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☆地域づくりのキーワードは「高齢者」の活躍。

☆公民館が人を育てるのではなく、実践を通じて人々は育つ。

 

実践事例

○きっかけ

①公民館職員が地域の愛育委員、民生委員、包括支援センター職員

から、日常生活の中でのちょっとしたこと（たとえばゴミ出しや蛍

光灯の取り換えなど）に困っている高齢者の話を聞くことが多くな

ったこと。

②地域で何か人の役に立ちたいと思っている人たち

 

○「三門学区地域のみんな

公民館が

立ちたいと思っている地域住民をつな

たちにできることは？」

対象に

隊」を結成した。

 

○公民館のかかわり

子どもから高齢者まで誰もが顔が見える

関係

への支援や「つながり隊」の高齢者への

手伝いや見守り

 

○活動の成果

この活動をするなかで、高齢者は地域で生活できる安心感と地域

社会

地域住民や団体が地域での支え合いが必要と感じ始め、取り組みに

協力する人・団体が増え始めた。

「三門学区地域のみんなでつながり隊」の

が役立つことへの喜びややりがいを感じ、対等な立場で話しながら

目標を同じに

ントしていった。
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地域づくりのキーワードは「高齢者」の活躍。

高齢者は元気。自己実現で止まっていられない。誰かの役に立つ

ことで充実感を得る。そのことが健康寿命をのばし、子どもの支

援や課題解決の地域づくりに取り組んでいく

公民館が人を育てるのではなく、実践を通じて人々は育つ。

公民館は市民の実践の伴走者でなくてはならない。実践の目指す

ところがぶれない

切。 

実践事例「地域のみんなでつながり隊（岡

きっかけ 

①公民館職員が地域の愛育委員、民生委員、包括支援センター職員

から、日常生活の中でのちょっとしたこと（たとえばゴミ出しや蛍

光灯の取り換えなど）に困っている高齢者の話を聞くことが多くな

ったこと。

②地域で何か人の役に立ちたいと思っている人たち

○「三門学区地域のみんな

公民館が日常のちょっとしたことで困っている高齢者と人の役に

立ちたいと思っている地域住民をつな

たちにできることは？」

対象に開設し

隊」を結成した。

○公民館のかかわり

子どもから高齢者まで誰もが顔が見える

関係にある地域を目指して

への支援や「つながり隊」の高齢者への

手伝いや見守り

○活動の成果

この活動をするなかで、高齢者は地域で生活できる安心感と地域

社会とのつながりを感じ、元気に前向きに生活で

地域住民や団体が地域での支え合いが必要と感じ始め、取り組みに

協力する人・団体が増え始めた。

「三門学区地域のみんなでつながり隊」の

が役立つことへの喜びややりがいを感じ、対等な立場で話しながら

目標を同じに

ントしていった。

住みよいまちにするには、行政や地域団体だけでなく、住民の方の協力も必要です。いろいろな人たちが集っている公民館が

住みよいまちづくりの拠点となるよう期待されています。

できるのかを考え

話題提供者として、

田光俊さん

                    

 食器のリサイクルコーナー

地域づくりのキーワードは「高齢者」の活躍。

高齢者は元気。自己実現で止まっていられない。誰かの役に立つ

ことで充実感を得る。そのことが健康寿命をのばし、子どもの支

援や課題解決の地域づくりに取り組んでいく

公民館が人を育てるのではなく、実践を通じて人々は育つ。

公民館は市民の実践の伴走者でなくてはならない。実践の目指す

ところがぶれないこと

地域のみんなでつながり隊（岡

 

①公民館職員が地域の愛育委員、民生委員、包括支援センター職員

から、日常生活の中でのちょっとしたこと（たとえばゴミ出しや蛍

光灯の取り換えなど）に困っている高齢者の話を聞くことが多くな

ったこと。 

②地域で何か人の役に立ちたいと思っている人たち

○「三門学区地域のみんな

日常のちょっとしたことで困っている高齢者と人の役に

立ちたいと思っている地域住民をつな

たちにできることは？」

開設し、２年間の学習

隊」を結成した。 

○公民館のかかわり 

子どもから高齢者まで誰もが顔が見える

ある地域を目指して

への支援や「つながり隊」の高齢者への

手伝いや見守りを支援している。

○活動の成果 

この活動をするなかで、高齢者は地域で生活できる安心感と地域

とのつながりを感じ、元気に前向きに生活で

地域住民や団体が地域での支え合いが必要と感じ始め、取り組みに

協力する人・団体が増え始めた。

「三門学区地域のみんなでつながり隊」の

が役立つことへの喜びややりがいを感じ、対等な立場で話しながら

目標を同じにして活動する

ントしていった。 

住みよいまちにするには、行政や地域団体だけでなく、住民の方の協力も必要です。いろいろな人たちが集っている公民館が

住みよいまちづくりの拠点となるよう期待されています。

できるのかを考え

話題提供者として、

田光俊さんをお招きし、地域づくりについて

                    

