロン 

DE クリスマス 

8月 2日 ★支援センターさくらだい 

＆おしゃべり自由遊び 

2 月 7日 ★支援センターさくらだい 

＆おしゃべり自由遊び 

9月 6日 おしゃべり 

自由あそび 

3 月 7日 ★支援センターさくらだい 

＆おしゃべり自由遊び 

 

○公民館まつり 

第 55 回 市立公民館まつり 

＜テーマ＞ 平成の輝きを永遠の思い出に 

市立公民館まつりは、市立公民館・中央地区公民館を利用するクラブ生や定期講座生、家

庭教育学級生、また地域で活躍する青少年指導員やこども会育成連絡協議会役員などが、普

段の練習や学習の成果を発表する場として、また、参加者の交流・連携の場として毎年秋に

開催しています。このまつりは、公民館利用者が実行委員会を組織し、自ら企画・運営する

手作りの催しとして取り組まれています。 

 

 展示の部 発表の部 模擬店 子どもの広場 

日時 

11 月 10 日(土) 
10:00～16:30 

11 月 11 日(日) 
10:00～16:00 

11 月 10 日(土) 
11:00～16:00 

11 月 11 日(日) 
10:00～15:35 

11 月 10 日(土) 
10:15～完売 

11 月 11 日(日) 
10:00～完売 

11 月 10 日(土) 
10:00～15:30 

11 月 11 日(日) 
10:00～15:00 

参加 

団体名 

クラブクラブクラブクラブ    

ABC ネットクラブ 

エコロジーガーデン

ライフ・エリカ 

郷土史研究クラブ 

実用書・篆刻クラブ 

手芸クラブ 

Bear’s Paw 

書道クラブ 

中央あしたば 

クラブクラブクラブクラブ    

オカリナ 響 

沖縄舞踊クラブ 

岸教詩吟クラブ 

軽音楽クラブ 

（スウィングアイドル） 

コーラル岸和田 

茶道クラブ 

室内楽クラブ 

（ロマンツア） 

クラブクラブクラブクラブ    

男料理のつどい 

日本料理クラブ 

ヘルシー料理クラブ 

英語に親しむ会 

健康体操クラブ 

泉州ひまわりネット 

 

他参加団体他参加団体他参加団体他参加団体    

新緑会 

クラブクラブクラブクラブ    

囲碁クラブ 

岸和田吹矢サークル 

中国語クラブ「朋友」 

 

家庭教育学級家庭教育学級家庭教育学級家庭教育学級    

たんぽぽ家庭教育学級 

 

他参加団体他参加団体他参加団体他参加団体    

ガールスカウト大



俳句クラブ 

彫刻クラブ 

陶器クラブ 炎 

ペン習字倶楽部 

「昭和の戦争」歴史

クラブ 

    

定期講座定期講座定期講座定期講座    

キッズ・イングリッシュ 

キッズ・フラワー 

きしわだ歴史探検隊 

少年陶芸教室 

 

その他その他その他その他    

ガーデニング、リース 

陶芸品 展示販売 

エコバック作り 

塗り絵 

 

KDC おしゃべり村 

社交ダンスクラブ 

人形劇おもちゃばこ 

舞踊研究クラブ 

岸和田中央マジック

クラブ カメレオン 

リコーダーアンサンブル 

 パレット 

和太鼓 伝寿 

スペースクオリティ

（ヒップホップダンス） 

Lahaina Ukulele Club 

（ラハイナウクレレクラブ） 

スパイラル 

ストレッチクラブ 

和泉江州音頭 一心会 

サルサ＆ラテンダンス 

エスペランサ 

草魂バンド 

 

他参加団体他参加団体他参加団体他参加団体    

おうち暮らし 

 

定期講座定期講座定期講座定期講座    

少年教室ジュニア

オーケストラ 

なかよし茶の湯 

岸和田市子ども会

育成連絡協議会 

 

定期講座等定期講座等定期講座等定期講座等 

オレの喫茶メニュー 

イケ麺倶楽部 

ちきり CAFÉ 

 

販売品目販売品目販売品目販売品目    

わたがし 

ホットコーヒー 

ジュース 

おにぎり 

助六寿司 

ちらし寿司 

さば寿司 

お餅 

サンドイウィッチ 

関東煮 

ぜんざい 

クッキー 

フレンチトースト 

フランクフルト 

きつねうどん 

だがし屋さん 

コーヒー・焼き菓子 

阪府第 78団 

青少年指導員協議会 

ゆとり 

生涯学習課的屋部隊 

クロースアップマジ

シャン ヒラムー 

 

提供品目提供品目提供品目提供品目    

しおり作り＋ガー

ルスカウト展示 

クロリティ 

吹き矢体験 

スライム作り 

囲碁・将棋・オセロ 

折り紙広場 

スーパーボールすくい 

手作りおもちゃ 

スタンプラリー 

テーブルマジック 

 

合計人数 1,600 人 

 

○市立公民館クラブ体験ＷＥＥＫ（平成 30 年 4 月 17 日（火）～25 日（水）※期間外で開催の

クラブもあります） 

 

実施日 実施時間 種目 クラブ名 参加者 

4 月 5日(木) 19:00～20:30 ストレッチ スパイラルストレッチクラブ 2 

4 月 17 日(火) 

9:50～11:50 体操 健康体操クラブ 2 

13:30～15:30 手芸 手芸クラブＢｅａｒ’ｓ Ｐａｗ 6 

15:00～16:00 書道 書道クラブ 6 

19:00～21:00 マジック マジック カメレオン 1 

4 月 18 日(水) 14:00～16:00 日本舞踊 舞踊研究クラブ 2 

4 月 19 日(木) 19:00～20:30 ストレッチ スパイラルストレッチクラブ 0 



4 月 19 日(木) 19:00～20:30 中国語 中国語クラブ 「朋友」 4 

4 月 20 日(金) 
13:30～14:00 ペン習字 ペン習字クラブ 2 

13:30～15:30 吹矢 岸和田吹矢サークル 1 

4 月 21 日(土) 

14:00～16:00 演奏 リコーダーアンサンブルパレット 1 

18:00～21:00 軽音楽 
軽音楽クラブ 

（スウィングアイドル） 
0 

4 月 22 日(日) 
10:00～11:30 吹奏楽 草魂バンド 0 

10:00～12:30 料理 男料理の集い 0 

4 月 24 日(火) 
9:50～11:50 体操 健康体操クラブ 1 

20:00～21:00 英会話 英語に親しむ会 5 

4 月 25 日(水) 9:30～11:30 ガーデニング エコロジーガーデンライフ・エリカ 2 

5 月 11 日(金) 18:30～20:30 陶芸 陶器クラブ 炎 1 

   
合計 36 

 

２． 旭地区公民館（土生町４－３－１ 東岸和田市民センター内） 

 

○施設の概要 

旭地区公民館は、平成 22 年 11 月にＪＲ東岸和田駅前の“リハーブ東岸和田”内に移転し

ました。 

平成 30 年度の主催事業として、家庭教育学級２学級、女性学級１学級、高齢者大学２大学

を開催し、定期講座と短期講座では昨年と同様独創的なものも実施しました。 

その他、55 の登録クラブが日々文化・スポーツ活動にいそしみ、昨年度に引き続きミニ発

表会を実施し、地域幼稚園児の作品展が開催されるなど、大いに利用されています。 

また、市民協をはじめとする地域団体、グループが会合や催しに活用するなど、地域コミ

ュニティ活動の拠点として、その機能を果たしています。 

    

○あさひキッズルーム 

親子の居場所づくりを目的として、平成 23年度から毎週水曜日に開設しています。 

子育て中の保護者のみなさんに交流の場として提供し、多くの方に利用されています。 

午前 10 時～12 時、午後２時～４時の間には先輩ママさんが在室、保育について相談にのっ

たり、参加者同士の交流をすすめたりするなど、キッズルームの雰囲気づくりに貢献してい

ます。 

 

回 時間・曜日 先輩ママ 
参加人数 

大人＋子ども 



49 
10：00～16：00 

水曜日 

第１週 青木 美都枝（10：00～12：00） 

    竹末 美惠子（14：00～16：00） 

第２週 松山 裕美子（10：00～12：00） 

     中矢 久仁子（14：00～16：00） 

第３週 小牧 由香  （10：00～12：00） 

    竹末 美惠子（14：00～16：00） 

第４週 小倉 信子 （10：00～12：00） 

    大谷 悦子 （14：00～16：00） 

第５週 松山 裕美子（10：00～12：00） 

中矢 久仁子（14：00～16：00） 

719＋793 

 

 

 

３． 山直地区公民館 （三田町 715－1 山直市民センター内） 

 

○施設の概要 

山直地区公民館は、平成５年６月に「岸和田市総合計画」に基づくコミュニティ活動の拠

点として設置された「山直市民センター」の公民館部門として開館しました。 

本年度も６つの定期講座と、４つの短期講座を開催しました。 

また、２つの家庭教育学級、１つの女性学級、１つの高齢者大学を開設し、23 の登録クラ

ブの学習・スポーツ活動の拠点としても大いに利用されています。ほかには、多目的ホール

で、毎週水曜日の午後に卓球・ドッチビー、毎週土曜日の午後には卓球・バドミントンの一

般開放を行い、地域の方々に無料で利用していただいています。 

これからも、「誰でも・いつでも・親しみやすい・利用しやすい・また行きたくなる」そん

な地域に根ざした公民館を目指していきます。 

 

○キッズルーム 

  親子が気軽に立ち寄れ、子育て中の保護者の居場所として児童保育室を毎月第１・第３水

曜日開放しています。先輩ママさんも配置して交流のサポートなどもしています。事前の申

込みはなしで時間内の出入りは自由ですので気軽に参加してもらえます。 

 

 曜日・時間 先輩ママ 
回数 

（人数） 

1 
第１水曜日 

10：00～12：00 
鈴木 美帆 

11 回 

（78 人） 

2 
第３水曜日 

10：00～12：00 
濵野 江利 

4 回 

（19 人） 

3 
第３水曜日 

10：00～12：00 
松藤 真佐美 

7 回 

（68 人） 

 

 



 

