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平成26年度公益財団法人静岡市文化振興財団事業計画 

 

平成２６年４月 １日から 

平成２７年３月３１日まで 

 

Ⅰ 法人の目的（定款第４条） 

当法人は、演劇、舞踏、美術、音楽、科学、生涯学習等の文化振興に関する事業を行い、

市民が各種文化に触れる環境の整備と市民自身による文化創造活動を促進し、もって魅力

ある静岡文化の創造、継承、発信に寄与することを目的とする。 

Ⅱ 事業の方針 

当法人では、法人の目的を自主的、主体的に達成していくため、「基本理念」及び「基

本方針」を策定し、各種事業の実施に取り組んでいる。この「基本理念」は、法人目的達

成のための手段として実施する各種文化事業の基幹となる概念であり、その「基本理念」

を具現化するために必要と考えられる様々な方策から共通概念を抽出し、それらを端的に

表したものが「５つの基本方針」である。 

また、当法人を取り巻く環境を踏まえ、直近５か年（平成25年度から平成29年度）で行

うべき行動の指針として「経営改革推進行動計画」を定め、財団の強みである「専門性、

地域性、総合性」を活かした事業展開に努めている。 

【基本理念】 

「魅力ある静岡文化の継承、創造、発信に寄与する」 

【５つの基本方針】 

「協働」： 市民とともに 

「事業」： 感動を生み出す 

「育成」： ともに学び、育つ 

「環境」： 文化活動をしやすい環境整備 

「情報」： 文化情報の拠点 

Ⅲ 事業（定款第５条） 

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 文化に関する講座、セミナー及びシンポジウム 

(２) 文化に関する体験活動 

(３) 文化に関する相談及び助言 

(４) 文化に関する調査研究及び資料収集 

(５) ミュージアム等における展示事業 

(６) 文化に関する助成 

(７) 文化に関する表彰及びコンクール 

(８) 文化に関する公演 

(９) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 



Ⅳ 事業内容 

■ 公益目的事業 

公１ 演劇、舞踏、美術、音楽、科学、生涯学習等の文化振興に関する事業 

当法人は、文化鑑賞事業、普及啓発事業、市民の自発的な文化活動促進事業、支援育成

事業、連携事業、調査研究事業の６つの事業区分により、各々特徴ある文化事業を実施し

ている。平成26年度は、財団設立20周年の節目の年にあたることから、各施設が連携し「静

岡市文化振興財団設立20周年記念事業キニナルスキニナルプロジェクト」を展開する。 

 

１ 文化鑑賞事業 

 広く市民に対して、演劇・舞踏・美術・音楽・科学・生涯学習等の各種文化に触れる機

会を提供し、市民の文化レベルの向上を図ることにより魅力ある静岡文化の創造・継承・

発信に寄与することを目的とする事業である。 

 指定管理者として管理運営する公共施設のほか、静岡市役所や駅前広場などの公共のコ

ミュニティ空間を会場に文化鑑賞事業を実施している。幅広い市民層に対して、質の高い

文化鑑賞の機会を提供すべく、演劇・舞踏・美術・音楽・科学・生涯学習等の各種文化事

業プログラムの提供に努めている。また、静岡文化の発信等のため、市外、県外で実施す

る場合もある。 

 

２ 普及啓発事業 

 広く市民に対して、演劇・舞踏・美術・音楽・科学・生涯学習等の各種文化について、

理解と関心を深める機会を提供し、市民の文化レベルの向上を図ることにより、魅力ある

静岡文化の創造・継承・発信に寄与することを目的とする事業である。 

 国内外で活躍する研究者や演奏家、有識者等を講師として招聘して実施するのみならず、

当法人の学芸員等をはじめとする専門スタッフが講師を務め、地域の学校や各文化施設等

の現場に赴き、講演会等を実施するアウトリーチ型の事業を開催するなど、積極的に地域

へアプローチし、新たな文化の受容層の拡充を図っている。また、静岡文化の発信等のた

め、市外、県外で実施する場合もある。 

 

３ 市民の自発的な文化活動促進事業 

 広く市民に対して、様々な文化活動や地域文化に触れる機会を提供するとともに、日頃

の活動成果を発表する場を提供し、市民の文化レベルの向上を図ることにより、魅力ある

静岡文化の創造・継承・発信に寄与することを目的とする事業である。 

 発表会当日は会場を一般開放しており、普段利用の少ない若年層や、これまで利用した

ことのない市民等にも施設を広くＰＲする機会とし、施設の活性化及び新規利用者の拡充

を図っている。 

 

 

 

 



４ 支援育成事業 

 将来性のある新進気鋭の演奏家、伝統文化・地域文化の継承者、市民と科学技術をつな

ぐ新たな科学技術文化の担い手、まちづくりを推進するための人材や市民団体等、静岡文

化の担い手となる人や団体の発掘、育成、支援を行い、静岡文化の発展を促すことにより、

魅力ある静岡文化の創造・継承・発信に寄与することを目的とする事業である。 

 

５ 連携事業 

 演劇・舞踏・美術・音楽・科学・生涯学習等の各種文化活動を行う市民団体、ＮＰＯ法

人、専門機関、学校機関、企業等との連携体制及び人的ネットワークを構築することによ

り、広く市民に対して様々な文化活動や地域文化に触れる機会を創出し、市民の文化レベ

ルの向上を図り、魅力ある静岡文化の創造・継承・発信に寄与することを目的とする事業

である。 

 また、当法人の学芸員等をはじめとする専門スタッフが講師を務め、地域の学校や各文

化施設等の現場に赴き、講演会等を実施するアウトリーチ型の事業を開催するなど、積極

的に地域へアプローチし、新たな文化の受容層の拡充を図っている。 

 

６ 調査研究事業 

 広く市民に対して、研究成果を公表し、芸術、地域文化等全般に関する知識を普及する

ととともに新しい知見の誕生を促すことで、市民の文化レベルの向上を図り、魅力ある静

岡文化の創造・継承・発信に寄与することを目的とする事業である。 

 当法人の学芸員等がそれぞれの専門性を活かし、国内外の美術館や博物館、大学、研究

機関等との連携や学校教員、芸術文化等の教育普及担当者等との交流を行いながら、調査

研究を実施している。得られた成果については、展覧会、教育普及事業等の内容に反映さ

せることで広く社会に還元し、作品等の魅力的かつ多角的な展示又は紹介に活かしている。

また、展覧会図録、各種記録集、年報等への掲載を行い、それを媒介として、全国の美術

館や博物館、大学等研究機関等と情報交換をし、さらなる資料の収集にも努めている。 

 

■ 収益事業 

収１ 公益目的で実施しているミュージアムショップ設置、自動販売機設置及びＣＤ頒布等 

(１) ミュージアムショップの設置 

(２) 清涼飲料水等の自動販売機の設置 

(３) オリジナルＣＤの頒布等 

（４） 事務スペース貸与 

 

収２ 公益目的で実施している利用料金徴収事務 



Ⅴ　事業内容　附属明細書

１　文化鑑賞事業

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 Hotひといきコンサート
市民の音楽に対する理解、関心を高め
る。

市庁舎等公共のコミュニティー空間を会
場とし、高質な生演奏を鑑賞する機会を
提供する。

年間
（全12回）

2 オーケストラ鑑賞事業
子どもたちが質の高い音楽を身近に感じ
る機会を提供する。

地元オーケストラなどによるオーケストラ
音楽の鑑賞会を開催する。

1月
（全1回）

3 竹久夢二展
市が所蔵する竹久夢二作品をより多くの
市民に見ていただく。

蒲原・旧五十嵐邸における竹久夢二展を
年1回開催する。

4月
（全1回）

4 平野富山作品等の保管及び展示
市が所蔵する平野富山寄贈作品等をより
多くの市民に見ていただく。

また、清水文化会館にて平野富山寄贈
作品等の展示及び展示替えを行う。

年間
（全2回）

（静岡市民文化会館）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 松竹大歌舞伎
直に触れる機会の少ない、歌舞伎の公演
を行い、日本文化の良さを再認識する。

日本の伝統芸能である歌舞伎の公演を
行う。

9/23
（全1回）

2 ロビーコンサート
公募アーティストと招待アーティストによる
コンサートを定期的に行う事により、館の
周知とアーティスト相互の交流を図る。

１階ロビーにて公募アーティスト・招待
アーティストによるコンサートを行う。

6月、9月、
12月、3月
（全4回）

3 コンドルズ静岡公演
質の高い舞台を提供することにより、身体
表現の喜び・理解を深める。また、他事業
の誘客機会とする。

ダンスカンパニー「コンドルズ」によるダン
ス公演を行う。

7/19
（全1回）

4 35年展
静岡市民文化会館にまつわる写真や絵
などの情報を募集し、文化会館に関する
情報を集積させる。

静岡市民文化会館が開館35周年となるこ
とを記念し、文化会館にまつわる写真や
絵などを公募し展示する。

4月
（全1回）

（静岡音楽館）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
オーケストラを聴こう
シュテファン・ヴラダー　ウィーン・カン
マー・オーケストラ

優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供
（海外からのアーティストの積極的な招
聘。）

国内外のオーケストラを招聘し、クラシック
音楽の鑑賞初心者にニーズの高いオー
ケストラ事業を提供。

5月
（全1回）

2
ランチタイム・コンサート
木越洋のチェロがうたう

優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供
（質の高い事業の推進。）

ベテランのチェロ奏者が小品を中心に演
奏するランチタイム・コンサート。

6月
（全1回）

3
JAZZ　LIVE
香取良彦ジャズ・オーケストラ

優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供
（質の高い事業の推進。）

AOIの「JAZZ LIVE」としては初めてビッ
グ・バンド・スタイルを採りあげる。

7月
（全1回）

4
福田進一（ギター）plays J.S.バッハ：
無伴奏チェロ組曲　全曲

優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供
（質の高い事業の推進。）

日本を代表するギタリストによる、J.S.バッ
ハの楽曲を中心としたリサイタル。

7月
（全1回）

5
子どものためのコンサート
彌勒忠史（カウンターテナー）withア
ントネッロ

子どもたちが本物の芸術に触れる機会の
創出。

カウンターテナーのコンサート。リコー
ダー、ヴィオラ・ダ・ガンバ、チェンバロの
古楽器とともに。

8月
（全1回）

6

静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
第19回「静岡の名手たち」オーディ
ション合格者によるコンサート

発表の機会の提供による地域の音楽家
の支援。

オーディションによって選ばれた地域の
音楽家を紹介。

9月
（全1回）

（文化活動振興事業）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

7
ブラヴォー・アンコール！サクソフォン
四重奏団　トルヴェール　クヮルテット

優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供
（質の高い事業の推進。）

須川展也をはじめ日本を代表するサクソ
フォン奏者4人による演奏。

10月
（全1回）

8
ボリス・ベレゾフスキー　ピアノ・リサイ
タル

優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供
（海外からのアーティストの積極的な招
聘。）

ロシアの世界的なピアニストによるリサイタ
ル。曲目はS.ラフマニノフ、M.A.バラキレ
フを予定。

10月
（全1回）

9 AOI・レジデンス・クヮルテット
優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供
（質の高い事業の推進。）

静岡音楽館AOI専属弦楽四重奏団によ
るコンサート。

10月
（全1回）

10

静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
子どものためのコンサート
音楽とおはなし《動物の謝肉祭》「静
岡の名手たち」アンサンブル

子どもたちが本物の芸術に触れる機会の
創出。

「静岡の名手たち」合格者を中心メンバー
とするアンサンブルによるコンサート。

11月
（全1回）

11
若い翼　三重奏／
三浦文彰（ヴァイオリン）辻本玲（チェ
ロ）田村響（ピアノ）

優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供
（質の高い事業の推進。）

若く優れた演奏家3人による室内楽。
11月

（全1回）

12 鈴木雅明　オルガン・リサイタル
優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供
（質の高い事業の推進。）

日本を代表するオルガン奏者のリサイタ
ル。

12月
（全1回）

13
ランチタイム・コンサート
篠崎史子　篠崎和子／華麗なるハー
プの世界

優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供
（質の高い事業の推進。）

日本を代表するハープ奏者と若手で活躍
のハープ奏者の母子によるランチタイム・
コンサート。

1月
（全1回）

14
オーケストラを聴こう
読売日本交響楽団　モルダウ＆ド
ヴォルザ－ク第8番

優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供
（海外からのアーティストの積極的な招
聘。）

国内外のオーケストラを招聘し、クラシック
音楽の鑑賞初心者にニーズの高いオー
ケストラ事業を提供。

2月
（全1回）

15
語りと箏歌　謡・舞と聲明による
良寛によせて、今。

伝統芸能や民俗芸術に触れる機会の充
実、伝統文化に対する意識の向上。

東日本大震災への想いを込め、良寛を
テーマにした箏歌と聲明の作品を上演。

3月
（全1回）

16 「静岡の名手たち」支援・育成事業
「静岡の名手たち」合格者を支援・育成し
ながらクラシック音楽の鑑賞の機会を提
供。

「静岡の名手たち」合格者が静岡音楽館
AOI以外のコンサートに出演。

未定
（全1回）

17 静岡・室内楽フェスティバル2014
文化活動拠点のネットワーク化を図り、都
市空間を活かした事業の実施により街か
どの芸術空間を創出。

静岡音楽館AOIのほか市街地を中心に
多くの室内楽のコンサートを集中的に展
開。

10月、11月
（全1回）

18

静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
オルガン￥500コンサート
中川紫音

静岡音楽館AOIのオルガンを活用し、より
親しみやすい事業を展開する。

オルガンのコンサートを低料金で提供。
4月

（全1回）

19

静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
オルガン￥500コンサート
甲斐弦也

静岡音楽館AOIのオルガンを活用し、より
親しみやすい事業を展開する。

オルガンのコンサートを低料金で提供。
9月

（全1回）

（清水文化会館）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 清水にぎわい落語まつり
伝統芸能を気軽に鑑賞する機会を提供
するとともに、施設の設置目的である清水
駅周辺地域のにぎわい創出を図る。

マリナート、清水テルサ、駅周辺商店街と
連携し、3日間にわたって駅周辺の施設
を活用した落語鑑賞事業を実施。

10月
（全8回）

2 アイリッシュダンス公演
優れた舞台芸術の鑑賞機会の提供（質
の高い事業の推進）

世界的なダンスカンパニー・トリニティによ
るアイリッシュダンス公演。

7月
（全1回）

3 オーケストラ鑑賞事業
優れた音楽芸術の鑑賞機会の提供（質
の高い事業の推進）

フランチャイズオーケストラである静岡交
響楽団との連携事業としてコンサートを開
催

6月
（全2回）



（静岡市美術館）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
川端康成・東山魁夷コレクション
展
（仮称）

小説『伊豆の踊子』や、芹沢銈介の
装幀による『雪国』など静岡とのゆ
かりもある川端康成と、国民的人気
を誇る東山魁夷という二人の巨匠を
取り上げ、優れた芸術家の美の世界
を身近に感じる機会を提供するとと
もに、美術や文学に親しむ市民層の
育成をはかる。

ノーベル賞を受賞した文学者・川端
康成と文化勲章を受けた日本画家・
東山魁夷。親交が深く優れた美の目
利きでもあった二人のコレクション
から、国宝、重文を含む名品の数々
を、川端の言葉とともに展示する。

4/12－6/1
（全1回）

2
法隆寺展－聖徳太子と平和への祈
り
（仮称）

2011年が聖徳太子の1390年御遠忌に
当たる。これを「聖徳太子1400年の
祈り」キャンペーンとし、「聖徳太
子信仰」と「平和への祈り」をテー
マとした展覧会を実施する。静岡で
は目にする機会の少ない、国指定文
化財を多数含む仏教美術の展覧会を
市民に提供する。また、徳川家と法
隆寺との関連を紹介する。

聖徳太子が創建したと伝えられる世
界遺産・法隆寺。本展は太子の願っ
た平和とその後の太子信仰という視
点から、国宝「観世音菩薩」（夢違
観音）をはじめとする同寺の宝物を
中心に、仏像、絵画、工芸、典籍な
ど、国宝1件、重要文化財約20件含む
約60件を展示。

6/14－7/27
（全1回）

3 山本二三展（仮称）

山本自身の選んだ背景画や準備段階
のイメージボードなど、初期から最
新作までを出品。アニメーション美
術の巨匠の、卓越した観察眼と描写
力、豊かなイマジネーションの世界
を紹介する。

「未来少年コナン」「天空の城ラ
ピュタ」「火垂るの墓」「もののけ
姫」「時をかける少女」など幾多の
名作アニメーションで美術監督を務
めた山本二三（やまもと　にぞ
う）。その原画約180点を展示する。

8/4－9/23
（全1回）

4

徳川家康公顕彰四百年記念事業
静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
国宝・久能山東照宮展（仮称）

静岡市、浜松市、岡崎市、各商工会
議所、静岡県などが共同で組織した
「徳川家康公顕彰四百年記念事業推
進委員会」による「徳川家康公顕彰
四百年記念事業」の一環として、か
つ、久能山の奉祝事業として実施す
る。

久能山東照宮の名宝とともに、久能
寺（現・鉄舟寺）が創建された中世
以来の久能山とそこで育まれた歴
史・文化を紹介する。家康遺愛品の
洋時計や、歴代将軍の武具甲冑、家
光奉納の御神奉装束、久能寺経な
ど、国宝2件、重要文化財約30件を含
む約110点を展示予定。

10/4－11/24
（全1回）

5
ロイヤル・アカデミー展
イギリス美術の150年（仮称）

絵画作品のみならず、素描や解剖図
など、アカデミーの芸術家教育で用
いられてきた、日本ではあまり見る
機会の少ない貴重な資料も展示、研
究者および市民の期待に応え、美術
文化の振興に寄与する。

イギリスのロイヤル・アカデミー
（英国王立芸術院）は1768年創立の
歴史ある芸術機関である。本展では
同アカデミー所蔵品によりレイノル
ズからターナー、コンスタブル、ミ
レーなど約100点で18世紀から20世紀
に至るイギリス美術の伝統を紹介す
る。

12/6－1/25
（全1回）

6 没後100年小林清親展（仮称）

一般への知名度はそれほど高くはな
い地域ゆかりの芸術家に光をあて、
調査・研究の成果を展覧会というか
たちで公開することにより、郷土へ
の愛着を醸成し、地域の美術文化の
発展に寄与する。

清親は、将軍直属の御家人の家系に
生まれ、明治維新後、将軍家に従っ
て静岡に移住。やがて東京に戻り、
変貌を遂げた新都の風景を光と影を
強調し「光線画」と呼ばれた木版画
で人気を博した。江戸から明治へ、
劇的に変化する時代に生き、静岡と
も縁の深い“最後の浮世絵師”の実
像にせまる。