食器のリサイクルコーナー

地域づくりのキーワードは「高齢者」の活躍。

高齢者は元気。自己実現で止まっていられない。誰かの役に立つ

ことで充実感を得る。そのことが健康寿命をのばし、子どもの支

援や課題解決の地域づくりに取り組んでいく

公民館が人を育てるのではなく、実践を通じて人々は育つ。

公民館は市民の実践の伴走者でなくてはならない。実践の目指す

こと。そしてマスコミを活用していくこと

地域のみんなでつながり隊（岡

①公民館職員が地域の愛育委員、民生委員、包括支援センター職員

から、日常生活の中でのちょっとしたこと（たとえばゴミ出しや蛍

光灯の取り換えなど）に困っている高齢者の話を聞くことが多くな

②地域で何か人の役に立ちたいと思っている人たち

○「三門学区地域のみんなでつながり隊」の

日常のちょっとしたことで困っている高齢者と人の役に

立ちたいと思っている地域住民をつな

たちにできることは？」を他の人の役に立ちたいと思っている人を

２年間の学習後、「三門学区地域のみんな

 

子どもから高齢者まで誰もが顔が見える

ある地域を目指して「つながり隊」

への支援や「つながり隊」の高齢者への

支援している。

この活動をするなかで、高齢者は地域で生活できる安心感と地域

とのつながりを感じ、元気に前向きに生活で

地域住民や団体が地域での支え合いが必要と感じ始め、取り組みに

協力する人・団体が増え始めた。

「三門学区地域のみんなでつながり隊」の

が役立つことへの喜びややりがいを感じ、対等な立場で話しながら

して活動する大切さを学び、活動を通してエンパワメ

住みよいまちにするには、行政や地域団体だけでなく、住民の方の協力も必要です。いろいろな人たちが集っている公民館が

住みよいまちづくりの拠点となるよう期待されています。

できるのかを考え合うワークショップを開催しました。

話題提供者として、「三門学区地域

をお招きし、地域づくりについて

                    

食器のリサイクルコーナー

地域づくりのキーワードは「高齢者」の活躍。

高齢者は元気。自己実現で止まっていられない。誰かの役に立つ

ことで充実感を得る。そのことが健康寿命をのばし、子どもの支

援や課題解決の地域づくりに取り組んでいく

公民館が人を育てるのではなく、実践を通じて人々は育つ。

公民館は市民の実践の伴走者でなくてはならない。実践の目指す

。そしてマスコミを活用していくこと

地域のみんなでつながり隊（岡

①公民館職員が地域の愛育委員、民生委員、包括支援センター職員

から、日常生活の中でのちょっとしたこと（たとえばゴミ出しや蛍

光灯の取り換えなど）に困っている高齢者の話を聞くことが多くな

②地域で何か人の役に立ちたいと思っている人たち

でつながり隊」の

日常のちょっとしたことで困っている高齢者と人の役に

立ちたいと思っている地域住民をつないでい

を他の人の役に立ちたいと思っている人を

後、「三門学区地域のみんな

子どもから高齢者まで誰もが顔が見える

「つながり隊」

への支援や「つながり隊」の高齢者への

支援している。 

この活動をするなかで、高齢者は地域で生活できる安心感と地域

とのつながりを感じ、元気に前向きに生活で

地域住民や団体が地域での支え合いが必要と感じ始め、取り組みに

協力する人・団体が増え始めた。 

「三門学区地域のみんなでつながり隊」の

が役立つことへの喜びややりがいを感じ、対等な立場で話しながら

大切さを学び、活動を通してエンパワメ

住みよいまちにするには、行政や地域団体だけでなく、住民の方の協力も必要です。いろいろな人たちが集っている公民館が

住みよいまちづくりの拠点となるよう期待されています。

ワークショップを開催しました。

「三門学区地域

をお招きし、地域づくりについて

                    