○公民館まつり 

 ＜テーマ＞ 「出会い ふれあい 笑顔がいっぱい」 

12 回目の公民館まつりを開催し、館登録クラブの他にも地域で活躍されている団体や山直

南こども園の皆さんなどにも参加していただき、訪れたたくさんの人たちに日頃の学習の成

果を発表・展示することで、地域とのつながりや相互の連帯を築くことができました。 

 

   展示の部 発表の部 模擬店 その他 

日 時 

5 月 12 日(土) 

13:00～16:00 

5 月 13 日(日) 

 10:00～16:00 

5 月 13 日(日) 

9:50～16:00 

5 月 13 日(日) 

10:40～16:00 

5 月 12 日(土) 

13:00～15:00 

5 月 13 日(日) 

 10:00～16:00 

参加 

団体名 

アートくじら 

花桃 

いちいち工房 

大人のちぎり絵 

すずらん 

真盟会 

久和会 

は じ め て の 中 国 語 

すみれ会 

すまいる家庭教育学級 

にこにこ家庭教育学級 

山直北幼稚園 

城東幼稚園 

山直南こども園 

いきいき気功 

詩吟クラブ 

悠遊、千草会 

ウルトラキッズ 

映像きしわだ 

山直フォークギ

ター 

やまどり 

山直大学 

めばえ会、久和会 

黄金卓球クラブ 

アンクルズ 

アーモンド 

マシュマロ 

いちいち工房 

山直バドミント 

ン 

エアリアル 

 

【体験】 

山直囲碁クラブ 

やまどり 

久和会 

【子どもの遊び】 

子育てサロンわんわん 

山直北城東連合老人会 

【その他】 

山直図書館 

山直北女性学級 

                             合計人数 908 人 

 

 

４． 市立公民館分館 （春木若松町 21－1 春木市民センター内） 

 

○施設の概要 

市立公民館分館は、地域コミュニティづくりの拠点施設として平成６年 10月にオープンし

た春木市民センター内にあります。 

当館の特徴は、春木図書館や春木サービスセンターも併設された複合施設であること、ま

た大型商業施設とともに立地することです。商業施設と共用の大規模駐車場を備え、南海本

線春木駅からも至近であり、近隣居住者に限らず広いエリアの市民から親しまれています。 

本年度も、子育て支援を中心に主催事業を開催してきました。館の利用については主催事

業の他に、73 の当館登録クラブや教育委員会主催の学級等が定期的に利用するとともに、社

会教育関係団体、地域市民団体等の利用も多数あります。また、サークル活動など一般市民

団体等の利用が多いのも特徴です。 

現在、当館は施設や備品の老朽化に伴う諸課題も抱えていますが、複合施設の利点を活か

し、地域の市民の活発な生涯学習活動やコミュニティ活動の場、親と子のふれあいの場、あ

らゆる年齢層の人々が集える場となっています。また避難所として多くの地域の方々に利用



されています。 

○公民館分館まつり 

 第 4回市立公民館分館まつり 

  ＜テーマ＞ つながれ！つなごう！笑顔と笑顔☺ 

今年度から公民館分館まつり実行委員会組織を立ち上げ、クラブ員の自主的な活動として

２日間で盛大に行いました。すべてのクラブ活動を２日間で地域の方に知っていただくため

に、発表の部・展示の部・チャレンジの部を市立公民館分館とラパーク岸和田のキスパ広場

の２か所で開催しました。 

また今回は、市立春木幼稚園のゲスト出演や本市のキャラクターのぬりえコーナー、一般

の方が参加できる各種体験コーナー、競輪場のマスコットキャラクター「チャリオン」の参

加もあり、子どもから大人の方まで楽しんでいただける内容となりました。 

今年度の公民館分館まつりは、各クラブの日頃の学習の成果を発表する場であると同時に、

地域住民との交流、ふれあいの場となりました。多くの方に来館いただき、公民館を知って

いただく良い機会となりました。 

 

 発表の部 展示の部 チャレンジの部 

日 

時 

1 月 26 日(土) 

9：30～15：40 

1 月 27 日（日） 

9：40～16：30 

1 月 26 日(土) 

10：00～16：00 

1 月 27 日（日） 

10：00～16：00 

＜体験コーナー体験コーナー体験コーナー体験コーナー＞ 

【公民館分館内】 

26 日・27 日 

10：00～14：00 

プティ・フローラ 

「プリザーブドフラワ

ーのアレンジ体験」 

 

【キスパ広場】 

26 日 13：00～16：00 

囲碁クラブ 

「詰碁と対局の体験」 

 

27 日 10：00～12：00 

パレット 

「ランプシェードのペ

イント体験」 

 

27 日 10：00～12：00 

囲碁同好会 

「詰碁と対局の体験」 

 

27 日 14：00～15：00 

自力整体クラブ 

「クイック整体体験」 

 

 

 

 

 

 

 

参 

加 

団 

体 

名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブクラブクラブクラブ【多目的ホール】 

ＳＫスポーツうんどうクラブ、

コーラスつぼみ、うたごえクラ

ブ、フレッシュハーモニー・和、

Hula・ティアレ、カサブランカ、

モダンエレガンス、大阪愛吟

会、吟城、藤絵会、美春会、美

喜支部、若竹会、岸和田民踊会、

京の会、マーガレット、K・エ

クササイズ、春木ハーモニカク

ラブ、ブーゲンビリア、日舞同

好会（花柳流）、エリージャズ

ダンス、いずみ合唱団、ラグリ

マ、あっちゃめ、キャロット、

ダン･ダン･ダン、八重山うた、

岸和田フロイデ合唱団、岸和田

ウインドアンサンブル、コンブ

リオ 

＜社交ダンス体験社交ダンス体験社交ダンス体験社交ダンス体験＞ 

ファインダンス 

ブーゲンビリア 

クラブクラブクラブクラブ【公民館分館内】 

春木写真クラブ、文・俳句ク

ラブ、同学の会、登校拒否を

克服する会、郵趣クラブ、ク

ラブ古布、プティ・フローラ 

 

クラブクラブクラブクラブ【キスパ広場】 

ピッピプレイルーム、文章教

室「えんぴつ」、ニーハオク

ラブ、ヨンハンクラブ、パレ

ット 

 

定期講座定期講座定期講座定期講座    

子ども書道 

 

女性学級女性学級女性学級女性学級    

春木女性学級（27日のみ） 



 

参 

加 

団 

体 

名 

 

 

他参加団体他参加団体他参加団体他参加団体    

市立春木幼稚園 

 

クラブクラブクラブクラブ【キスパ広場】 

ママさん吹奏楽シエスタ 

八重山うた＆あっちゃめ 

 

 

 

                                   合計人数 1,951 人 

 

○はるきキッズルーム（通年度） 

 親子のふれあい、子育て中の保護者の交流や居場所として児童保育室を開放しています。親

子がのびのびと楽しく遊び、ホッとする場所として活用してもらえるように保育アドバイザー

を週３回配置して、子育て中の話や交流サポートなどをしています。 

 

曜日 時 間 保育アドバイザー 
回 数 

（人 数） 

水 10：00～12：00 

 村上 静恵 

中田 照美 

藪  早苗 

39 回 

（403 人） 

木 14：00～16：00 

武  瑠美 

大林 結香 

野口  恵 

38 回 

（294 人） 

金 10：00～12：00 

 葉狩 真弓 

 久保 澄子 

 中道 キヨ子 

39 回 

（768 人） 

 

 

５． 春木地区公民館・春木青少年会館 （春木宮川町５－16） 

 

○施設の概要 

  昭和 28 年５月に岸和田市公民館春木分館として開設され、その後、昭和 46 年に春木分館

を廃止し、春木地区公民館と改称されました。 

  昭和 47 年に旧公民館を解体、48 年には、地下１階地上３階建ての現在の建物が新築され、

竣工と同時に、春木勤労青少年ホームが併設されました。 

  講座・クラブ活動ともに活発になり、地域住民の社会教育活動の拠点となりました。 

  昭和 58 年２月には春木地区市民協議会も設立され、校区の町会をはじめ、婦人会・子ども

会等各団体の活動の拠点として、また、コミュニティの場ともなって大いに利用されていま

す。 

  校区の中央に位置する館は、誰もが利用しやすく「集う・学ぶ・結ぶ・広げる」のテーマ

のとおり館活動が活発に行われてきました。 



  平成 14 年には館の名称が「春木地区公民館・春木青少年会館」と改称され、主催事業は一

切なくなりましたが、現在 34のクラブが活発に活動を展開しています。 

公民館まつりは、現在、クラブ等連絡会が中心になって開催され、例年成果を上げていま

す。 

また、３階に開設していた図書室は、平成６年の春木図書館の開館に伴い、利用が皆無と

なったため平成 17 年 10 月末で閉室しました。所蔵資料については、春木小学校、他の図書

館・地区公民館、自然資料館等に譲渡したほか、地域の皆さんにも還元するなど活用を図り

ました。これまでの図書室は、現在市民協議会等のコミュニティルームとして活用していま

す。なお、１階ロビーに図書コーナーを設け図書館から配本される図書を備え、市民の利用

に供しています。 

平成 18 年度には女子トイレ１ヶ所の洋式化、20 年度には多目的トイレを新たに設置、19

年度にはＡＥＤを設置するなど、より快適に、安心して使える館を目指して設備の充実にも

努めています。 

 

○公民館まつり 

＜テーマ＞ 集う・学ぶ・結ぶ・広げる 

10 月 20 日（土）・10 月 21 日（日）に作品展示、10 月 28 日（日）に舞台発表と、クラブ等利用

者連絡会を中心に、地域の方々と協力し開催されました。フリードリンクコーナーやその他経

費はクラブ連絡会費でまかなっており、茶道クラブの薄茶点てだしは今回も無料で来館者に提

供しました。 

 

 舞台発表の部 作品展示の部 休息コーナー その他 

日 時 

10 月 28 日（日）  

 9:45～16:30 

 

10 月 20 日（土） 

10:00～17:00 

10 月 21 日（日） 

10:00～16:00 

 

10 月 20 日（土） 

11:00～14:00 

10 月 21 日（日） 

10:00～16:00 

 

 

 

 

参加 

団体名 

 

 

 

 

