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 令和４年５月３１日現在の情報です。内容等が変更となる場合がありますので、ご

了承ください。申込方法など詳細、最新情報については、「広報あいかわ」や、町

ホームページなどでお知らせします。 

１．教養    

事業名 開催予定日程 
会 場 

 （担当） 
内 容 

町民大学教養講座 未定 未定 
 （生涯学習課） 

文学、歴史、芸術などの専門教養

講座を開設し、町民が教養を深め

あう学習の場を提供する 

「みんなの先生」 

キャンペーン講座 

年間４回 

程度 
未定 

 （生涯学習課） 

みんなの先生（生涯学習人材バン

ク）を周知、活用してもらうために、

また登録者の研修の場として講座

を開催する 

健康おんがく教室  未定  文化会館 
 

認知症予防や口腔機能の働きを高

めるため、音楽に合わせてやさしい

運動をする 

民俗学講座 11月 半原公民館 民俗学について学ぶ 

半原宮大工と仲間の絆 10月  半原公民館 

徳川家治の時代(1776年)に定めら

れた『大工仲間組合掟書帳』を紐解

きながら、半原宮大工「矢内匠家」

について学ぶ  

古文書に親しむ 

教室 
3月 半原公民館 

町に伝わる古文書を読みながら、 

昔の地域の様子や人々の生活など

を学ぶ 

半原歴史講座 

『鎌倉殿の１３人』 

と愛川周辺の 

武士たち  

5月13日（金）  半原公民館 

鎌倉幕府の記録「吾妻鏡」に登場

する鎌倉殿の１３人のうち、愛川町

周辺で活躍した人々について学ぶ  

公民館Ｗi-Fi 

増設事業 
未定 

文化会館 

半原公民館 

中津公民館 

各公民館の事務室付近に設置してい

るフリーＷi-Fiスポットを増設し、Ｗi-Fi

サービスを活用した多様な学習機会の

創出や生涯学習活動の充実を図る 
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講座・教室等の学習情報（ 教養  ） 

事業名 開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容 

パソコン相談室 

毎週火・土曜 

午前10時～ 

正午 

あいかわ町民活動 

サポートセンター 

ボランティアによるパソコン初心者のため

のパソコン相談室 

登録団体 

スキルアップ講座 
 未定      

あいかわ町民活動 

サポートセンター 

効率的に事業を行うための技術を学ぶ 

（詳細未定） 

日本語学習 
年間16回   

（日曜日）    
※10月以降開催 

中津公民館 

外国人の方が、日本で日常生活を営む上

で必要な日本語の学習支援を行う       

【対象】大人の外国人の方            

〈企画展〉 

雲の写真展 

～雲と光が織りなす

空の世界～  

 

7月21日（木）～ 

8月31日（水） 
郷土資料館 

愛川町内で見られる雲や太陽によって起

こる夕焼けや虹など様々な空の姿を写真

で展示する。また、雲が出来るわけ、雲の

発達の仕方、クラウドウォッチングの魅力

など、多様な雲の世界を紹介する 

〈企画展示観察会〉

雲と自然の観察会  
7月24日（日） 

郷土資料館・ 

あいかわ公園  
(郷土資料館) 

郷土資料館に集合し、企画展を見学後、

あいかわ公園内で雲や自然を観察する 

〈企画展〉 

愛川町の言伝え 

10月15日（土）～

11月30日（水）  
郷土資料館 

愛川町に伝わるさまざまな言伝えを取り上

げながら、町の歴史や文化を振り返る展

示 

〈企画展示講座〉 

愛川町の言伝え 
11月頃  郷土資料館  

愛川町に固有の言伝えを紹介しながら、

町に特徴的な歴史や文化をひもとく講座 

古文書講座  ２月頃  郷土資料館 
愛川町とその周辺に関わりのある歴史資

料を読み解きながら、町の歴史を辿る 

見学会 

展示施設等の見学

会（仮称） 

10月頃  未定 
（郷土資料館） 

他市町村の博物館や史跡などを見学する 

古民家山十邸    

文化財セミナー  
11月中旬                          古民家山十邸  

（スポーツ・文化振興課） 
文化財や自然について学び、理解と関心

を高める 

古民家山十邸  

文化講座 

 

9月上旬 

 

古民家山十邸  
（スポーツ・文化振興課） 

中津ほうき手作り教室 

２ 



 

 

講座・教室等の学習情報（ 教養/趣味 ） 

３ 

２． 趣味    

事業名 開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容 

寄せ植え教室 未定 
農村環境改善  

センター 
（農政課） 

いろいろな花やハーブを選んで寄せ  

植えをする 

リース作り教室 12月 半原公民館 
クリスマス前にブリザードフラワーと

アートフラワーを用いてリースを作る 

陶芸教室 2月 半原公民館 
手動式のろくろを回し、茶わん等の

陶芸作品を作る 

事業名 開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容 

防災士スキルアップ 

研修会  
7月2日(土)   