食器のリサイクルコーナー  ご不要になった食器を持ってきてください。ご入用の方に差し上げます。

地域づくりのキーワードは「高齢者」の活躍。

高齢者は元気。自己実現で止まっていられない。誰かの役に立つ

ことで充実感を得る。そのことが健康寿命をのばし、子どもの支

援や課題解決の地域づくりに取り組んでいく原動力に

公民館が人を育てるのではなく、実践を通じて人々は育つ。

公民館は市民の実践の伴走者でなくてはならない。実践の目指す

。そしてマスコミを活用していくこと

地域のみんなでつながり隊（岡西公民館）

①公民館職員が地域の愛育委員、民生委員、包括支援センター職員

から、日常生活の中でのちょっとしたこと（たとえばゴミ出しや蛍

光灯の取り換えなど）に困っている高齢者の話を聞くことが多くな

②地域で何か人の役に立ちたいと思っている人たち

でつながり隊」の結成

日常のちょっとしたことで困っている高齢者と人の役に

いでいった。

を他の人の役に立ちたいと思っている人を

後、「三門学区地域のみんな

子どもから高齢者まで誰もが顔が見える 

「つながり隊」 

への支援や「つながり隊」の高齢者への 

この活動をするなかで、高齢者は地域で生活できる安心感と地域

とのつながりを感じ、元気に前向きに生活でき

地域住民や団体が地域での支え合いが必要と感じ始め、取り組みに

「三門学区地域のみんなでつながり隊」のメンバー

が役立つことへの喜びややりがいを感じ、対等な立場で話しながら

大切さを学び、活動を通してエンパワメ

住みよいまちにするには、行政や地域団体だけでなく、住民の方の協力も必要です。いろいろな人たちが集っている公民館が

住みよいまちづくりの拠点となるよう期待されています。

ワークショップを開催しました。

「三門学区地域のみんなでつながり隊」を立ち上げた、元岡西公民館館長の峰松妙さんと生涯学習課の内

をお招きし、地域づくりについて

                      

ご不要になった食器を持ってきてください。ご入用の方に差し上げます。

地域づくりのキーワードは「高齢者」の活躍。 

高齢者は元気。自己実現で止まっていられない。誰かの役に立つ

ことで充実感を得る。そのことが健康寿命をのばし、子どもの支

原動力になる

公民館が人を育てるのではなく、実践を通じて人々は育つ。

公民館は市民の実践の伴走者でなくてはならない。実践の目指す

。そしてマスコミを活用していくこと

西公民館）」 

①公民館職員が地域の愛育委員、民生委員、包括支援センター職員

から、日常生活の中でのちょっとしたこと（たとえばゴミ出しや蛍

光灯の取り換えなど）に困っている高齢者の話を聞くことが多くな

②地域で何か人の役に立ちたいと思っている人たちがいること

結成 

日常のちょっとしたことで困っている高齢者と人の役に

た。公民館の講座

を他の人の役に立ちたいと思っている人を

後、「三門学区地域のみんなでつながり

この活動をするなかで、高齢者は地域で生活できる安心感と地域

きるようになった。

地域住民や団体が地域での支え合いが必要と感じ始め、取り組みに

メンバーも、自分の力

が役立つことへの喜びややりがいを感じ、対等な立場で話しながら

大切さを学び、活動を通してエンパワメ

住みよいまちにするには、行政や地域団体だけでなく、住民の方の協力も必要です。いろいろな人たちが集っている公民館が

住みよいまちづくりの拠点となるよう期待されています。

ワークショップを開催しました。

みんなでつながり隊」を立ち上げた、元岡西公民館館長の峰松妙さんと生涯学習課の内

をお招きし、地域づくりについてお話をうかが

 岡山市立北公民館だより

http://

ご不要になった食器を持ってきてください。ご入用の方に差し上げます。

高齢者は元気。自己実現で止まっていられない。誰かの役に立つ

ことで充実感を得る。そのことが健康寿命をのばし、子どもの支

なる。 

公民館が人を育てるのではなく、実践を通じて人々は育つ。 

公民館は市民の実践の伴走者でなくてはならない。実践の目指す

。そしてマスコミを活用していくことも大

①公民館職員が地域の愛育委員、民生委員、包括支援センター職員

から、日常生活の中でのちょっとしたこと（たとえばゴミ出しや蛍

光灯の取り換えなど）に困っている高齢者の話を聞くことが多くな

がいること。 

日常のちょっとしたことで困っている高齢者と人の役に

公民館の講座「私

を他の人の役に立ちたいと思っている人を

でつながり

この活動をするなかで、高齢者は地域で生活できる安心感と地域

るようになった。

地域住民や団体が地域での支え合いが必要と感じ始め、取り組みに

も、自分の力

が役立つことへの喜びややりがいを感じ、対等な立場で話しながら、

大切さを学び、活動を通してエンパワメ

住みよいまちにするには、行政や地域団体だけでなく、住民の方の協力も必要です。いろいろな人たちが集っている公民館が

住みよいまちづくりの拠点となるよう期待されています。そこで、「住みよいまちづくり

ワークショップを開催しました。 

みんなでつながり隊」を立ち上げた、元岡西公民館館長の峰松妙さんと生涯学習課の内

お話をうかがいました。その後グ

岡山市立北公民館だより

 