いずみフレンズ 

春木公民館クラブ、民謡 

SAKURA、太極柔力球 

美春会・美喜会（新舞踊） 

春木公民館カラオケ 

らんらん 

コーロ・プリマヴェーラ 

詩吟、春木社交ダンス 

初級社交ダンス 

気功・太極拳、いきいき 

誠撓会空手、ひまわり 

書道Ａ 

書道Ｂ（遊心会） 

遊画会、和裁 

ペン習字 

子育てサロンフレ

ンズはるき 

泉染会 

かな毛筆ペン習字 

こども書道、 

なでしこ、ジュエル 

ＳＣ春木女性部 

茶道 

（薄茶点てだし）

 

 

木蘭会 

金蘭 

（見学・体験コ

ーナー） 

 

 

合計人数 812 人 

 

 

 

 



 

６． 葛城地区公民館 （土生滝町 689－１） 

 

○施設の概要 

  当館は、昭和 61 年２月 29 日、農業構造改善事業に係る多目的研修集会施設として建設さ

れ、同時に地区公民館機能を持たせて運営してきました。 

  平成21年度から施設の維持管理経費を含めた予算全般を公民館に一元化し運営しています。 

立地的には、標高 296ｍの神於山を東南に望み、周辺は広域幹線道路である国道 170 号線を横

に抱いた広大な農地が広がり、これを活用した花卉・軟弱野菜・果樹等の栽培が盛んで、大

都市圏近郊農業として知名度の高い地区にあります。特に、近年は、自然豊かな丘陵地に緑

をたたえ、桜の花が優雅に咲き誇る公民館として地域住民はもとより、広範な人々に愛され

ています。 

  主な事業活動は、定期講座、クラブが中心で、高齢者を対象とした葛城大学への参加者も

多く、修斉校区及び周辺住民の生涯学習や交流の場として積極的に活用されています。また、

地域の特性を生かした地区館講座を開催しています。更に、実行組合、神於山土地改良区な

どの地域の農業団体との連携も図っています。 

 

○公民館まつり 

 ＜テーマ＞ 集い、学び、地域と連帯しよう 

  平成 30 年度の公民館まつりは、３日間とも天候に恵まれ、多くの皆様にご来館いただき大

盛況の中、公民館まつりを終えることができました。「集い 学び 地域と連帯しよう」のテ

ーマのとおり、日頃の学習成果の発表や公民館活動者の交流とともに、地域の人との「ふれ

あい」を深めることができたと思います。 

発表の部は、10 ステージ、展示の部は、２日間の開催とし、300 点余の展示を行いました。

展示の部では、地域の幼稚園である、修斉幼稚園と東葛城幼稚園の園児絵画展を同時開催す

るとともに、新たに企画したハーバリウムの体験コーナーでは、それぞれ個性のある自分だ

けの作品作りを楽しんでいただけました。 

  これからもより充実した「公民館まつり」を目指して、さらに努力していきたいと考えて

います。 

 

 展 示 の 部 発 表 の 部 模 擬 店 その他 

日 時 

10 月 20 日（土） 

13:00～16:00 

10 月 21 日（日） 

10:00～15:00 

10 月 13 日（土） 

13:00～16:00 

10 月 13 日（土） 

12:30～15:00 

10 月 21 日（日） 

10：00～13：00 

 

 

〈体験コーナー〉 

「軟式剣棒術」 

（軟式剣棒術） 

10 月 13 日（土） 

13：30～15：00 

「ハーバリウム」 

（フラワーアレン

ジメント） 

10 月 20 日（土） 

参加 

団体名 

子ども英会話 

子ども書道 

新水墨画 

着付 

書道 

実用書道 

フラワーアレンジメ

親子リズム体操 

キッドビクス 

童謡・唱歌 

エアロビクス 

ハワイアン・フラ 

健康美体操 

脳トレ筋トレ楽トレ 

たこせん 

ポップコーン 

スーパーボールす

くい 

ガラポン 

くじ引き 

パン 



ント 

レザークラフト 

修斉・東葛城幼稚園 

（園児絵画） 

ヨガで元気に 

軟式剣棒術 

葛城民謡 

たけのこ瓶詰め 

みかん 

いちじく 

いちじくジャム 

ジュース 

お茶 

フラワーアレンジ

メント作品 

レザークラフト作

品 

13：30～15：30 

10 月 21 日（日） 

10：00～12：30 

参加者 1,188 人 

 

 

７． 光陽地区公民館 （並松町 15－10） 

 

○施設の概要 

昭和 44 年４月に地域住民の文化活動の拠点として開館。以来、今日まで主に朝陽校区・東

光校区をはじめ、周辺の住民の方々が学び、交流する場として親しまれ、年間約 25,000 人の

方が来館されています。 

平成 30 年度は、定期講座は６講座で、幼児や小学生対象が４講座、成人対象が２講座です。

約 130 人が年間を通して学習しています。大学・学級等の学習会は、光陽大学と光陽女性学

級が、健康問題、高齢者・女性の生き方等、多様なテーマで学習しています。合わせて約 180

人が在籍しています。クラブ活動は、26 団体で約 400 人の方が登録し、活動しています。 

また、光陽おやこ文庫が昭和 58 年に開設され、地域の登録ボランティアの方が土曜日の午

後に本の貸し出しを行い、お話し会や工作などの催しも行っています。 

本の閲覧や貸し出しは、開館日は常におこなっています。 

地下の体育室では、一般開放により、子どもたちや成人の卓球等の利用が多くあります。

クラブ等がない時には、自由に卓球等をすることができます。水曜日の午後には、「子ども広

場」として、地域の卓球好きの高齢者の皆さんが子どもたちに卓球を指導してくださってい

ます。 

また、放課後や土曜日・日曜日には、小・中学生が１階ロビーで自習やオセロ・トランプ

のゲームをするなど、自由な居場所として活用しています。気の合う数人（成人）でお茶を

飲みながら談話したり、囲碁・将棋を楽しんだりできる小部屋『光陽サロン』も設けていま

す。ロビーのスペースには、毎月クラブの方の作品を展示するミニギャラリーがあります。 

今後も地域の拠点施設として、子どもから高齢者まで学び、集い、ふれあえるような公民

館を目指します。 

なお、施設は、敷地 363 ㎡、鉄筋コンクリート３階建、地下１階で、延床面積が 694 ㎡と

なっています。市街地に立地していて、駐車場が無く駐輪場も狭いため、利用者の方には不

便をおかけしています。建物は老朽化していますが、昭和の「レトロ感」を感じる館内には

カーペットを敷き詰めるなど、手造りの良さを醸し出しています。 

 

 



 

○光陽おやこ文庫活動       

   

活 動 日 活  動  内  容  利 用 状 況 

第 1・3 土曜日 

年間 25 回 
図書の整理、貸し出し 

 貸出冊数約 2,000 冊 

利用者数約 1,200 人 

年間２回 おはなし会、工作  利用者数約 150 人 

 

○子ども広場（卓球） 

 

活 動 日 活  動  内  容 利 用 状 況 

毎週水曜日 

年間 45 回 
卓球の指導･見守り 利用人数約 800 人 

 

○公民館まつり 

 ＜テーマ＞ 集い・学び・ふれあい 

 学級・講座・クラブ等で学ぶ皆さんが一堂に会し、日頃の学習の成果を広く地域の方々に

披露し、ふれあいを深めるため、10月 27 日、28 日の両日「公民館まつり」を開催しました。 

 「公民館まつり」には、講座、クラブ、学級で学習する多くの人が参加し、朝陽連合こど

も会・野村中学校にも参加・協力いただき、文字どおり地域が一体となった“文化の祭典”

となりました。 

 

 

８． 山滝地区公民館 （稲葉町１３４－１５） 

 

○施設の概要 

昭和 44 年４月、山滝・山直南小学校区の広い地域を対象エリアとして、旧牛滝街道沿いの

露ケ池の一部を埋め立て建設されました。 

本市の東部に位置し、桃・みかん・いちじく・竹の子・水なすなどの特産地として知られ、

葛城山や神於山を近くに望む風光明媚な地域です。定期講座・クラブを中心に、高齢者大学

（大沢大学・内畑大学・末広大学）、女性学級（山滝）、などの学習活動が活発に続けられて

います。 

更に、地域住民の集会・学習活動、コミュニティ活動等の拠点として、大きな役割を果た

しています。 

 

○公民館まつり 

〈テーマ〉○ややさしく ○ままじわり・学び ○た楽しく ○き気軽に集う 

平成 20 年度に実行委員会組織を発足、その体制を継承し今年度で 11 年目となり、自ら企

画・運営する催しとして取り組まれています。 



講座、学級、大学、クラブの皆さんが、日頃の学習成果を広く地域の皆さんに知っていた

だき、また教養並びに文化の向上に寄与すると共に多くの仲間づくりを進めるため、10 月 20

日（土曜）、21日（日曜）に「公民館まつり」を開催しました。 

今年度も、地域の子ども達が、「公民館を身近に感じる」ことを目指し、地域の子ども達（山

滝中学校、山滝小学校、山直南小学校、山滝幼稚園、山直南幼稚園）の作品を展示しました。

また、山直中学校音楽部の演奏で艶やかにオープニングを飾りました。 

今年も子供の広場では、輪投げ、スーパーボールすくい、たこせん、お菓子のすくいどり、

などで賑わいました。 

また山滝・山直南校区連合町会によるバザーも開催されるなど、どの催しも盛況でした。 

公民館利用者同志の仲間作りと同時に、地域の皆様との交流が深められ「やさしく・まじ

わり学び・楽しく・気軽に集う」のテーマを達成できたのではないかと思っています。これ

からもより充実した「公民館まつり」を目指してさらに努力してまいります。 

 

 展示の部 発表の部 模擬店 

日 時 

10 月 20 日(土) 
10:00～16:00 

10 月 21 日(日) 
10:00～16:00 

10 月 20 日(土) 
13:00～14:30 

10 月 21 日(日) 
11:30～15:00 

10 月 20 日(土) 
10:15～完売まで 
10 月 21 日(日) 
10:15～完売まで 

参加 

団体名 

[定期講座] 

こども英会話、こども硬筆 

[学級] 

山滝女性学級 

[クラブ] 

書道、英会話、編物、俳画 

写真、きり絵、紙粘土、洋裁 

ガーデニング 

 

水彩画（稲の会・東の会） 

[一般] 