2/7－3/22
（全1回）

7
交流事業－展示事業
Shizubiproject（未定）

誰もが無料で気軽に立ち寄れる"交流
ゾーン"で開催することで、市民に"
偶然に"現代の多様な表現に出会う機
会を提供し、芸術文化に対する興味
関心を喚起する。また、展覧会図録
の刊行により、事業を一過性のもの
とせず、より広域的な当該事業の発
信にも寄与する。

交流ゾーン（主に、エントランス
ホール、多目的室）の特性を活かし
た、現代のアートシーンを紹介する
展示の実施及び展覧会図録の刊行。

未定
（全1回）



２　普及啓発事業

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 平成26年度伝統芸能ワークショップ
伝統芸能を楽しむポイントを体験を通じて
伝え、参加者が伝統芸能に興味を持って
接することができるようになる。

子供を中心とした市民に伝統芸能に触れ
る機会を提供するワークショップ。

8月
（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
静岡文化情報誌「しずおかイベント
ニュース」発行

事業・イベント情報を情報誌にして市内に
配布することで市民にイベント情報を得る
機会を作り、文化活動を促す。

財団及び財団管理施設の事業・イベント
情報誌を発行する（毎月発行、各8,000
部）。

年間
（全12回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 中勘助文学記念館顕彰事業
中勘助文学及び中勘助文学記念館につ
いての周知を図り、市民による文学活動
の促進の一助とする。

中勘助文学を題材とした文学講演会等の
事業。

未定
（全2回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 旧マッケンジー住宅顕彰事業
旧マッケンジー邸の周知と、マッケンジー
夫人の功績の顕彰することで、市民の文
化財に対する理解を深める。

旧マッケンジー邸を会場とし、施設の周
知及び顕彰を兼ねた講演会等文化事
業。

未定
（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 ブラスバンドフェスティバル

各高校の吹奏楽部に交流の機会と発表
の場を提供する。吹奏楽連盟・K-Mixと共
同で事業を計画することにより、今後の事
業実施の幅を広げる。

静岡県中部高校の吹奏楽部を集め、フェ
スティバルを開催する。

10/5
（全1回）

2

静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
エスパルスオフィシャル
ダンスミュージカル
「GO!!ALL」（再演）

市民公募によるダンスミュージカル公演を
実施することにより、舞台芸術文化向上
に寄与する。

市民球団エスパルスをテーマに、市民参
加によるミュージカルを実施する。

9/27～9/28
（全1回）

3
静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
コミュニティダンス公演

市民公演等を実施し、気軽に身体表現に
触れるきっかけを作り、表現の喜びを提
供する。

「全ての人にダンスを」をテーマに市民公
演等を実施する。

8月末(予定)
（全1回）

4

静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
ダンスミュージカル
「家康は甦る～独立国しずおか～」

静岡を代表する偉人である徳川家康公を
モチーフに市民舞台を制作することによ
り、新しい文化と人材交流、郷土への愛
着を創出する。

徳川家康公顕彰400年記念事業として、
市民による舞台公演を実施する。

2月～3月頃
（全1回）

5 歌舞伎事前講演会
なじみにくい歌舞伎の演目と魅力の解説
講演会を実施し、歌舞伎公演の理解と集
客の一助とする。

歌舞伎の演目と魅力をを解り易く解説す
る講演会を実施する。

5月～7月頃
（全1回）

（文化活動振興事業）

(文化情報事業)

(中勘助文学記念館)

(静岡市民文化会館)

(旧マッケンジー住宅)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 関連講演会-1
コンサートシリーズに対する理解を深め
る。

コンサートシリーズに関連した講演会。
未定

（全1回）

2 関連講演会-2
コンサートシリーズに対する理解を深め
る。

コンサートシリーズに関連した講演会。
未定

（全1回）

3 関連講演会-3
コンサートシリーズに対する理解を深め
る。

コンサートシリーズに関連した講演会。
未定

（全1回）

4 第16期「子どものための音楽ひろば」 地域の音楽家の支援。
音あそび、リズムあそび、合唱、体操、コ
ンサート鑑賞など全24回の講座を実施。

年間
（全24回）

5
どこでもAOI　野平一郎ピアノ・ミニコ
ンサート

教育機関との連携による青少年の文化活
動の推進。

静岡市内の小・中学校で静岡音楽館AOI
芸術監督がピアノを演奏。

未定
（全1回）

6

静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
静岡・音楽館×科学館×美術館　共
同事業

音楽、科学、美術の境目を超え、総合的
な文化空間を創造する。

展覧会に関連するコンサートや、静岡音
楽館AOI学芸員による講演会など。

未定
（全1回）

7

静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
生涯学習センター×静岡音楽館AOI
連携事業

生涯学習施設を地域における文化普及
の拠点とした連携事業。

「静岡の名手たち」合格者によるコンサー
トや、静岡音楽館AOI学芸員による講演
会など。

年間
（全2回）

8
静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
“この1曲”をとことん語る

コンサートシリーズで演奏される曲目につ
いて静岡音楽館AOI学芸員が解説。

コンサートシリーズに対する理解を深め
る。

年間
（全4回）

9
第41回静岡リコーダー・アンサンブ
ル・コンテスト

静岡リコーダー教育研究会との共催。金
賞受賞者のなかから日本リコーダー・コン
テスト（全国大会）の出場者が選抜され
る。

発表の機会の提供、および、市民と一体
となった文化事業の推進。

1月
（全1回）

10
特別支援学校・学級の子どもたちの
見学会

静岡市および近隣の特別支援学校・学
級の子どもたちに施設を案内、オルガン
のデモンストレーションなどを行う。

ハンディキャップを持つ子どもたちが静岡
音楽館AOIの存在を享受できる機会を設
ける。

6月、9月
（全3回）

11 AOI通信事業
静岡音楽館で実施する事業やイベント等
の紹介の外、音楽に関する文化情報の
発信を行う。

事業やイベント等の紹介のほか、音楽に
関する文化情報の発信を行い、音楽文
化への理解と関心を深める機会を提供す
る。

年4回
（全4回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
常設展示物の体験支援及び事業広
報

常設展示物の体験を通じて科学の不思
議さや面白さを伝え、科学的な原理・原
則、科学技術、その科学的な価値などを
伝える。

｢みる･きく･さわる｣をキーワードにした参
加体験型展示物の体験支援及び解説
等。

通年
（全296回）

2 サイエンスショー
実験の演示とコメントを通して、身近な事
物・事象に含まれる科学的な要素を紹
介・解説し理解を図る。

大型実験の演示とコメントを通して、身近
な事物や事象に含まれる科学的な要素
を紹介･解説する。

4/6～3/29
（全21回）

3 テーブルサイエンス

科学的な要素をテーマとした実験を行
い、対話を通して来館者の科学への興
味･関心を高める。手軽に再現可能な実
験も取り上げ、科学の身近さも紹介する。

月ごとのテーマに沿った実験を行う。観覧
者の目前で演示し、進行に沿った会話
等、双方向のコミュニケーションを重視し
て実験を行う。

4/12～3/28
（全15回）

4 わくわく科学工作

科学的な要素を含み、かつ手軽に体験
できる工作テーマにより、ものづくりや、作
品を使った科学遊びの機会を市民に提
供する。

手軽に加工できる材料を使い、しくみや
機能に科学的要素を取り入れた工作体
験を提供する。テーマは基本的に月替わ
りとする。

4/13～3/1
（全18回）

5 サイエンス玉手箱

工作や実験などの体験を通して、科学に
対する興味・関心を広げる。出展講師は
外部から募り、スタッフ間の人的交流や、
科学普及活動への市民参画も促す。

教員や科学愛好家などの市民が講師と
なり、市民に科学の不思議さ、楽しさ、面
白さを紹介するワークショップを行う。

5/24～3/7
（全16回）

(静岡科学館)

(静岡音楽館)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

6 る・く・るワークショップ

本館職員の得意分野における知見等を
もとに体験プログラムを企画・提供し、多
彩な切り口から来館者に科学への興味・
関心を高めてもらう。

自由参加形式の体験型ワークショップと
し、プログラムに応じて館内の適所を会場
として実施する。

4/5～1/3
（全10回）

7 る・く・るワークショップ (試行枠)

本館職員の得意分野における知見等を
もとに体験プログラムを企画・提供し、多
彩な切り口から来館者に科学への興味・
関心を高めてもらう。

形式を問わず、職員の知見をもとにテー
マと新たな提供方法を設定し、ワーク
ショップとして提供する。新規プログラムと
しての確立も目指す。

随時実施
（年8回程度）

8 カプラ事業「カプラワークショップ」
カプラ遊び未経験者を含む市民に、幅広
いカプラの楽しみ方を紹介する。

カプラの代表的な組み方や、大人数での
遊びなどを体験できるワークショップを開
催する。

4/1～12/26
（全32回）

9 カプラ事業「カプラワールド」

「カプラ」の体験機会を拡大して提供し、
造形や構造の工夫などへ視野を開くカプ
ラ遊びの良さを、より多くの来館者に紹介
する。

体験スペースを拡大したカプラ広場を特
設し、常設のカプラ広場の約2倍の20,000
ピースのカプラを提供する。

4/1～12/28
(53日間)

10 カプラチャンピオンシップ
「カプラ」による創作コンテストを通して、
市民の造形に対する興味・関心を育成
し、創造力や思考力を高める。

テーマに沿った魅力的な造形を、チーム
対抗で競う大会。競技の模様とその作品
を公開する。

8/3
（年1回）

11 ミニロボであそぼう！
地元企業と連携して、関連分野の研究や
研究者らの活躍への関心を高める。科学
分野の企業と市民の交流も促進する。

特設コーナーで、産業用ロボットの技術を
応用したミニロボでのサッカーなどの操縦
体験を提供する。

4/1～3/31
（21日間）

12 プレミアムサイエンスショー
多彩なテーマの、また質の高いサイエン
スショーの展開によって、市民の科学へ
の興味・関心を高める。

全国で活躍する講師を招聘し、それぞれ
の趣向を凝らした大型実験ショーを実施
していただく。イベントホールで実施す
る。

8/2、3、10/19
（全3回）

13

サイエンスフェスティバルinる･く･る
2014
（共催：青少年のための科学の祭典
静岡大会実行委員会）

実験・観察、科学的な工作等を通し、科
学の不思議さや楽しさを実感できる「科学
のお祭り」を開催する。思考力に富み創
造性豊かな青少年の育成を図る。

民間・企業・教育機関などから、さまざま
な科学分野に関する体験ブースの出展
を受け入れ、盛大な自由参加の科学イベ
ントとして実施する。

8/8～8/17
（全5回）

14

静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
る・く・る自然観察会
（共催：静岡県自然観察指導員会中
部支部）

野外で自然や生物のようすを直接観察す
る機会を提供し、身近な環境への市民の
関心の高まりを促す。合わせて、生物
データの蓄積も図る。

県自然観察指導員会中部支部の協力を
得て、市街地周辺のフィールドへ出向い
て、各回のテーマに沿って自然観察を行
う。

4/13～2/7
（全10回）

15
南アルプス「子ども未来フォーラム」
(共催：静岡市清流の都創造課)

南アルプスの国立公園指定50周年を記
念し、関連する各県から子どもたちを集
め、山の自然に親しみ、また保全するた
めの活動をテーマに交流を図る。

こどもフォーラムとして、発表会及び交流
会、展示ブース、南アルプス子ども作品
展などの実施。

7/19、20
（全2回）

16 南極の氷にさわってみよう
極地の環境の特殊性や、それらを探索す
るために派遣されている調査隊の活動に
ついて、南極の氷を中心に紹介する。

南極観測船を運用する自衛隊の協力に
より、南極から持ち帰られた実物の氷を展
示し、さわる体験などを通してその特殊性
やなりたちなどを紹介する。

8/8
（全1回）

17
あそびのひろば
(共催：みらい子育てネット静岡市)

子ども向けの工作など手軽な体験プログ
ラムを一堂に集めて提供し、科学の基礎
的な応用や、ものづくりの楽しさを紹介す
る。

みらい子育てネット静岡市による子ども向
け工作等のワークショップ。

8/23
（全1回）

18
しずおか「夢」デザインコンテスト
（共催：しずおか夢デザインコンテスト
実行委員会）

「夢」をベースにしたものづくりアイデアの
展示により、市民の創造力を高め、伝統
工芸等のものづくり分野への興味・関心
を広げる。

「あったらいいな」と考えられた設計アイデ
アのコンテストをベースに、特別賞を受賞
した試作品と、応募作品を展示する。

9/27～10/8
（10日間）

19
ETロボコンフェスタin静岡
（共催：静岡ETロボコンフェスタ実行
委員会・静岡産業技術専門学校）

ロボット工学への市民の興味・関心を高
め、生活の中に活かされているロボット技
術への意識の高まりを促す。

東海地区からエントリーしたチームによる
ETロボコン大会を開催する。一般向け
に、ロボットにかかわるレクチャー、ミニ体
験等も提供する。

10/25
（全1回）

20

静岡県児童生徒木工工作コンクール
作品展
（共催：静岡県木材青壮年団体連合
会）

木材による優れた工作や設計のアイデア
を紹介し、木材を使ったものづくりへ、市
民の興味・関心の高まりを促す。

静岡県内から出品された児童・生徒の優
れた木工作品を展示する。木を使った簡
単なものづくり体験も提供する。

11/1～11/9
（7日間）

21
ガールスカウト展
（共催：（一社）ガールスカウト静岡県
連盟）

子ども向けの工作など手軽な体験プログ
ラムを一堂に集めて提供し、ものづくりの
楽しさを紹介する。子育てに関わる市民
活動の相互交流も促す。

ガールスカウト各団の出展により、科学的
な要素を含む簡単な工作や遊びのプロ
グラムを展開する。

12/14
（全1回）

22 アウトリーチ活動
科学の楽しさや奥深さにふれるきっかけ
を、来館者に限らず市民に広く提供す
る。

科学館外のさまざまな機会をとらえ、一般
向けに科学普及プログラムを提供する。

随時
（全4回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

23 コズミックカレッジ
宇宙に対する子どもたちの科学的探究心
を伸ばし、思考力を育成する。

専門の講師や当館のスタッフにより市民
に質が高く充実した内容の、教室系の実
験・観察・工作を提供する。

8/1、10/4
（全2回）

24 小さな科学者のための実験教室
小学生を対象に、体験型・対話型の学習
活動を通して理科・科学の楽しさを伝え
る。

技術や教育経験の豊富な地域の学校教
員らと協力し、良質な体験型・学習型の
学習活動を実施する。

5/25、10/19
（全2回）

25 親子科学教室
幼児を保護者とともに迎え、科学に関す
る不思議や、身近なところに存在する面
白さなどへの気付きを促す。

家庭で入手可能な材料やテーマを使っ
た、体験を中心とした親子教室。

6/14、11/1
（全2回）

26 サイエンス・アート教室
科学的知見を基にした芸術表現につい
て体験的に紹介し、科学と美術の接する
文化領域への市民の理解を促す。

ステンドグラス細工の工作に取り組み、そ
の手法やガラスの発色構造などについて
科学的に学ぶ教室。

7/6
（全1回）

27
開館10周年記念企画展「みる・きく・さ
わるのふしぎ展」

市民の科学に対する興味・関心を広げる
とともに、より深い専門的な知識獲得や思
考力伸長を目指す。

る・く・るのキーワード「みる・きく・さわる」
（感覚）の不思議を体験する企画展を実
施。

4/19～5/18
（27日間）

28
開館10周年記念企画展「みる･きく･さ
わるのふしぎ展」関連講座

企画展の開催にあわせ、体験や専門家
の公演等を実施し、来場者へ展示内容の
理解促進や補完を行う。

企画展に関連した、ワークショップ及び講
演会の実施

4月～5月
（回数未定）

29
静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
企画展　「静岡の自然」(仮)

市民の科学に対する興味・関心を広げる
とともに、より深い専門的な知識獲得や思
考力伸長を目指す。

静岡の自然・科学をテーマに、地域情報
の掘り起しと市民参加により、静岡の自然
を「みて・きいて・さわって・おいしく」楽し
む企画展を実施。

1/10～2/22
（全38回）

30
静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
企画展「静岡の自然展」関連講座

企画展の開催にあわせ、体験や専門家
の公演等を実施し、来場者へ展示内容の
理解促進や補完を行う。

企画展に関連した、ワークショップ及び講
演会の実施

1月～2月
（回数未定）

31 次年度の企画展準備
市民の科学に対する興味・関心を広げ、
より深い専門的な知識獲得や思考力伸
長を目指す次年度企画展の準備。

企画構築に向けて、テーマに関連する分
野の研究者などから情報収集を行う。

随時
（全1回）

32 展示業務

科学的事象や時事ニュースなどの情報を
パネルや標本などを使って紹介し、幅広
い科学分野について理解を深めるきっか
けとする。

企画ごとにコーナーを構成して展示す
る。他団体、他施設との連携による展示も
取り入れ、新たなコンテンツ作りにも努め
る。

随時
（全1回）

33
キッズでんき教室
(共催：(一財)中部電気保安協会静岡
事業所)

電気の性質や、電気の安全な使い方の
周知に向け、電気に関連した実験や工作
を中心とした体験型の教室を開催する。

電気を正しく使うための知識を伝えるとと
もに、簡単な電池の製作実験を行う。

未定
(8月中1日)