福祉センター3階 
（危機管理室）  

  

①日本防災士機構により認定された

防災士で、町内に在住または在勤

している方 

②防災士資格を取得する意思の 

 ある方 

③その他地域防災活動に関心の 

 ある方 

を対象に、町の防災力強化のた

め、地域での防災活動等の中心的

役割りを担う防災士の更なる技術、

知識の向上を目指す  

防災の集い  10月2日(日)  文化会館ホール 
（危機管理室）  

町民への防災情報の提供や防災知

識の普及を目的とした、防災に関す

る講演会を実施する 

防災教室 1月28日（土） 
福祉センター 

（予定） 
（危機管理室）  

防災意識の向上と災害時における

地域マンパワーを育成するために

開催する 

町民公益活動団体 

育成研修会 
未定 未定 

（行政推進課） 

町内における公益活動の一層の活

性化と協働によるまちづくりのさら

なる推進のために開催する 



 

 

講座・教室等の学習情報（ 趣味/料理等） 
 

事業名 開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容  

囲碁・将棋教室 

毎月 

第4・5日曜日 

＜通年＞ 

半原公民館 
囲碁を楽しみながら、世代間の交流

を深める 

ビーズ教室 6月27日（月） 中津公民館 ビーズでアクセサリーを作る 

多肉植物の 

寄せ植え教室 
3月21日（火） 中津公民館 

簡単で手間いらずな多肉植物の育て

方と寄せ植えを行う 

あいかわ公園 

「自然観察教室」 

月１回 
 

 

県立あいかわ 

公園 
（郷土資料館）  

 

県立あいかわ公園の四季折々の自

然を観察する 

まこもでお正月飾りの手

作り教室 
12月 

農村環境改善  

センター  
（農政課） 

まこもという草類でお正月飾りを手作

りする  

しいたけ原木 

栽培講習会   
2月 

農村環境改善  

センター  
（農政課） 

原木にしいたけの種駒を植え付ける  

    

３． 料理等   

事業名 開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容 

手巻き寿司・ 

手打ちうどんづくり 
1月 半原公民館 

子どもから大人まで参加できる料理

教室 

ごはん食推進 

料理講習会 
11月 

農村環境改善  

センター  
（農政課） 

ごはん食を中心とした料理の講習会 

手打ちそば教室 12月 
農村環境改善  

センター  
（農政課） 

手打ちそば作る 

パン作り教室 1月 
農村環境改善  

センター  
（農政課） 

粉から手ごねでパンを作る 

４ 



 

 

講座・教室等の学習情報（ 子育て） 

５ 

４． 子育て  

事業名 開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容 

マタニティセミナー 

 

《 1日目 》 

   春 5月23日（月） 

   夏 8月8日（月） 

   秋 11月14日（月） 

   冬 2月20日（月）  

             

《 2日目 》 

   春 5月28日（土） 

   夏 8月13日（土） 

   秋 11月19日（土） 

   冬 2月25日（土）  

健康プラザ 
（健康推進課） 

《 1日目 》 

・妊娠、分娩経過について 

・妊婦体操 

・栄養講話と試食 

 

《 2日目 》 

・産後の生活、赤ちゃんの世話    

・ファミリープラン（家族計画） 

・沐浴実習 

・子育て支援センターの見学 

・町の制度案内 

産後ママのための   

リラックス教室 

 

    5月9日（月） 

    8月1日（月） 

    11月7日（月） 

3月6日（月）    

健康プラザ 
（健康推進課） 

骨盤体操、ストレッチや 

リラクゼーション 

【対象】1歳未満のお子さんをお持

ちのお母さん（予約制)  

【定員】各5名 

【時間】（前半）午前9：45～10：25 

     （後半）午前10：50～11：30 



 

 

講座・教室等の学習情報（ 子ども・親子向け/図書館の催し） 

６ 

５．子ども・親子向け 

事業名 開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容  

親子で作る 

おしゃれなマスク教室 
8月21日（日） 中津公民館 

夏休みの思い出に親子でおしゃれなマ

スクを作る。  

夜の樹液に集まる昆虫

観察会 
7月30日（土）  田代の雑木林 

(郷土資料館) 

