
当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　　　　間（9月末） 結　　　　　果（3月末）

講演会・講座事業の拡充
①学習機会の提供

②文化・学習活動による自治会活性化の支援
①自治会のニーズに対応した講座等の紹介
　a・b）企画作成

①自治会運営や地域づくり、まちづくりに関係する課
で（企画財政課、総務課、福祉課・北条支所・中央公
民館）連携して講演会を計画。（一本化）
テーマ「住民主体の地域づくりの必要性と手法」
　講師：みんなの集落研究所
　期日：12月8日（土）

①自治会運営や地域づくり、まちづくりに関係する課で（企画財政課、総務
課、福祉課・北条支所・中央公民館）連携して講演会実施）
テーマ「住民主体の地域づくりの必要性と手法」
　講師：みんなの集落研究所
　期日：12月8日（土）18自治会　23名参加

③民芸実習館の活用促進 　
①a)陶芸教室　第1回：成形5月・色付6月
　　　　　　　第2回：成形7月・色付8月
　　　　　　　第3回：成形10・色付11月
　b）木工教室　　3回（6・7・10・11月）
　c）水墨画教室　3回（6・8・10月）
　d) 木版画教室　3回（8・9・10月）

①a)陶芸教室　第1回：成形5/20　色付6/24（12名）実
施
　　　　　　　第2回：成形7/22・色付8/2（10名）6実
施
　　　　　　　第3回：成形10/21・色付11/11　予定
　b）木工教室　　6回計画　6/21（2名）7/12（4名）
7/29（3名）9/30（2名）実施　　　10月、11月予定
　c）水墨画教室　3回計画（7/8（9名）8/26（9名）実
施　　　　　11/11予定
　d) 木版画教室　（19名）（9/13・9/27・11/11
11/22
　　　4回予定

①a)陶芸教室　第1回：成形5/20　色付6/24（12名）実施
　　　　　　　第2回：成形7/22・色付8/2（10名）6実施
　　　　　　　第3回：成形10/21・色付11/11（13名）
　b）木工教室　　6回計画　6/21（2名）7/12（4名）7/29（3名）9/30（2名）
10/19(1名）11/15(2名）6回実施
　c）水墨画教室　3回計画（7/8（9名）8/26（9名）11/11(8名）3回実施
　d) 木版画教室　（19名）（9/13・9/27・11/11　11/22　4回実施
　

点　　　　　　　　　　　　　　検

目
標
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★民芸実習館施設を活用した学習講座の提供
　①学習講座
　　　a)「陶芸教室」　　　　　　　　　　　　　【各回10名】
　　　　　　　　　　…3回（5～11月）
　　　b)「木工教室」　　　　　　　　　　　　　【各回2名】
　　　　　　　　　　…6回（6～11月）
　　　c)「水墨画教室」 　　　　　　　　　　　【各回10名】
　　　　　　　　　　…3回（6～10月）
　　　ｄ）「木版画教室」　　　　　　　　　　　【各回10名】
　　　　　　　　　　…4回（8・10月）

★学びを通した自治会活性化への支援
　①自治会まちづくり役員研修会　　【全自治会へ情報提供】
　　　a)　専門知識町内先進自治会事例研究
　　　　　　　　　…11月開催
　　　b)　町外まちづくり事例講演・新年度事業説明
　　　　　　　　　…3月開催

①a)「おもしろまなびタイム」
　　　　…毎月2回（5月～7月）
　b)「パソコンプログラミング教室」企画
　　　　…夏休み8月　3回開催（予定）
　c)「社会科見学・科学実験体験教室」企画
　　　　…夏休み7月下旬　開催（予定）
　d)「地域の自然体験教室」
　　　　…5月12日(土)土下山　山菜観察
　　　　　9月　　　　米里地内　水路でお魚観
察
②a・b)企画作成
③a)シニアクラブ学習
　「開講式」　  　…4月23日（月）開催
　「総合学習」    …毎月1回（4月～8月）
　「コース別学習」…毎月1回（5月～8月）

①ａ）「おもしろまなびタイム」　（※曜日：水曜日）
　　1　募集：学校訪問チラシ他 ⇒　5/16　18名、5/30
16名、6/13  30名、6/27　25名、7/4　25名、7/18　24名、
9/19　23名、
　ｂ）「夏休み子どもプログラミング教室」
　　　　募集：学校訪問チラシ他　⇒　8/2（木）～8/3
（金）各回　10名
　ｃ）「夏休み社会科見学、科学不思議体験ｉｎ鳥取大
学」
　　　　募集：学校訪問チラシ他　⇒　7/30（月）　22名
　ｄ）「地域の自然体験教室」地域との連携事業
　　5/12（土）土下山　山菜観察　9/1　（土）米里水路
お魚観察　大雨のため中止
②ａ）「伝統・伝承体験講座　つまみ細工体験講座」企画
調整
　　　　募集：全戸配布チラシ他　10/27(土）
　　　「伝統・伝承体験講座　北条砂丘太鼓体験講座」企
画調整中
③高齢者対象講座
　a)シニアクラブ学習
　「開講式」…4月23日（月）80名
 「総合学習」…5/7(31名）6/11(29名）7/9(28名）8/6（28
名）
　「コース別学習」…5/21(94名）6/25(110名）7/24(90
名）　　　　　　8/20(99 名）9/25(88名）
  「スポーツ交流」…9/10（49名）