34 おもしろ科学フェスティバル

科学館ボランティア有志が自ら事業の企
画・運営を体験できる機会を設け、ノウハ
ウの体得による活動分野・機会の拡充を
促す。

科学館ボランティアが主体的に企画・運
営にあたる科学イベント。来場者に対して
多様な科学実験や工作の体験を提供す
る。

3/22
（全1回）

35

しずおかサイエンスアドベンチャー
2014
（共催:静岡サイエンスミュージアム研
究会）

自然や施設での体験活動を通して、身近
な自然のすばらしさを紹介し、科学的な
興味・関心・態度を育成する。

水生生物の観察採集、動物園ウォッチン
グ、実験等、静岡科学館を中心に静岡市
内の施設で科学的探究活動を行う。

6/15～3/7
（全8回）

36
理数大好き教室
（共催：静岡大学、静岡サイエンス
ミュージアム研究会）

自由研究論文を手段とし、完成させる過
程や言語活動の充実を通して、児童・生
徒の探究的・問題解決的な能力を育て
る。

「理科大好き」な児童・生徒を対象に、科
学領域における探究的な学びをサポート
する講座。

6/7～11/30
（全10回）

37 自由研究相談会
子どもの自由研究の取り組みを支援する
ことにより、科学的探究力の向上を図る。

自由研究の進め方に関するワークショッ
プや、自由研究に関わる資料の紹介や
個別指導を行う。

7/27～8/6
（全7回）

38 生涯学習センター連携事業
財団が管理する生涯学習センターと連携
し、科学普及分野の専門的知見と、地域
性を盛り込んだ文化事業を展開する。

各センターの管轄地域ごとの特性や環境
を視野に入れたテーマ設定により、講座
や観察会などを展開する。

随時
（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

39
生涯学習センター連携事業
セミのぬけがら博士になろう！

地域の生涯学習センターと連携し、多様
な利用者層に当館の科学体験プログラム
を提供し、科学的な視点・思考の広がりを
図る。

緑地などでぬけがらを採集・同定し、分布
の特性と環境のつながりなどを考える。各
地のデータを収集・記録することも目的と
する。

7月～8月
（全5回）

40
静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
サイエンスカフェ

科学技術をテーマに市民と専門家の双
方向性をもった意見交換を促進すること
で、科学の社会的な理解を深めるととも
に、科学の最前線を気軽な雰囲気の中
で語り合うことで科学をより身近に感じて
もらい、科学文化の醸成に資する。

静岡の自然展のテーマの中から、地域性
や時事性の強いテーマを選択し、生涯学
習センターを会場に、研究者や専門家を
招いてのサイエンスカフェを実施。

1月
（全1回）

41
静岡・音楽館×科学館×美術館　共
同事業

駅前三館の特性や人材を活かし、各館の
専門分野を横断した新しい視点の文化
事業を展開する。文化空間としての「駅
前」のにぎわい創出を目指す。

各館の展開する事業に関連して、幅広い
視点から事業連携のあり方を模索、企画
化し、随時実践する。

随時
（全1回）

42

静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
自然観察と竹スプーンづくり～静岡
の竹と漆を考える～

自然観察会および漆塗りの竹スプーンづ
くりを通じて、静岡の自然と文化を理解す
る。

自然観察と竹の伐採、本うるしによる竹ス
プーンの制作ワークショップを行う。

10/25、1/18、
2/1

43
静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
「動物の謝肉祭パネル展」

コンサートで演奏される《動物の謝肉祭》
に表現される動物たちを科学の視点から
知ることで音楽と科学の双方の理解を深
める。

曲に登場する動物の生態と曲の比較と、
作曲家サンサーンスと科学との関係の紹
介。期間中、静岡科学館、静岡音楽館、
動物学者等によるガレージトーク開催。

9月～10月
（全1回）

44
静岡市文化振興財団設立20周年記
念事業
「安倍川流域まち歩きマップ作り」

地域学的手法を用い、地域を自然科学
的視点で捉えることによって、地域の魅力
を地域住民自ら再発見する。各生涯学習
センターで行い、科学館で自然情報をま
とめることで、地域情報や活動のネット
ワーク（ハブ機能）を強化する。

各生涯学習センター単位や共通したテー
マで地域の自然環境マップや自然環境
資料を作成。環境関係の講師や静岡科
学館職員をコーディネーターとしながら実
施。最終製作物を静岡の自然展で展示
し、製作物を使った市民によるツアー等を
開催。

4月～10月
（全12回）

45
消防フェアinる・く・る
（共催：静岡市消防予防課）

火災予防運動の一環として、科学に関す
る内容を含んだ消防イベントを実施し、幼
少年の防火意識の向上と、火災予防策
の科学的な理解を促す。

科学ショー形式での防災に関する実験を
中心に、火災予防にかかわる科学的な知
識や、消防士の日頃の活動などを紹介す
る。

11/15
（全1回）

46 科学館学習・移動科学館

学校等の教育活動に連携し、科学館利
用の促進を図るとともに、理科教育の振
興を図り、児童・生徒の科学への興味関
心を高める。

教育課程に基づいて当館を利用する学
校団体に対して、学習支援を行う。また市
内の学校等に対して館職員が訪問し、学
習支援を行う。

随時
（全1回）

47

静岡県中学生創造ものづくり教育
フェア
（共催：静岡県教育研究会技術・家庭
科教育研究部）

県内の中学生が、技術・家庭科で学習し
た技術や成果を競う場を設け、生徒同士
の交流と、ものづくりへの意識の高まりを
促す。

「木工の技」部門、「ロボットコンテスト」部
門の県大会を実施する。競技の模様は一
般来館者にも公開する。

11/22
（全1回）

48 科学茶房

企業や大学で研究される先端科学・科学
技術の実際について、その多様性や価
値、魅力、社会との関わりなどを平易に紹
介する。

専門講師を招いて話題を提供する。ワー
クショップ・サイエンスカフェ・講演会の中
から最適な形態を選択して提供する。

4/19～3/8
（全12回）

49 しずおか科学技術月間

科学コミュニケーション活動を展開する手
立ての一つとして、実践者同士の連携を
深める場を創出し、静岡における科学技
術文化を醸成させる。

市民と実践者をつなぐスタンプラリーの実
施と、実践者間のネットワークを広げるた
めの仕組みづくりを行う。

7/19～8/31
（44日間）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 高齢者学級みのり大学城内学級
高齢者が新たな知識、技術を学ぶとともに、
仲間づくりや異なる世代間の交流をとおし、
豊かな人生を送ることを目的とする。

学習と仲間づくり
4月～3月
（全18回）

2 高齢者学級みのり大学青葉学級
高齢者が新たな知識、技術を学ぶとともに、
仲間づくりや異なる世代間の交流をとおし、
豊かな人生を送ることを目的とする。

学習と仲間づくり
4月～3月
（全18回）

3 高齢者学級みのり大学草深学級
高齢者が新たな知識、技術を学ぶとともに、
仲間づくりや異なる世代間の交流をとおし、
豊かな人生を送ることを目的とする。

学習と仲間づくり
4月～3月
（全18回）

4 家庭教育学級

子の保護者が家庭教育に必要な現代的課題等
について学び、仲間をつくることにより、子
どもたちの健やかな成長を促し、豊かな人間
性を育む。

学習と仲間づくり
6月～１0月
（全5回）

5 広報事業
地域住民に施設や学習団体の情報を提供し、
生涯学習を推進する。

施設や生涯学習団体の紹介を行う広報紙を発
行する。

通年
（全4回）

6 あおい講座
就労する知的障害者が、実生活に必要な教養
及び知識を学ぶことで、社会生活への適応能
力を向上させる。

就労する知的障害者が、実生活に必要な知識
を学ぶ。

4月～3月
（全26回）

7 はじめての生涯学習
生涯学習施設の利用案内や活動相談を行い、
地域の生涯学習を推進する。

施設予約体験を含む利用説明と学習相談。
4月～3月
（全12回）

8 谷津山環境講座
地元の里山の環境保護活動を紹介し、活動に
かかわる人材を育成する。

谷津山の環境について学び、現地で実習を行
う。

4月
（全1回）

9 歴史散歩～春～
地域の歴史・文化への理解を深めると共に、
ウォーキングにより健康増進を図る。

歴史テーマに基づき名所旧跡を学ぶ。
5月

（全1回）

10 創ろう！キミだけのプラモ
設計図の無いところから自由に部材を組み合
わせ作品を作り、想像力と創造力を養うと共
に、地域産業への理解を深める。

半端部材を利用してオリジナルのプラモデル
を作る。

5月
（全2回）

11 行政等との共催事業①
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知
し、課題に対する市民意識の向上を図る。

健康づくりについての行政課題とその解決へ
向けた取り組みを紹介する。

5月
（全1回）

12 料理講座（食育） 調理実習を交えた食育を行う。 料理講座を行う。
5月

（全2回）

13 人材養成講座 市民主体のまちづくりの推進を図る。 人材育成に関する講座を実施する。
5月

（全3回）

14 ピヨピヨおはなしかご
孤立しがちな乳幼児の親子にお話会を通して
心豊かな時間を提供する。

手遊びやパネルシアター、手袋人形等を親子
で楽しむ。

5月～3月
（全11回）

15
月１中高生のための学習支援サ
ロン

中高生がざっくばらんに語れる場を提供し、
進路等を考えるきっかけをつくる。

中高生を対象とした学習支援サロン。
5月～3月
（全11回）

16 パソコン初級講座①
高齢者のＩＴリテラシー向上をはかり、メー
ルやインターネットの活用による社会参加の
一助とする。

初心者向けパソコン講座。
5月～6月
（全5回）

17 ピヨピヨ育成講座
地域で活動する読み聞かせボランティアを育
成する。

読み聞かせを学ぶ。
5月～6月
（全4回）

18 しずおか人形劇フェスティバル
人形劇団へ発表の場を提供するとともに、子
ども達に生の人形劇に触れる機会を提供し、
豊かな心を育む。

静岡市内で活動するアマチュア人形劇団によ
る人形劇の祭典を行う。

6月
（全1回）

19
財団連携事業市美術館との連携
事業
オープンアトリエ

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の
文化振興に寄与する。

財団の専門性を活かし美術に関した講座を行
う。

6月
（全1回）

20 行政等との共催事業②
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知
し、課題に対する市民意識の向上を図る。

防犯まちづくりについての行政課題とその解
決へ向けた取り組みを紹介する。

6月
（全1回）

(葵生涯学習センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

21 思春期講座
思春期の子供への接し方を多面的に学び、子
育て支援の一助とする。

思春期の子育てに関する講座を行う。
6月

（全3回）

22 朗読講座
多角度から朗読の基礎を学び、朗読の魅力を
体験する。

基本の発声、呼吸、短文を読む等、朗読に関
する講習を行う。

6月～7月
（全4回）

23 古文書講座
古文書読解を通して地元の歴史に触れ、愛着
を深めるとともに、文書に残る地域の貴重な
歴史を後世に残す。

古文書を読み解き、当時の地元の歴史につい
て学ぶ。

6月～7月
（全5回）

24
財団連携事業「歌舞伎事前講演
会」

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の
文化振興の発展に寄与する。

文化会館の歌舞伎公演に関連し、歌舞伎の魅
力、楽しみ方を紹介する講演会。

7月
（全1回）

25 染物講座
芸術作品を制作する機会を提供することで、
地域の芸術文化の振興に寄与する。

「型絵染」についての講義と実技を行う。
7月～8月
（全4回）

26
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「人材育成講座」

市民主体のまちづくりの推進を図る。
地域で様々な活動をしているゲストを毎回招
き、その生き方や働き方を生涯学習の視点か
ら学ぶ若者対象のセミナー。

9月～12月
（全8回）

27 行政等との共催事業③
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知
し、課題に対する市民意識の向上を図る。

消費者問題についての行政課題とその解決へ
向けた取り組みを紹介する。

7月
（全1回）

28 男性料理講座
食のバランスに対する意識向上と、余暇活動
の充実を図る。

男性対象の料理講座を行う。
7月

（全2回）

29
財団連携事業静岡科学館との連
携事業

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の
文化振興に寄与する。

財団の専門性を活かし科学を扱う講座を行
う。

8月
（全1回）

30 速読講座
速読を学ぶことで、職業能力向上の一助とす
る。

速読を学ぶ。
8月

（全4回）

31 歴史講座
地元の歴史を学ぶことで、地域について興味
関心を高めるとともに、郷土・静岡への誇り
と愛情を育む一助とする。

歴史についての講座を実施する。
8月～2月
（全7回）

32 財団連携事業市美術館
財団の専門性を活かした事業を行い、地域の
文化振興の発展に寄与する。

美術館の展示会解説と鑑賞会。
8月～9月
（全2回）

33 行政等との共催事業④
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知
し、課題に対する市民意識の向上を図る。

環境についての行政課題とその解決へ向けた
取り組みを紹介する。

8月
（全1回）

34 料理講座（和食）
和食を学ぶことで、日本文化への理解を深め
る。

和食の調理実習
9月

（全2回）

35 老前整理講座
これからの人生整理術を学び、自分の価値観
を確認する機会を提供する。

モノの整理だけでなく、これからの生き方を
考える人生の整理術を学ぶ。

9月～10月
（全3回）

36 行政等との共催事業⑤
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知
し、課題に対する市民意識の向上を図る。

防災についての行政課題とその解決へ向けた
取り組みを紹介する。

9月
（全1回）

37 はじめての孫育て 世代間交流を推進する。
孫を育てる男性対象に、孫とのコミュニケー
ションの取り方を学び、一緒に遊べるおも
ちゃづくりを体験する。

9月
（全2回）

38 防災講座 防災への意識向上を図る。 防災についての講義。
9月

（全2回）

39 賎機山縦走講座 山歩きを通して地域理解を深める。 山歩きを学ぶ。
9月

（全2回）

40
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「静岡の名手たち」による
コンサート

財団の専門性を活かし、本格的なクラシック
音楽を鑑賞することにより音楽への関心を育
む。

静岡音楽館が行う「静岡の名手たち」オー
ディション合格者によるコンサート。

10月
（全1回）

41 歴史散歩～秋～
地域の歴史・文化への理解を深めると共に、
ウォーキングにより健康増進を図る。

歴史テーマに基づき名所旧跡を学ぶ。
10月

（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

42 ことばを学ぶ文学講座
文学に親しむ場を提供し、読書人口の増加を
図る。

ことばから文学を学ぶ。
10月～11月
（全5回）

43 行政等との共催事業⑥
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知
し、課題に対する市民意識の向上を図る。

健康についての行政課題とその解決へ向けた
取り組みを紹介する。

10月
（全1回）

44 モノづくりの裏側
モノ作りを違った視点で捉えることで、物事
を多面的に捉える能力を養う。

ものづくりの裏側を学ぶ。
10月

（全3回）

45 羊毛フェルトで作る小さな世界 モノ作りを通して、創造性を育む。 ものづくりを行う。
11月

（全3回）

46 木版画講座
芸術作品を制作する機会を提供することで、
地域の芸術文化の振興に寄与する。

木版画の技術を学ぶ。
11月

（全4回）

47 パソコン初級講座②
高齢者のＩＴリテラシー向上をはかり、メー
ルやインターネットの活用による社会参加の
一助とする。

初心者向けパソコン講座。
11月～12月
（全5回）

48 行政等との共催事業⑦
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知
し、課題に対する市民意識の向上を図る。

消費者問題についての行政課題とその解決へ
向けた取り組みを紹介する。

11月
（全1回）

49 地産地消料理講座 調理実習を通して地産地消の推進を図る。 地元産食材を使った料理講座を行う。
11月

（全1回）

50
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「講演会シリーズ」

財団設立20周年を記念し、財団運営施設でリ
レー講演会を行い、利益を市民へ還元する。

財団施設連携のリレー講演会を行う。
11月

（全1回）

51 行政等との共催事業⑧
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知
し、課題に対する市民意識の向上を図る。

郷土理解についての行政課題とその解決へ向
けた取り組みを紹介する。

12月
（全1回）

52 パパとお菓子作り
父親の家事体験を通じて男女共同参画の一助
とする。

父子によるお菓子作り講座。
12月

（全1回）

53 マネープラン講座
暮らしを振り返り、豊かな生活を送る一助と
する。

暮らしを振り返り、将来へ向けて計画的な資
産運用を行うための基礎知識を習得する。

１2月
（全3回）

54
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「サイエンスカフェ①」

日常を科学することで、自然科学への理解を
深める。

サイエンスカフェを行う。
1月

（全1回）

55 ボディデザイン講座 運動を通して健康増進を図る。 女性対象のボディデザイン講座。
1月～2月
（全5回）

56 行政等との共催事業⑨
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知
し、課題に対する市民意識の向上を図る。

経済についての行政課題とその解決へ向けた
取り組みを紹介する。

1月
（全1回）

57 親子モノづくり講座
モノ作りを通して創造性を育み、親子交流を
促進する。

親子でものづくりを行う。
1月

（全2回）

58 国際理解講座
異文化への理解を深めると共に、日本文化の
再認識を図る。

他国の料理や生活様式を学ぶ異文化理解講
座。

2月
（全2回）

59 行政等との共催事業⑩
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知
し、課題に対する市民意識の向上を図る。

食の安全についての行政課題とその解決へ向
けた取り組みを紹介する。

2月
（全1回）

60
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「サイエンスカフェ
②」

日常を科学することで、自然科学への理解を
深める。

サイエンスカフェを行う。
2月

（全1回）

61 親子情報リテラシー講座
インターネットの利便性と安全性を学び、適
切な利用の一助とする。

親子でインターネットを体験する。
3月

（全1回）

62
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「おやじカフェ」

壮年男性対象で市民参加によるダンスカフェ
を実施することにより、新しい文化を創造す
る。

壮年男性により、カフェ形式によるダンスは
発表の機会を作る。

10月～11月
（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
行政等との共催事業「健康体操講
座」