 

岡山市立北公民館

〒700

Tel・

e
http://www

今号では

子をお届けします。

ご不要になった食器を持ってきてください。ご入用の方に差し上げます。

高齢者は元気。自己実現で止まっていられない。誰かの役に立つ

ことで充実感を得る。そのことが健康寿命をのばし、子どもの支

公民館は市民の実践の伴走者でなくてはならない。実践の目指す

大

①公民館職員が地域の愛育委員、民生委員、包括支援センター職員

から、日常生活の中でのちょっとしたこと（たとえばゴミ出しや蛍

光灯の取り換えなど）に困っている高齢者の話を聞くことが多くな

 

日常のちょっとしたことで困っている高齢者と人の役に

「私

を他の人の役に立ちたいと思っている人を

でつながり

この活動をするなかで、高齢者は地域で生活できる安心感と地域

るようになった。 

地域住民や団体が地域での支え合いが必要と感じ始め、取り組みに

も、自分の力

、

大切さを学び、活動を通してエンパワメ

地域づくりには

有する

在の状況がどうなのか（問題点や良い所等）を出し合い、ゴールとの

のギャップが地域

域づくりにな

持続可能な地域づくりのために

ビジョンを作る場が

だろう

未来

るものさがし、ある人さ

てみる。それらを持ち寄って

える。考え出した取り組みを整理し

画ができる。そして、取り

新たなつながりもみえてくるのではない

ぜひ

ジョンと具体的な取り組みを考えてみてほしい

話し合った結果、次のような意見が出ました

・老若男女、外国人などいろんな人がいる。

・大学が近いので、学生が多い。

・山あり、川あり、緑が豊か、歴史があって古墳などの史跡が多い。

・地域団体の活動が活発で、地域をよくしようという活動も活発。

・若い人が地域の活動に多く参加するといい。

・学生がボランティアしやすい特典があるといい。

・一人暮らしでも地域とつながって、楽しく暮らせるといい。

・地産地消で地元の食材

・多世代が自由に話ができる場所があるといい。

 

紙面には主だったことしか載せていません

が、グループ内

も盛り上が

とに、今度は更に地域づくりにむかってい

けたらと思います

住みよいまちにするには、行政や地域団体だけでなく、住民の方の協力も必要です。いろいろな人たちが集っている公民館が

そこで、「住みよいまちづくり

みんなでつながり隊」を立ち上げた、元岡西公民館館長の峰松妙さんと生涯学習課の内

いました。その後グ

岡山市立北公民館だより   

岡山市立北公民館

700-0081 

・Fax (086)254

e メール kitakouminkan@city.okayama.

www.city.okayama.jp/

号では北公民館で

をお届けします。

ご不要になった食器を持ってきてください。ご入用の方に差し上げます。

地域づくりには

有することが大切。地域の未来ビジョン（目的

状況がどうなのか（問題点や良い所等）を出し合い、ゴールとの

のギャップが地域

域づくりになる

持続可能な地域づくりのために

ビジョンを作る場が

だろうか。 

未来ビジョンはいい所をもとに描くと

るものさがし、ある人さ

てみる。それらを持ち寄って

える。考え出した取り組みを整理し

画ができる。そして、取り

新たなつながりもみえてくるのではない

ぜひ子どもから高齢者まで

ジョンと具体的な取り組みを考えてみてほしい

話し合った結果、次のような意見が出ました

・老若男女、外国人などいろんな人がいる。

・大学が近いので、学生が多い。

・山あり、川あり、緑が豊か、歴史があって古墳などの史跡が多い。

・地域団体の活動が活発で、地域をよくしようという活動も活発。

・若い人が地域の活動に多く参加するといい。

学生がボランティアしやすい特典があるといい。

・一人暮らしでも地域とつながって、楽しく暮らせるといい。

・地産地消で地元の食材

・多世代が自由に話ができる場所があるといい。

紙面には主だったことしか載せていません

が、グループ内

も盛り上がりました。今

とに、今度は更に地域づくりにむかってい

けたらと思います

住みよいまちにするには、行政や地域団体だけでなく、住民の方の協力も必要です。いろいろな人たちが集っている公民館が

そこで、「住みよいまちづくり

みんなでつながり隊」を立ち上げた、元岡西公民館館長の峰松妙さんと生涯学習課の内

いました。その後グ
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をお届けします。 
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紙面には主だったことしか載せていません