山滝中学校 

山滝小学校 

山直南幼稚園 

山滝幼稚園 

山直南小学校 

[定期講座] 

こども卓球、フラダンス 

[クラブ] 

空手Ａ・Ｂ、太極拳 

詩吟、気功、 

卓球（ピーチ・キャロット・デ

イホース）、コア体操、剣道 

女声コーラス、カラオケ 自力

整体(かるる、コスモス、ここあ) 

フォークギター、 

［地域団体］ 

山直中学校 

 

[大学] 

末広大学（輪投げ） 

内畑大学・大沢大学 

(スーパーボールすくい) 

[クラブ] 

パンと菓子（ショコラ） 

（手づくりお菓子） 

[実行委員会] パン 

綿菓子、みかん、柿、黒

枝豆、筍瓶詰等、 

おにぎり、ジュース、お

茶 

[地域団体] 

山直南・山滝校区連合町

会 

合計人数 500 人 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

９． 城北地区公民館 （吉井町 1－21－1） 

 

○施設の概要 

  当公民館は、昭和 47 年５月１日、城北地区モデル・コミュニティ基本構想に基づき、｢人

と人が交歓を深める｣コミュニティセンターとして竣工しました。 

  この施設は地域の拠点として市民協議会を中心とした住民と共に地域活動に取り組みまし

た。ですから、当時の昭和 50年代、大阪府のモデルとしての公民館ともなり、施設や運営に

ついて全国各地からたくさんの人の見学研修があり、その対応に追われたそうです（昭和 52

年 10 月に、城北コミュニティ振興連絡協議会は自治大臣表彰を受けています。）。 

 こうした経緯もあって、今日に至っても日常的に、城北地区市民協議会をはじめとして連合

老人クラブや子ども会、保育所の子育て支援連絡会、小・中学校の研修行事、小地域ネット

ワークなど地域団体の会議や活動等にも活用されています。また、当館には、城北おやこ文

庫「いずみの会」があり、毎週本の貸し出しなどをボランティアの皆さんで、30 年以上も続

けられています。 

  平成 30 年度は、10の定期講座に加えて、41クラブと、高齢者大学「城北大学」、女性学級

「ほほえみ」を開設しました。また、子育て支援講座として、夏休みと冬休みに、城北おや

こ文庫のお楽しみ会を開催しました。地区館講座としては、第１回「いざという時に備えて

～救命措置と AED の使い方～」を、第２回「白味噌づくり」を､第３回「みんなでハッピーク

リスマスパートⅢ」を開催し、沢山の公民館利用者、及び地域の方々に参加していただきま

した。このほか、平成 16年度から国の施策として開設された「城北公民館スクール」も活動

しています。そして今年 15 年目を迎え、地域に根ざした事業になっています。本年度も子ど

もたちは元気よく参加しています。当館の施設を利用するほか、城北小学校や城北プールな

ど近隣の施設も活用して、子どもたちの健全育成に努めています。開催は、４月から年間を

通して土曜日と夏休み、午前９時から正午までの３時間を、12 人の指導者（地域の方々）が

毎回交代で子どもたちの成長を支援しました。 

 

○文庫事業（城北おやこ文庫いずみの会）   時間 14:30～16:30 

 

活 動 日 活 動 テ ― マ 参加人数 

毎週水曜日 図書の貸し出し、図書の整理、読書指導 

こども 

245 

大人 

3 

7／20(金) 

夏休み文庫お楽しみ会 

「ホバークラフトをつくったり、だれが勝つかなゲームなどをしてみん

なであそぼう！」を通じて､親子のふれ合い、園児・児童の豊かな心情

の育成を図る。 

こども  

81 

大人 

12 

12／21(金) 冬休み文庫お楽しみ会 こども 



「ハンドベルコンサート！」を通じて､親子のふれ合い、園児・児童の

豊かな心情の育成を図る。 

69 

大人 

23 

○公民館まつり 

本年度も、「広げよう、城北の輪」をテーマとして開催しました。運営には、役員会、実行

委員会を組織して公民館利用者の自主的な運営に努め、10月 27 日（土）、28 日（日）に実施

し、延べ 1,491 人が集いました。 

 

 展 示 の 部      発 表 の 部      模 擬 店      その他 

日 時 

10月27日(土) 

10:10～16:50 

10月28日(日) 

9:50～16:15 

10月27日(土) 

9:30～16:50 

10月28日(日) 

9:30～16:15 

10月27日(土) 

10:00～15:00

10月28日(日) 

10:00～16:00

10月 

27・28日 

(土・日) 

参加団

体名 

五月クラブA･B(和服のリフォーム

) 

古布なでしこ（古布で小物作り） 

パソコンＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

パッチワーク、(講)華道 

書友クラブ 

(講)書き方・お習字 

城北公民館スクール 

城北大学、ほほえみ女性学級 

(講)親子で遊ぼう 

(講)子どもクッキング 

(講)お花で脳トレ大人の花育 

北中学校、城北小学校、 

城北幼稚園 

 

 

 

 

城北保育所、日本の歌、  

城北公民館スクール、 

城北太極拳、城北民謡会、 

若竹会(着付け前結び)、 

大正琴、城北ダーツ 

ハワイアンフラ、 

卓球フレンド、 

グリーンバレー、健康美体操

バドミントン、カラオケ、 

(講)少年少女剣道、 

城北コーラス、詩吟、 

気功・太極拳なごみ、 

城北バレエ、Tap’s M、 

ノルディック城北、 

リズム体操、新舞踊・民踊、

卓球、ダンスＡ・Ｂ、 

 

城北大学 

(飲料水売店) 

 

料理クラブ 

(ぜんざい) 

 

男の料理クラブ 

（おにぎり） 

（フランクフルト） 

 

楽食 

（豚汁） 

 

(講)茶道 

（お点前） 

 

ほほえみ女性学級 

(わらびもち) 

展示・販売 

ＥＭ研究会 

合計人数 1,491 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

１０． 大芝地区公民館 （磯上町１－14－41） 

 

○施設の概要 

  大芝地区公民館はもと弥栄神社の宮池を埋め立て、昭和 53 年 10 月に開設しました。以来、

地域に根づいた生涯学習の場として、また地域コミュニティや文化活動を通して地域の活性

化を図り、住民の連帯拠点として公民館運営を進めています。 

本館は、阪神高速４号湾岸線・大阪臨海線から近畿自動車道に通じる磯上山直線高架橋の

傍に位置し、校区外の方にもわかりやすい場所に立地しています。 

平成 30 年度公民館主催の定期講座は、「子ども書道」「子ども料理・菓子作り」「ストレッ

チ体操」「おやじの体操」の４講座を行いました。また、10 回の「高齢者大学」ではいきい

きと活動する高齢者の姿を見ることができました。大芝地区８町約 4,200 世帯及び近隣住民

が「私たちの公民館」として利用されています。平成 30 年度は 33 クラブが、交流やスキル

アップで利用されました。また、地域のボランティア活動及び地域コミュニティの推進母体

である大芝連合運営協議会の活動拠点として、まちづくり、環境美化活動、防災部活動等の

推進に向けて地域ぐるみで利用されています｡ 

9月、2回の台風接近時には避難所の一つとして地域の安全の一翼を担うことができました。 

○施設開放 

体育室は、予定の利用がないときは一般の方に開放しています。 

小学生の遊びを中心に卓球やボール運動を楽しむ大人も定期的に利用しています。 

また、12 月から児童室を学習室として開放しました。小学生や中学生が学校の課題や自主

学習で利用ができるようになりました。 

来館した人はロビーの椅子でくつろぎ、笑顔で話す姿が見られます。広いロビーの空間を

コミュニケーションの場として利用したり、図書を読んだりする場所として有効利用ができ

ています。 

  

○公民館まつり【大芝地区文化祭】 

＜テーマ＞ 「広げよう みんなの笑顔 すてきな感動」 

当館の公民館まつりは、大芝連合運営協議会と共催のもと、「大芝地区文化祭」という名

称で開催しています｡舞台設営やパネルの設置、開閉会式進行、出店などで大芝地区８町の

各種団体にご協力いただき、来館者の多い盛大な文化祭になっています。 

◇クラブ員・学級講座生は、舞台・作品発表を通じ、日ごろの活動の成果を披露しています。

また、体験型のクラブ発表もあり、笑い声や応援の声で和気あいあいとした会場になって

います。 

◇地域には、「文化祭に参加しませんか」という表題でお知らせを配布し、趣味・特技を披露

する機会としてご案内しています。地域の老人会の作品や大芝連合運営協議会の文化祭へ

の取り組みも出店や抽選会など趣向を凝らしたもので、地域の人たちの楽しみになってい

ます。 

出演者見物人を含め 1,656 人の方が参加されました。 



                                 合計人数 1,656 人 

    

 

１１． 葛城上地区公民館 （塔原町 615－１） 

 

○施設の概要 

明治 13 年６月の開校以来、100 年を超える歴史を持つ東葛城小学校分校が、昭和 56 年４

月に本校に統合となり、その跡地の有効利用を図るため建設され、昭和 61年 12 月 25 日に

竣工しました。 

定期講座・クラブ・高齢者大学と貸館を中心に、河合・上白原・神於・相川・塔原５町

の地域住民の集会や各種団体の交流や会議に利用されているほか、各ボランティア活動や

農業体験研修なども行われています。恵まれた環境もあり市内で唯一自然ゾーンにある公

民館で自然のなかで学べる定期講座には、他の地域からの受講生も増加しています。夏は

避暑地の場として、冬は和泉葛城山への耐寒登山の拠点としても、多くの市民に利用され

ています。 

岸和田市の山間部に位置するため、交通の便が悪く少し不便ですが、公民館の周りは緑

豊かな自然がいっぱいです。ほたる鑑賞の場として、すっかり市民にも定着した津田川が

公民館の横を流れ、市内の小学校、幼稚園の子どもたちの川あそびにも利用されています。

 展 示 の 部 発 表 の 部 模 擬 店 そ の 他 

日 時 

10 月 20 日(土) 

10:00～17:00 

10 月 21 日(日) 

10:00～15:00 

10 月 20 日(土) 

10:00～17:00 

10 月 21 日(日) 

10:00～15:00 

10 月 20 日(土) 

10:30～14:00 

10 月 21 日(日) 

