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事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

1
ドキドキチャレンジ
～ちがさきのいきものマップをつくってみよ
う～

生物図鑑アプリ「バイオーム」を利用し、タブレットを活用して
生物種を調査、生き物マップを作成する。

西浜学区
青少年育成推進協議会

5月21日（土） 対面 小学生 40名 22名
タブレットを使って、南湖公民館敷地内の生き物マッ
プを作成できた。参加した子ども達は生物観察を楽し
んだ。

2
子どもの広場
タイドプール(潮だまり)で遊ぼう！

江の島ヨットハーバー内タイドプールで磯の生きものを観察す
る。

石川さん・堀部さん 7月28日(木) 対面 小学3年～6年 10名 9名
磯の生きものを捕まえることで、その種類や様子を手
元で観察することができた。

3
もっと知ろう！カブトムシ・クワガタ
～採り方・育て方～

カブトムシ＆クワガタムシを中心とした昆虫の紹介。夏休みの
自由研究に役立つ採集や観察のコツなどを解説。

小山　茂樹さん
（アマチュア昆虫研究家）

8月6日(土) 対面 小学生 20名 ８名
生きた昆虫に触れることができ、参加した子供たちは
十分楽しめた。カブトムシ・クワガタの採り方・育て方
を学び、興味を引き出した。

4
子どもの広場
アイスキャンディーソープを作ろう！

グリセリンソープを使って食紅で色付けを行い、アイスキャン
ディーバーの形の石鹸を手づくりする。

石川さん ８月１０日(水) 対面 小学生 10名 10名 石けんの素材や作る過程について知ることができた。

5
企業系出前講座
Wow!×キッズ
～マツキヨココカラ医療体験プロジェクト～

現役薬剤師による薬の授業と薬剤師体験。
マツキヨココカラ

＆カンパニー薬剤師
8月17日（水） 対面 小学3年～6年 15名 14名

薬についての知識が得られた。薬剤師の実際の仕事
を体験することができた。

6
子どもの広場
相模川の生きものを見てみよう！

相模川ふれあい科学館 アクアリウムさがみはらにおいて施設
見学をする。

職員 ８月24日(水) 対面 小学生 10名 11名
相模川周辺の生きものについて種類や様子、生育場
所などを知ることができた。

7 ボイスレコーダーを作ろう！ ボイスレコーダー作りを通して、電気工作の初歩を学ぶ。
森　彰さん

(クラブ科学教室代表)
8月２7日(土) 対面 小学生 16名 １５名

自分で作ったボイスレーコーダーで、録音・再生をする
ことで興味を引き出した。電子工作に興味を持つきっ
かけとなった。

8
子どもの広場
さつまいも掘って焼きいもをしよう！

公民館の畑に植えたさつまいもを収穫して、焼きいもに仕上
げる。

蓮本さん 10月22日(土) 対面 小学生 10名 9名
食育の観点からさつまいもの生育の様子や収穫した
作物の調理の方法などの知識を得ることができた。

9
子どもの広場
辻堂海浜公園で遊ぼう！

交通ルールを楽しく学ぶ。 職員 11月19日(土) 対面 小学生 1２名 7名
実際に自転車に乗るなどして楽しみながら交通ルー
ルを学ぶ良い機会となった。

10
子どもの広場
クリスマス飾りを作ろう！

クリスマス飾りを作る。 祖一さん、石川さん 12月17日(土) 対面 小学生 20名 －

11
子どもの広場
凧を作ろう！

簡単な凧のキットを組み立て、自分の好きな絵を描いてその
後凧あげをする。

祖一さん、石川さん
西浜学区 青少年
育成推進協議会

R5.1月21日(土) 対面 小学生 10名 －

12
子どもの広場
じゃがいもを植えよう！

じゃがいもの種芋を公民館の畑に植え付ける。 職員 R5.２月25日(土) 対面 小学生 10名 －

13 子どもカーデザイン教室 自分の乗りたい車を自由にデザインし、モデリングを行う。 坂口　善英さん 春休み 対面 小学生 10名 －

14
5館共同　子どもチーム事業
里山謎解き大冒険

里山公園内を回りながら、チームで謎解き・宝探し・自然観察
等を交えたオリエンテーリングを行う。

５館担当職員
里山公園職員

5月7日（土） 対面 小学生 25名 27名
謎解きの過程で子ども達のコミュニケーションが図ら
れた。謎を解き、ミッションを果たして秘宝の石を集
められた子どもたちは事業を楽しんだ。

