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釜石市立平田公民館 

Ⅰ 運営方針・重点目標 

1．運営方針 

   釜石市生涯学習推進計画に基づき、地域に根ざし地域の実情に即した公民館活動を推進して市

民の学習ニーズにもきめ細かに応え、生涯学習の成果が地域活動などに反映される持続可能な学

びの社会である「学びと実践が循環する生涯学習社会」の形成に努める。 

    

2．重点目標 

(1) 地域の生涯学習の拠点として、公民館の機能及び事業内容の充実を図る。 

(2) 地域に身近な公民館として、住民のニーズに即した学習機会の提供を図る。 

(3) 地域の保健活動の核として、住民の心身の健康の維持増進を図る。 

(4) 地域課題の解決に向け、地域づくり活動の充実を図る。 

(5) 住民を集めて行う事業については、新型コロナウィルス感染防止対策の徹底化を図る。 

Ⅱ 事業計画 

1．乳幼児期を中心とした事業 

施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

地域ぐるみ

の子育てへ

の支援 

子育て支援 子育て世代が地域で孤

立することなく仲間づ

くりができることを目

的とする。 

保健師による育児相談 

〔時期〕 

毎月第４月曜日 

〔場所〕①②唐丹地 

 平田子育て支援センター 

〔対象〕未就学児と保護者 

 平田子育て支援センターと共催し、子

育て中の母子のニーズに耳を傾けなが

ら、子育て支援を実施していく。 

 【成果と課題】 

 

2．学齢期を中心とした事業 

施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

地域ぐるみ

の子育てへ

の支援 

平田キッズク

ラブ 

農業体験などの体験活

動を通じて、仲間と遊ぶ

ことの楽しさや創造と

発見の喜びを感じ、子ど

もたちが明るくたくま

しく成長する機会とす

①田植え体験 

〔時期〕５月２３日(日) 

〔場所〕唐丹町川目地区 

②ホタル観察会 

〔時期〕7月上旬 

〔場所〕唐丹町山谷地区 
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施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

る。 ③生物観察会 

〔時期〕7月下旬 

〔場所〕唐丹町片川地区 

④お天気教室 

〔時期〕9月、10 月 

〔場所〕平田小学校 

⑤稲刈り体験 

〔時期〕10月上旬 

〔場所〕唐丹町川目地区 

※いずれも対象は小学生 

※①・⑤は釜石・唐丹との合同事業、 

 ②・③は唐丹との合同事業 

世代間交流事

業 

 

子どもと地域住民が体

験活動等を通じて地域

の文化や伝統の継承を

図るとともに、お互いの

交流を深める。 

昔遊びなどでの世代間交流事業 

〔時期〕長期休暇中 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕小・中学生と地域住民 

園児と住民のふれあい事業 

〔時期〕日程調整中 

〔場所〕平田集会所または平田こども園 

〔対象〕平田こども園 園児 

【成果と課題】 

 

3．成人期・高齢期を中心とした事業 

施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

成人及び高

齢者の健康

づくり 

健康相談 心身の健康に関する個

別の相談に応じ、必要な

指導助言、見守りを行

い、生活習慣改善や介護

予防など、家庭における

健康管理に資する。後記

のあったかサロン事業

または社会福祉協議会

等と連携しながら実施

する。 

保健師による健康相談 

〔時期〕月 1 回程度開催予定 

〔場所〕平田集会所、上平田集会所、 

    上平田集会所、佐須集会所、 

    上平田ニュータウン集会所、 

県営平田アパート集会所、 

尾崎白浜集会所など 

〔対象〕地域住民 

【成果と課題】 

健康教室 健康に関する多様な学

習機会を提供するとと

①平田運動教室 

〔時期〕毎月第 4火曜日 
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施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

もに軽運動を一緒に行

うことにより、住民の

健康づくりへの意識の

向上を図る。 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

②上平田わかば会 

〔時期〕毎月第３木曜日 

〔場所〕上平田集会所 

〔対象〕地域住民 

③上平田ニュータウン運動教室 

〔時期〕毎月第１・第３木曜日 

〔場所〕上平田ニュータウン集会所 

〔対象〕地域住民 

【成果と課題】 

 