 日没直後からの数時間は、夜行性の      

虫たちが活発に活動する時間帯です。 

夜のクヌギ林で、樹液を巡る虫たちの 

見応えたっぷりの攻防を観察する 

親子DEクラフト 

スプーン・フォーク①      

6月5日（日） 

13：00～15：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】ご家族 【定員】15組 

【参加費】500円/1個 

【募集開始日】5月1日 

【募集終了日】6月4日 

親子DEクラフト 

レザークラフト      

7月3日（日） 

13：00～15：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】ご家族 【定員】15組 

【参加費】500円/1個 

【募集開始日】6月1日 

【募集終了日】7月2日 

親子DEクラフト 

木のロボット      

9月4日（日） 

13：00～15：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】ご家族 【定員】15組 

【参加費】500円/1個 

【募集開始日】8月1日 

【募集終了日】9月3日 

親子DEクラフト 

アウトドアチェア      

10月2日（日） 

13：00～15：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】ご家族 【定員】15組 

【参加費】2,500円/1個 

【募集開始日】9月1日 

【募集終了日】10月1日 

親子DEクラフト 

はっぱアート      

11月6日（日） 

13：00～15：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】ご家族 【定員】15組 

【参加費】500円/1個 

【募集開始日】10月1日 

【募集終了日】11月5日 

親子DEクラフト 

スプーン・フォーク②      

2月5日（日） 

13：00～15：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】ご家族 【定員】15組 

【参加費】500円/1個 

【募集開始日】1月5日 

【募集終了日】2月4日 

夏休み標本づくり教室 8月28日（日）  郷土資料館 
標本の意義を学びながら、植物の押し

花標本や昆虫の乾燥標本を作る。  



 

 

講座・教室等の学習情報（ 子ども・親子向け/図書館の催し） 
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６．図書館の催し 

事業名 開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容  

わかばのつどい 

なつのつどい 

ふゆのつどい 

みんなのつどい 

  5月21日（土）    

  7月2日（土）          

 12月17日（土）          

   3月18日（土） 

文化会館 
（図書館） 

ボランティアサークル「おはなしたん

ぽぽ」により季節の行事を実施し、

世代間の交流と読書の普及を図る  

読書普及映画会  8月 文化会館 
（図書館） 

幼児・児童向けの映画視聴を通し

て、豊かな心と感性の向上を図る 

読書普及講座 未定 未定 
（図書館） 

講習会・講座を開催し、読書の普及

を推進する 

一日図書館員 未定 図書館 

一日図書館員としてすごす中で図書

館の役割を体験する 

【対象】小学４年生以上  

ちいさなちいさな 

おはなしかい  

 

6月4日(土)           

8月6日(土) 

9月 3日(土) 

10月1日（土） 

11月5日(土) 

1月14日(土) 

2月4日(土) 

図書館 

 

ボランティアサークル「おはなしたん

ぽぽ」によるおはなしかい  

 



 

 

講座・教室等の学習情報（ 高齢者向け）） 
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７．高齢者向け 

事業名 開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容  

陶芸教室  

 

5月～6月        

（1コース5回）  

福祉センター2階  

作業訓練室  
（高齢介護課） 

町内在住の高齢者や障がい者の

方を対象とした陶芸教室 

【対象者】町内在住の高齢者 

（60歳以上）、又は、障がい者 

（年齢制限はない） 

【定員】15名程度 

【参加費】800円  

夏の盆踊り教室  

 
未定  

農村環境改善  

センター  
（高齢介護課） 

初心者でも取り組みやすい舞踊『盆

踊り』をマスターしながら、地域の仲

間と交流できる教室        

【対象】町内在住の60歳以上 

【定員】なし【参加費】無料 

寿大学  

9月        

（午前・午後の 

2部制）  

文化会館 
（高齢介護課） 

町内に居住する60歳以上の方を対

象とした教養講座         

【定員】400人            

【参加費】無料 

カラオケ教室 

 

12月下旬                

～          

1月上旬 

各老人福祉    

センター 
（高齢介護課） 

課題曲の歌唱法の習得を通して、

健康増進や地域の交流を図るため

のカラオケ教室           

【対象】町内在住の60歳以上の方

【定員】各地区10名         

【参加費】無料 

百人一首歌留多 

教室  

 

1月 
半原老人     

福祉センター  
（高齢介護課） 

新春にあたり、日本古来の美風の

ひとつである百人一首カルタ教室を

開催する               

【対象者】町内在住の60歳以上の

方及び小・中学生         

【定員】20名             

【参加費】無料  

囲碁将棋教室  

 
8月  

半原老人     

福祉センター  
（高齢介護課） 

囲碁、将棋を愛好する高齢者等が

一堂に集い、日頃の腕前を競い合

う大会                  

【対象】町内在住の60歳以上の方

及び小・中学生           

【定員】30名 



 

 

講座・教室等の学習情報（スポーツ・健康事業） 
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８．スポーツ・健康事業 