＜令和4年度　南湖公民館主催事業報告（１１月２２日現在）＞

１　子ども事業

資料１
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事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

15
5館共同　子どもチーム事業
新博物館でわくわく★ドキ土器

学芸員と共に博物館を見学し、クイズを通して自分たちの住む
茅ヶ崎の自然や歴史に触れる。

５館担当職員
博物館職員

10月8日（土） 対面 小学生 25名 16名

メモを取りながら一生懸命に説明を聞く子が何人も
おり、有意義な学習の場となった。茅ヶ崎市の新しい
財産である博物館を活かすためにも、様々な形態で
博物館見学を今後も企画していきたい。

事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

1 絵本とお話の時間
絵本を通し、子どもが想像力を広げ豊かな情緒を育み、家庭
でも親子で絵本に親しむきっかけを作る一助となることを目
指す。

湘南・絵本とお話の会 毎月第2土曜日 対面
幼児～小学生
までの親子

各回５組１０
名

４月１２名
５月１４名
６月１４名
７月２０名
９月１５名
10月１３名

親子で、絵本、紙芝居、わらべうた、手遊びを楽しむこ
とが出来た。

2
子育てフリースペース
ひだまり

子育て中の保護者のための保育フリースペース。 保育ボランティア たんぽぽ 5月～ 毎月第2金曜日 対面 未就園児と保護者 －

 5月 1組
 6月 2組
 7月 6組
 8月 2組
 9月 5組
10月 4組
11月 5組

既存の子育てサークルのメンバーが誘い合い、フリー
スペースも上手に活用してもらうことができた。

3 乳幼児健康相談
健康増進課と共催で乳幼児の心身の健康について市の保健
師と栄養士が相談に応じる。

健康増進課
5月19日・8月18日・11月17日・

R5.2月9日いずれも木曜
対面

乳幼児と
その保護者

各回10組
５月 ２組
８月 2組

乳幼児の健康管理や保護者の相談など丁寧に対応す
ることができた。

4 わらべうたと絵本で遊ぼう わらべうたを通し、子どもの発達に大切な情緒や感性を育む。
大谷さん（元保育園長）

大山さん（おはなしの会）

7月12日(火)
10月27日(木)

2月
対面

未就学児と
その保護者

各回６組
７月6組
１０月５組

親子で自然なスキンシップをとりながら、わらべうた
や読み聞かせを楽しんでもらうことができた。

5 親子で学ぶ救命講習会 心肺蘇生法とAEDの使い方を学ぶ。
茅ヶ崎市消防署
消防指導課職員

7月24日（日） 対面
小学生と

その保護者
5組 4組

親子で心肺蘇生法とAEDの使い方を学び、シナリオ
で親子で協力しながら、実技演習を行った。

6 手づくり紙芝居教室
手づくり紙芝居の作り方のポイントを知り、実際にお話を考え
紙芝居を作る。最後に参加者と家族に発表をする。

宮﨑二美枝
手づくり紙芝居サポーター

7月30日・8月6日（土） 対面 小学生～一般 10名
1回目14名
2回目12名

講師とサポーターのアドバイスを受けながら、自分の
紙芝居を完成させミニ発表会をすることが出来た。希
望者は、コンクールに出品することによって、他人の
評価を受ける。

7 おやため交流会
小中学生の子を持つ親が、子どもの抱えている問題を共有し
解決する糸口を探る。

西浜学区
青少年育成推進協議会

西浜小学校PTA
西浜中学校PTA

10月1日（土） 対面 小中学生の保護者 40名 ２１名
子どもたちを取り巻く環境がどのようになっている
のか、危険がどのくらいあるのかなど現状を把握する
ことができた。

8 ほしつ☆メソッド
こども育成相談課との共催。
子どもに「ほめる・しかる・伝える」の練習講座。

共催：こども育成相談課
家庭児童相談室

１０月４日、１８日、１１月１日、
１５日、２９日いずれも火曜

対面
３歳～１２歳の子ど
もを持つ保護者

未定 －

9 小児・乳児の応急手当講習会 普通救命講習と小児と乳児の救命講習.
茅ヶ崎市消防署
消防指導課職員

R5.３月１０日(金) 対面 一般 10名 －

10 主催事業用保育ボランティア 講座中の託児保育ボランティア 登録保育ボランティア － 対面 － － －

２　家庭教育支援関連事業
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事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