が、グループ内は話がいろいろ

ました。今

とに、今度は更に地域づくりにむかってい

けたらと思います。 

住みよいまちにするには、行政や地域団体だけでなく、住民の方の協力も必要です。いろいろな人たちが集っている公民館が
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みんなでつながり隊」を立ち上げた、元岡西公民館館長の峰松妙さんと生涯学習課の内
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になる。公民館はそんな場

ビジョンはいい所をもとに描くと

がし、できることさがしの地域いい所探しをし

てみる。それらを持ち寄ってビジョン

える。考え出した取り組みを整理し

画ができる。そして、取り組みのためのネットワークを考えていくと、

新たなつながりもみえてくるのではない

子どもから高齢者までを含めたワークシ

ジョンと具体的な取り組みを考えてみてほしい

話し合った結果、次のような意見が出ました

・老若男女、外国人などいろんな人がいる。

・大学が近いので、学生が多い。

・山あり、川あり、緑が豊か、歴史があって古墳などの史跡が多い。

・地域団体の活動が活発で、地域をよくしようという活動も活発。

・若い人が地域の活動に多く参加するといい。

学生がボランティアしやすい特典があるといい。

・一人暮らしでも地域とつながって、楽しく暮らせるといい。

・地産地消で地元の食材を使った行事があるといい。

・多世代が自由に話ができる場所があるといい。

紙面には主だったことしか載せていません

話がいろいろ出て

ました。今回の話し合いをも

とに、今度は更に地域づくりにむかってい

住みよいまちにするには、行政や地域団体だけでなく、住民の方の協力も必要です。いろいろな人たちが集っている公民館が

そこで、「住みよいまちづくり」の拠点として

みんなでつながり隊」を立ち上げた、元岡西公民館館長の峰松妙さんと生涯学習課の内

ループに分かれて
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ことが大切。地域の未来ビジョン（目的

状況がどうなのか（問題点や良い所等）を出し合い、ゴールとの

その課題の

。このプロセスの中で人が育ち、地域力が高まっていく。

、多様な人たちが参画して地域の未来

になる。公民館はそんな場

ビジョンはいい所をもとに描くと、うまくいくのではないか。あ

がし、できることさがしの地域いい所探しをし
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える。考え出した取り組みを整理し、計画書にまとめると地域づくり計

組みのためのネットワークを考えていくと、

新たなつながりもみえてくるのではないだろう

含めたワークシ

ジョンと具体的な取り組みを考えてみてほしい

話し合った結果、次のような意見が出ました

・老若男女、外国人などいろんな人がいる。

・大学が近いので、学生が多い。 

・山あり、川あり、緑が豊か、歴史があって古墳などの史跡が多い。

・地域団体の活動が活発で、地域をよくしようという活動も活発。

・若い人が地域の活動に多く参加するといい。

学生がボランティアしやすい特典があるといい。

・一人暮らしでも地域とつながって、楽しく暮らせるといい。

使った行事があるといい。

・多世代が自由に話ができる場所があるといい。
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No.

 

 

内容

講師：

   

参加費：

協

☆どなたでもご参加いただけます。

 

体操をしたり、健康に

間を過ごしましょう。

さい。

参加費：

対象：男性

☆コーヒーを飲みながら

合いましょう

この度、退職

新任の頃は右も左もわからず、地域の方々に教えていただくことばかりでした。岡北学区は

活動が活発で、たくさんの方と出会い、関わり、学びながら過ごす日々は、私にとってとても新鮮な毎日で

した。

経験を積み重ね、少しずつ視野が広がり、自分もようやく社会教育に携わる職員として、岡北学区の一員

として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

ただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。

o.１５７                     

5 月 25

内容：楽しい運動と歌をうたいましょう

講師：岡山市レクリエーション協会

   本多

参加費：

協 力：ボランティアグループままかりの会

☆どなたでもご参加いただけます。

 

5 月７

内容：

体操をしたり、健康に

間を過ごしましょう。

さい。 

５月１２

参加費：15

対象：男性

☆コーヒーを飲みながら

合いましょう

この度、退職を

新任の頃は右も左もわからず、地域の方々に教えていただくことばかりでした。岡北学区は

活動が活発で、たくさんの方と出会い、関わり、学びながら過ごす日々は、私にとってとても新鮮な毎日で

した。 

経験を積み重ね、少しずつ視野が広がり、自分もようやく社会教育に携わる職員として、岡北学区の一員

として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

ただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。

★読み聞かせ、ペープサートなど、いろんなお話が

けるよ！みんなできてね。

5 月１２

テーマ：

場所：北公民館

申込しめきり：
主催：子ども読書フェスティバル実行委員会

 