でんでん体操を通して、筋力増強し転倒防止等、
市民の健康増進を図る

でんでん体操
未定

（全1回）

2 異文化理解講座
日本人以外の人に日本文化を紹介し、異文化理
解を図る。

浴衣の着付けと日本の煎茶体験
7月

（全1回）

3 男の育児参加講座
男性の家事参加を促し、男女共同参画の推進に
寄与する。

男の料理
未定

（全2回）

4
財団連携事業「セミのぬけがら博
士」

財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に起用する。

セミの抜け殻を採取し、種類の判別方法を学ぶ
夏

（全1回）

5 戦争体験の話 次世代へ戦争体験を伝え、平和の尊さを学ぶ。 戦争体験を聞く
夏

（全1回）

6 パソコンサロンへようこそ パソコンを利用しての情報活用力を高める パソコン操作相談会
5月～7月、
9月～2月
（全9回）

7 職業能力向上講座
日常生活にも応用できるビジネスマナーの学習機
会を提供し、職業能力の向上に寄与する。

ビジネスマナーの講義と実践を行う。
未定

（全3回）

8 パソコン初級講座
高齢者のITリテラシー向上を図り、メールやイン
ターネットの活用による社会参加の一助とする。

初心者向けパソコン講座
未定

（全5回）

9 音楽講座 教職者等の指導技術の向上を図る 歌を取り入れた指導法を学ぶ
未定

（全6回）

10 子どもの音楽講座 歌を通して子どもの協調性を育み、自立を促す。 歌の練習と発表会
未定

（全6回）

11 古本リサイクル市 本のリユースを通じて環境問題について考える。 古本のリサイクル
9月

（全1回）

12 ナチュラルライフ講座
身近な自然資源の活用を通し、環境保全の意識
向上を図る。

自然環境に関する講義と実習
未定

（全4回）

13 女性のための自分磨き 女性の意識向上を図り、社会参加を促す。 意識向上のための講義と実習
未定

（全3回）

14 防犯まちづくり講座
防犯のための護身術を学び、防犯まちづくりを推
進する。

護身術を学ぶ
未定

（全3回）

15
行政等との共催事業「地域の救命
救急講習講座」

救命救急講習を通して、地域防災に努める。 救命救急講習
未定

（全1回）

16
行政等との共催事業「地域の普通
救命救急講習Ⅰ講座」

救命救急講習を通して、地域防災に努める。 普通救命救急講習Ⅰ
未定

（全1回）

17 おはなし玉手箱 家庭教育と子どもの豊かな人間性を育てる 読み聞かせ、パネルシアター、工作等
5月～3月
（全10回）

18 親子交流講座 家庭教育と子どもの豊かな人間性を育てる 親子交流を図るための講義、実習
未定

（全3回）

19 餅つきと餅花作り 地域交流と伝統文化の継承を促す。 餅つきと餅花の作成と体験
1月

（全1回）

20
行政等との共催事業「消費者問題
講座」

身近な事例を通して消費者問題の認識を高める。 身近な消費者問題事例の講義
未定

（全1回）

(西部生涯学習センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

21 男の家事
食の安全を学び、男性の家事参加と家庭での伝
統行事の継承を促す

食の安全の講義と蕎麦打ち実習
12月

（全2回）

22 静岡地場産業紹介講座①
地場産業の１つである駿河漆器について学び、郷
土理解を深める。

地場産業についての話と漆塗弁当箱制作
未定

（全6回）

23 静岡地場産業紹介講座②
地場産業の1つである竹千筋細工について学び、
郷土理解を深める。

地場産業についての話と竹細工制作
未定

（全2回）

24 音楽会
静岡県立静岡商業高校音楽部の演奏を通じて、
地域の学校への理解を深める。

演奏会
3月

（全1回）

25 シニアのための演劇講座 演劇による地域活性化と生きがい創出 シニア対象演劇講座
未定

（全7回）

26 託児ボランティア養成講座
子育て中の人が社会や学習活動に参加しやすい
環境を作るための人材育成講座

託児ボランティア講義と実習
未定

（全5回）

27 パソコン先生になろう
パソコンを使った総合学習により地域交流、社会
参加を推進する。

講義と実習
未定

（全2回）

28 大正琴体験講座
生涯学習利用者団体の活動支援と市民の参加を
促す。

大正琴の奏法を学ぶ
未定

（全3回）

29 はじめての生涯学習
生涯学習施設の利用案内や活動相談を行い、地
域の生涯学習を推進する。

施設予約体験を含む利用相談と学習相談。
通年

（全12回）

30 静岡地場産業紹介講座③
地場産業の１つである下駄について学び、郷土理
解を深める。

地場産業についての話と下駄制作
未定

（全3回）

31 家庭教育講座 食の安全への意識を高める パン作り
未定

（全1回）

32 財団連携事業「音楽館連携講座」
オーケストラに関する知識を高め、教養の向上を
図る。

オーケストラに関する講義
未定

（全1回）

33
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「エスパルスダンスワーク
ショップ」

静岡市民により作られたエスパルスダンスを周知
し、ダンスによる身体表現を体験する。

ダンス講師によるエスパルスダンスを身に着ける
ワークショップ。

未定
（全1回）

34
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「ウォークツアー久能山探
検！」

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の文
化振興の発展に寄与する。

久能山展ギャラリートークと久能山東照宮の解説
付き見学ツアー。

未定
（全1回）

35 将棋講座
生涯学習利用者団体の活動支援と市民の参加を
促す。

将棋講座
未定

（全4回）

36 みのり大学
高齢者の生きがいを促進し、社会的能力を高め、
地域に貢献できる人材を育成する。

高齢者の仲間作り、健康促進、学習会等
通年

（全18回）

37 女性学級 女性の意識向上を図り、社会参加を促す。 意識向上のための講義
未定

（全5回）

38 広報事業
地域住民に施設や学習団体の情報を提供し、生
涯学習を推進する。

施設や生涯学習団体の紹介を行う広報紙を発行
する。

3月
（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 はじめての生涯学習
生涯学習施設の利用案内や活動相談を行い、地
域の生涯学習を推進する。

施設の予約体験を含む利用説明と学習相談。
通年

（全12回）

2 パソコン初級講座
高齢者のＩＴリテラシー向上をはかり、メールやイン
ターネットの活用による社会参加の一助とする。

初心者向けのパソコン講座。
5月～6月
（全5回）

3 行政等との共催事業
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知し、
課題に対する市民意識の向上を図る。

行政課題とその解決へ向けた取り組みを紹介す
る。

未定
（全1回）

4
行政等との共催事業「夏休み英語
体験ＡＬＴとあそぼう」

地域社会と学校教育の関わりを深め、子どもの国
際理解、異文化への関心を育む。

ＡＬＴ（外国語指導助手）と交流し、英語を学習す
る。

8月
（全2回）

5

静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業
財団連携事業「コミュニティダンス
公演」

参加者全員で一つのダンス作品を作ることにより、
世代間交流を図りながら創造力を育む。

ダンス作品の制作、発表を行う。
6月～9月
（全10回）

6
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「ウォークツアー久能山探
検！」

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の文
化振興の発展に寄与する。

久能山展ギャラリートークと久能山東照宮の解説
付き見学ツアー。

10月～11月
（全1回）

7
財団連携事業「講演会「オーケスト
ラを聴こう」」

クラシック音楽の愉しみ方を学び、市民の音楽芸
術への興味関心、教養を高める。

オーケストラ音楽の愉しみ方を学ぶ。
12月～1月
（全1回）

8
財団連携事業「めざせ！セミの抜
け殻博士」

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

セミの抜け殻を採集し、種類の判別方法を学ぶ。
8月

（全1回）

9
財団連携事業「中高生のための文
化施設職業体験」

専門性の高い財団施設の職務体験を行い、学生
の就労意識を高めるとともに財団の事業理解を得
る。

中高生を対象に財団内施設の職務経験を行う。
未定

（全8回）

10 公募事業①
生涯学習団体と協働し、市民の生涯学習活動を
推進する。

生涯学習団体と協働して講座を実施する。
4月

（全4回）

11 公募事業②
生涯学習団体と協働し、市民の生涯学習活動を
推進する。

生涯学習団体と協働して講座を実施する。
4月

（全4回）

12 子ども広場
子どもたちの憩いの場として施設を開放した交
流、市民ボランティアによるまちづくり推進を促進
する。

読み聞かせや、体験学習等を行う。
4月～3月
（全12回）

13
はじめてのフルーツ･カービング（彫
刻）

市民に新たな生涯学習活動を行うきっかけ作りを
提供する。

フルーツを使った彫刻作品を製作する。
4月

（全3回）

14 マージャンで脳トレーニング
麻雀を媒体とした脳トレーニングを行い、脳の活性
化を促進するとともに仲間づくりの場を提供する。

麻雀の複雑なルールを使って脳トレーニングを行
う。

4月
（全3回）

15 パパによるベビーマッサージ
父親の子育てに関する知識を深め、男女共同参
画を推進する。

父親を対象にベビーマッサージの学習を行う。
5月

（全2回）

16 着付体験教室
日本の伝統文化である着物全般について学び、
魅力を伝えると共に仲間づくりの場を提供する。

着物の成り立ち等を学び、実際に着付けを行う。
5月～6月
（全6回）

17 バランス料理講座
料理を通じて、地域食材、地産地消について考
え、市民の食に対する意識を向上を図る。

地元食材でバランスの良い献立の料理実習を行
う。

6月
（全3回）

18 思春期のココロ相談
思春期を迎えた子どもを持つ保護者特有の悩み
を解決する糸口を提供する。

スクールカウンセラーから家庭教育について学
ぶ。

6月
（全3回）

19 外国人のための浴衣教室
外国人を対象に浴衣全般について学び、日本文
化の学習、国際交流の場を提供する。

外国人を対象に浴衣の成り立ち、浴衣の着方を
学ぶ。

6月～7月
（全3回）

(東部生涯学習センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

20 巴川のお魚探検隊
河川で自然観察を行うための正しい知識を学び、
市民の環境保全に対する関心を高める。

水生生物について学び、実際に採取･観察を行
う。

7月
（全2回）

21 夏休み子ども市場見学
地元の生鮮食料品類の流通や経済についての知
識を深め、食料品に対する関心を高める。

中央卸売市場を見学し、流通の仕組みについて
学ぶ。

8月
（全1回）

22 遊水地の昆虫と遊ぼう
身近な自然に触れることで、子どもの豊かな感受
性を育て、環境保全に対する関心を高める。

親子で麻機遊水地の昆虫や自然を採取・観察す
る。

9月
（全1回）

23 子ども厨房
子どもの料理に対する意識向上と食育への関心
を高める機会を提供する。

料理実習を通し、食材、調理に関する知識を学
ぶ。

9月
（全1回）

24 男性料理講座
男性の料理、家事に対する意識を高め、男女共
同参画の機会とする。

季節の旬の食材を使った料理実習を行う。
9月～3月
（全3回）

25 月１ダンス教室
初心者でも踊れるダンスでダンスの魅力を伝える
とともに健康促進を図る。

初心者向けの誰もが踊れるダンス講座を行う。
10月～2月
（全5回）

26 パソコン初級講座②
高齢者のＩＴリテラシー向上をはかり、メールやイン
ターネットの活用による社会参加の一助とする。

初心者向けのパソコン講座。
10月

（全2回）

27 小学校低学年の子育て教室
小学校低学年の子どもに有益な学習方法や家庭
での支援の方法を保護者に提供する。

子どもの学習・生活における家庭での支援法を学
ぶ。

10月
（全2回）

28 小学校高学年の子育て教室
小学校高学年の子どもに有益な学習方法や家庭
での支援の方法を保護者に提供する。

子どもの学習・生活における家庭での支援法を学
ぶ。

10月
（全2回）

29 大学教授による地域文化学習
地域にある銭湯や歴史物を媒体に日本文化、地
域文化を見直す機会とする。

町人文化等、その地域の歴史、文化を学ぶ。
11月

（全2回）

30 骨盤矯正で行う健康
市民の健康増進に寄与し、生涯学習として仲間づ
くりの場を提供する。

骨盤矯正を行い、健康を促進する。
11月

（全2回）

31 経済講演会 市民の金融に対する知識を深める。 金融に関する講演会。
12月

（全1回）

32 大学教授による講演会
市民に対して学術的に高い知識を享受する機会
を設ける。

大学教授等による専門性のある講演会を行う。
1～3月
（全4回）

33 高齢者のための脳トレーニング 高齢者の健康促進を図る。
テキストを使用した脳トレーニングに関する講義を
行う。

1月
（全4回）

34 冬鳥観察会
身近な自然に触れることで、市民の環境保全や動
物愛護精神を高めることを促す。

麻機遊水地で冬鳥と自然の観察会を行う。
1月

（全1回）

35 防災講座
市民の防災意識を高めると共に地域の防災施設
の実状を学ぶ。

消防署見学及び防災についての講義を行う。
3月

（全1回）

36 みのり大学東部学級
高齢者が新たな知識、技術を学ぶとともに、仲間
づくりやことなる世代間の交流をとおし、豊かな人
生を送る一助とする。

オリエンテーション。
4月～3月
（全18回）

37 家庭教育学級
家庭教育に必要な現代的課題等について学び、
仲間をつくることにより、子どもたちの健やかな成
長を促し、豊かな人間性を育む。

子どもの学習方法や家庭教育に関することを学
ぶ。

10月～2月
（全5回）

38
広報事業
東部サークルリスト

地域住民に施設や学習団体の情報を提供し、生
涯学習を推進する。

施設や生涯学習団体の紹介を行う広報紙を発行
する。

通年
（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 行政等との共催事業「救命講習」
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知し、
課題に対する市民意識の向上を図る。

行政課題とその解決へ向けた取り組みを紹介す
る。

未定
（全1回）

2 行政等との共催事業
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知し、
課題に対する市民意識の向上を図る。

行政課題とその解決へ向けた取り組みを紹介す
る。

未定
（全1回）

3 行政等との共催事業
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知し、
課題に対する市民意識の向上を図る。

行政課題とその解決へ向けた取り組みを紹介す
る。

未定
（全1回）

4
財団連携事業「クラシック音楽の歴
史」

財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

音楽館学芸員による講義を実施する。
4月

（全3回）

5 財団連携事業「美術講義と鑑賞」
財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

財団の専門性を活かした美術講座。
6月～7月
（全2回）

6
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「安倍川流域まち歩きマッ
プ作り」

財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

安倍川流域を観察し、絵地図を作成する。
5月～7月
（全4回）

7
財団連携事業「めざせ！セミのぬ
けがら博士」

財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

セミの抜け殻を採集し、種類の判別を学ぶ。
8月

（全1回）

8 はじめての生涯学習
生涯学習施設の利用案内や活動相談を行い、地
域の生涯学習を推進する。

施設予約体験を含む利用説明と学習相談。
通年

（全12回）

9 地域産業体験講座
伝統工芸等に触れる機会を提供し、地域産業へ
の理解を深める。

職人による工芸紹介と制作体験を行う。
8月～12月
（全3回）

10 リトミック講座 市民団体と協働し、地域の親子交流を促進する。 親子対象のリトミックを実施する。
5月

（全2回）

11 ３Ｂ体操講座
市民団体と協働し、地域住民の健康増進と仲間
作りに寄与する。

３Ｂ体操の体験を実施する。
5月

（全3回）

12 民謡体験講座
市民団体と協働し、地域住民の文化振興と仲間
作りに寄与する。

民謡の体験講座を実施する。
6月

（全2回）

13 パソコン初級講座
高齢者のＩＴリテラシー向上をはかり、メールやイン
ターネットの活用による社会参加の一助とする。

初心者向けのパソコン講座。
未定

（全5回）

14 大学共催コンサート
親しみやすい演奏を通じて地域の音楽振興に寄
与するとともに学生に成果披露の機会を提供す
る。

音楽科の学生によるコンサートを実施する。
2月～3月
（全1回）

15 ファミリーコンサート
幼児が参加できる音楽鑑賞の機会を提供し、子ど
もの情操と地域の文化振興に寄与する。

親子連れが参加できるコンサートを実施する。
7月

（全1回）

16 食と文化の世界紀行
講義と体験を通じて異文化理解、国際交流の促
進を図る。

異文化に関する講話を行う。
10月～11月

（全1回）

17 夏休み英語体験　ＡＬＴとあそぼう
地域社会と学校教育の関わりを深め、子どもの国
際理解、異文化への関心を育む。

ＡＬＴ（外国語指導助手）と交流し、英語を学習す
る。

8月
（全2回）

18 中高生対象国際理解講座
海外生活の経験者との交流を通じて中高生の国
際的な知見を深め、多文化共生の関心を育む。

海外生活の経験者による講話と交流を行う。
9月～2月
（全1回）

19 手工芸講座
手工芸を通じた学習者の交流機会を創出し、地
域における生涯学習活動を促進する。

手工芸の制作を行う。
11月～12月

（全3回）

20 地元食材の料理講座
北部地域産の食材の魅力を伝えることにより地産
池消への関心を高め、郷土への理解を深める。

地元の食材を活用した料理実習を行う。
1月～2月
（全3回）

(北部生涯学習センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

21 非常食クッキング
災害時を想定した料理実習を通じて防災知識を
普及し、意識啓発を行う。

災害時を想定した料理実習を行う。
9月

（全3回）

22 健康料理講座
生活習慣病を予防する為の実践的な学習機会を
提供し、市民の健康増進に寄与する。

健康に配慮した料理実習を行う。
5月～9月
（全3回）

23 消費者問題・ライフプラン講座
消費者問題や生活設計等の学習を通して適切な
判断ができる消費者を育成する。

ライフプランや家計管理に関する講義を実施す
る。

1月～2月
（全3回）

24 北部探訪
北部地域の歴史等の学習機会を通して魅力を発
信し、地域への愛着を育む。

北部地域の歴史等に関する講義を実施する。
5月～7月
（全5回）

25 北部歴史講座
静岡の歴史、文化の魅力を発信し、地域への愛
着を育む。

地域の歴史、文化等に関する講義を実施する。
10月～12月

（全5回）

26 木工芸講座
ものづくりへの関心を高める契機とし、市民の文化
意識の向上を図る。

木工芸の制作を行う。
6月～9月
（全5回）

27 男性向け料理講座
料理を通じた交流を促進する。また、男性の家事
参加への意識を高める。

男性対象の料理講座を実施する。
1月～2月
（全3回）

28 中山間地交流講座
中山間地の自然や文化等を紹介し、地域の魅力
発信と交流を促進する。

バスで中山間地を訪問し、地域の魅力を学習す
る。

11月
（全1回）

29 音楽体験講座
気軽に音楽に親しめる機会を提供し、地域の文化
振興に寄与する。

楽器演奏を体験する。
7月～10月
（全5回）

30 健康づくり講座
医療、健康に関する講話等を通じて市民の健康
増進に寄与する。

医療、健康に関する講話等を実施する。
7月～8月
（全4回）

31 ビジネスマナー講座
日常生活にも応用できるビジネスマナーの学習機
会を提供し、職業能力の向上に寄与する。

ビジネスマナーの講義と実践を行う。
10月～12月

（全4回）

32 母子のふれあい講座
子育て世代の仲間作りのきっかけとし、育児に関
する悩み共有、解決の場を提供する。

子育てに関する講義や親子遊びを行う。
9月～11月
（全5回）

33 国際文化学習講座
言語認知学の観点から他国の文化や風習に触れ
る場を提供し、市民の国際的な知見を深める。

他国の文化や風習に関する講義を実施する。
9月～10月
（全3回）

34 3世代交流講座
3世代を対象とした創作活動を通して地域におけ
る異世代交流を促進する。

3世代を対象とした創作活動を行う。
8月

（全3回）

35 賤機山講座
地域資源の学習機会を通して魅力を発信し、地
域への愛着を育む。

賤機山の歴史等を学習する。
未定

（全2回）

36 読書推進講座
本の楽しみ方を紹介し、市民の読書推進に寄与
する。

図書の紹介と読み聞かせ等を行う。
4月～6月、9月

～3月
（全10回）

37 みのり大学北部学級
高齢者自身が交流の輪を広げ、経験を生かしな
がら新しい知識、技術を学び、社会参加を進める
なかで生きがいを創造し、豊かな人生を送る。

全体会①
4月～3月
（全18回）

38 女性学級
現代的課題等の学習と仲間づくりの機会を提供
し、従来の性別役割分担意識を見直すとともに女
性の社会参画を促進する。

現代的課題（男女共同参画）等の学習と交流を行
う。

5月～7月
（全5回）

39 広報事業
地域住民に施設や学習団体の情報を提供し、生
涯学習を推進する。

施設や生涯学習団体の紹介を行う広報紙を発行
する。

3月
（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 パソコン初級講座
高齢者のＩＴリテラシー向上をはかり、メールやイン
ターネットの活用による社会参加の一助とする。