事業名 開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容 

ヨガ体験教室 1月 半原公民館 
リラックスできる呼吸法、姿勢の保

ち方を学ぶヨガ体験  

リンパマッサージ教室  1月 中津公民館 
自分で簡単にできるリンパマッサー

ジの秘訣を学ぶ  

少年少女        

剣道教室  
  6月5日（日）   

第１号公園 

体育館剣道場 
（スポーツ・文化振興課） 

町内の小・中学生を対象とした 

剣道の教室 

少年少女スポーツ   

クライミング教室 

①6月25日（土） 

②7月9日（土） 

クライミングジム 

ハン２ 
（スポーツ・文化振興課） 

小学生から高校生までを対象とし

たスポーツクライミングの体験教室 

少年少女水泳教室 
7月25日（月）～ 

7月29日（金） 

第1号公園   

プール 
（スポーツ・文化振興課） 

4歳以上中学生以下の初心者を 

対象とした水泳教室  

少年少女 

サーフィン教室 
7月18日（月） 

片瀬東浜     

海岸周辺 
（スポーツ・文化振興課） 

サーフィンを経験したことがない小・

中学生、高校生を対象とした、サー

フィンの基礎を学ぶ体験教室 

青少年体育室無料

開放事業 

毎月 

第2・4土曜日 

＜通年＞ 

半原公民館 
青少年の健全育成を図るため、体

育室を無料開放する 
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講座・教室等の学習情報（イベント） 

９．イベント     

事業名  開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容 

川井郁子バイオリン 

コンサート 
2月 

文化会館 

ホール 
（文化会館） 

バイオリニスト川井郁子のコンサート 

ふるさとまつり文化展 

・文化芸能発表会 

10月22日（土） 

～23日（日） 

文化会館 

ホール 
（スポーツ・ 

文化振興課） 

町文化協会加盟団体による文化展・ 

文化芸能発表会 

若者たちの音楽祭８ 12月11日（日） 

文化会館 

ホール 
（スポーツ・ 

文化振興課） 

軽音楽などに励む若者たちの音楽 

活動の発表の場として、参加者主体 

の音楽祭を開催する 

 春風亭昇太 

 三遊亭好楽 

 二人会 

11月  
文化会館 

ホール 
（文化会館） 

春風亭昇太・三遊亭好楽による落語会 

 

紅葉まつり 

 

（中止） 
県立愛川 

ふれあいの村 

家族・一般を対象とした「紅葉まつり」の

開催 

太鼓の演奏、フリーマーケット、模擬店、

クラフト体験等 

ラビンプラザまつり 
9月23日（金） 

～25日（日） 

半原公民館  

公民館利用団体が、日ごろの活動成果

を発表することを目的として開催する 

 こんにゃくづくり 

教室  
未定 こんにゃくづくりを体験する 

 手打ちそばづくり 

教室  
未定 手打ちそばづくりを楽しむ 

 切り絵教室  9月25日（日） オリジナルな切り絵づくりを体験する 

 押し絵教室  未定 
布に綿を詰めて立体感のある作品を仕

上げる手工芸を体験する 

 詩吟教室  未定 
初心者から経験者まで、詩吟の魅力を

学び、体験する 
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事業名  開催予定日程 会 場 
 （担当） 

内 容 

登録団体活動発表会 

パネル巡回展示 
（中止）  

①文化会館  

 展示ホール 

②役場本庁舎 

 １階ホール 

③半原公民館 

④レディース 

 プラザ  
（あいかわ町民活動 

サポートセンター） 

登録団体活動発表会で展示した各団

体の活動をまとめたパネルを巡回展示

する 

サポセンＰＲコーナー 

登録団体活動写真展 
（あいかわ町民活動 

サポートセンター） 

10月23日（日） 

（ふるさとまつり

が開催された場

合）  

町民活動   

サポート 

センター 

屋外テント 
（あいかわ町民活動 

サポートセンター） 

ふるさとまつりにおいて、ＰＲコーナー

の設置と、団体活動写真展を開催する 

ふるさとまつり 

登録団体活動写真展 
（あいかわ町民活動 

サポートセンター） 

（未定）  

①役場本庁舎 

 １階ホール 

②文化会館 

 展示室  

 展示ホール 

③レディース 

 プラザ 

④半原公民館 
（あいかわ町民活動 

サポートセンター）  

ふるさとまつりにて展示した登録団体

活動写真展を巡回展示する 

中津公民館まつり 
11月4日（金） 

～6日（日） 

中津公民館 

  

公民館利用団体が、日ごろの活動成果

を発表することを目的として開催する 

 ものづくり 

体験教室 
11月5日（土） 陶芸、籐手芸の体験教室を開催する 

 展示 展示 手芸作品、絵手紙、書道、生け花など 

 発表 11月6日（日） ダンス、合唱、楽器演奏など 



 

 

講座・教室等の学習情報（ イベント ） 
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事業名 開催予定日程 会 場 
（担当） 