11:00～15:00 

10 月 20 日(土) 

13:30～16:00 

10 月 21 日(日) 

10:00～15:00 

参加 

団体名 

※第１会場※第１会場※第１会場※第１会場    

陶芸、華道 

はがき絵Ａ・Ｂ 

※第２会場※第２会場※第２会場※第２会場    

手編みＡ・Ｂ 

一筆画 

※第３会場※第３会場※第３会場※第３会場    

絵画、大芝パソコン 

園芸、習字Ａ・Ｂ 

大芝大学 

一般応募作品子ども

書道Ａ・Ｂ 

子ども書道講座 

※パネル展示※パネル展示※パネル展示※パネル展示    

子育てサロン「みる

きい」 

大芝連合(防災部会) 

大芝地区福祉委員会 

20202020 日日日日((((土土土土))))    

健康体操 

ローズバドミントン 

大芝卓球 

社交ダンス 

太極拳 

おやじの体操、 

楽しい気功 

ストレッチ体操 

バレーボール 

大芝バトミントン 

ソフトバレー 

フラダンス、 

シニア体操 

21212121 日日日日((((日日日日) ) ) )     

大芝マジック 

大芝詩吟 

カラオケ大芝 

(一般参加) 

カラオケ 

中国胡弓「二胡」演奏 

大芝高齢者大学 

    

20202020 日日日日((((土土土土))))    

＜子ども料理講座＞ 

＜家庭料理クラブ＞ 

わらびもち 

スイートポテト 

ポテトスイーツ 

21212121 日（日）日（日）日（日）日（日）    

＜八部会＞ 

＜青少年指導員＞ 

焼きそば 

 

＜ＥＭグループ＞ 

おでん 

 

＜茶道クラブ＞ 

お茶席 

 

20202020 日（土）・日（土）・日（土）・日（土）・21212121 日（日日（日日（日日（日））））    

<連合協議会> 

花の苗、鳴門金時 

20202020 日日日日((((土土土土))))    

<囲碁将棋クラブ> 

囲碁将棋大会 

 

21212121 日日日日((((日日日日))))    

＜献血運動＞ 

10:00～15:00 

連合協議会・大阪府赤十字 

血液センター 

 

※お楽しみ抽選会 

15:00～ 

 



葛城山もすぐ近くで、静かな環境の中で有機栽培も営まれ、春は桜が咲き、夏は緑に囲ま

れ、秋は紅葉、冬は雪と四季折々、自然豊かな公民館です。 

 

○公民館まつり 

 ＜テーマ＞ 「地域住民の交流の場として」 

  公民館まつりは、講座・クラブの皆さんの日頃の学習成果の場として力作を展示し、ま

た、地域文化を継承するための展示や地域住民との交流、ふれあいを深める場として、ま

た、多くの方に公民館を知っていただく機会として実施しています。 

  特に世代間交流をより深めるために、平成 19年度から、公民館まつりの第２日目の日曜

日に東葛城大学を同時開催し、高齢者の方と地域の方々とふれあう機会を設けております。 

 

 展 示 の 部 

日 時 
10 月 20 日（土）   13:00～17:00 

10 月 21 日（日）   13:00～16:00                 

参加団体名 

子ども書道(毛筆・硬筆)、ヨガ教室 

パッチワーク、葛城踊り保存会 

きしわだ自然友の会会員、市民協議会 

                           合計人数 35 人 

 

 

１２． 光明地区公民館 （尾生町 1231－３） 

 

○施設の概要 

  光明地区公民館は、平成 10 年６月、本市の第 17 番目の地区公民館として開館しました。

市道包近流木線に面し、周囲は緑豊かで恵まれた自然環境の中にあり、敷地面積も 1,897 ㎡

と広く、19 台の駐車場が整備されています。 

  平成 30 年度は、定期講座（６講座）・高齢者大学（光明大学）・クラブ（30 クラブ）が活動

しました。 

このほか、町会をはじめ、地区市民協議会、老人クラブ、こども会等の各種団体の集会や

会議、行事、更には光明地区福祉委員会主催の「子育てサロン」、「クリスマス会」、「ほのぼ

の広場」などに利用されています。 

  また、地域の方々が気軽に卓球・囲碁・将棋・交流の場などとして利用できるよう、曜日

や時間を定めて施設を開放しています。夏休み期間中には、子どもの居場所として講座室を

「とんぼ自習室」に、入園前の子どもと保護者が子育ての情報交換や仲間づくりという目的

で木・日曜日を除く午前中、児童・保育室を「とんぼ交流ランド」として開放しています。 

図書室には絵本や大人向け実用書約 4,475 冊を所蔵しており、開館日の 10 時から 17 時ま

で、自由に本を読むことができます。また、毎週木曜日 14 時から 17 時まで文庫ボランティ

アの協力で「とんぼ文庫」として図書の貸し出しや絵本の読み聞かせ、折り紙、お話し会な

どを行っています。 

  地域の活動拠点として、子どもからお年寄りまでが集い、学び、ふれあいそして地域の絆

を深める魅力ある公民館を目指しています。 



○文庫活動（とんぼ文庫） 

 

活 動 日 時 間 活 動 内 容 

毎週木曜日 14:00～17:00 図書の貸し出し、折り紙、お話し会等 

毎月第４木曜日 14:00～17:00（１時間程度） 絵本の読み聞かせ 

春・夏・冬休み期間 

毎週木曜日 
10:00～12:00 図書の貸し出し、折り紙、お話し会等 

11 月 10 日（土） 10:00～15:00 公民館まつり（子ども広場） 

 

○福祉委員会 

 

事 業 名 活 動 日 活 動 内 容 

子育てサロン 毎月第２水曜日 保護者・乳幼児の交流 

クリスマス会 12 月第２日曜日 子どものふれあい交流 

ほのぼの広場 ９月・３月 高齢者対象のふれあい交流 

 

○とんぼまつり（公民館まつり） 

第 20 回「とんぼまつり」は、11 月 10 日（土）・11 日（日）に開催しました。その企画や

運営にあたっては、定期講座生やクラ生など利用者で構成する「とんぼまつり実行委員会」

を組織し取り組みました。 

公民館まつりは、定期講座生やクラブ生等が発表する機会であり、来館された方々に日頃

の練習や学習の成果を十分ご覧いただきました。 

子どもたちには、公民館を身近に感じてもらおうと「子どもひろば」でゲームやコイン落

し、ぬり絵・すべり台等で大人の人たちと遊び、また、模擬店ではスーパーボールすくいや

綿菓子、くじびきで楽しみながら親しむ場を設けました。 

子どもひろばやクロリティ体験コーナーでは、町会や市民協、福祉委員会、老人クラブ、

とんぼ文庫の方に協力をいただき地域ぐるみの館まつりとなりました。 

また、今回も市立光明幼稚園児の絵画作品を展示し、「とんぼまつり」を一層盛り上げてい

ただきました。 

一方、陶芸の３つのクラブとガーデニングクラブさくらそうによるチャリティーバザーを

開催し、売り上げの一部を岸和田市社会福祉協議会の善意銀行に寄附しました。 

「出会い」、「ふれあい」、「学びあい」が広まる「とんぼまつり」となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 展 示 の 部 発 表 の 部 模 擬 店 そ の 他 

日時 

11 月 10 日(土) 

10:00～16:00 

11 月 11 日(日) 

10:00～16:00 

 

11 月 11 日(日) 

10:30～16:00 

11 月 10 日(土) 

10:00～16:00 

11 月 11 日(日) 

10:00～16:00 

11 月 10 日(土) 

10:00～16:00 

11 月 11 日(日) 

10:00～16:00 

参加 

団体名 

子ども英会話教室

（定期講座）、 

子ども書道（定期

講座） 

ステンドグラス

（00クラブ）、 

パッチワーク、 

絵ハガキ水彩、 

ガーデニング（さくらそう）、 

陶芸（アース）、 

陶芸（どろんこ）、 

陶芸（もぐら） 

親子リズム体操（定期講

座）、 

親子体操（だん）、 

健美体操（ほがらか）、 

奏竹クラブ（竹韻会）、 

社交ダンス（オリーブ）、 

おたっしゃジャズオーケストラ、 

光明剣道クラブ、 

光明健美体操、 

ハワイアンフラ（アロアロ）、 

リズムエクササイズ、 

童謡・唱歌（光明エンジェルス）、 

エンジョイ・ヨガ、 

とんぼソーリャ、 

英会話（どんぐり）、 

Hula・ロケラニ、 

新舞踊・民踊（しらゆり）、 

子どもモダンバレエ、 

泉州江州音頭（花沢会）、

泉州音頭（千亀利会） 

講座生・クラブ生に

よるスーパーボール

すくい、わた菓子、

くじびき遊び、 

健康ケーキづくりと

販売（男のクッキン

グクラブ・定期講座

（親子でお菓子づく

り、おふくろ料理）、 

チャリティーバザー

（陶芸アース・陶芸

どろんこ・陶芸もぐ

ら）、（ガーデニング

さくらそう） 

囲碁体験（囲碁クラ

ブ）、 

百歳体操体験（百歳

体操）、 

わんぱく子ども卓球

体験（卓球クラブと

んぼ、同レインボ

ー）、 

クロリティ体験コー

ナー（光明連合老人

クラブ・光明大学有

志）、 

子どもひろば（町

会・市民協・福祉委

員会・とんぼ文庫）、 

茶の湯体験コーナー

（子ども茶の湯・定

期講座）、 

光明幼稚園児絵画展 

合計人数 約 1,800 人 

 

 

１３． 新条地区公民館 （荒木町２－22－８） 

 