初心者向けのパソコン講座。
未定

（全5回）

2 はじめての生涯学習
生涯学習施設の利用案内や活動相談を行い、地
域の生涯学習を推進する。

施設予約体験を含む利用説明と学習相談。
通年

（全12回）

3
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「コミュニティダンス公演」

参加者全員で一つのダンス作品を作ることにより、
世代間交流を図りながら創造力を育む。

ダンス作品の制作、発表を行う。
6月～8月
（全10回）

4
行政等との共催事業「古文書解読
講座」

古文書を解読することにより、歴史を学び、教養を
高める。

古文書解読講座
10月～11月

（全5回）

5
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「安倍川流域まち歩きマッ
プ作り」

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

安倍川流域絵地図作り
5月～7月
（全2回）

6 財団連携事業「ＡＯＩ探検ツアー」
財団の専門性を活かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

ＡＯＩ探検ツアー
5月

（全1回）

7
財団連携事業「静岡市美術館との
連携事業」

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

財団連携事業
未定

（全1回）

8 わらしなマップ作り講座
市民が地域のマップ制作を行うことにより、まちづ
くり振興及びまちづくりを推進する人材の育成を
目指す。

藁科地域のマップ制作
未定

（全7回）

9 子ども太鼓教室
小学生に和太鼓に触れる機会を提供し、日本文
化を知る機会とする。

和太鼓教室
7月～8月
（全6回）

10 ぶらり歴史散策講座
藁科地域の歴史を訪ね、地域の魅力を再発見し
郷土理解に繋げる。

藁科地域の歴史探訪講座
5月～6月
（全1回）

11 親子料理講座
親子で料理作りをし、食の安全について学び親子
同士の交流を図る機会とする。

親子で手軽にできる健康料理作りを行う。
7月

（全1回）

12 防犯フェアinわらしな
地域の防犯について再確認し、安全なまちづくり
を推進する。

防犯についての講演会と地域交流会
1月～2月
（全1回）

13 健康講演会
地域の団体と共催し、藁科地域の住民に対して健
康的な生活を見直す機会を提供する。

地域のスポーツ振興と健康についての講演会
7月

（全1回）

14 四季の星座～春～
地元で星を観察し、自然に対する興味関心を持
つ機会とする。

季節の星座の観察
5月

（全1回）

15 四季の星座～夏～
地元で星を観察し、自然に対する興味関心を持
つ機会とする。

季節の星座の観察
8月

（全1回）

16 四季の星座～秋～
地元で星を観察し、自然に対する興味関心を持
つ機会とする。

季節の星座の観察
11月

（全1回）

17 四季の星座～冬～
地元で星を観察し、自然に対する興味関心を持
つ機会とする。

季節の星座の観察
2月

（全1回）

18 行政等との共催事業
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知し、
課題に対する市民意識の向上を図る。

行政等との共催事業
未定

（全1回）

19 行政等との共催事業
高齢社会において、認知症についての理解と支
え方について学ぶ機会とする。

認知症についての講演会
未定

（全1回）

20 ライフプランニング講座
環境の変化やトラブルなどにとらわれず、安心して
充実した毎日を過ごすために、今後の人生設計
について考える機会を提供する。

ライフプランについての講義
未定

（全3回）

21 障がいのある方のための講座
障がいのある方とその家族を対象に、参加者同士
の交流の機会の場を提供する。

美術作品制作または料理作りなど
未定

（全2回）

(藁科生涯学習センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

22 キャリア支援講座
キャリアアップや就労支援の講座を行い、個人の
スキルアップを図る。

キャリアアップに関する講座
未定

（全4回）

23 綿栽培講座 綿栽培を通して環境について学ぶ 地域の畑で綿栽培に挑戦する。
5月～12月
（全8回）

24 コンサート
誰でも気軽に音楽鑑賞ができる機会を提供し、地
域の音楽に対する関心を高めることを目的とす
る。

コンサート
12月

（全1回）

25
行政等との共催事業「ＡＬＴと遊ぼ
う」

外国籍の講師と触れ合うことにより、文化の違いを
肌で感じ、多文化共生について学ぶ機会とする。

ALT講座
8月

（全2回）

26 心の健康講座
日常生活における不安の解消、ストレスの軽減
等、健康な心で過ごすための心構えを学び、日々
の生活に活かす。

心の健康に関する講演会
未定

（全1回）

27 地域散策講座
地域に伝わる伝承やお祭りを訪ね、地元の歴史
や文化を再確認し、郷土理解に繋げる。

地域の歴史に関する講義や見学
未定

（全1回）

28 中勘助関連講座
かつて服織地域で生活をしていた文筆家の作品
から、当時の服織地域を知り地域への愛着を増
す。

中勘助と文学について
未定

（全1回）

29 子ども美術教室
地域の芸術家から、美術作品の作成について学
び、地元の人材活用と小学生の豊かな情操を育
む機会とする。

工作を行う
未定

（全3回）

30 協働企画運営 利用者団体との協働企画運営事業 利用者団体との協働企画運営講座
未定

（全4回）

31 牧場体験講座
子ども達に牧場体験をしてもらい、健やかな情操
教育につなげる

牧場体験
未定

（全1回）

32 木版画講座
木版画を学び、趣味を増やし教養の向上につな
げ、新規利用団体の立ち上げを目指す。

木版画制作
未定

（全4回）

33 清沢焼講座
焼物に親しむとともに地域の工芸について知る機
会とし、新規利用団体の立ち上げを目指す。

焼き物制作
未定

（全3回）

34 木彫り講座
木彫りに親しむとともに地域の工芸について知る
機会とし、新規利用団体の立ち上げを目指す。

木彫り作品制作
未定

（全4回）

35 書写書道関連講座
毛筆離れの進む現代において、毛筆文化を見直
し普及を目指す。

書写書道についての講義及び実技ほか
未定

（全4回）

36
行政等との共催事業「戦争につい
ての講座」

戦争を二度と繰り返さないために、戦争を知らな
い世代に語り継ぎ、国際平和について考える機会
とする。

戦争についてのお話会
未定

（全1回）

37 男の料理教室
家事体験を通じて男女共同参画について考える
機会とする。

男性のための簡単で健康な料理作り
未定

（全2回）

38
行政等との共催事業「クリスマスお
たのしみ会」

小学生以下の子供を対象に読み聞かせや人形劇
を行い、子ども同士の交流の場とし、健やかな成
長と情操教育に役立てる。

クリスマス会
12月

（全1回）

39
行政等との共催事業「地理・歴史講
座」

静岡の地理や歴史について学び、教養を高める。 地理歴史講座
2月

（全2回）

40 みのり大学藁科学級
高齢者自身が、仲間づくりや異なる世代との交流
の輪を広げ、新しい知識、技術を学習し、社会参
加を進めながら、自らの生きがいを創造する。

第１回全体説明会
4月～3月
（全18回）

41 家庭教育学級藁科学級
小学校入学前の子供を持つ保護者の悩み解決
及び保護者同士の交流の機会を目的とする。

子どもの叱り方、ほめ方
9月～1月
（全5回）

42 広報事業
地域住民に施設や学習団体の情報を提供し、生
涯学習を推進する。

施設や生涯学習団体の紹介を行う広報紙を発行
する。

3月
（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 行政等との共催事業
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知し、
課題に対する市民意識の向上を図る。

行政課題とその解決へ向けた取り組みを紹介す
る。

未定
（全6回）

2 はじめての生涯学習
生涯学習施設の利用案内や活動相談を行い、地
域の生涯学習を推進する。

施設予約体験を含む利用説明と学習相談。
通年

（全12回）

3 パソコン初級講座
高齢者のITリテラシー向上をはかり、メールやイン
ターネットの活用による社会参加の一助とする。

初心者向けのパソコン講座。
未定

（全5回）

4
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「コミュニティダンス公演」

参加者全員で一つのダンス作品を作ることにより、
世代間交流を図りながら創造力を育む。

ダンス作品の制作、発表を行う。
7月～8月
（全10回）

5 科学館との連携講座
財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

財団の専門性を生かした講座。
7月

（全2回）

6 成人向け宇宙に関する講座
財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

財団の専門性を生かした講座。
8月

（全2回）

7 はじめてのＡＯＩ
財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

財団の専門性を生かした講座。
5月

（全1回）

8 生涯学習団体との共催講座①
生涯学習団体の活動を周知する場とすることで、
地域における生涯学習活動の促進を図る。

生涯学習団体と協働企画運営する講座を実施す
る。

未定
（全3回）

9 生涯学習団体との共催講座②
生涯学習団体の活動を周知する場とすることで、
地域における生涯学習活動の促進を図る。

生涯学習団体と協働企画運営する講座を実施す
る。

未定
（全3回）

10 西奈の古文書
地域の歴史を調査及び発信することで、地域にお
ける歴史文化の振興とともに地域住民の学習意欲
の向上を諮る。

地域に残された古文書を調査研究し、その成果を
発表するとともに冊子にまとめる。

2月
（全2回）

11 歴史講演会
生涯学習団体の活動を周知する場とすることで、
地域における生涯学習活動の促進を図る。

生涯学習団体と協働企画運営する歴史講演会を
実施する。

未定
（全1回）

12 政治に関する講座
政治に関する知識を提供することで、市民の社会
参画への意識の向上を図る。

政治に関する講座を実施する。
8月

（全2回）

13 近隣の教育機関との共催講座
芸術文化に触れる機会を提供することで、地域の
芸術文化の振興に寄与する。

学校の部活動による芸術(演劇もしくは音楽)発表
会を実施する。

未定
（全1回）

14 常葉短大英語英文科との共催講座
学生の事業企画を採用し、実施することで、生涯
学習指導者の育成に寄与する。

児童や遊び等を通じて外国語を学ぶ講座を実施
する。

7月～12月
（全6回）

15 子ども向け地域自然観察講座①
地域の動植物に触れる機会を提供することで、地
域の自然環境に対する理解の向上を図る。

近隣の森林において、動植物の観察などを行う体
験講座を実施する。

5月～6月
（全2回）

16 子ども向け地域自然観察講座②
地域の動植物に触れる機会を提供することで、地
域の自然環境に対する理解の向上を図る。

近隣の森林において、動植物の観察などを行う体
験講座を実施する。

7月、10月
（全2回）

17 大人向け地域自然観察講座
地域の動植物に触れる機会を提供することで、地
域の自然環境に対する理解の向上を図る。

近隣の森林において、動植物の観察などを行う体
験講座を実施する。

11月～12月
（全2回）

18 マラソン講座
マラソンでの走り方身体づくりに関する機会をてい
きょうすることで、健康促進とともに受講者同士の
コミュニティの創出を図る。

マラソンに関する基礎知識を学ぶ講座を実施す
る。

10月
（全4回）

19 木版画講座
芸術作品を制作する機会を提供することで、地域
の芸術文化の振興に寄与する。

木版画の制作方法を学ぶ実技講座を実施する。
11月

（全4回）

(西奈生涯学習センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

20 コーヒーの淹れ方講座①
コーヒーの淹れ方についての知識を提供すること
で、接遇に関する知識の向上を図る。

コーヒーの淹れ方や、そのマナー等について学ぶ
講座を実施する。

6月～7月
（全3回）

21 コーヒーの淹れ方講座②
コーヒーの淹れ方についての知識を提供すること
で、接遇に関する知識の向上を図る。

コーヒーの淹れ方や、そのマナー等について学ぶ
講座を実施する。

2月
（全3回）

22 異文化学習講座
異文化に触れる機会を提供することで、多文化共
生に対する理解の向上を図る。

海外の生活習慣や文化等を学ぶ講座を実施す
る。

未定
（全4回）

23 料理講座①
家庭で実践できる調理方法を紹介することで、食
に対する意識の向上を図る。

料理講座を実施する。
未定

（全2回）

24 料理講座②
家庭で実践できる調理方法を紹介することで、食
に対する意識の向上を図る。

料理講座を実施する。
未定

（全2回）

25 料理講座③
家庭で実践できる調理方法を紹介することで、食
に対する意識の向上を図る。

料理講座を実施する。
未定

（全2回）

26 常葉大学との共催講座
学生の事業企画を採用し、実施することで、生涯
学習指導者の育成に寄与する。

大学生と協働企画運営する事業を実施する。
未定

（全1回）

27 読書に関する講座
地域住民に本に親しむ機会を提供することで、青
少年の健全な育成に寄与する。

読書の推進に関する講座を実施する。
12月

（全1回）

28 経済学に関する講座
経済に関する知識を提供することで、市民の消費
生活の安定と向上を図る。

経済学に関する講座を実施する。
未定

（全2回）

29 和食に関する講座
和食に関する知識や調理方法を紹介することで、
食に対する意識の向上を図る。

和食に関する座学と調理実習を実施する。
未定

（全3回）

30 職業能力の向上に関する講座
仕事に必要な知識を提供することで、市民の自己
啓発の一助とする。

職業能力の向上に関する講座を実施する。
未定

（全3回）

31 IPS細胞に関する講座
政治・経済に関する知識を提供することで、市民
の社会参画への意識の向上を図る。

政治・経済に関する講座を実施する。
未定

（全1回）

32 高齢者学級みのり大学西奈学級
多分野の学習を通して、受講者同士の交流を図
るとともに、社会参画を推進し、高齢者の生きがい
の創出を図る。

オリエンテーション
4月～3月
（全18回）

33 家庭教育学級
家庭教育に必要な現代的課題の学習を通して、
受講者同士の交流を図るとともに、子どもたちの
健全な育成に寄与する。

子育て支援に関する講座を実施する。
10月～12月

（全5回）

34 広報事業
地域住民に施設や学習団体の情報を提供し、生
涯学習を推進する。

施設や生涯学習団体の紹介を行う広報紙を発行
する。

3月
（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 こども福祉講座 小中学生を対象に福祉への理解促進を図る。
福祉施設関係者を招き、福祉について実技を交
え学習する。

8月
（全2回）

2 国際交流講座
言語学習を通じて地域の再発見と国際交流をは
かる。

異文化理解のための言語学習講座。
12月

（全3回）

3 パソコン初級講座
高齢者のＩＴリテラシー向上をはかり、メールやイン
ターネットの活用による社会参加の一助とする。

初心者向けのパソコン講座。
6月

（全5回）

4 多角的に見る世界の報道 報道を通じて静岡の今を考える。 報道現場から見た社会の問題を学ぶ。
9月

（全3回）

5
行政等との共催事業「職業訓練っ
て何？」

職業訓練とは何かを考える。 職業訓練支援センター見学と訓練体験。
2月

（全1回）

6
次世代エネルギーのあり方を考え
る

エネルギー問題を考える。 次世代エネルギーを多面的に学ぶ。
9月

（全2回）

7 静岡の海洋資源 地元の海洋資源とその将来について学ぶ。 駿河湾の海洋資源についての学習。
6月

（全2回）

8 環境を考えたリサイクル講座
環境問題や自然保護への意識を高め、日頃の生
活を見直す機会とする。

家庭ごみの問題を理解し、不要品を用いた作品
の制作。

10月
（全3回）

9 看護の現場から 看護医療の啓蒙活動。 看護学生と学ぶ看護の世界。
7月

（全2回）

10 自己鍛錬講座 自分自身の身体と向き合う機会を提供する。 健康増進のための自己鍛錬講座。
10月～11月

（全6回）

11 防災とアマチュア無線
防災活動における無線の活用法を学び、防災意
識の高揚を図る。

アマチュア無線を用いた防災活動を行う。
9月

（全3回）

12
行政等との共催事業「子ども防災
講座」

行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知し、
課題に対する市民意識の向上を図る。

防災に関する講座を実施する。
8月

（全1回）

13
行政等との共催事業「子どもの救命
講座」

救命講習を通じて地域活動の一助となる為の人
材を育成し又、救命に関する理解促進を図る。

地域の子どもを持つ保護者に対し、救命に関する
講義と実習を行う。

6月
（全1回）

14 教育現場から見る文字の世界 文字を通じて教育問題を考える。 国語教育の変遷と現在を学ぶ。
8月

（全4回）

15 親子教育講座
未就学児の心身発達をサポートし、親子の交流を
深める場を提供する。

親子体操の実施。
11月

（全3回）

16 丸子紅茶と地域振興 静岡の茶農業の未来を考える。 丸子紅茶についての体験学習。
10月

（全1回）

17 自然食講座
安全で身体に良い地元の食材を使った料理を学
び健康に対する意識を高める。

自然食の講義・料理実習。
6月

（全2回）

18 子ども料理教室 地域の食材や食文化の理解を深める。 基礎講義と調理実習。
12月

（全1回）

19
行政等との共催事業「消費と生活を
考える」

消費者問題の啓蒙活動。 消費トラブルについての学習。
5月

（全1回）

20 快適ライフプラン講座
生活に役立つ知識を学ぶことで、豊かなライフスタ
イルを身につける。

生活に役立つ知識を学ぶ。
9月

（全3回）

(南部生涯学習センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

21 木製模型と伝統産業 伝統産業である木工への理解を深める。 木工業の成り立ちと木製模型の体験学習。
11月

（全5回）

22
行政等との共催事業「伝統工芸理
解講座」

地域の伝統文化を見直す機会と地場産業への理
解を深める。

伝統工芸講義や体験学習を実施する。
11月

（全4回）

23 静岡市文化協会との共催講座
地域の伝統文化を学ぶことにより地域に根ざした
伝統文化を再確認する。

地域の伝統文化を学ぶ。
3月

（全4回）

24
旧マッケンジー住宅演奏・講演会
春

地域の文化財を活用し、その存在を市民へ周知
する。

旧マッケンジー住宅での演奏会・講演会。
5月

（全1回）

25
旧マッケンジー住宅演奏・講演会
秋

地域の文化財を活用し、その存在を市民へ周知
する。

旧マッケンジー住宅での演奏会・講演会。
10月

（全1回）

26 ギター講座
楽器演奏を体験し音楽の楽しさを味わう機会を提
供する。

ギター奏法の基礎を学ぶ。
6月

（全5回）

27 南部歴史塾
静岡の歴史について学び、知識を高め学習意欲
を推進させる。

静岡市駿河区周辺の歴史を学ぶ。
1月～2月
（全5回）

28 文化教養講座
郷土に纏わる文化や歴史を学ぶことで地域の魅
力を見直す機会とする。

文化教養講座の講演会。
1月～2月
（全5回）

29
財団連携事業
「歌舞伎事前講演会」

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の文
化振興の発展に寄与する。

歌舞伎講演会の実施。
７月

（全1回）

30
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業
「ウォークツアー 久能山探検！」

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の文
化振興の発展に寄与する。

久能山展ギャラリートークと久能山東照宮の解説
付き見学ツアー。

10月
（全1回）

31
財団連携事業
「ＡＯＩ探検ツアー」

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の文
化振興の発展に寄与する。

静岡音楽館AOI体験ツアーの実施。
11月

（全1回）

32
財団連携事業
「めざせ！セミのぬけがら博士」

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の文
化振興の発展に寄与する。

セミの抜け殻を採集し、種類を判別方法を学ぶ。
8月

（全1回）

33 社交ダンス講座
社交ダンスを通じて健康増進と受講者同士の交
流を図る。

社交ダンスの基礎を学ぶ。
5月

（全5回）

34 健康講座 生活習慣を見直し、健康増進を図る。 健康に繋がる軽運動を行う。
5月～6月
（全6回）

35 女性学級公開講座
公開講演会を通じて広く市民へ周知することで、
女性学級への理解と関心を得る。

講演会の実施。
12月

（全1回）

36 はじめての生涯学習
生涯学習施設の利用案内や活動相談を行い、地
域の生涯学習を推進する。

施設予約体験を含む利用説明と学習相談。
4月、6月、12

月、3月
（全6回）

37 高齢者学級みのり大学南部学級 オリエンテーション 役員決定、自己紹介
4月～3月
（全18回）

38
南部女性学級みなみウーマンカ
レッジ

オリエンテーション、仲間づくり レクリエーション他
7月～12月
（全6回）

39 なんぶだより
地域住民に施設や学習団体の情報を提供し、生
涯学習を推進する。

施設や生涯学習団体の紹介を行う広報紙を発行
する。

通年
（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 日本語教室「おさだ」
より住みやすいまちづくりの一環として地域に根差
した国際交流を図る。