内 容 

あいかわ自然観察会 

「夏鳥に会おう」 

6月5日（日） 

10:00～12：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】どなたでも  【定員】14名 

【参加費】高校生以上：200円 

      中学生以下：100円 

【募集開始日】5月1日 

【募集終了日】6月4日 

あいかわ自然観察会 

「カメムシマスター」 

7月3日（日） 

10:00～12：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】どなたでも  【定員】14名 

【参加費】高校生以上：200円 

      中学生以下：100円 

【募集開始日】6月1日 

【募集終了日】7月2日 

あいかわ自然観察会 

「トンボの世界」 

9月4日（日） 

10:00～12：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】どなたでも  【定員】14名 

【参加費】高校生以上：200円 

      中学生以下：100円 

【募集開始日】8月1日 

【募集終了日】9月3日 

あいかわ自然観察会 

「キノコの秋」 

10月2日（日） 

10:00～12：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】どなたでも  【定員】14名 

【参加費】高校生以上：200円 

      中学生以下：100円 

【募集開始日】9月1日 

【募集終了日】10月1日 

あいかわ自然観察会 

「種、どこから 

きたの？」 

11月6日（日） 

10:00～12：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】どなたでも  【定員】14名 

【参加費】高校生以上：200円 

      中学生以下：100円 

【募集開始日】10月1日 

【募集終了日】11月5日 

あいかわ自然観察会 

「冬鳥に会おう」 

2月5日（日） 

10:00～12：00 

県立愛川 

ふれあいの村 

【対象】どなたでも  【定員】14名 

【参加費】高校生以上：200円 

       中学生以下：100円 

【募集開始日】1月5日 

【募集終了日】2月4日 



 

 

 「あいかわ出前講座」とは 

 みなさんの指定する場所に町役場の職員が出向き、町の仕事や職員の専

門知識を生かしたお話をお届けするシステムです。聞きたい内容をメ

ニューから選んで注文してください。
 
 
 
 
 

◇申し込みについて 
① 原則として、町内に在住・在勤・在学している10人以上の団体・グ

ループ等でお申し込みください。ただし、特に認める場合は、この限り

ではありません。 

② 講座を開催する日の1か月前までに、お申し込みください。 
 
 
 

◇利用可能日時 
平日は午前10時から午後9時まで、土曜日・日曜日は午前10時から午後

5時までの間です。祝日・年末年始は利用できません。また、1講座1時間

以内、1日最高2講座まで利用できます。なお、業務の都合により、ご希望

に沿えない場合があります。 
 
 
 

◇開催場所 

 主催者が愛川町内の会場をご用意ください。なお、会場にお困りの方は、        

申し込み時にご相談ください。 
 
 
 

◇講師料 
   講師料は無料です。 

  （ただし、講座によっては材料費等が必要となる場合があります。）  
 
 
 

◇申し込みできない場合 
① 公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれがあるとき 

② 政治、宗教または利益を目的とした催し等を行うおそれがあるとき 

③ 町民の陳情、苦情などを目的とした催し等を行うおそれがあるとき 

④ 出前講座の目的に反すると認められるとき 
 
 
 
 

◇申し込み先 
愛川町教育委員会生涯学習課 ☎ 046-285-6959（直通） 

        

あ い か わ 出 前 講 座 
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№ 講     座 内     容 担 当 

1 
情報公開制度・個人情報保護制

度ってどんなもの？ 

・情報公開制度の仕組みと手続きの流れ 

・個人情報保護制度の概要 
総 務 課 

2 あいちゃん音頭♪振付講習会 
盆踊りなどのイベントで、あいちゃん音頭を踊

れるように振付を指導する 
総 務 課 

3 
愛川町の財政状況 

（ふところぐあい） 

・国と地方の税財源の配分方法 

・各会計の予算規模、使いみち 

・歳入、歳出の他市町村との比較 

財 政 課  

5 

第５次愛川町総合計画 

ひかり、みどり、ゆとり 、 

      協働のまち愛川 

第５次愛川町総合計画の概要（基本構想

の内容） 
企画政策課 

6 
交通便利で豊かな暮らしへ 

～愛川町の交通計画～   

平成19年3月に策定された、町の総合的な

交通計画について 
企画政策課 

7 

ボランティアやまちづくりの 

活動をサポート！ 

各種支援制度について 

・アイディアをまちづくりに活かす～町民活動

応援事業～について 

・町といっしょにまちづくりをする～提案型協

働事業～について 

・身近な公共スペースの花植え活動等を支

援する～まち美化アダプト制度～について 

行政推進課 

8 
私たちが主役の町づくり  

「自治基本条例」 

自治基本条例の概要、審議会の公開およ

び委員の公募、町が作った計画などの案に

対して意見（パブリック・コメント）をよせる手

続、ボランティア活動等（町民公益活

動）の支援、まちづくり支援など 

行政推進課 

9 

サークル活動中のけがなど、

「もしも」の時に     

  ～「ふれあい保険」とは～ 

住民活動中の事故を救済し、指導者や参

加者が安心して活動できる住民活動災害

保障保険制度「ふれあい保険」について 

行政推進課 

10 外国籍住民のための生活情報 
やさしい日本語と母国語を交えながら、日常

生活に必要な情報（ごみ・税・医療・教育・

防災など）の交換や相談など 

行政推進課 

4 

魅力あふれる地方を創生し、 

新しい人の流れをつくる 

「まち・ひと・しごと 

 創生総合戦略」  

令和２年度から令和６年度までを計画期間

とする第２期愛川町まち・ひと・しごと創生 

総合戦略の概要について  

企画政策課 
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「あいかわ出前講座」メニュー一覧 
◎ 令和４年５月１日現在  