○施設の概要 

府営岸和田荒木住宅の建替え事業に併せ、全国的にも珍しい住宅との合築の公民館として、

平成 11 年３月に完成、６月１日に開館しました。公民館は７階建て住宅の１階部分と別棟の

多目的棟で構成されています。 

  館の前には、新条幼稚園・新条小学校・ドルチェバンビーニがあり、朝はにぎやかな子ど

もの声で始まり、放課後には館ロビーで談笑、読書をする姿が見られます。 

170 人を収容する多目的ホールをはじめ、用途に応じた７室が配置されており、多目的ホー

ルの音響設備、創作室の陶芸窯、和室の茶釜設備等を利用しての講座・クラブでの地域住民

の方々の活動、新条大学（高齢者大学）での学習、地区市民協議会関係会議等、生涯学習・

地域のコミュニティの場として、幅広く活用されています。 

 また、当館は地域の防災避難施設となっており、校区内自主防災組織による各町単位の防

災避難訓練の場として、多目的ホールでの防災講座、調理実習室を使用しての炊き出し訓練、

駐車場での消火訓練の実施など、地域の防災拠点のひとつとしても活用されています。 



○文庫活動、施設開放 

ボランティアの皆さんのご協力のもと、新条文庫「なかよし」が図書の貸し出しやお話し

会を行っています。他にも町会、地区市民協議会、青少年指導員、こども会、地域の民生委

員さんを中心とした子育て支援のための「子育てサロン」、なかよし新条（市民協他ボランテ

ィア団体の集まり）による高齢者支援のための「いきいきサロン」の開催など地域活動の拠

点として活用されています。 

 

○公民館まつり 

 ＜テーマ＞ 「仲間と学び！あふれる笑顔の発表会」 

  参加者数は２日間で 1,591 人と前年比 255 人増（約 19％増）。今年もテーマのとおり、協力

し合い、和気あいあいとした楽しい雰囲気の中での公民館まつりになったものと思います。

また、今年度は新条保育所の子ども達による歌と手話、演奏でオープニングを盛り上げても

らい、終了時は北中学校の音楽部のコーラスもあり、学校・地域とのつながりを再確認し、

より充実したまつりとなりました。 

 

 展 示 の 部 発 表 の 部 模 擬 店 そ の 他 

日 

時 

11 月 10 日（土） 

 10:00～16:35 

11 月 11 日（日） 

 10:00～16:35 

11 月 10 日（土） 

12:00～16:35 

11 月 11 日（日） 

9:30～16:30 

「ティーコーナー」「ティーコーナー」「ティーコーナー」「ティーコーナー」    

10日(土) 

13:30～15:30 

11日(日)  

13:30～15:30 

 

 

「抹茶と和菓子」「抹茶と和菓子」「抹茶と和菓子」「抹茶と和菓子」    

(茶々クラブ、子

ども茶道教室) 

11 日（日） 

10:00～12:00 

〈体験コーナ〈体験コーナ〈体験コーナ〈体験コーナ

ー〉ー〉ー〉ー〉    

「囲碁」「囲碁」「囲碁」「囲碁」    

(囲碁クラブ) 

11 日(日) 

13:00～15:00 

 

参 

加 

団 

体 

名 

子どもフラワーサークル 

子ども絵画教室 

子どもお習字教室 

子どもかきかた教室 

大人のボールペン習字 

新条大学 

もみじ（手編み） 

新条大学パソコン同好会 

ＩＴクラブ（パソコン） 

Ｐネットクラブ 

パソコンクラブ「Ａ」 

パソコンクラブ「Ｂ」 

新条幼稚園 子ども達 

あじさい会(大正琴） 

新条秀和会（民謡） 

カトレア舞踊会（新舞踊） 

あすなろダンスサークル 

アロハ・フラクラブ 

岸和田こまち（太極扇・剣） 

美喜クラブ（民舞） 

健康・美ウォーク 

凛雅・凛雅（健康体操） 

なでしこ(コーラス） 

新条カラオケクラブ 

        

 



１４． 天神山地区公民館 （天神山町２－９－１） 

 

○施設の概要 

  天神山地区公民館は、みなさんの長年の熱意とご協力により、平成 14年５月に天神山地区

のほぼ中央に完成しました。 

鉄筋コンクリート３階建ての館内は全てバリアフリーになっており、高齢者や身体の不自

由な方にも気軽に利用できるよう、エレベーターや身体障害者用のトイレが設置されていま

す。 

平成 30 年度は 19 クラブ、10 サークルが活発に活動しました。その他に、天神山大学、ボ

ランティア活動（あいサロン、ふれあい給食、子育てサロンなど）、地区市民協議会、自治会、

老人クラブやこども会等の各団体が集会、研修会に利用するなど、地域での生涯学習とコミ

ュニティ活動の拠点となっています。 

 

○公民館まつり 

  〈テーマ〉「みんなで楽しく」 

今年もテーマに、「みんなで楽しく」を選び、“公民館まつりの一日を「みんなで楽しく」

すごそう”と決めました。 

発表で恒例となっている天神山保育園園児のみなさんによるオープニングでの和太鼓演奏、

そしてお昼からは、天神山幼稚園園児のみなさんによる踊り「天神山ソーラン」、天候にも恵

まれ、たくさんの方が来館され大盛況となりました。 

その他にも、各クラブの方々による発表・展示、模擬店、体験コーナーとして、「てんてん

天神山子ども教室」主催の「子どもの広場」、囲碁クラブによる囲碁教室、クロリティ・クラ

ブによる輪投げなどがあり、参加者、来館者とも大いに楽しんだ一日でした。 

公民館まつりは、登録クラブのみなさんが中心となってつくり上げ、日頃の活動成果を地

域の子どもたち、そして、お年寄りまでの幅広い層にご覧いただく場となっています。 

今年も“地域のみなさんの力が集まった、「みんなで楽しく」すごせた”公民館まつりとな

りました。 



合計人数 925 人 

 

 

１５． 久米田青少年会館 （岡山町 450－1） 

 

○施設の概要 

  昭和 39 年７月開館以来 54 年の歴史があります。久米田池の東堤に位置し、四季折々に美

しい環境は人々の心を和ませてくれます。春には桜の名勝としても知られ、多くの市民が桜

まつりに訪れます。また冬には水鳥の群れが飛来し、のんびりと羽を休める姿を楽しむこと

ができます。このような風光明媚な環境の中で「集い・学び・交わる」をテーマに館の活動

が活発に行われています。 

  本年度は、山直大学（高齢者大学）が当館で３回開催され、学習活動を行なっています。

また、クラブ（25）も活発に活動しています。その他、各種地域団体等の集会、学習活動、

コミュニティ活動の拠点として大きな役割を果たしています。 

 

○公民館まつり 

＜テーマ＞ 集い・学び・交わる 

 文化祭準備委員を設置し、「久米田青少年会館文化祭」の準備を利用者が自主的に進めてい

ます。今年度も日頃の公民館活動の成果を展示・発表する場、各団体及び地域の皆さんが交

流する場として開催し、大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 展 示 の 部 発 表 の 部 模 擬 店 その他 

日 時 
10 月 27 日(土) 

10:00～15:00 

10 月 27 日(土) 

9:45～15:00 

10 月 27 日(土) 

11:00～完売まで 

10 月 27 日(土) 
10:00～12:00 
13:00～15:00 

参加 

団体名 

書道教室 

天神山書道クラブ 

天神山俳句クラブ 

天神山珠算クラブ 

子供珠算クラブ 

天神山幼稚園 

天神山保育園 

 

スポーツダンスクラブ 

パンプキン 

KID’S DANCE 

天神山コーラス部 

Hula・レフア 

吟州クラブ 

天神山詩吟クラブ 

天神山吟友クラブ 

天神山幼稚園 

天神山保育園 

天神山ヨガクラブ 

 ・パン 

福祉委員会 

 ・喫茶 

 ・パウンドケーキ 

 ・わらび餅饅頭 

 ・わらび餅 

 ・コーヒー 

・かやくご飯 

実行委員会 

・弁当 

 

（体験コーナー） 

囲碁クラブ 

クロリティ・クラブ 

 

（子どもの広場） 

“てんてん”天神山子

ども教室 

 

（手伝い） 

健身ストレッチクラブ 

パソコンクラブ 

気功クラブ 



 展 示 の 部 発 表 の 部 模 擬 店 

日 時 

10 月 20 日（土） 

 13:00～16:00 

10 月 21 日（日） 

 10:00～16:00 

10 月 28 日（日） 

12:30～16:30 

10 月 20 日（土） 

 13:00～完売まで 

10 月 21 日（日） 

10:00～完売まで 

参加 

団体名 

岡山書道ふれあいの会 

俳画、創イング花 

パッチワーク、絵手紙 

みなつき句会 

古布となかま 

山直北女性学級 

山直北・城東小学校 

一般参加者 

岡山民踊会、たのしい気功 

大正琴（泉の会） 

詩吟Ａ・Ｂ、ひまわりエコー 

さくらフォークダンス 

民謡（寿鳳会）、オカリナ 

剣道、山直大学 

元極舞、フラダンス 

エンジョイヨガ 

久米田健康美体操 

銭太鼓 

（いっしょにね！！） 

ポップコーン 

くじ引き 

喫茶コーナー 

 

（岡山町婦人会） 

クッキー 

合計人数 525 人 

 

 

１６． 八木地区公民館 （池尻町 339－２ 八木市民センター内）  

○施設の概要   

  平成 25 年 11 月に、青年の家を閉館しその機能を継承しながら、サービスセンター・図書

館を併設する複合施設である八木市民センター内に開設されました。 

  １階に「集会室」、２階に「多目的室１」（保育室）、「多目的室２」（研修室）、「実習室」（調

理室）、「和室」、大小の会議室と多様な部屋があり、フリースペースや展示ギャラリーなど、

多目的に使える空間が配置され、地域の皆様の交流の場として積極的に活用されています。 

 30 年度は、定期講座が５講座で主に小学生が在籍し年間を通して学習しています。短期講

座は、乳児とその保護者を対象に１講座、小学生やその保護者を対象に２講座、高齢者を対

象に３講座、全ての年齢層を対象に３講座、さらに、八木図書館と共催で１講座、学習グル

ープ「みち」との共催で２講座、全部で 12の講座を実施しました。 

加えて、学び舎ネットワークの会場となり、沢山の方に参加していただきました。 

また、『やぎキッズルーム』と称して、毎週水曜日（第１週目除く）10 時～15 時 30 分、未

就学児と保護者の方が気軽に立ち寄れ、遊べる場所として、保育室を開放しています。八木

大学、八木女性学級では、それぞれの目的に沿って概ね月１回多様なテーマで学習していま

す。クラブ活動は、50団体約 1,000 人の方が登録し活発に活動しています。 

地域コミュニティ活動の拠点施設としての機能を併せ持つ当館は、八木地区市民協議会、

町会連合会・青少年指導員・子ども会の定例会など、地域の方々の会合や催し等にも幅広く

利用されています。今後も地域コミュニティの拠点施設として、子どもから高齢者まで集い、

学び、交流できるような公民館を目指します。 

 