                     

25 日（金）

楽しい運動と歌をうたいましょう

岡山市レクリエーション協会

本多 康子

参加費：無料   

力：ボランティアグループままかりの会

☆どなたでもご参加いただけます。

 図書の貸出

７日（月）

内容：食事で高める

体操をしたり、健康に

間を過ごしましょう。

１２日（土）

150 円（コーヒー・茶菓子代）

対象：男性  定員：

☆コーヒーを飲みながら

合いましょう。 

をいたしました。振り返ると北公民館で職員として過ごした

新任の頃は右も左もわからず、地域の方々に教えていただくことばかりでした。岡北学区は
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として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

ただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。

★読み聞かせ、ペープサートなど、いろんなお話が

るよ！みんなできてね。

１２日（土）

テーマ：みんなでたのしもう！

～かぞく・ちいき・ともだち～

場所：北公民館

申込しめきり：
主催：子ども読書フェスティバル実行委員会

                     

日（金） 

楽しい運動と歌をうたいましょう

岡山市レクリエーション協会

康子さん

    

力：ボランティアグループままかりの会

☆どなたでもご参加いただけます。

図書の貸出 

日（月） 14

食事で高める免疫力

体操をしたり、健康に関するお話を聴いたりしながら楽しい時

間を過ごしましょう。水分補給用の飲み物を持ってご参加くだ

日（土） 

円（コーヒー・茶菓子代）

定員：15

☆コーヒーを飲みながら楽しく語り

いたしました。振り返ると北公民館で職員として過ごした

新任の頃は右も左もわからず、地域の方々に教えていただくことばかりでした。岡北学区は

活動が活発で、たくさんの方と出会い、関わり、学びながら過ごす日々は、私にとってとても新鮮な毎日で

経験を積み重ね、少しずつ視野が広がり、自分もようやく社会教育に携わる職員として、岡北学区の一員

として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

ただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。

★読み聞かせ、ペープサートなど、いろんなお話が

るよ！みんなできてね。

日（土） 14

みんなでたのしもう！

～かぞく・ちいき・ともだち～

場所：北公民館 福祉室

申込しめきり：5 月
主催：子ども読書フェスティバル実行委員会

                     

 10 時～

楽しい運動と歌をうたいましょう

岡山市レクリエーション協会

さん 

 定員：

力：ボランティアグループままかりの会

☆どなたでもご参加いただけます。

  一度に一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。

14 時～

免疫力 —免疫力

関するお話を聴いたりしながら楽しい時

水分補給用の飲み物を持ってご参加くだ

 10 時～

円（コーヒー・茶菓子代）

15 人 

楽しく語り

いたしました。振り返ると北公民館で職員として過ごした

新任の頃は右も左もわからず、地域の方々に教えていただくことばかりでした。岡北学区は

活動が活発で、たくさんの方と出会い、関わり、学びながら過ごす日々は、私にとってとても新鮮な毎日で

経験を積み重ね、少しずつ視野が広がり、自分もようやく社会教育に携わる職員として、岡北学区の一員

として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

ただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。

★読み聞かせ、ペープサートなど、いろんなお話が

るよ！みんなできてね。 

14 時～

みんなでたのしもう！

～かぞく・ちいき・ともだち～

福祉室 

月 7 日（月）
主催：子ども読書フェスティバル実行委員会

                     

時～12 時

楽しい運動と歌をうたいましょう

岡山市レクリエーション協会 

定員：20 人 

力：ボランティアグループままかりの会

☆どなたでもご参加いただけます。ぜひお越しください。

一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。

時～16 時 

—免疫力 UP

関するお話を聴いたりしながら楽しい時

水分補給用の飲み物を持ってご参加くだ

時～12 時

円（コーヒー・茶菓子代） 

楽しく語り 

いたしました。振り返ると北公民館で職員として過ごした

新任の頃は右も左もわからず、地域の方々に教えていただくことばかりでした。岡北学区は

活動が活発で、たくさんの方と出会い、関わり、学びながら過ごす日々は、私にとってとても新鮮な毎日で

経験を積み重ね、少しずつ視野が広がり、自分もようやく社会教育に携わる職員として、岡北学区の一員

として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

ただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。

★読み聞かせ、ペープサートなど、いろんなお話が

時～15 時

みんなでたのしもう！

～かぞく・ちいき・ともだち～

日（月） 
主催：子ども読書フェスティバル実行委員会

                      

時 

楽しい運動と歌をうたいましょう 

 

 

力：ボランティアグループままかりの会

ぜひお越しください。

一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。

 