 

 

№ 講   座 内     容 担 当 

11 愛川町の子育て支援制度 
各種助成制度（医療・出産祝い金等）、

保育園・子育て支援センター、子ども・

子育て新制度など 

子育て支援課 

12 こどもの病気と予防接種 
乳幼児に多い病気、予防接種の正しい

受け方について 
健康推進課 

13 
食育とは？ 

「こどもの食べる力を育てる」  
上手な食べ方など食育について  健康推進課 

14 
認知症を学び地域で支えよう 

（認知症サポーター養成講座） 
認知症の理解、認知症サポーターとは 

高齢介護課 

地域包括支援

センター 

15 あなたといっしょに介護保険 
介護保険のしくみ、要介護認定までの

手順、介護保険サービスの内容など 

高齢介護課 

地域包括支援

センター 

16 
みんなで考えよう！ 
     ごみ問題と環境 

・環境問題や愛川町のごみの現状につ
いて 
・リサイクル運動、ごみの減量化 

 
環 境 課 

  

17 野生動物から農作物を守ろう！ 

愛川町に生息し、農作物に被害を出す
であろう野生動物の生態を説明し、生
態を考慮した防除対策をみなさんと一
緒に考える。対策に対する補助制度に
ついても紹介する。 

 
農 政 課 

  

18 下水道教室 
下水道のはたらきや仕組みについて学
ぶ 

 
下水道課 

  

19 
生きる力を育む 
     児童・生徒指導！ 

今、子どもたちにどんな力をつけさせたら
よいか、学校・家庭・地域が連携し、健
全な児童・生徒の育成を目指す 

教育委員会 
指導室 

20 みんなで学ぶ「男女共同参画」 
男女共同参画って？女性も男性も社会
のあらゆる分野に参加できる社会の実
現について 

生涯学習課 

21 生涯学習ことはじめ講座 

便利で役立つ①講座・教室等の学習情
報②あいかわ出前講座③あいかわ

楽習
がくしゅう

応援団「みんなの先生」などについ
て 

生涯学習課 
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№ 講     座 内     容 担 当 

22 タイムスリップ「愛川」 ふるさと愛川町の歴史をご案内する 
スポーツ・ 

文化振興課 

23 昆虫の観察会 
虫の観察会 
野山で昆虫を探してみませんか？ 

スポーツ・ 
文化振興課 

24 地震に強い町づくりのために！ 
神奈川県に影響のある地震、家庭や地域
での日ごろの備え、地震発生時の家庭・地
域での行動について 

危機管理室 

25 

覚えておきたいとっさの手当
て！（普通救急救命講習とは別の

内容） 

幼児や子どもに多い事故、やけどやのどに物
が詰まった時の手当、水におぼれたときの
手当、119番のかけ方について 

消 防 署 

26 町営水道のはなし 町の水道事業の全般について 水道事業所 

27 社会福祉協議会ってなぁに？ 
社会福祉協議会の目指すもの、協議会の
組織、機能、事業内容、財政等について 

 

28 
あなたも高齢者体験！ 

～シニア体験プログラム～ 

高齢に伴う障がいを疑似体験し、高齢社会
を支える各世代がどのような方法で高齢者
に接することが必要なのかを体験する 

 

29 
街で車いすの人にであったら 

～車いすの介助方法～  
車いすの介助の方法を学ぶとともに、車い
す体験によってバリアフリーを考える 

 

30 やさしさを育む教室 
育成会、子ども会など児童を対象に、福祉
ビデオの上映、講話などを行う 

 

31 

自分らしい生き方、暮らし方を
考える「わたしのこれからノー
ト書き方教室」 

社会福祉協議会が作成したノートを使い、
これまでの自分を振り返り、反省点や楽し
かった出来事を思い出しながら、今後の生
き方、暮らし方を考える講座である 
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 あいかわ楽習応援団「みんなの先生」とは   

 町民皆さんの生涯学習活動を支援したり、情報を提供したりするシステ

ムです。 

 「先生」は、自分の知識、技術、経験等をボランティアとして役立てよ

うとする熱意がある方で、「愛川町生涯学習人材バンク」に登録し、町教

育委員会から『登録証』が交付されています。 
 
 
 
 
 

◇指導の依頼・申し込み  

  個人はもちろん、団体、グループ等でも依頼できます。 

  ただし、「先生」によっては希望人数がありますので確認してください。  
 
 

◇「楽 習
がくしゅう

」の場所・時間など 
 「先生」との話し合いによって決めてください。（１日１回 ２時間程度）  

 
 