11
5館共同　家庭教育支援関連事業チーム事業
スマイリングままサロン

産後体操と親子遊び。
齋藤　尚美さん

（健康運動指導士）

６月９日、１６日、２３日（木）
１０月７日、１４日、２１日（金）
３月９日、１６日、２３日（木）

オンライン
４か月～11か月ま
での赤ちゃんと母

親
各回８組

延べ人数
６月１６組
１０月中止

6月：骨盤を戻すことを中心とした身体のケア、親子
の時間の過ごし方、子育ての悩みなどを共有しながら
友達作りとリフレッシュすることが出来た。

12
5館共同　家庭教育支援関連事業チーム事業
孫育て講演会

孫の育て方講演会。 おやのめぐみ １０月６日（木） オンライン 一般 10月6日 ４７名

・定員70名のところ、46名の応募があり、47名の参
加があった。
・事前にいただいた質問についても、講義に盛り込ん
でいただき回答していただいた。
・また、出席者の中には、シニア世代だけでなく、シニ
ア世代の子供（親世代）の参加もあった。
・参加者は、うなづいたり、熱心にメモを取ったりと共
感しながら拝聴していた。
・アンケートの回答も、返信・回答が早くニーズのある
講座であった。

事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

1 使ってみよう！キャッシュレス決済
キャッシュレス決済の「PayPay」をとりあげ、上手な使い方を
解説し、キャッシュレス決済を不安に感じている人達の需要に
応える。

NPO法人
パソコンボランティア湘南

5月19日（木)
３月20日（金）

対面 一般 15名 11名
キャッシュレス決済PayPayを活用して、チャージ・買
い物・送金・受け取りの仕組みを理解し、実践すること
で不安を解消することができた。

2 50歳からの「おうちで体操」
コロナ禍において、運動不足の解消や筋肉upを図り、日ごろ
から運動できる知識を学ぶ。

齋藤　尚美さん
（健康運動指導士）

５月２０日（金）
９月１６日（金）

オンライン 一般 各回１０名
５月６名
９月７名

自宅で行えるストレッチや筋力トレーニングを知るこ
とが出来、外出を控えている高齢者の楽しそうな笑顔
からリフレッシュ出来たこともうかがえる。

3 はじめてのバレトンレッスン フィットネス・ヨガ・バレエを含んだエクササイズ。
守部　唯さん

(バレトンインストラクター)
9月21日（水） 対面 一般 15名 11名

新たなエクササイズであるバレトンを体験することが
でき、普段、中々運動する機会がない人も体を動かし
てリフレッシュすることができた。

4 歴史講座 ～ハマ散歩～ 歴史的遺産や名所を巡ることで理解を深め、歴史に親しむ。
 NPO法人

横浜シティガイド協会
10月5日（水） 対面 一般 10名 8名

横浜の元町、中華街、マリンタワー、山下公園を巡っ
た。各名所をガイドしていただき、その歴史的な背景
を知り得ることが出来た。

5 身をもって体験！防災について考える
総合防災センター体験フロアにて地震や風水害などの体験を
し、防災について考える。

神奈川県総合防災センター 10月12日（水） 対面 一般 10名 6名
地震、風、消火、煙避難体験を通して防災についての
知識が深まった。災害の恐ろしさを身をもって体験
し、今後の防災に備える意識が高まった。

6
鎌倉さんぽ
鎌倉殿を支えた13人の重臣たちゆかりの地
へ

歴史的遺産や名所を巡ることで理解を深め、歴史に親しむ。 鎌倉ガイド協会 11月２２日(火） 対面 一般 10名 10名
良い天気の中遅れることなくスタートでき、寺社への
入山も順調に行え、今年話題の鎌倉を学びながらの
楽しい散策となった。

7 文学講座「鎌倉のつわものたち」 鎌倉で活躍した御家人たちなどを学ぶ。 藤野敬子さん
11月１日(火)・８日（火）
17日(木)・24日（木）

対面 一般 ３０名

8
シニアIT講座
SNS(ソーシャルネットワーク)入門
～LINEを使ってみよう！～

LINEの使い方を基礎から学び、快適なコミュニケーション
ツールを体験する。

NPO法人
パソコンボランティア湘南

12月8日（木） 対面 一般 1５名

9
シニアIT講座
スマホのキャッシュレス決済入門
～PayPayを使ってみよう！～

キャッシュレス決済の「PayPay」をとりあげ、上手な使い方を
学び、キャッシュレス決済を不安に感じている人達の需要に応
える。

NPO法人
パソコンボランティア湘南

12月15日（木） 対面 一般 1５名

10
氷室椿庭園さんぽ
～可憐に彩る椿を愉しむ～

歴史や文化を探求することで地域への関心をより高める。
ちがさき丸ごと

ふるさと発見博物館の会
R5.3月9日(木)・16日(木) 対面 一般 20名 －

３　シニア事業
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事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