4．地域や世代を超えた事業 

施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

交流の場の

創出 

外国のお話 外国で生活した方から

その国のことを聞くこ

とにより、異文化に対す

る相互理解を深める。 

〔時期〕年２回程度開催予定 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

【成果と課題】 

かんたん英会

話 

ラグビーワールドカッ

プ 2019 岩手・釜石開

催をきっかけに学んだ

英会話。今後も引き続き

国際感覚を養い、外国人

へのおもてなしが出来

るよう更なる向上を目

指す。 

〔時期〕月 1 回程度開催予定(11 月～) 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

【成果と課題】 

あったかサロ

ン 

地域住民の交流促進を

図り、閉じこりを予防

するためにサロンを開

催する。 

【健康づくり】 

グランドゴルフ、ウォーキング、スカッ

トボール、卓球、ボーリング、輪投げ、

カーリンコン等で交流する。 

〔時期と内容〕 

①カーリンコン 4/20(火)、 

5/18(火)、6/15(火) 

②サザエさん体操等 4/22(木) 

※今後も月１回程度開催予定 
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施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

③ウォーキング 4/28(水)、6/24(木) 

 

【ふれあいづくり】 

地域住民のふれあいの場の創出 

①交通安全のお話＆健康講話 

〔時期〕4/21(水) 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

②クリーンアップ in 平田駅 

〔時期〕4/27(火) 

〔場所〕三陸鉄道平田駅 

〔対象〕地域住民 

③折り紙教室 

〔時期〕5/10(月) 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

④リラクゼーションサロン＆減塩教室 

〔時期〕5/13(木)、６/17(木) 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

 

※今後も月２回程度開催予定 

【成果と課題】 

体験学習 地域住民に様々な学習

や体験をする機会を提

供することで、心豊か

で健康な生活を送れる

よう支援するととも

に、住民同士のコミュ

ニケーションの場を設

ける。 

①フラワーアレンジメント 

〔時期〕4/26(月)、5/24(月)、

6/28(月) 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

②陶芸教室 

〔時期〕5/19(水)、6/18(金) 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

③マーブルアート講習会 

〔時期〕5/26(水) 

〔場所〕平田集会所 
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施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

〔対象〕地域住民 

④五葉山登山 

〔時期〕日程調整中 

〔場所〕五葉山 

〔対象〕地域住民 

（釜石・平田・唐丹の 3 館合同事業） 

⑤ちりめん手芸講習会 

〔時期〕7月、8 月、９月 各１回 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

 

※今後も月２回程度開催予定 

【成果と課題】 

芸術文化活

動の推進 

公民館まつり 活動成果を発表するこ

とにより、地域と世代

を超えた交流を深め、

一層の活動意識の向上

を図る。 

作品展示会（仮称） 

〔時期〕日程調整中 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

【成果と課題】 

生涯学習講座 生涯学習の推進による

明るく住み良いまちづ

くりを図る。 

①大石屋形遺跡巡りの旅 

〔時期〕6/7(月) 

〔場所〕唐丹町大石地区 

〔対象〕地域住民 

②屋形遺跡企画展 

〔時期〕6/14(月) 

〔場所〕郷土資料館 

〔対象〕地域住民 

 

※今後も生涯学習講座を含め随時開催を

予定。 

【成果と課題】 
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施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

音楽サロン 音楽活動や音楽鑑賞を

通じて、心豊かな生活

を送れるよう支援する

とともに、住民同士の

コミュニケーションの

場を設ける。 

①音楽のちから復興支援コンサート 

in 平田 

〔時期〕9/17(金) 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

②Let’sハンドベル 

〔時期〕日程調整中 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

【成果と課題】 

芸術鑑賞 映画や絵画など、芸術

を鑑賞する場を提供

し、芸術への関心を高

めるとともに、豊かな

心や感性、創造性を育

むことを目的とする。 

①ＨＥＩＴＡシアター 

〔時期〕①6/10(木) 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

 