 

◇「楽 習
がくしゅう

」に要する費用 
交通費等として２,０００円を「先生」にお支払いください。 

施設使用料、教材費及び材料費がかかる場合は、依頼者が負担してください。 
 
 
 

◇依頼できない場合  

  ① 営利目的であるとき 

  ② 特定の宗教及び政治活動を目的としているとき など 
 
 
 

◇依頼の流れ 
① 依頼者は、生涯学習課へ申し出てください。 

② 依頼内容が適切であれば「先生」の詳しい情報を提供します。 

③ 依頼者が「先生」に連絡を取り、 

    開催の日時・場所・内容等を決めてください。 

  

 
 
 

◇申し込み先 
愛川町教育委員会生涯学習課 ☎ 046 - 285 - 6959（直通） 

あいかわ楽習応援団「みんなの先生」 
がくしゅう 

がくしゅう 
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あいかわ楽 習
がくしゅう

応援団「みんなの先生」指導内容等一覧表 

◎ 令和４年５月３１日現在  
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№ 講師氏名 ふりがな 指導内容 

3 歌田 晴美 うただ はるみ  リボン細工・折り紙 

４ 太田  学 おおた まなぶ   陶芸 

５ 岡田 誠子 おかだ よしこ   折り紙 

６ 岡本 吉生 おかもと よしお   ハーモニカ 

７ 荻田 允子 おぎた のぶこ   華道 

８ 勝原 幸雄 かつはら ゆきお   硬式テニス 

９ 小林 静子 こばやし しずこ   スポーツウエルネス吹矢 

10    小山  透 こやま とおる 
 オリジナルの和紙人形創作、陶人形創作、 

 紙粘土工作など 

12 笹目 早苗 ささめ さなえ  トールペインティング  

13 菅原 麻美 すがわら まみ コーラス、合唱、リトミック、健康音楽 

14   関  美香 せき みか 

フィットネスインストラクター 

（エアロビクス、ボクシング、 

ストレッチ､ステップ台エクササイズ、 

高齢者運動指導、親子体操、 

キッズビクス､等) 

15 関戸里江子 せきど りえこ 

 シニア向け：誤嚥予防 健康「声」 

      トレーニング 

 大人向け ：声活 歌唱指導 

16 滝本 勝正 たきもと かつまさ パソコン 

２ 伊従 京子 いより きょうこ  デコパージュ 

1 伊藤 明子 いとう あきこ  フラダンス 

11 佐々木朋子 ささき ともこ  ストレッチ、ヨガ 



 

 

№ 講師氏名 ふりがな 指導内容 

17 武川 多恵 たけがわ たえ ガラスウェアペインティング 

19 平田 秀琴 ひらた しゅうきん 書道 

20 松田より子 まつだ よりこ ステッチビーズ 

21 丸山 正記 まるやま まさき 
製図、絵（イラスト）、デザイン、 

工作（ものづくり） 

22 水田 尚宏 みずた なおひろ 珠算 

23 峯村 友美 みねむら ともみ 親子でふれあいながら音楽を楽しむ！  

24 室伏 洋子 むろふし ようこ 
サンキャッチャー、マスクチャーム、 

小物作り、デコパージュ 

25 森田 恵子 もりた けいこ 
健康体操、コグニサイズ、 

セルフリンパマッサージ 

26 山吉真由子 やまよし まゆこ 
アロマテラピー、アロマ・ハーブクラフト、 

フラワークラフト 

27   ヤン  イ やん い ピラティス・ヨガ（骨盤健康体操） 

28 脇嶋 攝子 わきしま せつこ いけばな 

29 和田 真理 わだ まり 英会話 

   

 団 体 名 指導内容 

１ 愛川花倶楽部 
押花、フラワーアレンジメント、 

フラワークラフト 

2 スタジオ★パールホワイト 
シャドウボックス、デコパージュ、 

手塗額縁、フレンチ額装 

3 サークル愛川自然観察会 自然観察 生きもの、地学等の学習支援 

18 畑中 明美 はたなか あけみ ビーズアクセサリー 
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愛 川 町 の 生 涯 学 習 施 設 

 文化会館 
 

（住所）角田２５０－１ 

（電話）０４６－２８５－６９６０ 

（利用時間）９時～２２時 

 ※利用申請受付は９時～１７時 

（休館日）火曜日【火曜日が祝日の場合は開館

し、その翌日に休館】、12月29日～１月3日 

（設備など）ホール、図書館、展示コーナー、大

会議室、和室など 
 

 ラビンプラザ（半原公民館） 
 

 