 

 

 

 



○子育て支援 

・やぎキッズルーム                    時間 10:00～15:30 

回 曜日 先輩ママ 参加人数 

39 

毎週水曜日 

（但し、第 1 は除く） 

 

押田和子（第 2週 10:00～12:00） 

葉狩真弓（第 2週 13:30～15:30） 

武 瑠美（第 3週 10:00～12:00） 

大林結香（第 3週 13:30～15:30） 

西山早苗（第 4週 10:00～12:00） 

大人 346 人 

子ども 422 人 

 

・親子で遊ぼう！（主催/子育て支援センターさくらだい）    時間 10:00～11:30 

回 活動日 テーマ 参加人数 

6 偶数月の第３土曜日 
・作って遊べる手作りおもちゃ 

・みんなで遊ぼう簡単ゲーム 

大人 101 人 

子ども 86 人 

 

・こやぎちゃんルーム（主催/子育て支援センターさくらだい） 時間 10:00～11:30 

回 活動日 テーマ 参加人数 

10 第１水曜日 
・親子でリズムや歌、手遊び等 

・大人のおしゃべりタイム 

大人 144 人  

子ども 90人 

 

・子育てサロンかるがも（主催/八木南地区福祉委員会）    時間 10:00～11:30 

回 活動日 テーマ 参加人数 

12 第３木曜日 
・親子でふれあい手遊び 

・季節に合わせた工作 

大人 613 人 

子ども 273 人 

 

○公民館まつり 

＜テーマ＞ ～楽しんで 学びのお披露目 館まつり～ 

“みんなで力を合わせてつくりあげよう”を合言葉とし実行委員会の皆さんが一つになって、 

第５回目の八木地区公民館まつりを全参加団体の力を結集して盛大に開催しました。 

来年度も引き続き、より運営委員会を充実させ、八木地区公民館での新たな歴史を綴っていき

たいと考えています。 

 

 展 示 の 部 発 表 の 部 模 擬 店 そ の 他 

日 時 

10 月 27 日（土） 

9:45～16:00 

 

10 月 28 日（日） 

10:00～15：30 

10 月 27 日（土） 

9:45～15:20 

10 月 27 日（土） 

10:00～15:30 

 

10 月 28 日（日） 

10:00～15:30 

【チャレンジの部】【チャレンジの部】【チャレンジの部】【チャレンジの部】    

10月28日（日） 

10:00～15:30 

 

【駐車・駐輪場担当】【駐車・駐輪場担当】【駐車・駐輪場担当】【駐車・駐輪場担当】    

10月27日（土） 

9:15～15:15 

10月28日（日） 

 9:15～15:15 



参加 

団体名 

＜定期講座＞＜定期講座＞＜定期講座＞＜定期講座＞    

子ども書道 

ジュニア・アトリエパレット 

＜学級＞＜学級＞＜学級＞＜学級＞    

八木女性学級 

＜クラブ＞＜クラブ＞＜クラブ＞＜クラブ＞    

エコロジーガーデニング 

水彩 

和裁 

洋裁 

手編み 

書道 

絵手紙Ａ・Ｂ 

久米田短歌 

書道クラブ薫風 

書道クラブ香墨会 

和バレーボール 

はつらつネットパソコン

ＥＷパソコン 

楽しいパソコン 

岸和田カラテ 

＜自主学習グループ＞＜自主学習グループ＞＜自主学習グループ＞＜自主学習グループ＞    

みち 

＜定期講座＞＜定期講座＞＜定期講座＞＜定期講座＞    

きっずイングリッシュ 

初心者ギター教室 

 

＜クラブ＞＜クラブ＞＜クラブ＞＜クラブ＞    

大正琴クラブ千鳥会 

着付 

ハーモニカ 

詩吟 

さくら朗年歌唱 

中国語 

うたごえの森 

健康美体操Ａ・Ｂ 

ソシアルダンス 

八木クラシックバレエ 

静太極拳 

スターライトダンス 

鳴子踊りのぞみ 

サヴァ社交ダンス 

楽しい気功 

ハワイアンフラＡ・Ｂ 

 

＜クラブ＞＜クラブ＞＜クラブ＞＜クラブ＞    

（楽しいクッキング） 

コーヒー・ケー

キ・ぜんざい 

 

（茶道） 

薄茶と和菓子 

 

（すみれクッキング） 

焼きそば 

 

（料理かぶらの会） 

ホットドッグ 

 

（ハワイアンフラＡ） 

菓子パン 

 

（ｴｺﾛｼﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ） 

植物の苗 

【チャレンジの部】【チャレンジの部】【チャレンジの部】【チャレンジの部】    

＜クラブ＞＜クラブ＞＜クラブ＞＜クラブ＞    

囲碁 

将棋 

パソコンＢ 

コアコンディショ 

ニング健康 

いきいき百歳体操 

 

【駐車・駐輪場担当】【駐車・駐輪場担当】【駐車・駐輪場担当】【駐車・駐輪場担当】    

さわらび卓球 

岸和田エース 

（バレーボール） 

サクラーズ卓球 

八木卓球 

すこやか卓球 

パソコンＡ 

英会話イングリコ 

 

合計人数 2,843 人 

 

 

１７． 常盤地区公民館（下松町４丁目 17－１ 桜台市民センター内） 

 

○施設の概要 

平成 25 年 11 月に常盤地区公民館・桜台サービスセンター・桜台図書館を併設する複合施設

として「桜台市民センター」が開設されました。 

１階には「お茶の間ホール」、２階には「小栗街道ラウンジ」があり、地域の皆様の交流広場

として自習勉強や打ち合わせなどたくさんの方々に利用されています。 

今年度はお茶の間ホールで、岸和田市立桜台中学校合唱部による『ＥＮＪＯＹ！さくらだい』

と福本光寿と筝寿会による『新春 和のコンサート～永遠路を歩む～』のコンサートを、岸和

田市立図書館本館との共催で『青田佳子＆岡直弥 よだかの星朗読コンサート』、学び舎ネット

ワーク事業で『激団モンゴイカコンサート』と『不思議なクレヨンキットパスで窓ガラスに自

由に絵を描いてみよう！』を実施し、地域の方々の憩いの場となる取り組みを行いました。 

公民館施設は１階の「会議室①」と「児童保育室」、２階は、「集会室」「創作室」「音楽室」「実

習室」「和室」、３階は大中小の会議室が３部屋と多様な部屋があります。 

主催事業は、子どもを中心とした定期講座「ときわ学びの教室」「子ども茶道教室」「子ども

華道教室」「子ども書道」「親子でＷＡＯ！」、夏休みの小学生を対象とした「ジュニアサマース

クール」、成人向けの「パソコン講座」「白みそづくり講座」「男のええ加減料理」「大人のため



の夜学（アロマで腸活ピカピカ女子に！）」を開催しました。また、常盤大学・常盤女性学級・

ときわ家庭教育学級・ひだまり家庭教育学級がそれぞれ積極的に運営、学習活動を行い、互い

の交流を深めています。クラブでは 52団体がそれぞれ活発に活動しています。 

子育て事業としては、公民館主催事業の「ときわキッズルーム」、桜台図書館主催の「だっこ

でおはなしかい atさくらだい」「サタデーぱんだまま」、地域ボランティアの小地域ネットワー

クが主催する子育てサロン「さくらんぼ」「ベビーさくらんぼ」が開催され、親子の交流の場と

して、さらには町会や青少年指導員、祭礼団体などの会議、研修会といった地域住民活動の拠

点として多くの方々にご利用いただいています。 

 

○キッズルーム 

親子の居場所づくり、情報交換の場として毎月第２・４木曜日に開催しています。 

開催日には先輩ママさんが在室し、参加者の見守りや運営などにご協力いただいています。 

 

回 時間・曜日 先輩ママ 
参加者 

大人＋子ども 

24 
第２・４木曜日 

10：00～12：00 

杉本 美恵子 

前田 保子 
343 

 

○公民館まつり 

＜テーマ＞「つどい・まなび・まじわり」 

＜サブテーマ＞ 文化活動をとおして地域のコミュニケーションを図る 

公民館利用者が主体となる「公民館まつり実行委員会」を中心に、全クラブ、講座、学級が協

力し合い「第５回常盤地区公民館まつり」を開催しました。 

参加団体のみなさんが一致団結し、無事に公民館まつりを終えることができました。 

 

 展示の部 発表の部 模擬店・子どもの広場 

日 時 
10 月 20（土）          
     10:00～15:30 
10 月 21（日） 

     10:00～15:30 

10 月 21 日（日） 
9:45～15:20 

10 月 20 日（土） 

10:00～15:00 

12:00～13:00 休憩 

参 加 

団体名 

子ども華道教室(定期講

座) 

子ども書道(定期講座) 

親子でＷＡＯ！(定期講

座) 

アレンジフラワー 

手編Ａ、手編Ｂ 

華道部 

キルトときわ 

書道クラブＢ、書道クラ

常盤剣道クラブ、常盤剣

心会 

ヨーガ３ 

ときわ学びの教室（定期

講座） 

Hula・イリマ、Hula・ピ

カケ 

実海会桜台クラブ 

ほぐし体操 

民謡やすらぎの会 

常盤大学 

・昔遊び（たけがえし・しょ

うぎ・おてだまなど） 

常盤女性学級 

・クロリティー 

・スーパーボールすくい 

・ぬりえ、おえかき 

ときわ家庭教育学級 

・キャラクターつり 

ひだまり家庭教育学級 



ブＣ 

陶芸うつわ 

陶芸クラブ(焼成会) 

水彩画クラブ田中会 

ペン習字 

着付クラブ 

紙粘土バラ 

トキワＰＣナイト、トキ

ワＰＣクラブ 

パソコンＡクラブ 

絵画クラブ 

木彫クラブ 

桜台フォトクラブ 

ときわフローラル写真ク

ラブ 

写佛同好会 

常盤料理クラブ 

エコロジー・ガーデニン

グりぼん 

Ｗｅｂサークル 

ときわ家庭教育学級 

ひだまり家庭教育学級 

常盤女性学級 

常盤大学 

子どもの居場所教室(市

立公民館) 