※年６回程度開催予定 

【成果と課題】 

社会参加の

促進 

人生 100 歳時

代の知って得

する講座 

誰もが住み慣れた地域

で安心して暮らしてい

くことができるよう、

支え合い・助け合いの

ある地域をつくる一助

とするための学習機会

を提供する。地域包括

支援センターと連携し

ながら開催する。 

①かけはし講座 

〔時期〕4/8(木) 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

※今後も２か月に１回程度開催予定 

②認知症サポーター養成講座 

〔時期〕秋以降に開催予定 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

③もの忘れ相談会 

〔時期〕秋以降に開催予定 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕地域住民 

【成果と課題】 

自主活動グル

ープの支援 

自主活動グループの活

動の場を提供し、要請

に応じて運営の支援を

行う。 

①ヨガサークル「結」（ヨガ教室） 

〔時期〕第 2 水曜日 

〔場所〕平田集会所 

②グッドモーニングの会（ラジオ体操） 

〔時期〕月～金曜日 
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施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

〔場所〕平田集会所 

③元気クラブ（卓球） 

〔時期〕毎週月曜日 

〔場所〕平田集会所 

④ハピネス（卓球） 

〔時期〕毎週月曜日 

〔場所〕上平田ＮＴ集会所 

⑤にこにこサロン（折り紙講座） 

〔時期〕第２・４月曜日 

〔場所〕県営ＡＰ集会所 

⑥ＧｏＧｏスマイル（体操教室） 

〔時期〕第２・4金曜日 

〔場所〕平田集会所 

⑦和みの書（書道） 

〔時期〕第 3 月曜日 

〔場所〕平田集会所 

⑧チーム大平（バレーボール） 

〔時期〕毎週木、土曜日 

〔場所〕平田小 

⑨平田どうもの会（健康マージャン） 

〔時期〕毎週火、木曜日、第 3 日曜日 

〔場所〕平田球場クラブハウス 

平田集会所 

⑩平田はまなす支え合いサロン 

（地域交流） 

〔時期〕第 3 木曜日 

〔場所〕平田集会所 

⑪たんぽぽの会（茶話会） 

〔時期〕偶数月第 1 水曜日 

〔場所〕尾崎白浜集会所 

⑫和っかの会（体操、茶話会） 

〔時期〕第１・3木曜日 

〔場所〕県営ＡＰ集会所 

【成果と課題】 
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5．学びの場を充実するための事業 

施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

社会教育施

設等の充実 

施設の維持管

理 

地域の生涯学習の拠点

を大切に利用し、快適な

利用環境を整える。 

清掃業務、消防機器点検等の各種委託事

務を実施する。 

利用者による清掃を行う。 

【成果と課題】 

施設の貸館 地域の生涯学習の拠点

として、集会所を有効

に活用する。 

自主活動グループや地域住民に対して、

活動の場として施設の貸し出し事務を行

う。 

【成果と課題】 

 

 

6．市民が主役の学び社会を目指した事業 

施  策 事 業 名 事業目的 事業内容(時期・場所・対象ほか) 

生涯学習推

進体制の整

備 

公民館運営審

議会 

公民館における各種事

業の企画及び実施につ

き調査審査を行う。 

委員による公民館運営等の審議 

〔時期〕年 2 回 

    ①5/19(水) ②未定 

〔場所〕平田集会所 

〔対象〕審議会委員 

【成果と課題】 

生涯学習ネ

ットワーク

の形成 

平田だよりの

発行 

公民館事業や地域の活

動などを周知するため

平田だよりを発行す

る。 

平田だより 

〔時期〕月 1 回 1日発行 

〔対象〕地域住民 

【成果と課題】 

みんなで創る

地域会議 

地域住民と行政が力を

合わせ安心安全な地域

づくりを推進するとと

もに、構成する 5 つの

町内会が同じ目的を持

つ事業を行うことで地

域間の連携を図る。 

平田地域会議 

〔時期〕日程調整中 

〔対象〕平田地区全域 

総会 

〔時期〕５月（書面表決） 

〔対象〕地域会議構成員 

【成果と課題】 

 