（住所）半原４３４３－３ 

（電話）０４６－２８１－０１７７ 

（利用時間）９時～２２時 

 ※利用申請受付は９時～１７時 

 ※図書の貸出・返却は 

９時30分～１８時 

（休館日）毎月最終火曜日【火曜日 

が祝日の場合は開館し、その翌日に 

休館】12月29日～１月3日 

（設備など）体育室、和室、会議室、 

調理室、図書室など 

 レディースプラザ（中津公民館） 
 

（住所）中津２９３－３ 

（電話）０４６－２８５－１６００ 

（利用時間）９時～２２時 

 ※利用申請受付は９時～１７時 

 ※図書の貸出・返却は９時30分～１８時 

（休館日）毎月最終火曜日【火曜日が祝日の場

合は開館し、その翌日に休館】、12月29日～

１月3日 

（設備など）プレイルーム、会議室、和室、

クッキングルーム、図書室など 
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各館の利用時間は新型コロナウイルス対策のため変更となっている場合があります。 

 



 

 

№ 施 設 名 所 在 地 電  話 施設の内容 

1 文化会館 角田２５０-１ ２８５-６９６０ 
ホール・リハーサル室・ 

和室・会議室 等 

2 
ラビンプラザ 

（半原公民館） 
半原４３４３-３ ２８１-０１７７ 

体 育 室・図 書 室・調 理

室・和室・会議室 等 

3 
レディースプラザ 

（中津公民館） 
中津２９３-３ ２８５-１６００ 

図書室・創作創造室・会

議室・和室・クッキング

ルーム・プレイルーム・

音楽室等 

４ 愛川町図書館 
角田２５０-１ 

【文化会館2階】 
２８５-６９６３ 図書館 

５ 郷土資料館 
半原５２８７

【県立あいかわ

公園内】 

２８０-１０５０ 
常 設 展 示 室・企 画 展 示

室・資 料 研 究 室・会 議

室・工作研修室 等 

６ 古民家山十邸 中津４８５-１ ２８５-００１５ 母屋・蔵・庭園 等 

７ 農村環境改善センター 田代１１９５ ２８１-２８２９ 

多目的ホール・生活改善

室・図 書 室・農 事 研 修

室・保 健 管 理 室・実 習

室・集会室 等 

８ 
あいかわ町民活動 

サポートセンター 
角田２５１-１ ２０５-１３２３ 

町民皆さんの自主的・自

立的な公益活動を支援す

るための施設 

９ 
愛川繊維会館 

（レインボープラザ） 
半原４４１０ ２８１-０３５６ 

手織り、藍染め・草木染

め、紙漉き、組み紐など

が体験できる施設 

10 
神奈川県立 

愛川ふれあいの村 
半原３３９０ ２８１-１６１１ 

ロッジ・テント・管理棟

集 会 室・食 堂・浴 室 棟・

体育室・グラウンド・ロ

グハウス 

12 
中津工業団地 

第1号公園 
中津４０４３ 

野球場・テニスコート・

プール 

13 第1号公園体育館 中津４０４３ 
格技場・卓球場等多目的

競技場・体育室・トレー

ニングルーム 等 

14 田代運動公園 田代１７００ ２８１-０４２７ 
野 球 場・ソ フ ト ボ ー ル

場・テニスコート・ 

ゲートボール場・プール 

15 三増公園 三増１８８６ ２８１-６７７７ 
陸上競技場・ 

テニスコート 

２８５-１８１８ 

【第１号公園】  

11 

神奈川県立 

あいかわ公園 

工芸工房村 

半原５４２３

【県立あいかわ

公園内】 

２８１-２４３８ 
体験工房（藍染め、機織

り、紙 す き、陶 芸、木 竹

工など） 

施設一覧 
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 皆さんの学習活動について一緒に考え、ご相談にお応えする学習相談窓口があ

ります。また、県にも相談機関があります。ぜひご利用ください。  

◎ 町主催の講座等の情報は、毎月１日発行の「広報あいかわ」、町ホームペー

ジをご覧ください！ 

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 

生涯学習課 
角田２５１-１ 
（町役場３階） 

０４６-２８５-６９５９ 

文化会館 角田２５０-１ ０４６-２８５-６９６０ 

半原公民館 
（ラビンプラザ） 

半原４３４３-３ ０４６-２８１-０１７７ 

中津公民館 
（レディースプラザ） 

中津２９３-３ ０４６-２８５-１６００ 

 

https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/
kyouiku_sports_bunka/

shogaigakusyu/1427687002554.html 

＊ 学習相談窓口 ＊ 

神奈川県立図書館 生涯学習情報コーナー 
生涯学習（講座・イベント・資格・施設など）に関する資料貸出・閲覧

や相談員との学習相談などをご利用いただけます。 

 

横浜市西区紅葉ヶ丘９－２ ☎ 045-263-5900 

PLANETかながわ（神奈川県生涯学習情報システム） 

http://www.planet.pref.kanagawa.jp/ 
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学 習 相 談 窓 口 の 紹 介 

このガイドブックに掲載された内容は、 

町のホームページでもご覧いただけます。 

⇩ 