　
③ａ）「シニアクラブ」　会員161名（10/1現在）
　　　　募集　町報、放送、町ＨＰなど
　　③a)シニアクラブ学習

①ａ）「おもしろまなびタイム」　（※曜日：水曜日）
　　5/16　18名、5/30　16名、6/13  30名、6/27　25名、7/4　25名、7/18　24名
　　9/19　23名、10/3　22名,　10/17  21名、11/7　25名、11/21 28名、12/5 26
名、12/19　24名、1/9 21名,、1/23 24名、2/13 23名
　ｂ）「夏休み子どもプログラミング教室」
　　　　8/2（木）～8/3（金）各回　10名
　ｃ）「夏休み社会科見学、科学不思議体験ｉｎ鳥取大学」
　　　　7/30　22名
　ｄ）「地域の自然体験教室」地域との連携事業
　　5/12 土下山　山菜観察　9/1　米里水路　お魚観察　大雨のため中止
②ａ）「伝統・伝承体験講座　つまみ細工体験講座」
　　　　10/27　28名、1/19 19名
　　　「伝統・伝承体験講座　北条砂丘太鼓体験講座」12/16 11名
③高齢者対象講座
　a)シニアクラブ学習
　「開講式」…4月23日（月）80名
　「総合学習」…5/7(31名）6/11(29名）7/9(28名）8/6（28名）11/19(11名）
　　　　　　　　　　12/3(19名）1/7（27名）2/4(32名）
　「コース別学習」…5/21(94名）6/25(110名）7/24(90 名）
　　　　　　　　　　8/20(99名）9/25(88名）10/22(92名）11/5(84名）
　　　　　　　　　　12/17(93名）1/21(91名）2/18(91名）
  「スポーツ交流」…9/10（49名）
　「野外学習」・・・10/4 10/11(61名)
　「閉講式」・・・2/25(80名）

★子どもから高齢者までの学びの場の提供・充実
　①青少年対象講座
　　a)「おもしろまなびタイム」　　　【毎回10名】
　　　　　　…原則、毎月2回（5月～2月：延べ19回）
    b)「パソコンプログラミング講座」【毎回10名】
　　　　　　…夏休み中　2回開催
　　c)「社会科見学・科学体験教室」【20名】
　　　　　　…夏休み中　7月下旬開催
　　d)「地域の自然体験教室」　　　　【各回10名】
　　　　　　…4・9月2回開催
　②成人対象講座
　　a)「スマホ・タブレット講座」（仮称）【各回7名】
　　　　　　…4回講座
　　b)「ものづくり・趣味講座」（仮称）　【20名】
　　　　　　…2回講座
　
　③高齢者対象講座
　　a)シニアクラブ学習【会員増加(H29:170人)】
　　 「開講式」　　　　…4月23日（月）
　　 「総合学習」　　　…毎月1回（4～8、11～2月）
　　 「コース別学習」　…毎月1回（5～2月）
　　 「スポーツ交流会」…9月10日（月）
　　 「野外研修」　　　…10月4日（木）・11日（木）
　　 「閉講式」　　　　…2月25日（月）
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展示・発表事業の拡充
①学習成果の発表の場、創作活動支援

①a)実行委員会の開催、作品制作と展示の依
頼
  b)公民館まつりの開催周知と出演依頼
②a)北栄文芸第50号…4月10日（月）発刊
　　　　　　第51号　7月10日（月）発刊予
定
　b)投稿作品募集　…町放送発刊毎
　　　　　　　　　　町ホームページ等
　　　　　　　　　　投稿者のつどい企画
　　　　　　　　　　文芸教室企画

①a)11/3（土）～11/15(木）開催予定
実行委員会の開催、作品制作と展示の依頼
　　第1回実行委員会6/27、第2回実行委員会10/30予定
  b)公民館まつりの開催周知と出演依頼
　　第1回実行委員会　11月下旬予定
※各講座開催時に作品や出演依頼
②a)北栄文芸第50号…4月10日（月）発刊
　　　　　　第51号　7月10日（月）発刊予定
　b)投稿作品募集　…町放送発刊毎
　　　　　　　　　　町ホームページ等

