
事業名 参加者数 事業名 配信回数 事業名 参加者数 事業名 参加者数 事業名 参加者数

乳幼児健康相談（年４回のうち、３回中止） 1 乳幼児健康相談　　 中止 乳幼児健康相談 42 乳幼児健康相談 41 乳幼児健康相談 58

親子でみそ作り講座(Zoom） 25 子育て広場カルガモ 219 子育て広場カルガモ 133 子育て広場カルガモ 190 子育て広場カルガモ 289

自然の大切さを知るSDGｓと海藻万華鏡
(Zoom）

25 親子で味噌作り講座 154 親子で味噌作り 21 親子で味噌作り 19 親子で味噌作り 19

子育てしながらウクレレマスター（全４回）
(Zoom）

21 子育てしながらウクレレマスター 中止 子育てしながらウクレレマスター 74 子育てしながらウクレレマスター 46 子育てしながらウクレレマスター 64

赤ちゃん木育ひろば 中止 スマイリングママサロン 67 スマイリングママサロン 55
藍の生葉を使って自分だけのトートバッ
グを作ろう！

23

スマイリングままサロン(３回）
※5館合同開催(Zoom）

43 和菓子づくり教室 中止 赤ちゃん木育広場 16 赤ちゃん木育広場 40 まなびの広場 126

おとう飯
※5館合同開催(Zoom）

3 子ども室開放 中止

おやのめぐみ子育て講演会
※5館合同開催(対面＋Zoom＋配信）

564
スマイリングままサロン
※5館合同開催(Zoom）

４事業 72 373 353 391 579

神奈川県立茅ケ崎里山公然自然観察
（動画配信）

295 子どもの広場 155 子どもの広場 178 子どもの広場 221 子どもの広場 382

教えて！生きもの博士(Zoom） 8 小学生
放課後卓球ひろば 中止 放課後広場 86 放課後広場 103 放課後広場 101

おはなしコンサート 中止 おはなしコンサート 151 おはなしコンサート 178 おはなしコンサート 32

夏休み親子料理教室 201 夏休み親子料理教室 25 夏休み親子料理教室 26 夏休み親子料理教室 23

夏休み自然観察 216 自然の発見・観察探検隊 18 自然の発見・観察探検隊 8 自然の発見・観察探検隊 16

小学生サークル体験 中止 夏休み小学生サークル体験 317 サウンドマップ 7 おもしろ科学実験「テレビの科学」 18

ぼうさい探検隊 中止 小学生ぼうさい探検隊 4 夏休み小学生サークル体験 180 夏休み小学生サークル体験 219

キッズ向けミニコンサート 中止 キッズ向けクリスマスミニコンサート 62 夏休み親子で見学会 19 小学生陶芸教室 42

宿題応援！　子ども書き初め教室 中止 海藻おしばづくり 26 キッズ向けクリスマスミニコンサート 68 キッズ向けクリスマスミニコンサート 64

子ども書き方講座（硬筆） 中止 まなびの広場 278 海藻おしばづくり 19 海藻おしばづくり 19

小学生陶芸教室 中止 リニア見学センターへ行こう 16 まなびの広場 248 子どもウクレレ教室 22

夏休みオンライン子どもサークル体験
※5館合同開催(Zoom）

117 どんぐりさんちでおとあそび 527 どんぐりさんのオモシロ音あそび 14

Zoomで秋の公民館子どもフェス
※5館合同開催(Zoom）

33 たのしい科学実験 中止 たのしい科学実験 21

公民館対抗！冬のミニ運動会
※5館合同開催

中止 子どもの広場書初め講座 26

２事業 303 1,099 1,222 1,077 938

スマホ教室
　～スマホで防災対策を学ぶ～

中止

かんたんZoomの使い方講座
※5館合同開催(対面３＋Zoom５）
（年１０回のうち、２回中止）

44

０事業 0

鶴嶺公民館　主催事業実績比較

平成３０年度 平成２９年度

家庭教育支援関連事業

子ども事業

令和元年度令和３年度 令和２年度

シニア事業

令
和
３
年
度
か
ら

資料８

1/3 



事業名 参加者数 事業名 配信回数 事業名 参加者数 事業名 参加者数 事業名 参加者数

平成３０年度 平成２９年度令和元年度令和３年度 令和２年度

オンラインでピラティス講座(Zoom） 5 異文化交流 108 異文化交流 18 異文化交流 16 異文化交流 18

癒やしのハーブ講座
「藍の生葉染を体験しよう！」(Zoom）

6 遊々クラブ（社会見学編） 259 遊々クラブ 144 遊々クラブ 134 遊々クラブ 179

筋力アップ＆簡単エクササイズ講座 中止 遊々クラブ（散策編①､②､③） 200 普通救命講習会 29 普通救命講習会 19 普通救命講習会 33

普通救命講習会 7 普通救命講習会 中止 ロコモティブシンドローム予防ストレッチ 12
おとなの健康管理講座「健康はお口か
ら」

5 かんたん！ストレッチ講座 64

ロコモティブシンドローム予防ストレッチ 中止 肩こり・腰痛・膝痛改善ストレッチ 9 ロコモティブシンドローム予防ストレッチ 25 ロコモティブシンドローム予防ストレッチ 7