在住外国人への日本語学習指導。生活・悩み相
談。

随時
（全1回）

2
地域資源を活かした講座１（用宗漁
港）

地域にある施設の紹介を通じ、地域の魅力の再
発見につなげる。

学習センター地元施設を訪ね、体験する。
未定

（全1回）

3
地域資源を活かした講座２（施設見
学）

地域にある施設の紹介を通じ、地域の魅力の再
発見につなげる。

学習センター地元施設を訪ね、体験する。
未定

（全1回）

4
地域資源を活かした講座３（フルー
ツ収穫）

地域の特産の紹介を通じ、地域の魅力の再発見
につなげる。

センター地元農産物の収穫・農業体験。
未定

（全1回）

5
地域資源を活かした講座４（じゃが
いも収穫）

地域の特産の紹介を通じ、地域の魅力の再発見
につなげる。

センター地元農産物の収穫・農業体験。
5月

（全1回）

6 長田の桃でフルーツタルトづくり1 地元特産物の紹介を図り地産地消を推進する。
長田地区特産の桃を使い、フルーツタルトをつく
る。

6月
（全1回）

7
長田の桃でフルーツタルトづくり2三
世代編

地元特産物の紹介を図り地産地消を推進する。
長田地区特産の桃を使い、フルーツタルトをつく
る。

6月
（全1回）

8
長田の桃でフルーツタルトづくり3中
高生編

地元特産物の紹介を図り地産地消を推進する。
長田地区特産の桃を使い、フルーツタルトをつく
る。

6月
（全1回）

9
長田の桃でフルーツタルトづくり4保
護者編

地元特産物の紹介を図り地産地消を推進する。
長田地区特産の桃を使い、フルーツタルトをつく
る。

6月
（全1回）

10 丸子川クリーン活動
連合町内会と連携し、地域との連携・つながりを強
化する。環境美化と地域コミュニティの醸成をはか
る。

丸子川沿い土手約７㎞の清掃と草刈りを行う。
11月9日
（全1回）

11 初心者のための男性料理教室
健康管理への意識を高め男性の家事参画を促
す。

料理初心者の男性を対象に、料理の基本を学
ぶ。

未定
（全4回）

12 時間旅行 異文化交流・国際理解のきっかけづくりとする。
静岡在住の外国人から、出身国の言語や風土を
学ぶ。

7月20日
（全1回）

13
夏休み英語体験！　ＡＬＴとあそぼ
う！

地域社会と学校教育の関わりを深め、子どもの国
際理解、異文化への関心を育む。

ＡＬＴ（外国語指導助手）と交流し、英語を学習す
る。

8月
（全2回）

14 パソコン初心者講座
高齢者のＩＴリテラシー向上をはかり、メールやイン
ターネットの活用による社会参加の一助とする。

初心者向けのパソコン講座。
未定

（全5回）

15 ママいきいきパソコン教室
再就職に向けてパソコンスキルを磨くことで、就労
支援を行う。

キーボード入力などパソコンの基礎を利用団体会
員と講師から学ぶ。

未定
（全4回）

16
行政等との共催事業「駿府匠宿で
のものづくり講座」

静岡市の伝統工芸や地場産業について理解を深
める。

静岡市の伝統工芸や地場産業について学び、も
のづくり体験を行う。

未定
（全1回）

17 理科自由研究講座
児童の科学への関心を高める。地元在住元教師
らの研究活動の推進と地元人材活用。

身近なものを使った理科実験教室。
7月

（全1回）

18 中高生のための理科実験
生徒の科学への関心を高める。地元在住元教師
らの研究活動の推進と地元人材活用。

身近なものを使った理科実験教室。
未定

（全1回）

19 財団連携事業「セミのぬけがら」
財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

セミの抜け殻を採集し、種類の判別方法を学ぶ。
未定

（全1回）

20 行政等との共催事業「下水道」
下水道の仕組みや役割の重要性を伝えるととも
に、日常生活における下水道の正しい使い方を
学ぶ。

下水道の仕組みや役割、正しい使い方について
学ぶ

8月
（全1回）

21
行政等との共催事業「いきいき健康
講座」

生活習慣を改善するための行動変容に繋げる支
援をする。

メタボ対策料理講座や口腔衛生講座
未定

（全4回）

(長田生涯学習センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

22 歴史ウォーキング
地域の魅力を再発見し、地域に対する理解と愛着
を深め、心身の健康増進につなげる。

長田地区の歴史や史跡を歩いて訪ねる。
4月

（全2回）

23 歴史ウォーキング
地域の魅力を再発見し、地域に対する理解と愛着
を深め、心身の健康増進につなげる。

長田地区の歴史や史跡を歩いて訪ねる。
未定

（全2回）

24 行政等との共催事業「防災教室」
体験学習を通じて、東海地震の予備知識とし、地
震に強い街づくりを目指す。

地震の仕組みを実験や工作などで学ぶ体験講座
を行う

未定
（全1回）

25 春のこどもあそび教室 市民団体と協働し、地域の親子交流を促進する。 親子対象のリトミックを実施する。
4月～7月
（全12回）

26 秋のこどもあそび教室 市民団体と協働し、地域の親子交流を促進する。 親子対象のリトミックを実施する。
9月～11月
（全12回）

27 冬のこどもあそび教室 市民団体と協働し、地域の親子交流を促進する。 親子対象のリトミックを実施する。
12月～3月
（全12回）

28 教育講演会
家庭教育に必要な現代的課題等について学び、
子どもたちの健やかな成長を促し、豊かな人間性
を育む。

子どもの学習方法や家庭教育に関することを学
ぶ。

未定
（全1回）

29 金融リテラシーを高める講座 金融リテラシーを高め、「生きる力」を養う 「おこづかい」を通じて金銭教育を学ぶ
未定

（全1回）

30 長田地区郷土史講座
地域の魅力を再発見し、センター地元への理解と
愛着をより一層深める

長田地区の魅力を歴史、文学から学ぶ。
未定

（全4回）

31
行政等との共催事業「ＪＲ安倍川駅
再開発」

静岡市都市計画、長田地区目標「自然と歴史を活
かし、安心して生活できる人にやさしいまちづくり」
の周知。

ＪＲ安倍川駅周辺整備事業について学び意見交
換する。

未定
（全1回）

32 はじめての生涯学習
生涯学習施設の利用案内や活動相談を行い、地
域の生涯学習を推進する。

施設予約体験を含む利用説明と学習相談。
通年

（全12回）

33 財団連携事業「歌舞伎講演会」
財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

財団の専門性を生かした講座。
7月

（全1回）

34
財団連携事業「作曲家入門～モー
ツァルトを知ろう」

親しみやすい音楽講義を実施し、地域の文化振
興に寄与する。

音楽館学芸員による講義を実施する。
5月18日
（全1回）

35
「法隆寺展（仮称）」展示解説付き
見学

財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

財団の専門性を生かした講座。
6月

（全1回）

36 手話教室 聴覚障がい者の福祉向上をめざす 初歩の手話を学ぶ
未定

（全1回）

37 三世代の季節の和菓子づくり 食の重要性と健康管理への意識を高める。
調理機器の使い方を学びながら、料理実習を行
う。

未定
（全1回）

38 三世代の料理講座 食の重要性と健康管理への意識を高める。
刃物や調理機器の使い方を学びながら、料理実
習を行う。

未定
（全1回）

39 初心者のためのカラテ道入門
市民の健康づくりを促進し、利用団体の活動を活
性化させる。

健康維持の運動を行う。
4月～5月
（全8回）

40 みのり大学長田学級
高齢者の生きがいの創造、異なる世代との交流、
仲間作りを目指す。

学級作り・会費納入・学級開式
4月～3月
（全18回）

41 おさだ家庭教育学級
家庭教育に必要な現代的課題等について学び、
仲間をつくることにより、子どもたちの健やかな成
長を促し、豊かな人間性を育む。

子どもの学習方法や家庭教育に関することを学
ぶ。

未定
（全5回）

42 広報事業
地域住民に施設や学習団体の情報を提供し、生
涯学習を推進する。

施設や生涯学習団体の紹介を行う広報紙を発行
する。

2月
（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 高齢者学級みのり大学大里学級
高齢者が新たな知識、技術を学ぶとともに、仲
間づくりや異なる世代間の交流をとおし、豊か
な人生を送ることを目的とする。

学習と仲間づくり
4月～3月
（全18回）

2 大里女性学級
女性が現代的課題等について学び、従来の性
別役割分担意識を見直し、仲間をつくることに
より、より一層社会に参画する。

学習と仲間づくり
5月～3月
（全11回）

3 広報事業
地域住民に施設や学習団体の情報を提供し、
生涯学習を推進する。

施設や生涯学習団体の紹介を行う広報紙を
発行する。

4月
（全1回）

4 教育相談事業 地域の子ども達を地域で守り育てる。 大里中学と共催で行う地域家庭教育講座
通年

（全1回）

5 はじめての生涯学習
生涯学習施設の利用案内や活動相談を行
い、地域の生涯学習を推進する

施設予約体験を含む利用説明と学習相談。
通年

（全12回）

6 大里中学校吹奏楽コンサート
複合する大里中学校の吹奏楽部生徒に活動
発表の場を提供するとともに、気軽に音楽に触
れる機会を市民に提供する。

大里中学校吹奏楽部によるコンサート。
4月、7月、2月

（全3回）

7 型絵染講座
人間国宝芹沢銈介と同じ染色技法を用いて型
絵染めの製作をすることで、芹沢作品を理解
し、親しむ。

芹沢銈介美術館と共催で行う染物講座。
4月～5月
（全5回）

8 託児付きストレッチ
ストレッチやダンスを通して、子育て中の母親
の心身リフレッシュと健康促進を図る。利用団
体との共催し活動支援も行う。

子育て中の母親を対象としたストレッチ講座。
4月～5月
（全3回）

9 語学講座
中国語を通し異文化に触れる機会を提供する
ことで、国際理解の促進を図る。

中国語の学習、中国家庭料理実習と交流会
の実施。

5月～7月
（全5回）

10 大里園芸講座
身近な事柄から環境を意識させ、日常に活か
す。

身近な植物を育てながら学ぶ環境学習講座
5月～7月
（全4回）

11 人形劇あっぷっぷ公演
人形劇鑑賞で親子のふれあいを促進するとと
もに、生涯学習センターへの親しみを深める。

人形劇あっぷっぷによる人形劇の鑑賞。
5月、8月、12月

（全3回）

12 むかしあそび講座
小さな子どもからお年寄りまで、幅広い年齢層
のふれあいの場とする。

地域のお年寄りから昔の遊びを教わり一緒に
遊ぶ。

6月
（全1回）

13 中学生サポートつきパソコン講座
中学生のボランティア意識を育てるとともに、幅
広い年齢層の市民との活発な交流を図る。

大里中学校と共催で行う初心者向けのパソコ
ン講座

8月
（全1回）

14 コミュニケーター科学講座
科学に対する体験・対話型の学習から理科・
科学の楽しさを伝える。

科学コミュニケーター育成講座を受講した講
師の科学講座

8月、9月
（全2回）

15 行政等との共催事業「親子でバスはかせ」 市担当課と行政課題を扱った事業を行う。
行政課題等への市の取り組みを周知し、理
解醸成と課題解決を図る。

8月
（全1回）

16
静岡市文化振興財団設立20周年記念事
業「エスパルスダンスワークショップ」

静岡市民により作られたエスパルスダンスを周
知し、ダンスによる身体表現を体験する。

ダンス講師によるエスパルスダンスを身に着
けるワークショップ。

8月
（全1回）

17
静岡市文化振興財団設立20周年記念事
業「安倍川流域まち歩きマップ作り」

財団の専門性を生かした事業を行い、地域の
文化振興に寄与する。

安倍川流域を観察し、絵地図を作成する。
5月～7月
（全3回）

18 蕎麦栽培から始める蕎麦打ち講座
作物を育てることの楽しみや自然を相手にする
ことの大切さを知るきっかけとし、地域の世代
間交流の場とする。

大里中学校との共催講座。蕎麦栽培からはじ
め蕎麦打ち体験を行なう。

9月～12月
（全4回）

19 行政等との共催事業「認知症ミニ講演会」
認知症について正しい知識を得ることで、認知
症患者が生き生きと暮らせる地域づくりを推進
する。

大里保健福祉センターと共に企画運営する、
認知症についての講演会。

9月
（全1回）

20 お菓子作り講座①
お菓子作りの楽しさを味わうと共に、仲間同士
の交流を図る。

家庭でも手軽にできるお菓子作り講座を行
う。

9月
（全1回）

21 薬膳料理講座
薬膳の考え方を通して、食生活の改善に繋げ
る。

薬膳料理についての講義と実習を行う。
9月～10月
（全3回）

22 子育て講座
乳幼児をもつ親のリフレッシュと仲間作りの場
を提供する。

子育てに役立つ知識を学ぶ。
10月～12月

（全5回）

(大里生涯学習センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

23 手作りパン講座
活動団体のメンバーと一緒にパン作りを学び、
家庭でも継続できるような方法を習得すること
で、家庭での絆を深める。

基礎から始めるパン作り講座。
10月

（全2回）

24
行政等との共催事業「登呂遺跡歴史講
座」

リニューアルした登呂博物館の存在を市民へ
周知し地域の文化遺産への理解を深める。

登呂遺跡についての講義。
10月

（全1回）

25 木版画講座
日本の伝統文化の価値を見直すと共に、仲間
作りを行なう。

木版画の制作と仲間づくり。
10月

（全5回）

26 お菓子作り講座②
お菓子作りの楽しさを味わってもらうと共に、仲
間同士の交流を図る。

家庭でも手軽にできるお菓子作り講座を行
う。

11月
（全1回）

27 親子科学教室
科学技術に対する体験型・対話型の学習活動
を通して理科・科学の楽しさを伝える。

身近な物をテーマに科学実験を行う。
11月

（全2回）

28 思春期講座
大里複合施設３者で行うことで思春期を迎える
家庭に向けた講座を実施し、家庭教育環境向
上に寄与する。

思春期の心と体についての講演会。
11月

（全1回）

29 肉の料理講座
プロによる食の解説を聞くことで、素材を生か
す方法ついて学び、自分の食生活を省みる
きっかけとする。

季節に合わせた料理講座を展開し、食につ
いての講義も行う。

12月
（全1回）

30 静岡東高校マンドリンコンサート
静岡東高のマンドリン部生徒に活動発表の機
会を提供するとともに、気軽に音楽に触れる機
会を市民に提供する。

高校生の演奏によるコンサート
12月

（全1回）

31 大掃除とおせち講座
調理実習を通じて、食について学び仲間作りと
交流を図る。

キッチンを中心に掃除の仕方と正月に向けた
和食作りを学ぶ。

12月
（全2回）

32 歴史ウォーキング
静岡の歴史と文化を学び、理解を深めると共
に、ウォーキングにより健康増進を図る。

解説を聞きながら、地域の名所や史跡を歩い
て訪ねる

12月
（全1回）

33 凧作り講座
静岡の特産品を再確認することで、静岡の良さ
を再発見する。

静岡の特産品の紹介と制作。
12月

（全1回）

34 ジャズフェスティバル
大里生涯学習センターで活動する生涯学習団
体に日頃の成果の公演の場を提供する。公演
を通して団体と地域住民との交流を図る。

生涯学習センターで活動するジャズバンド３
団体によるコンサート。

12月
（全1回）

35 財団連携事業「オーケストラを聴こう」
市民の音楽に関する理解を深め、コンサート等
への興味を喚起する。

音楽の聴取を交えた、オーケストラについて
の講義。

12月
（全1回）

36 歴史講座（戦争）
戦争を実際に経験した方の語りにより、歴史に
ついての理解を深める。

戦争体験者による講話。
1月

（全1回）

37 木目込人形講座
日本の伝統文化の価値を見直すと共に、仲間
作りを行なう。

木目込み人形をつくり、仲間作りを行なう。
1月

（全2回）

38 パソコン初級講座
高齢者のＩＴリテラシー向上をはかり、メールや
インターネットの活用による社会参加の一助と
する。

初心者向けのパソコン講座。
未定

（全5回）

39 憲法・法律講座
憲法・法律の解説を通し、時事問題に関する
理解を深める。

社会的に話題となっている憲法・法律につい
て解説する。

未定
（全2回）

40 労働問題解説講座
日常的に遭遇し得る労働問題について解説
し、労働の円滑化による生活の充実を図る。

男性に特有の労働問題を解説する
未定

（全1回）

41 労働問題解説講座
日常的に遭遇し得る労働問題について解説
し、労働の円滑化による生活の充実を図る。

女性に特有の労働問題を解説する。
未定

（全1回）

42 生活設計講座
生活に密接に関わる金銭の問題に対して理解
を深める。

ライフプランについての講演。
未定

（全1回）

43 防災講座
災害対応について解説し、防災に関する知識
と意識の向上を図る。

災害時の対応に関する講演。
未定

（全1回）

44 木工講座 地域産業を体験し、地域への理解を深める 木工品の制作講座
未定

（全1回）

45 文化協会連携講座
静岡市文化協会と共催により質の高い文化・
教養講座を実施し、活動団体を周知する。

文化協会参加団体による文化・教養講座
未定

（全8回）

46 財団連携事業
美術に関する理解を深めると共に、展覧会等
への興味を喚起する。

学芸員による講義
未定

（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 高齢者学級みのり大学小鹿学級
高齢者が新たな知識、技術を学ぶとともに、仲間
づくりや異なる世代間の交流をとおし、豊かな人
生を送ることを目的とする。