UP の食材は？－

関するお話を聴いたりしながら楽しい時

水分補給用の飲み物を持ってご参加くだ

時  

 

いたしました。振り返ると北公民館で職員として過ごした

新任の頃は右も左もわからず、地域の方々に教えていただくことばかりでした。岡北学区は

活動が活発で、たくさんの方と出会い、関わり、学びながら過ごす日々は、私にとってとても新鮮な毎日で

経験を積み重ね、少しずつ視野が広がり、自分もようやく社会教育に携わる職員として、岡北学区の一員

として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

ただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。 

★読み聞かせ、ペープサートなど、いろんなお話が

時 30 分 

 

～かぞく・ちいき・ともだち～

主催：子ども読書フェスティバル実行委員会 

 岡山市立北公民館だより

力：ボランティアグループままかりの会 

ぜひお越しください。 

一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。

の食材は？－

関するお話を聴いたりしながら楽しい時

水分補給用の飲み物を持ってご参加くだ

いたしました。振り返ると北公民館で職員として過ごした

新任の頃は右も左もわからず、地域の方々に教えていただくことばかりでした。岡北学区は

活動が活発で、たくさんの方と出会い、関わり、学びながら過ごす日々は、私にとってとても新鮮な毎日で

経験を積み重ね、少しずつ視野が広がり、自分もようやく社会教育に携わる職員として、岡北学区の一員

として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

★読み聞かせ、ペープサートなど、いろんなお話が聞

 

～かぞく・ちいき・ともだち～ 

 

    

協力：御野学区愛育委員会

 ☆乳幼児を子育て中のみなさん、地域の中に子育て仲間をつくりましょう！

岡山市立北公民館だより

 

一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。

の食材は？－ 

関するお話を聴いたりしながら楽しい時

水分補給用の飲み物を持ってご参加くだ

 

脳トレ・筋トレ、

健康で元気な体をつくりましょう。

5 月

場所：北公民館

参加費：

☆ポールをレンタルする方は、レンタル料

必要です。

日時：

場所：北公民館

対象：小学校

（小学校

参加費：

持参物：牛乳パック（１ℓ）

ごみ

いたしました。振り返ると北公民館で職員として過ごした 6 年間は、あっという間でした。

新任の頃は右も左もわからず、地域の方々に教えていただくことばかりでした。岡北学区は

活動が活発で、たくさんの方と出会い、関わり、学びながら過ごす日々は、私にとってとても新鮮な毎日で

経験を積み重ね、少しずつ視野が広がり、自分もようやく社会教育に携わる職員として、岡北学区の一員

として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

元事務嘱託

５月７

    

協力：御野学区愛育委員会

☆乳幼児を子育て中のみなさん、地域の中に子育て仲間をつくりましょう！

岡山市立北公民館だより   

一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。

5 月２９

内容：

講師：津山洋学資料館

 

脳トレ・筋トレ、

健康で元気な体をつくりましょう。

月 1７日（木）

場所：北公民館

参加費：200 円（保険代含む）

☆ポールをレンタルする方は、レンタル料

必要です。5 月

日時：５

場所：北公民館

対象：小学校

（小学校

参加費：300

持参物：牛乳パック（１ℓ）

セロテープ、筆記用具

ごみ減量・リサイクル

年間は、あっという間でした。

新任の頃は右も左もわからず、地域の方々に教えていただくことばかりでした。岡北学区は

活動が活発で、たくさんの方と出会い、関わり、学びながら過ごす日々は、私にとってとても新鮮な毎日で

経験を積み重ね、少しずつ視野が広がり、自分もようやく社会教育に携わる職員として、岡北学区の一員

として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

元事務嘱託 柴野

７日（月）

    10 時～

協力：御野学区愛育委員会

☆乳幼児を子育て中のみなさん、地域の中に子育て仲間をつくりましょう！

               

一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。

２９日（火）

内容：箕作阮

：津山洋学資料館

学芸員

脳トレ・筋トレ、ノルディックウォークを通して、

健康で元気な体をつくりましょう。

日（木）

場所：北公民館 美術工芸室（集合）

円（保険代含む）

☆ポールをレンタルする方は、レンタル料

月 1１日（金）までにお申

５月２６

場所：北公民館 

対象：小学校 3 年生～大人まで

2 年生以下は保護者同伴でしたら可）

300 円（当日集金します）

持参物：牛乳パック（１ℓ）

セロテープ、筆記用具

・リサイクル

年間は、あっという間でした。

新任の頃は右も左もわからず、地域の方々に教えていただくことばかりでした。岡北学区は大変地域団体の

活動が活発で、たくさんの方と出会い、関わり、学びながら過ごす日々は、私にとってとても新鮮な毎日で

経験を積み重ね、少しずつ視野が広がり、自分もようやく社会教育に携わる職員として、岡北学区の一員

として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

柴野 彩希子

日（月） 

時～12 時

協力：御野学区愛育委員会

☆乳幼児を子育て中のみなさん、地域の中に子育て仲間をつくりましょう！

            