①a)第14回北栄町美術展　11/3（土）～11/15(木）開催
   出展部門・・・13部門　　出展数・・・161作品　　来場者数　913名
　　　　　　　　表彰・・・12部門　　美術展賞　15名　奨励賞　　15名
　
  b)第13回北栄町公民館まつり1/26(土）～2/3(日）
　　作品展・・・出展数　31部門　314作品　　　来場者　　　813名
　　芸能発表・・出演者　51組　　　　　　　　来場者　延べ800名
②a)北栄文芸第50号　4/10発刊
　　　　　　第51号　7/10発刊
　　　　　　第52号　11/10発刊
            第53号　1/15発刊
　　　　　　第54号　4/10発刊予定
　b)投稿作品募集　…町放送発刊、町報、ホームページ、町内学校へ依頼

文化活動の活性化
①文化創作活動支援

①a）公民館ロビー展示　…年間計画
　b）教室受講生募集
　　　　…4月総会周知
　　　　　全団体補助金活用周知
　　　　　加入促進教室実施支援
　c）講師選定、体験イベント等運営協議

①a）公民館ロビー展示　…年間計画どおり実施
　b）教室受講生募集
　　　　…4月総会周知
　　　　　全団体補助金活用周知
　　　　　加入促進教室実施支援
　c）体験イベント等計画中

①a）公民館ロビー展示　…年間計画どおり実施
　b）教室受講生募集
　　　　・全団体補助金活用
　　　　・加入促進教室実施支援
　　　　・公民館講座を通じて、文化団体・文化教室生徒の加入促進を図った
　　　　・新規文化団体・文化教室の設立　⇒　1団体設置、1団体復活、
　　　　　2団体は2019年度に向けて設立
　
　c）体験イベント等「北条ふるさとまつり」「公民館まつり」において実施

地域を学び、まちを支える人づくりの推進
①ふるさとカルタの作成と活用に向けた研究

①各種文化団体等に協力依頼

②題材の検討及び募集

①各種文化団体等に協力依頼
ことば・・・川柳、俳句、短歌、俳画
絵・・・油水彩、水墨画、絵手紙、俳画
②題材の検討中（北栄町の文化、特産物）
③製作役割分担計画中

①各種文化団体等に協力依頼済（2019年度原版作成に向けて）
ことば・・・川柳、俳句、短歌、俳画
絵・・・油水彩、水墨画、絵手紙、俳画
②題材の検討を行なった（北栄町の文化、特産物）及び準備
③製作役割分担等の計画を行った。

②中央公民館、大栄分館施設整備計画

①施設の整備状況の把握

②要整備、問題点の洗い出し

①施設の整備状況の把握
中央公民館・・・配水管修繕
大栄分館・・・地震被害による修繕（Ｈ29）

②要整備、問題点の洗い出し
中央公民館・・・照明検討、空調設備検討
大栄分館・・・耐震基準未、建替検討
　　　　　　　配水管整備検討

①施設の整備状況の把握
　中央公民館・・・配水管修繕、屋内消火配管修繕、空調機・エアコン等修
繕、
　中央公民館大栄分館・・・地震被害による修繕、配水管修繕
　
②要整備、問題点の洗い出し
　中央公民館・・・ロビー照明（LED化）空調設備の検討を行なった。
　中央公民館大栄分館・・・老朽化及び耐震基準未について今後の対応検討
　　　　　　　　　　2019年度建設等について検討委員会を設け決定するよう
　　　　　　　　　　協議を行なった。

★町文化団体協議会・文化教室への活動支援
　①学習・文化活動成果発表の機会の提供と会員
　　増への取り組み　　【会員増加(現会員数287人)】
　　a) 公民館ロビー展の実施　…年間展示計画
　　b）教室受講生募集
　　　　　…文化団体協議会・各文化教室連携
　　c）文化活動体験事業の開催
　　　…・文化芸術活動講演会
　　　　・文化教室連携ワークショップ・体験イベント

★文化・芸術活動の発展と浸透
　①活動発表の場の提供と創作活動への支援
　　a)美術展　　　　【出展150点、参加者800人】
　　　　…11月3日（土）～15日（木）
　　b)公民館まつり　【出展300点、50演目、
                       　　　　　　入場者800人】
　　　　…作品展　：1月26日（土）～2月3日（日）
　　　　　　　芸能発表：2月3日（日）
　②「北栄文芸」発刊と読者・投稿者増加への取り組み
　　　　　　　　　　【投稿作品（各号70作品）】
　　a)「北栄文芸」第50号～第53号　…年4回発刊
　　b）投稿作品の募集促進
　　　　　　…・学校教育との連携
　　　　　　　・投稿者のつどい
　　　　　　　・文芸教室の開催
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★公民館あり方検討会での答申に基づき、各公民館の施
設整備
　計画を行う
　①施設の整備状況の把握
　②要整備、問題点等の洗い出し
　③整備計画作成　⇒　31年度以降予算措置

★ふるさとカルタの作成に向けた研究
　町の歴史、魅力を身近に学び、郷土に関心、愛着を持
つ取組み
　①各種文化団体等に協力依頼
　②題材の検討及び募集
　③製作役割分担