学習と仲間づくり
4月～3月
（全18回）

2 家庭教育学級
子の保護者が家庭教育に必要な現代的課題等
について学び、仲間をつくることにより、子どもた
ちの健やかな成長を促し、豊かな人間性を育む。

学習と仲間づくり
5月～7月
（全5回）

3 広報事業
地域住民に施設や学習団体の情報を提供し、生
涯学習を推進する。

施設や生涯学習団体の紹介を行う広報紙を発行
する。

通年
（全1回）

4 はじめての生涯学習
生涯学習施設の利用案内や活動の相談を行い、
地域の生涯学習活動を推進する。

施設予約体験を含む利用説明と学習相談。
4月～3月
（全12回）

5
四季折々自然を楽しむ暮らし～春
夏～

自然環境の保護や整備の推進を図る。
もの作りから、自然を楽しみ、環境について考え
る。

4月～9月
（全6回）

6 おはなしの森
地域で活躍する人材を育成し、文化及び芸術の
振興を図る。

市内で活動する読書活動推進団体による学習成
果発表。

4月～2月
（全10回）

7 ネット対応講座 市民の情報機器の適切な活用を図る。 インターネットの危険性について学ぶ。
5月～6月
（全2回）

8 リメイク講座①
協働による団体活動支援と、リメイクによる環境保
全意識の向上を図る。

古着の再生方法を学ぶ。
5月～6月
（全6回）

9 シニアの為の体力アップ講座 高齢者の健康増進。 高齢者を対象とし、身体測定や軽運動を行う。
5月～6月
（全6回）

10 コンサート
地域で活躍する人材育成を育成し、文化及び芸
術の振興を図る。

地域で活動する演奏団体によるコンサート。
5月～11月
（全4回）

11 ホタル博士になろう
地域団体との協働により、身近な自然環境につい
て学習する。

ホタルの飼育や観察会、生態系に関する講義を
行う。

6月～8月
（全5回）

12 ベビーマッサージ① 子育て支援と仲間作りの促進。 親子を対象としたベビーマッサージ。
6月～7月

（全4回）

13 はじめてのフラダンス 心身の健康増進を図る。 フラダンスの基礎を学ぶ。
6月～7月
（全6回）

14
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「エスパルスダンスワーク
ショップ」

静岡市民により作られたエスパルスダンスを周知
し、ダンスによる身体表現を体験する。

ダンス講師によるエスパルスダンスを身に着ける
ワークショップ。

7月
（全1回）

15 財団連携講座「美術入門講座」
専門性を活かした事業を展開し、市民の文化、芸
術の振興を図る。

作品の楽しみ方やその時代の身術や文化につい
て学ぶ。

7月～9月
（全6回）

16 親子工作講座
男性の子育て参加を促し、男女共同参画社会の
推進を図る。

父子を対象とした親子講座
7月

（全2回）

17 科学実験講座
身の回りの現象を検証し、科学への興味を喚起す
る。

流星群についての学習。
7月～8月
（全2回）

18 食育講座
地域の教育機関と協働し、食を通して健全な心身
を培い、豊かな人間性を育む。

食の安全や栄養について学ぶ。
7月～8月
（全2回）

19 駿河歴史塾
地域の伝統文化を再評価し、文化財保護意識の
喚起と未来への継承を図る。

地域の歴史を学ぶ。
7月～8月
（全6回）

20 ビジネスマナー 若年層の社会人に対するキャリア支援。
社会で役立つコミュニケーション能力を実践形式
で学ぶ。

7月～8月
（全3回）

(駿河生涯学習センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

21
財団連携事業「めざせ！セミのぬ
けがら博士」

地域環境保全意識の向上。
センター地域に生息するセミの種類の見分け方な
どを学ぶ。

8月
（全1回）

22
市との共催事業「お茶のおいしい
入れ方」

静岡市の特産物であるお茶についての理解を深
める。

静岡茶についての知識やおいしい入れ方を学
ぶ。

8月
（全1回）

23
市との共催事業「ぼくもわたしも１日
市議会議員」

身近な政治機構について学ぶ機会を提供する。
市議会の役割や仕組みを学び、模擬議会を体験
する。

8月
（全2回）

24 めざせ！書道マスター
地域教育機関と学生の社会参画への一助とす
る。

地域の教育機関と協働し、書道の技法について
学ぶ。

8月
（全2回）

25 地産地消料理講座①
地産食材を用いることにより地域の魅力を喚起す
る。

地産食材を使った料理講座。
8月～9月
（全3回）

26 こどもアート
ものづくりを通して子どもの創造性を養い、健全な
育成を促す。

子どもを対象とした絵画や工作講座。
8月～9月
（全4回）

27
市との共催事業「地域防災対策講
演会」

防災意識の向上と知識の習得を図る。
災害発生時の避難方法や日常防災についての
講演会。

9月
（全1回）

28 リメイク講座②
協働による団体活動支援と、リメイクによる環境保
全意識の向上を図る。

古着の再生方法を学ぶ。
9月～10月
（全6回）

29 キッズヒップホップ 子どもの健全な心身の育成。 子どもを対象としたダンス講座。
9月～12月
（全6回）

30
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「ウォークツアー久能山探
検！」

財団の専門性を活かした事業を行い、地域の文
化振興の発展に寄与する。

久能山展ギャラリートークと久能山東照宮の解説
付き見学ツアー。

10月
（全1回）

31
財団連携事業「クラシック音楽の歴
史」

財団の専門性を活かした事業を展開し、市民の
文化、芸術の振興を図る。

バロックから現代に至るクラシック音楽の歴史を通
観する。

10月
（全3回）

32 ベビーマッサージ② 子育て支援と仲間作りの促進。 親子を対象としたベビーマッサージ。
10月～11月

（全4回）

33
四季折々自然を楽しむ暮らし～秋
冬～

自然環境の保護や整備の推進を図る。
もの作りから、自然を楽しみ、環境について考え
る。

10月～3月
（全6回）

34 はじめての着付け教室 着物を通して、日本の伝統美を学ぶ。 着物の着かたを学ぶ。
10月～11月

（全6回）

35 市との共催事業 男女共同参画の推進。
人権や男女共同参画等についての講演会を実
施。

11月
（全1回）

36 地産地消料理講座②
地産食材を用いることにより地域の魅力を喚起す
る。

地産食材を使った料理講座。
11月～1月
（全3回）

37
静岡大学アウトリーチ研究会コン
サート

地域教育機関との連携による青少年の文化活動
の推進。

静岡大学の学生と協働企画運営し、コンサートを
開催する。

11月
（全1回）

38 マネープラン
市民団体の持つ専門性を活かした協働事業を推
進し、一般消費者の利益の擁護を図る。

計画的な資産運用を行うための基礎知識の習
得。

11月
（全3回）

39 男の蕎麦打ち
男性に料理をする機会を提供し、食について考え
るきっかけを作る。

男性を対象とした蕎麦打ち体験講座。
11月

（全1回）

40 おはなしフォーラム
地域で活躍する人材を育成し、文化及び芸術の
振興を図る。

市内で活動する読書活動推進団体の日頃の学習
成果発表。

3月
（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 はじめての生涯学習
生涯学習施設の利用案内や活動相談を行い、地
域の生涯学習を推進する。

施設予約体験を含む利用説明と学習相談。
通年

（全12回）

2 パソコン初級講座
高齢者のITリテラシー向上をはかり、メールやイン
ターネットの活用による社会参加の一助とする。

初心者向けのパソコン講座。
10月～11月

（全5回）

3
初めての方のいきいき社交ダンス
入門

社交ダンスを通じて、心身の活性化と仲間づくりの
促進を施設利用団体とともに図る。

初心者向けの社交ダンス
9月

（全5回）

4 みわ健康気功術体験
気功術を通して、心身の活性化と仲間づくりの促
進を施設利用団体とともに図る。

気功術体験
4月

（全5回）

5 フラワーアレンジメント
フラワーアレンジメント体験を通して、自己肯定・自
己受容を促すとともに、仲間づくりを促進すること
を施設利用団体とともに図る。

フラワーアレンジメント体験
5月

（全3回）

6 けんこう体操美和
自立した日常生活を送るために必要となる心身の
機能維持・改善、仲間づくりを施設利用団体ととも
に図る。

筋トレ・ストレッチなどを取り入れた体操
6月

（全5回）

7 インド式ヨガ
心身共に健康な日常生活を送るために必要な体
力作りと仲間づくりの促進をヨガを用いて施設利
用団体とともに図る。

インド式ヨガ体験
9月～10月
（全5回）

8 本山茶手もみ体験
地域の特産品（茶）をPRすることを通して美和地
域への親しみを深めるとともに、静岡が誇る茶文
化を見直す機会とする。

本山茶の手もみ体験、試飲、製茶工場の見学を
行う。

5月
（全1回）

9 子ども厨房
児童の料理・食に関する意識向上を促すととも
に、協力して作業を行うことを通じて協調性を養
う。

児童対象の料理講座
6月

（全1回）

10 キッズダンス
ダンスを通じて、自己表現をすることの楽しさを知
る機会とするとともに、異学年とのコミュニケーショ
ンを通じた社会への適応力を育む。

小中学生を対象としたダンス講座
7月～8月
（全5回）

11
財団連携事業「めざせ！セミのぬ
けがら博士」

財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

セミの抜け殻を採集し、種類の判別を学ぶ。
8月

（全1回）

12 地域ふれあい交流会
高齢者と子どもの交流会を行うことで、異世代間の
コミュニケーションと地域の活性化を図る。

高齢者と子どもの交流を図るためのレクリエーショ
ンや発表会。

8月
（全2回）

13 美和で学ぼう！初級パソコン講座

地域団体と学生ボランティアのサポートによるパソ
コン講座を通じて、情報化社会への適応を促す一
助となる事を図るとともに異世代間の交流を図り、
相互理解を得る。

初心者を対象としたパソコン実技講座。
9月

（全2回）

14 陶芸講座
地域の人材を活用した事業を行うことで、まちづく
りを推進するとともに、作品作りを通じて自己肯
定・自己受容を促す。

美和焼の陶芸作品を作り、作品展を実施する。
12月

（全3回）

15 わくわく劇場
観劇等を通して、人々の豊かな感受性を育み、施
設の活性化と地域づくりを図る。

子育て世代を中心に幅広い世代に親しまれる演
目を行う。

3月
（全1回）

16 整理収納講座
整理収納を通じて、ライフスタイルの見直しを図り
生活環境の向上を図る。

用途に応じた整理収納術を学ぶ。
2月～3月
（全3回）

17 科学コミュニケ―タ―活用講座
財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

財団の専門性を生かした講座。
10月～11月

（全3回）

18 美和児童館との共催事業
児童の健全な育成に寄与すると共に、世代間交
流の場とし、地域の活性化を図る。

異世代間交流を目的としたレクリエーションの実
施。

9月
（全2回）

19
財団連携事業「歌舞伎事前講演
会」

財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

歌舞伎の魅力、楽しみ方を紹介する講演会。
7月

（全1回）

20
財団連携事業「川端康成・東山魁
夷コレクション展」

財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

市美術館と連携した事業を行う。
4月

（全2回）

(美和生涯学習センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

21
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「安倍川流域まち歩きマッ
プ作り」

財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

財団の専門性を生かした講座。
5月～7月
（全4回）

22
静岡市文化振興財団設立20周年
記念事業「静岡の名手たちによるコ
ンサート」

財団の専門性を生かした事業を行い、地域の文
化振興に寄与する。

財団の専門性を生かした講座。
11月

（全1回）

23 行政等との共催事業
行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知し、
課題に対する市民意識の向上を図る。

ごみの減量とリサイクル～「意外と知らない４Rのは
なし」

6月
（全2回）

24 終活セミナー
市民の後顧の憂いを低減することにより、健やか
な日々を送る一助とする。

老後を美しく生きるために必要な情報を学ぶ。
2月

（全2回）

25 日本の伝統工芸
日本古来の生活の知恵に親しみ、環境に配慮し
た生活スタイルを提案する。

日本の伝統工芸体験
9月～10月
（全3回）

26 地産地消料理講座
地元食材を利用した料理実習を行い、地産地消
への関心を高める。

地元食材を利用した料理講座
11月～12月

（全2回）

27
行政等との共催事業「食育料理講
座」

行政課題とその解決へ向けた取り組みを周知し、
課題に対する市民意識の向上を図る。

静岡市食育応援団を活用した料理講座
7月

（全1回）

28 異文化理解講座
静岡市の国際化について学ぶとともに、異文化理
解を促進し、多様性の尊重した社会づくりの貢献
に寄与する。

行政課題とその解決へ向けた取り組みを紹介す
る。

1月～2月
（全3回）

29 男性向け料理講座
男性対象の料理講座を実施することで、男女共同
参画を推進する。

成人男性向け料理講座
2月

（全3回）

30 美和歴史めぐり
地域の歴史・文化についての理解を深めると共
に、ウォーキングにより健康増進を図る。

歴史テーマに基づき名所旧跡を学ぶ。
6月

（全1回）

31 アカデ美和子どもカレッジ
児童を対象とした連続講座を通じて、現代的課題
など幅広く学ぶ機会を提供するとともに、学区にと
らわれない仲間づくりを促進する。

現代的課題や地域理解など幅広く学ぶ。
5月～10月
（全12回）

32 リレー講演会
高等教育機関が有する専門性を活用した講演会
を通じて、現代的課題や各種知見の向上を図る。

１つのテーマに基づくリレー講演会の実施
2月

（全3回）

33 そば打ち・わさび漬け作り体験講座
日本の伝統食であるそばや静岡名産であるわさ
び漬けの調理実習を通して、日本や静岡の食文
化を見つめなおす機会を提供する。

そば打ち・わさび漬けの調理実習
1月

（全1回）

34 歴史講演会
地元の歴史を学ぶことで、地域について興味関心
を高めるとともに、郷土・静岡への誇りと愛情を育
む一助とする。

歴史についての講座
3月

（全1回）

35 リメイク講座

地域の人材を活用した事業を行うことで、まちづく
りを推進するとともに、古着等を活用したリメイク術
を学ぶことを通じて、リサイクルに関する意識を高
めることを図る。

古着のリメイク講座
1月～2月
（全4回）

36 みのり大学美和学級
高齢者が新たな知識、技術を学ぶとともに、仲間
づくりやことなる世代間の交流をとおし、豊かな人
生を送る。

全体会①（組織作り・学習計画）
4月～2月
（全18回）

37 美和女性学級
女性が現代的課題等について学ぶとともに、仲間
づくりを行い社会に参画することに資する。

開講式・健康のための栄養学
5月～7月
（全5回）

38 広報事業
地域住民に施設や学習団体の情報を提供し、生
涯学習を推進する。

施設や生涯学習団体の紹介を行う広報紙を発行
する。

4月、7月、10
月、1月
（全1回）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1

パソコン講座
　(1) １からはじめるパソコン入門①～⑤
　(2) パソコン入門（おさらい編）①～③
　(3) ワード入門①～⑦
　(4) ワード中級①～②
　(5) エクセル入門①～⑦
　(6) エクセル中級①～③
　(7) パワーポイント入門①～④
　(8) アクセス入門①～②

勤労者等のパソコン技術の向上を図る。
パソコンの基礎から、オフィスソフトの使用方
法について学ぶ。初級者、中級者を対象と
する。

通年
（全196回）

2

フィットネス講座
　(1) 入門エアロビクス①～④
　(2) 初級エアロビクス①～④
　(3) 中級エアロビクス①～④
　(4) かんたんヨガ①～④
　(5) 火曜ヨガ①～④
　(6) 金曜ヨガ①～④
　(7) エクササイズ①～④

勤労者等の健康増進、体力向上、余暇充
実を図る。

初級者、中級者を対象としたエアロビクス、
ヨガ、エクササイズ講座。

通年
（全280回）

3 トレーニング指導事業
勤労者等の効果的な健康づくりを推進す
る。

トレーニング機器の使用方法や効果的なト
レーニング方法について指導する。

通年
（全150回）

4 初心者対象パソコン相談室
勤労者等のパソコン技術の向上及び市民
活動団体のと連携強化を図る。

初心者を対象にパソコン操作の疑問、質問
にアドバイスを行う。

通年
（全12回）

5 ＩＣＴ活用講座 勤労者等の情報活用能力の向上を図る。
スマートフォン等、電子情報機器の基本操
作と活用方法を学ぶ。

1月
（全1回）

6 健康増進講座
勤労者等の効果的な健康づくりを推進す
る。

栄養と運動の両面から健康を考える体験学
習講座。

7月
（全1回）

7 キャリア支援セミナー 勤労者等の労働に関する課題に取り組む。
労働問題（就労、雇用、メンタルヘルス等）
に関するセミナー。

2月
（全2回）

8 活力アップセミナー
勤労者等の効果的な健康づくりを推進す
る。

コミュニケーション術、ストレスケア等、仕事
と生活の充実に関するセミナー。

9月
（全3回）

9 広報事業 情報提供及び広報
施設や事業の紹介等について広報紙を発
行する。

通年
（全4回）

(南部勤労者福祉センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 初心者教室(前期)アロマセラピー
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