肩こり・腰痛・膝痛改善体操 中止 転倒予防教室 311 肩こり・腰痛・膝痛改善ストレッチ 27 肩こり・腰痛・膝痛改善ストレッチ 14

転倒予防教室 中止 癒しのハーブ講座 44 転倒予防教室 299 癒しのハーブ講座 45

おうちでハーブ講座 151 家族介護教室 1 癒しのハーブ講座 45 家族介護教室 9

家族介護教室 中止 つるみね防災講座 20 家族介護教室 5 女性のための美ボディ講座 36

つるみね防災講座 中止 体幹を鍛えるピラティスエクササイズ 22 つるみね防災講座 13 スマホ体験教室 19

体幹を鍛える
ピラティスエクササイズ 中止 スマホ入門講座 19 体幹を鍛えるピラティスエクササイズ 42 スマホ入門講座 19

スマートフォン入門講座 中止 今さら聞けないスマホ講座 16 スマホ入門講座 20
楽しく行う認知症予防運動「コグニサイ
ズ！」

12

IT講座
今さら聞けないスマホ講座 中止
楽しく行う認知症予防運動「コグニサイ
ズ！」

22
楽しく行う認知症予防運動「コグニサイ
ズ！」

20 フレイルチェック 30

楽しく行う認知症予防運動「コグニサイ
ズ！」

中止 フレイルチェック 13 フレイルチェック 15 「わたしの覚え書き」書き方講座 19

フレイルチェック 中止 「わたしの覚え書き」書き方講座 12 「わたしの覚え書き」書き方講座 13 悪徳商法・振り込め詐欺撃退講座 58

「わたしの覚え書き」書き方講座 中止 悪徳商法・振り込め詐欺撃退講座 12 悪徳商法・振り込め詐欺撃退講座 17 親子で学ぶ救命講習会 9

振り込め詐欺防止講座 中止

海藻おしば教室 246

４事業（うち１事業中止） 18 964 704 715 571

鶴嶺小学校に眠る遺跡(Zoom） 37 古典文学講座 中止 古典文学講座 69 古典文学講座 67 古典文学講座 75

発掘調査で見つかった古参道(Zoom） 27 鎌倉歴史散策 508 鎌倉歴史散策 13 鎌倉歴史散策 21 鎌倉歴史散策 12

令和初の指定文化財！三島大神の絵馬
(動画配信）

216 神奈川散策 315 神奈川散策 15 神奈川散策 21 神奈川散策 23

茅ヶ崎歴史講座「鶴嶺村の生い立ち」 25 つるみね健康レストラン 中止 つるみね健康レストラン 18 つるみね健康レストラン 17 つるみね健康レストラン 36

旧和田家住宅のたどった道
～江戸から令和まで～　(Zoom）

22 つるみね名画座 中止 スポーツ吹矢 2 スポーツ吹矢 2 スポーツ吹矢 24

6月は梅しごと！梅の漬物作り
「ぽたぽた梅」(Zoom）

4 基礎から学ぶ陶芸講座 中止 公民館フェスタ（中止） 中止 公民館フェスタ 公民館フェスタ 190

はじめての水引細工【対面、Zoom併用】 11 茅ヶ崎市の歴史講座 0 つるみね名画座 76 つるみね名画座 102 うくれれエンジョイスペース 116

七宝入門 中止 陶芸教室 24 陶芸教室 23 陶芸教室 48

木版画教室 中止 基礎から学ぶ陶芸教室 5 茅ヶ崎の歴史講座 31

ノルディックウォーキング 中止 茅ヶ崎の歴史講座（中止） 中止 高尾山に登ろう 15

神奈川の旧東海道を歩く 中止 高尾山に登ろう 16
大人のバス旅
発酵食品を学ぶ

19

レザークラフト教室 中止 七宝入門 14 美しい文字講座 20

ステンドグラス教室 中止 木版画教室 167 旧東海道を歩く 7

茅ヶ崎の伝統・文化を学ぶ 中止 初めてのノルディックウォーキング教室 5

地震で現れた端（旧相模川橋脚）
※公民館・博物館連携講座

中止 初めての歌舞伎鑑賞講座 中止 旧東海道を歩く 10

７事業 342 823 434 345 524

地
域
課
題
解
決
等
事
業

（
令
和
３
年
度
か
ら

）

公民館ふれあい事業
※令和２年度まで

社会的要請課題を
テーマとした事業
※令和２年度まで