一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。

日（火）13

阮甫の後裔たち

：津山洋学資料館

学芸員 田中

ノルディックウォークを通して、

健康で元気な体をつくりましょう。

日（木） 10 時～

美術工芸室（集合）

円（保険代含む）

☆ポールをレンタルする方は、レンタル料

日（金）までにお申

６日（土）

 第 2 講座室

年生～大人まで

年生以下は保護者同伴でしたら可）

円（当日集金します）

持参物：牛乳パック（１ℓ）

セロテープ、筆記用具

・リサイクル推進週間

年間は、あっという間でした。

地域団体の

活動が活発で、たくさんの方と出会い、関わり、学びながら過ごす日々は、私にとってとても新鮮な毎日で

経験を積み重ね、少しずつ視野が広がり、自分もようやく社会教育に携わる職員として、岡北学区の一員

として、地域に関わることができるようになってきたところで、公民館を離れるのは、非常に残念に思って

おりますが、職員として学んだ経験を自分の住む地域でも何らかの形で活かしていきたいと思います。至ら

ないことが多く、お役に立てないこともあったと思いますが、どこかで見かけた時は、気軽に声を掛けてい

彩希子 

時 

協力：御野学区愛育委員会 協力：岡北学区在住子育て支援者

 ☆乳幼児を子育て中のみなさん、地域の中に子育て仲間をつくりましょう！

            

一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。

13 時～

甫の後裔たち

：津山洋学資料館 

田中 美穂さん

ノルディックウォークを通して、

健康で元気な体をつくりましょう。 

時～12

美術工芸室（集合） 

円（保険代含む） 定員：

☆ポールをレンタルする方は、レンタル料

日（金）までにお申

日（土） 10

講座室 定員：

年生～大人まで 

年生以下は保護者同伴でしたら可）

円（当日集金します）

持参物：牛乳パック（１ℓ）1 個、はさみ、

セロテープ、筆記用具 

推進週間公民館講座

旭東公民館より異動して

ました大脇和子と申します。

慣れない

をおかけすることも多いと思い

ますが、よろしくお願いします。

公民館嘱託主事

５月１５

10

協力：岡北学区在住子育て支援者

 ☆乳幼児を子育て中のみなさん、地域の中に子育て仲間をつくりましょう！

            平成３０

一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。

時～15 時 

甫の後裔たち 

美穂さん 

ノルディックウォークを通して、

12 時 

 

定員：30 人 

☆ポールをレンタルする方は、レンタル料 1 回

日（金）までにお申込みください。

10 時～12

定員：20

年生以下は保護者同伴でしたら可）

円（当日集金します） 

個、はさみ、

講座 

旭東公民館より異動して

ました大脇和子と申します。

慣れない分、みなさんにご迷惑

をおかけすることも多いと思い

ますが、よろしくお願いします。

公民館嘱託主事

１５日（火）

10 時～

協力：岡北学区在住子育て支援者

☆乳幼児を子育て中のみなさん、地域の中に子育て仲間をつくりましょう！

平成３０年 ４月

一人５冊まで、二週間借りられます。児童書、絵本も多数ありますのでご利用ください。 

 

 

ノルディックウォークを通して、 

 

回 500 円が

込みください。 

12 時 

20 人 

年生以下は保護者同伴でしたら可） 

個、はさみ、

旭東公民館より異動して

ました大脇和子と申します。

分、みなさんにご迷惑

をおかけすることも多いと思い

ますが、よろしくお願いします。

公民館嘱託主事 大脇

日（火） 

時～12 時 

協力：岡北学区在住子育て支援者

☆乳幼児を子育て中のみなさん、地域の中に子育て仲間をつくりましょう！

月２１日 

円が 

 

旭東公民館より異動してまいり

ました大脇和子と申します。 

分、みなさんにご迷惑

をおかけすることも多いと思い

ますが、よろしくお願いします。

大脇 和子

  

  

協力：岡北学区在住子育て支援者

☆乳幼児を子育て中のみなさん、地域の中に子育て仲間をつくりましょう！

まいり

分、みなさんにご迷惑

をおかけすることも多いと思い

ますが、よろしくお願いします。 

和子 

協力：岡北学区在住子育て支援者 

☆乳幼児を子育て中のみなさん、地域の中に子育て仲間をつくりましょう！ 