11
５館共同事業
Zoomの使い方講座(基礎編・応用編)

Zoomの接続方法、基本操作を学ぶ。
オンラインでZoomの操作の実践を学ぶ。

５館公民館職員

６月21日(火)・22日(水)
7月26日(火)・27日(水)
9月15日(木)・16日(金)
10月13日(木)・14日(金)
12月20日(火)・21日(水)
1月17日(火)・18日(水)

対面
オンライン

一般
基礎編８名
応用編６名

6月5名
一日目は公民館での座学で基本操作を学び、二日目
はオンラインで模擬体験の形式で実施でき理解度・満
足度が高かった。

４　博物館連携事業

事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

1
公民館博物館連携講座
海への祈り ～浜降際～

浜降祭を主軸としながら海への信仰を学ぶ。
鈴木　道大さん

(神奈川大学日本常民文化
研究所客員研究員)

7月16日(土) 対面 一般 30名 24名
浜降祭の起源にとどまらず、民俗学的見地から
読み解き海への信仰が行われる理由を知り得る
ことができた。

5　地域課題解決等事業

事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

1 学習スペース開放
公民館空き部屋対策と、家庭で学習したり集中できない子ど
も達に対して学習スペースとして開放する。

－
土曜日、日曜日、祝日

冬休み・春休み
フリー

スペース
小学生～大学生な

どの学生
－

４月１１名
５月１７名
６月６名
７月４名
８月４名

地域での学習の場を提供することが出来た。

2 屋根にフォーカスした防災・減災の話
台風、豪雨などの災害ごとに、屋根トラブルの原因と対処法、
定期メンテナンスの必要性を学ぶ。

佐々木　峰雄さん
4月23日（土)
4月30日（土）

オンライン 一般 20名 延べ6名
台風等の災害が起きることを想定して自宅の状況を
改めて見直そうと、メンテナンスの重要性に気付いて
もらうことができた。

3 「小山敬三とその作品」講演会 純水館製糸工場の歴史を学ぶ。
月本　寿彦

(茅ヶ崎市美術館 学芸員)
茅ヶ崎純水館研究会

5月15日(日) 対面 一般 45名 23名
茅ヶ崎の文化的宝である「純水館」と小山敬三氏の周
知と学ぶきっかけづくりができた。

4 庭木イキイキ剪定教室
庭木剪定の基礎的な技術を公民館の敷地内の庭木を題材に
講義と実地指導を並行して学ぶ。

赤木 洋行氏
（赤木造園事務所）

６月７日（土） 対面 一般 １０名 １２名
基本的な剪定技術と、我が家の庭木の手入れのポイン
トを知ることが出来た。

5
英会話リズム体操
～楽しみながら頭も身体もほぐして伸ばす～

Phonics(フォニックス)という発音方法を取り入れリズムに
のってジェスチャーをつけながら会話を実践。

内藤みどりさん
（英会話講師）

6月7日(火)・6月14日(火)
6月20日(火)

対面 一般 10名 ８名
明るい雰囲気の中で英語を発音すること表現するこ
との楽しさを知り、英語に親しむことができた。

6 あつまれ！こども卓球ひろば
卓球を通じて地域の仲間づくり、大人と子どもの交流の場を
つくるとともに、健康増進と公民館の活用を図る。

職員
8月10日(水)

９月～ 毎月第2土曜
フリー

スペース
小学生以上と親子
一般(9月のみ)