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事業名 参加者数 事業名 配信回数 事業名 参加者数 事業名 参加者数 事業名 参加者数

平成３０年度 平成２９年度令和元年度令和３年度 令和２年度

日本の歳越し（しめ飾り）【動画限定配信】 15 夏休みこどもの作品展示会 中止 バードウォッチング（中止） 中止 あつまれ！つるみねっ子 800 あつまれ！つるみねっ子 1,100

小出川春休み自然観察 0 日本の歳越し 194 バードウォッチング 7 バードウォッチング 9

日本の歳越し（山形いも煮、しめ飾り） 中止 つるみねミュージックイン 519 日本の歳越し 321 日本の歳越し 350

つるみねミュージックイン（２回） 中止 卓球開放 275 つるみねミュージックイン 500 つるみねミュージックイン 596

卓球開放 中止 卓球開放 227 卓球開放 226

１事業 15 0 988 1,855 2,281

てんこくWeb展示会(動画配信） 449 公民館まつり 中止 公民館まつり（中止） 中止 公民館まつり 2,600 公民館まつり 2,600

てんこく印づくり講座 中止 公民館フェスタ 中止 つるみねオープンサークル 55 つるみねオープンサークル 13 つるみねオープンサークル 47

消しゴムはんこで年賀状 5 つるみねオープンサークル 中止 ロビー展 ロビー展 ロビー展

つるみねロビー展 中止

公民館ウィーク　※5館合同開催(展示）

３事業（うち１事業中止） 454 0 55 2,613 2,647

公民館だより
「つるみね」の発行

休刊
公民館だより
「つるみね」の発行

休刊
公民館だより
「つるみね」の発行

公民館だより
「つるみね」の発行

公民館だより
「つるみね」の発行

情報紙「情報つるみね」の発行 情報紙「情報つるみね」の発行 休刊 情報紙「情報つるみね」の発行 情報紙「情報つるみね」の発行 情報紙「情報つるみね」の発行

日本の歳越し（再掲） 中止 日本の歳越し（再掲） － あつまれ！つるみねっ子（再掲） －
あつまれ！つるみねっ子(中学生ボラン
ティア）

10

公民館見学（小学２年生） 中止 公民館見学（小学２年生） 98 日本の歳越し（再掲） － 日本の歳越し（中学生ボランティア） 6

インターンシップ受け入れ 中止 インターンシップ受け入れ 1 公民館見学（小学２年生） 84 公民館まつり（中学生ボランティア） 30

インターンシップ受け入れ 1 インターンシップ受け入れ 2

0 0 99 85 48

公民館運営審議会の開催 2 公民館運営審議会の開催 3 公民館運営審議会の開催 3 公民館運営審議会の開催 4 公民館運営審議会の開催 4

2 3 3 4 4

19事業 1,204 15事業 3,259 57事業 3,855 56事業 7,081 53事業 7,588

【５館合同開催講座（７事業）の開催方法内訳】

対面講座（５事業） 48人 対面講座（４事業） 19人

オンライン（Zoom）講座（１１事業） 181人 オンライン（Zoom）講座（１０事業） 250人

動画配信（４事業） 975人 動画配信（１事業） 535人

その他（１事業） -

※併用等複数の開催方法で実施している事業があるため、主催講座の数と開催方法の合計は一致しません。

1,204人

804人

【主催講座（１９事業）の開催方法内訳】

参加者数

地
域
課
題
解
決
等
事
業

（
令
和
３
年
度
か
ら

）

学
習
成
果
活
用
・
学
習
情
報
提
供

事
業

（
令
和
３
年
度
か
ら

）

次世代育成ネットワーク
事業

公民館運営審議会

学習情報の提供
※令和２年度まで

地域交流事業
※令和２年度まで

学習成果の還元事業
※令和２年度まで
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