ファミリーバレエ体操 

健康いきいき体操クラ
ブ 

ときわハーモニカクラ

ブ 

大正琴クラブ 

気功・太極拳クラブ 

うたごえ常盤クラブ 

岸和田居合道クラブ 

ストレッチ体操Ａ 

英会話クラブ Colors 

ときわ子どもバレエク
ラブ 

岸和田バレエ＆ジャズ

ダンスクラブ 

青少年合唱クラブ桜 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・わたがし 

館まつり実行委員会 

・おもしろハウス 

桜台図書館サポーターぱんだ

まま 

・つくってあそぼＤＥなんで

もやさん 

卓球クラブ連合 

（卓球クラブ「レガート」、花

鳥風ＧＥＴ ’Ｓ、卓球クラブ

「飛翔」、トキワ卓球クラブ、

カーネーション卓球クラブ） 

・喫茶コーナー 

 

 

子ども茶道教室(定期講座) 

・お茶席 13：30～ 

                   合計人数 1638 人 

 

１８． 箕土路青少年会館 （箕土路町２－６－15）  

 

○施設の概要 

昭和 47 年２月１日竣工、４月１日に開館しました。当初は箕土路町会館を兼ねて発足しま

したが、その後青少年会館の機能や活動の発展充実に伴い、箕土路町会館は、町の中央会館

に併合されました。それ以後は市立箕土路青少年会館単独となり、主に八木北小学校区４町

の地域の学習活動及び青少年の活動の場として親しまれ今日に至っています。 

平成 30 年度の主催事業として、５つの定期講座、「みづくり学級（世代間交流）」、「まじわ

り女性学級」、そして８回の地区館講座を実施しました。 

三世代交流事業として出発した「みづくり学級」では、各町会役員、各町老人会・婦人会・

青年団・子ども会の皆さまの協力を得て年８回の行事を行っています。中でも七夕飾り作り

や三世代餅つきは伝統行事を次世代に伝える大きな行事になっています。 

「まじわり女性学級」は年間 10回の講座を持ち、健康・生活に関わる学習を行っています。 



定期講座は、「親子でＷＡＯ！」「子ども茶道」「男声コーラス」「ゆったりとフラ」「子ども

書道」を開講しました。 

登録クラブは 27 で、活動を開始しました。館まつりが近づくと、出品作品の完成をめざし

てクラブ全体が協力して取り組んでいる姿は大変積極的です。活動日のいきいきした様子を

見るにつけ、生涯学習の意義を感じます。 

また、一般開放時の大集会室では、地域老人会や熱心な地域の人たち、小中高校生たちが

卓球をするために訪れ、健康維持・増進、放課後や休日の居場所づくりと共に世代を超えた

交流の場となっています。 

本館は駐車場が隣接されているので、高齢者や遠方の方にも利用しやすくなっていること

は喜ばしいことです。 

 

○館まつり 

＜テーマ＞ ～集い・学び・交わる～ 

館まつりは、当館を学習活動の拠点としているクラブ生・定期講座生・女性学級生・世代

間交流「みづくり学級生」が、日頃の学習成果を発表し、地域の方々と交流し、ふれあいを

深める場となっています。大集会室での発表の部と各教室での展示の部を同時開催しており、

まじわり女性学級の焼くチヂミと綿菓子も好評です。 

本年度は、４つのクラブ生徒の衣装制作によるファッションショーを開催しました。この

ファッションショーは昨年度計画されたものですが、台風接近のため中止になった企画で、

クラブ生徒の努力がお披露目できず残念でした。そのため、本年度は満を持しての開催で、

出演者も観客も大変な盛り上がりを見せました。 

また、八木北幼稚園児の可愛らしい絵画の展示は、より多くの地域の方々に会館を知って

いただく機会であり、幼稚園教育の様子を知る良い機会にもなっています。 

館まつり運営では、会場設営・片付け時に地域の青年団にパネルの運搬・設営の協力をお

願いしています。高齢化する利用者には大変助かると喜ばれています。 

また、展示の部・発表の部の各参加クラブが展示の配置や発表の控え室の利用の仕方など

を話し合い、より充実した「館まつり」を目指して活動しています。 

施設面では、展示場所や発表のための控え場所の不具合や、駐車場の窮屈さがありますが、

制限のある空間で協力して実施しています。 



合計人数 748 人 

 

◯施設開放（夏休み）       

午前中、小学生対象に「自習室」として一室を開放し、児童の居場所づくりと自主学習の支援

を行いました。また、夏休みに読書の習慣をつけてもらおうと図書館コーディネーターを招き「ブ

ックトーク」も行いました。 

さらに、「子ども英語」や「工作講座」など子供向け講座を設定したので、夏休みの生活リズ

ムを整えることや学年を越えた交流ができたと思います。 

特に「工作講座」の低学年では、保護者と子どもが熱心に制作している姿を互いに見ることが

できるように、また、高学年では子どもの発想を自由に出させるため、求められた場合のみアド

バイスをするようにして、子どもが失敗しながら作り上げていく体験をさせる、という講師の意

図に沿った講座内容を設定しました。 

これらを契機として、会館を身近に捉え、学業中の時期でも放課後の時間のある時は、会館へ

来て卓球や読書をする児童が増え、この場に親しみを感じてくれるようになりました。 

 会館利用する子どもや中学生が増えてくれることはたいへん好ましいことと考えています。 

卓球台の準備を大人の人に手伝ってもらったり、卓球の仕方を教えてもらったりと大人と子ど

もが出会いふれあう場所になっているので、今後も子どもの社会性を育む場になり続けるよう願

っています。 

 

 

 

 展 示 の 部 発 表 の 部 模 擬 店 そ の 他 

日 時 

10 月 20 日(土） 

 10:00～16:00 

10 月 21 日(日） 

     10:00～16:00 

10 月 20 日(土） 

 10:00～16:00 

10 月 21 日(日） 

 10:00～16:00 

10 月 20 日(土) 

10:00～16:00 

10 月 21 日(日) 

 10:00～16:00 

11月4日(日) 

9:30～12:45 

参加 

団体名 

硬筆、箕土路絵手紙、華道 

洋裁、箕土路毛筆 

古布、箕土路日本語サロン 

和裁（すみれ会）、編物、 

パッチワーク、 

箕土路煎茶、パソコン７ 

パソコン VISTA、 

水墨画(箕墨会)、 

子ども書道 

親子でＷＡＯ！ 

みづくり学級 

まじわり女性学級 

八木北幼稚園(絵画) 

 

楽しく歌おう、 

箕土路健康美体操、民踊 

シルバースター箕土路 

かんたんストレッチ 

岸和田オヤジーズ 

箕土路剣道、 

ゆったりとフラ 

箕土路気功 

親子でＷＡＯ！ 

エンジョイヨガ 

英会話 99、子ども茶道 

おじかくらぶ 

ファッションショー 

(古布･和裁･洋裁･編物) 

チヂミ・綿菓子 

（まじわり女性

学級） 

 

卓球大会 

(スイートピー) 

(ピンキーズ) 



１９． 大宮青少年会館 (宮前町４－25) 
 

○施設の概要 

  昭和 48 年に市立大宮青少年会館・宮前町公民館として建設されました。地域との密着度は

大変高く、公民館活動はもとより、町公民館として活発に利用されているほか、大宮地区市

民協議会、社協小地域ネットワーク「ふれあい大宮」・親子サロンカンガルー、放課後子ども

教室「ゆうゆう大宮」、その他各種団体の文化活動や福祉活動の拠点となっています。 

  今後も乳幼児から高齢者が、「いつでも・だれでも・集える場」として地域のコミュニティ

の役割を目指すために様々な事業の展開を図っていきます。 

 

○公民館まつり 

 ＜テーマ＞ であい・ふれあい・かたりあい・そしてひろげあい   

大宮青少年会館まつりは、講座・クラブ・学級生等の日頃の活動や学習の成果を発表する

場として、また、利用者や地域住民の交流の場として開催し、うるおいのある生活や文化の

向上を目指しています。 

平成 12 年度から「青少年会館まつり実行委員会」を設置し、利用者や地域住民が主体的に

館まつりを実施しています。会館が狭いため、場所や時間の割振りを工夫し、10 月下旬の土、

日２日間開催で実施しました。皆様のご理解とご協力のお陰で展示、発表ともに大好評で 500

人余りの方に来館いただきました。今後も、地域の協力、支援を受けて盛り上げていきたいと

思います。なお、今年度も｢大宮青少年会館まつり記録写真集｣を作成し、来館者に供覧してい

ます。 

 

 展示の部 発表の部 模擬店 その他 

日 時 

10 月 27 日(土) 
10:00～16:00 

10 月 28 日(日) 
10:00～16:00 

10 月 27 日(土) 
10:15～14:30 

10 月 28 日(日) 
10:00～15:40 

10 月 27 日(土) 
10:30～完売まで 

10 月 28 日(日) 
10:30～完売まで 

10 月 28 日(日) 
 10:00～11:20 

参加 

団体名 

水彩画、絵手紙、組紐 

古布歩っ歩、パソコネット 

パソコン倶楽部 楽しいパソ

コン教室 初心者パソコン教

室 パッチワークすみれ 

(定)おりがみ de コミュニケ

ーション 

(定)子ども書道 

(サ)すずらんの会、拓本と表

装 

大宮女性学級、ふれあい大宮 

大宮連合子ども会、ゆうゆう

大宮、一般作品 

10 月 27 日(土) 

詩吟、謡曲 

 (定)おりがみ

de コミュニ

ケーション 

(定)子ども囲碁 

 

10 月 28 日(日) 

スペイン語 

コーラス、気功 

着付け(Ａ・Ｂ) 

  

10 月 27 日(土) 

ぜんざい 

(大宮女性学級) 

ボールつり（お菓子付

き 100 個限定） 

（実行委員会） 

10 月 28 日(日) 

スコーン 

(男の料理「男菜囲」) 

ボールつり（お菓子付

き 100 個限定） 

（実行委員会） 

 

（定）子ども茶道

の発表でお茶席 

（50席） 

             (定)定期講座 (サ)サークル  合計人数 513 人 

 

 