－

 8月19名
 9月4名

10月17名
11月9名

小学生が夏休みや土曜日に、友達や家族で安心して
過ごすことができる、地域の居場所として活用しても
らうことができた。

7
はじめてのお灸
～お灸で身体を整える～

お灸についての講義と体験実技。
大石　知絵子さん

(鍼灸師)
9月29日(木) 対面 一般 15名 12名

お灸についての様々な知識(使い方、種類、効能、ツボ
の取り方など)を得ることができた。継続的に自分で
遠敷をすえることができる良い学習の機会となった。

8
シルク博物館見学会
  横浜から世界へ‐海を渡った生糸-

シルク博物館特別展「横浜生糸物語Ⅲ『横浜から世界へ‐海を
渡った生糸-』見学
横浜の生糸関係史跡見学

石鍋　由美子さん
（シルク博物館学芸員）

10月16日(日) 対面 一般 10名 2名
学芸員の解説は、聞きやすく、興味を誘うものであ
り、良い見学会となった。
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事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

9
RAKURAKUクッキング
おうちごはん 美味しく食べてからだも喜ぶ簡
単レシピ

減塩のための大人のレシピと管理栄養士におる栄養教室。
食生活改善推進団体

健康増課
11月9日(水) 対面 一般 6名 5名

日本人の一日の塩分摂取目標量を知り、毎日の食事
作りにすぐ活用できるポイントを盛り込んだレシピを
調理実習で学ぶことができた。

10 しめ縄づくり教室(日本の歳越し)
正月用しめ縄づくりを通して、日本の伝統文化を地域に伝承
する。

日本の歳越し実行委員会 12月3日(土) 対面
一般

(18歳以上)
40名 －

11 チャレンジいけばな「クリスマス」 基本的ないけばなを学び、季節の行事の生け花を楽しむ。
松田光美（美也子）さん

小原流講師
１２月１７日（土） 対面 小学生～一般 １０名

12 大人のかつお節教室
お節料理づくりに欠かせない「鰹節」や「だし」について正しく
学び、改めて日本食文化の魅力に触れる。

株式会社にんべん 12月27日(火) 対面 一般 20名 －

13 体験しよう！親子で火災・防災
南湖地区は火災クラスターが発生しやすい地域とされてい
る。
火災への予防や対処法を学ぶ

防災対策課 R5.１月28日 対面
小学生と

その保護者
12組 －

14 タッチヘッドケア
２人以上で参加。
頭から背中までのマッサージを学び、お互いにマッサージをし
あい、リフレッシュをはかる。

足立ひろみビューティース
クールの講師

R5.１月 オンライン 一般 ６組

15 学び舎(大人の寺子屋)
テーマを決めた地域勉強会、令和４年度は「氷室椿園」をテー
マとする。

ちがさき丸ごと
ふるさと発見博物館の会

R5.2月 対面 一般 20名 －

事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

1 南湖公民館まつり サークル活動発表の場、地域交流 公民館利用者 R5.3月4日(土)・3月5日(日) 対面 地域の皆さん － －

2 なんごサウンドコースト サークル活動発表の場、地域交流
スウィングアロハ

川部さん
11月3日(木) 対面 一般 － 482

３年ぶりかつ１日での開催となったが、出演者のモチ
ベーションがとても高った。来場者も大勢おり、充実し
たコンサートとなった。

事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

1 利用者懇談会、利用者説明会
公民館利用者団体で組織される懇談会
（意見交換会のほか、草取り、大掃除等）

利用者懇談会世話人会
6月26日(日)・12月10日(土)

R5.2月18日(土)
対面 一般 － －

令和４年度役員及び事業について承認された。公民
館の利用についての説明がされた。

事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

1

6　学習成果活用・学習情報提供事業

8　次世代ネットワーク事業

7　公民館利用者活動支援事業
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9　公民館運営審議会等

事　業　名 事　業　の　概　要 協力者等 実施日 方法 対象 定員 参加者 成果

1 公民館運営審議会
公民館における主催事業等の企画実施についての調査・審議
等や館長の諮問に応じ答申を行う。

公民館運営審議会委員
7月26日(火)・12月7日（水）

R5.3月
対面 7 －

2 公民館運営審議会委員連絡協議会 ５館の公民館運営審議会委員の連絡協議会。
本館及び他公民館の審議

会委員
11月22日・2月 対面 35 31

前教育長の神原聡さんより「地域社会教育と公民館の
学び」というテーマで講演をいただいた。講師の体験
も交えながら、生き社会の学びの拠点である公民館
の在り方について学ぶことができた。

3 神奈川県公民館大会・研修会 神奈川県公民館大会・研修会に公運審委員などが参加。 審議会委員 2022/11/11（金） 対面
公民館長・公民館
運営審議会委員

－
本市より
3名参加
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