手芸の基礎を学び作品を仕上げる。
4～9月

（全12回）

2 初心者教室(前期)パッチワーク
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

手芸の基礎を学び作品を仕上げる。
4～9月

（全12回）

3 初心者教室(前期)健康体操
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

健康効果のある運動を行う。
4～9月

（全12回）

4 初心者教室(前期)気功
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

健康効果のある運動を行う。
4～9月

（全12回）

5 初心者教室(前期)韓国語
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

高齢者にもわかりやすい語学を学ぶ。
4～9月

（全12回）

6 初心者教室(前期)茶道
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

茶道の作法を一から学び、楽しさや奥深さを学
ぶ。

4～9月
（全12回）

7 初心者教室(後期)PC　α
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

パソコンの使い方の基本を学ぶ。
10～3月
（全12回）

8 初心者教室(後期)PC　β
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

パソコンの使い方の基本を学ぶ。
10～3月
（全12回）

9 初心者教室(後期)手芸α
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

手芸の基礎を学び作品を仕上げる。
10～3月
（全12回）

10 初心者教室(後期)手芸β
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

手芸の基礎を学び作品を仕上げる。
10～3月
（全12回）

11 初心者教室(後期)書道
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

日常生活の様々な場面で役立つ実用的な書き方
を学ぶ。

10～3月
（全12回）

12 初心者教室(後期)美術
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

美術の基礎を学ぶ。
10～3月
（全12回）

13 初心者教室(後期)軽体操
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

健康効果のある運動を行う。
10～3月
（全12回）

14 健康講座
高齢者の健康増進や介護予防となる情報の提
供。

高齢者の健康、福祉など日常生活に関連した講
演会。

7月
（全1回）

15 生活文化交流事業
高齢者の生涯学習支援及び学習を通した仲間作
りの提供。

昔遊びを若い世代へ伝える技法を学ぶ。
　6～12月
（全10回）

16 映画講座
映像文化を通じた高齢者の生きがいづくりや社会
参加など生涯学習を支援する。

高齢者にとって馴染みのある昔懐かしい映画の紹
介と解説。

7月
（全2回）

17 ライフプラン講座
高齢者の第2の人生設計について学び、健やか
な暮らしをサポートする。

ファイナンシャル・プランナーによるライフプランに
ついての講義。

11月
（全1回）

18 コンサート事業
音楽を通して高齢者と学生、及び地域団体との世
代間交流。

地域の学校の吹奏楽部等によるブラスバンド演
奏。

3月
（全1回）

19 歴史講座
地域の歴史文化の魅力を再発見し、郷土理解に
努める。

地域の歴史について講演会を開催する。
3月

（全1回）

20 生活健康相談事業
健康問題や福祉制度についての知識を深め、高
齢者福祉の向上に寄与する。

月２回、生活と健康に関する相談を受け付ける。
通年

（全24回）

(小鹿老人福祉センター)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 ミュージアム教室

児童、生徒及び学生に対して学芸員が解説
を行い、展覧会や作品への理解を深め、美術
に対する興味関心を喚起し、次世代の文化の
担い手の育成、文化の受容層の拡充に寄与
する。

各種学校からの団体を対象に、各展覧会の
内容を学芸員がわかりやすく解説する鑑賞教
室。一般開館前の午前9時から10時の時間帯
を中心に、幼稚園から小中高等学校、大学等
に広く利用を呼びかけている。

随時
（全6回）

2 展示解説
学芸員が展示解説を行い、市民の展覧会や
作品への理解を深め、さらなる興味関心を喚
起し、美術に親しむ層を育成する。

生涯学習センターの各種講座等、社会教育
施設からの団体を対象に、各展覧会の内容を
学芸員がわかりやすく解説する鑑賞教室。一
般開館前の午前9時から10時の時間帯を中心
に受け入れている。

随時
（全6回）

3 関連事業－ギャラリートーク
学芸員が展示解説を行い、市民の展覧会や
作品への理解を深め、さらなる興味関心を喚
起し、美術に親しむ層を育成する。

展覧会に対する理解を深めるため、展覧会担
当学芸員が展示解説を行う。展覧会の内容に
より、親子向けギャラリートーク等も実施。

毎展覧会
（全12回）

4 関連事業－講演会事業
参加者に対して展覧会等に関する知識を普
及し、美術に関する理解の深化や興味関心を
喚起する。

外部講師等による展覧会テーマにちなんだ講
演会。

各展覧会随時
（全8回）

5 関連事業－コンサート事業

"音楽"という切り口から、美術館への来館を促
し、新たな美術文化の受容層の拡充を図る。
また、美術館という空間でコンサートを実施す
ることにより、市民の展覧会、作品等に対する
さらなる興味関心を喚起する。

展覧会テーマにちなんだコンサート。
各展覧会随時

（全2回）

6
関連事業－制作等ワークショッ
プ

展覧会テーマにちなんだ体験プログラムを提
供することで、作品や作家に対する興味関心
を喚起する。

展覧会テーマにちなんだ制作等ワークショッ
プ。

各展覧会随時
（全2回）

7
交流事業－共同事業
Kids Art Project Shizuoka

次代を担う小学生に「感性を磨く場」を提供す
るため、小学生専用の美術館・博物館パス
ポートの製作、ワークショップ、アウトリーチ活
動等を行い、学校や保護者に向けた情報発
信を行うことで、市民の美術に対する興味関
心の向上に寄与する。

静岡県立美術館、静岡市美術館、芹沢銈介
美術館、東海道広重美術館、フェルケール博
物館、駿府博物館の６館に、静岡市教育委員
会及び静岡市校長会等が加わった「Kids Art
Project Shizuoka実行委員会」に参画し、事業
の展開に協力する。

通年
（全1回）

8 交流事業－コンサート事業

誰もが気軽に立ち寄れる"交流ゾーン"の特性
を活かした事業として、"音楽"という切り口か
ら、美術館への来館を促し、新たな美術文化
の受容層の拡充を図る。

誰もが気軽に参加しやすいコンサートを交流
ゾーンにて実施。

秋
（全1回）

9
交流事業－シネマ上映事業
Shizubiシネマ・アワー

誰もが気軽に立ち寄れる"交流ゾーン"の特性
を活かした事業として、"映画"という切り口か
ら美術館への来館を促し、美術館事業に関心
を持つ市民層の拡充を図る。

主として、開催中の展覧会にちなんだテーマ
のアートフィルム等を２～３本程度上映。

春・夏・冬
（全5回）

10

交流事業－講演会事業
連続トークイベント
「ピーター・バラカンの音を見る。
アートを聴く。」

誰もが気軽に立ち寄れる"交流ゾーン"の特性
を活かした事業として、アートにちなんだトーク
イベントや講演会を実施し、美術館への新た
な来館を促すとともに、市民の芸術文化に関
する理解の深化や興味関心を喚起する。

誰もが興味をもちやすいテーマを設定し、外
部講師等を招聘したトークイベントや講演会
等を実施する。

冬
（全2回）

11
交流事業－ワークショップ事業
ワークショップシリーズ

美術館ならではのオリジナル創作体験プログ
ラムを開発することで、広く市民に対して、鑑
賞と創作の双方から美術に親しむ機会を提供
し、次世代の文化の担い手の育成及び文化
の受容層の拡充を図る。

記念日に合わせて、家族や大切な人へのプ
レゼントを作る「プレゼントワークショップ」シ
リーズ及び祭事や年中行事をとおして季節を
感じ、それをかたちにする、「暦とあそぶワーク
ショップ」シリーズ。

春・夏・秋・冬
（全4回）

12
交流事業－ワークショップ事業
しずびチビッこプログラム

子どもの成長の一助となる良質な体験や、
ゆっくりとした鑑賞の機会を望む保護者の潜
在的なニーズに応えるため、小さな頃から
「アート」、また「美術館」に親しむ機会を提供
し、文化の受容層の拡充を図る。

２歳以上の未就学児を対象とした「アート×保
育」の独自アートプログラム。子どもたちに初
めての美術館・アート体験の機会を与えるとと
もに、同伴する保護者には展覧会鑑賞の機
会を提供する。

毎展覧会
（全6回）

13
交流事業－ワークショップ事業
しずびオープンアトリエ

誰もが気軽に立ち寄れる"交流ゾーン"の特性
を活かした事業として、来館者が展覧会の内
容をより深めることのできる、創作体験の機会
を提供し、次世代の文化の担い手の育成及
び文化の受容層の拡充を図る。

指導員やボランティアを導入し、夏休みや春
休みの時期に合わせて10日程度連日開催す
るワークショップ。展覧会内容に即したキットを
独自開発し、短時間で制作できる体験プログ
ラムを提供。

夏・春
（全2回）

14
静岡・音楽館×科学館×美術館
共同事業－コンサート事業

"音楽"という切り口から、美術館への新たな来
館を促すとともに、美術・音楽・科学等、様々
な文化の受容層の拡充を図る。

静岡音楽館、静岡科学館、静岡市美術館の３
館が共同して企画制作するコンサート。

未定
（全1回）

15
静岡・音楽館×科学館×美術館
共同事業－講演会事業

音楽館、科学館、美術館が持つそれぞれの
専門性を活かした総合的な文化発信のため
のプログラムを開発することで文化に触れる機
会を拡充し、市民の文化に対する理解を深め
る。

静岡音楽館、静岡科学館、静岡市美術館の３
館が共同して企画制作する講演会。それぞれ
の専門分野を横断するカフェトーク。外部から
招聘した講師と担当職員との対談スタイル。

未定
（全2回）

(静岡市美術館)



３　市民の自発的な文化活動促進事業

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 静岡市民文芸
市民の文芸活動発表の場として機能すること
で、日々の文芸活動の充実を図る一助とす
る。

市民の文芸振興を図るための市民からの投
稿による文芸コンクールと文芸誌の発行。

5月～1月
（全1回）

2 静岡市民芸能発表会
市民が日頃行っている芸能活動発表の場とし
て機能することで、日々の芸能活動の充実を
図る一助とする。

市民の芸能活動の発表機会を提供するため
の日舞・ダンス等芸能活動の発表会。

12月
（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 文化活動事業費助成事業 市民の文化活動の推進・活性化を図る。
公共性のある文化振興事業を実施する個人
または団体に対し、助成金を交付する。

通年
（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 市民ギャラリーPR事業
市民ギャラリーの存在を市民に広く周知するこ
とで、市民の文化活動の環境整備の一助とす
る。

市民団体との共催により、市民ギャラリーのPR
を兼ねた絵画展を行う。

10～11月
（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
サイエンス・ナビゲーター事
業

当館事業・運営への市民参加（参画）を促す
ための手立てとしてボランティアを募り、科学
普及に関する多彩な活動を支援する。

①展示物支援　②「わくわく科学工作」支援
③科学イベント支援　④各種教室支援

随時
（全1回）

2
サイエンス・ナビゲーター全
体研修会

科学館ボランティアの、事業運営やコミュニ
ケーション活動、接客等にかかわる技能や知
識の向上を図る。

講演やワークショップ、他館との情報交流など
により、科学館ボランティアのスキルアップに
必要な各種情報を提供する。

5/31、11/29
（全2回）

3 サイエンスピクニック
地域で活動する自然・科学系市民グループの
成果発表と情報交換・交流を通じ、取り組みを
一層深め、市民への告知を図る。

ブース形式での活動発表と情報交換、先進地
の活動家や研究者などを招いた講演等を実
施する。

3/14、3/15
（全2回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 アイセルわいわい祭り
地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
2月

（全1回）

2 展示事業 展示を通じて学習機会を提供する。 展示
通年

（全4回）

（文化活動振興事業）

(文化活動助成事業)

（葵生涯学習センター）

（静岡科学館）

(市民ギャラリー)



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 センターまつり
地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
8月

（全1回）

2 展示事業 展示を通じて学習機会を提供する。 展示
2月

（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
センターまつり
第34回東部夏まつり

地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
7月

（全1回）

2
センターまつり
第24回ふれあい広場

地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
2月

（全1回）

3
展示事業
行政等との共催事業パネル
展

展示を通じて学習機会を提供する。 展示
6月～7月
（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
ほくぶ文化祭(芸能発表会)・
健康まつり

地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
7月

（全1回）

2 展示事業 展示を通じて学習機会を提供する。 展示
未定

（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 センターまつり
地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
10月～11月

（全1回）

2 展示事業 展示を通じて学習機会を提供する。 展示
未定

（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 にしな文化祭
地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
11月

（全1回）

2 学習発表会
日頃の活動成果を発表する機会を提供するこ
とにより、地域における生涯学習活動の活性
化を図る。

学習成果の発表会
11月

（全1回）

3 展示事業 展示を通じて学習機会を提供する。 展示
未定

（全1回）

（西部生涯学習センター）

（東部生涯学習センター）

（北部生涯学習センター）

（藁科生涯学習センター）

（西奈生涯学習センター）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 なんぶフェスタ
地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
12月

（全1回）

2 なんぶ芸術祭 展示を通じて学習機会を提供する。 展示
6月、9月、10

月
（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 おさだファミリーコンサート
センター利用団体に発表の場を提供し、親子
で楽しむ音楽鑑賞を通じ地域の音楽振興の
一助とする。

親子連れが参加できるコンサートを実施する。
6月15日
（全1回）

2 おさだクリスマスコンサート
センター利用団体に発表の場を提供し、親子
で楽しむ音楽鑑賞を通じ地域の音楽振興の
一助とする。

親子連れが参加できるコンサートを実施する。
12月14日
（全1回）

3
おさだ生涯学習センターまつ
り

地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
7月19日、20

日
（全1回）

4 長田音楽祭
地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
2月1日
（全1回）

5 展示事業 展示を通じて学習機会を提供する。 展示
未定

（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 フィエスタ大里
地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
10月

（全1回）

2 登呂遺跡パネル展 展示を通じて学習機会を提供する。 展示
10月

（全1回）

3 型絵染展 展示を通じて学習機会を提供する。 展示
1月

（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 来・て・こ祭
地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
12月

（全1回）

2
南アルプス展
地域防災対策展
消費生活展

展示を通じて学習機会を提供する。 展示
6月、9月、10

月
（全3回）

（南部生涯学習センター）

（大里生涯学習センター）

（長田生涯学習センター）

（駿河生涯学習センター）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 アカデ美和まつり
地域における市民の交流の機会を設け、生涯
学習施設を地域の中核施設とする。

学習成果の発表と、交流機会の提供
11月

（全1回）

2
美和ふれあいのつどい～活
動発表会～

学習の成果発表の場を設ける。 学習成果の発表
11月

（全1回）

3 展示事業 展示を通じて学習機会を提供する。 展示
7月～8月
（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
来・て・こ祭　健康づくり体験
会

勤労者等の健康意識の向上、地域交流、及
びセンター広報。

地域団体、教育機関との協働による体験会、
相談会を中心とした健康祭りを開催する。

12月
（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 来・て・こ祭
利用団体の日頃の活動成果の発表の場を設
けるとともに、高齢者の生きがいづくりの促進
とセンターの活性化を図る。

小鹿老人福祉センターを一般に開放し、参加
利用団体が大広間等で日頃の活動成果を発
表する。

12月
（全1回）

（南部勤労者福祉センター）

（小鹿老人福祉センター）

（美和生涯学習センター）



４　支援育成事業

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
第4回「アマチュア・アンサン
ブルの日♪」

地域のアマチュア演奏家への発表の機会の
提供（特色ある事業の実施）

静岡のアマチュア・アンサンブルが無審査で
多数出演、8時間にもおよぶコンサート。

11月
（全1回）

2
コンサート企画募集事業（審
査）

地域の音楽家の支援。
次年度に実施する「企画募集」事業を募集し、
静岡音楽館AOI芸術監督および企画会議委
員が審査する。

6月
（全1回）

3
第9期「ピアニストのためのア
ンサンブル講座」

地域の音楽家の支援。
全国から受講生を応募し、「アンサンブルがで
きるピアニスト」を養成する。

年間
（全10回）

4

静岡市文化振興財団設立20
周年記念事業
第19回「静岡の名手たち」
（オーディション）

地域の新しい人材の発掘。
静岡の音楽家たちにとって登竜門的な存在
のオーディション。

5月
（全2回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 サイエンスフェアリー

各地の科学普及の現場で活動する女性パ
フォーマーらを集め、アイデアの交換や、演示
技能の向上などを目指す研修の場を設定す
る。

演示やテーマ企画などに役立つ内容の講座
や実習、互いの持ちネタ交換などで研修・交
流する。

10/17、18
（全2回）

2 科学遊びワークショップ
幼稚園教諭及び保育士や学校関係者が科学
への興味・関心をより深め、子どもの科学的な
思考力や感性を育てる指導力を身につける。

幼児教育や科学普及活動に携わる市民を対
象に、幼児のサイエンスリテラシー醸成等を
テーマとして、指導に関わる講義や実習を行
う。

10/12、
11/23、12/21

(全3回)

3 博物館実習
学芸員資格取得を希望する大学生に対して、
職業についての理解を図り、必要な知識や技
能を身に付けるための場を提供する。

科学館の運営や事業の企画等について講話
や実際の事業運営の体験。

随時
（全1回）

4
学校等研修支援
（共催：静岡市教育委員会
他）

幼稚園・保育園・小・中学校・高等学校等の教
員や関係者、科学教育に携わる団体向けに
「科学」や「自然」を題材として研修を行い、理
科教育の振興を図る。

科学館の専門性を生かした研修会や実習の
受け入れと講師等の派遣。

随時
（全1回）

5 職場体験学習
職場体験生に科学館スタッフの仕事を体験さ
せ、各学校の「職場体験学習」を支援する。

科学館運営の理念についての講話や展示物
支援、事業補助業務等の実施。

随時
（全1回）

6 社会体験研修
小学校、中学校・高等学校の教員に対して、
科学館の業務を体験研修する機会を提供し、
教員としての資質向上を図る。

科学館の運営や事業の企画等について講話
や実際の事業運営の体験。

随時
（全1回）

7
科学コミュニケーター育成講
座

最先端の事項を含む科学技術を適切に伝え
る人材を育成する。科学を伝えるためのイベ
ントの企画・展開をするスキルを養う。

科学コミュニケーターに必要なスキルの習得
を目指す育成講座。科学者との事業企画など
実践的な内容を行う。

5/11～7/27
(前期講座)
10/5～3/1
(後期講座)
（全14回）

（静岡音楽館）

（静岡科学館）



№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 団体育成講座①
生涯学習団体の立ち上げ及び育成を補助す
る場とすることで、地域における生涯学習活動
の促進と人材の育成に寄与する。

団体の発足及び育成を目標とした講座を実施
する。

未定
（全4回）

2 団体育成講座②
生涯学習団体の立ち上げ及び育成を補助す
る場とすることで、地域における生涯学習活動
の促進と人材の育成に寄与する。

団体の発足及び育成を目標とした講座を実施
する。

未定
（全4回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 団体育成講座
地域団体の育成を補助する機会とし、地域に
おける生涯学習活動の促進と人材の育成に
寄与する。

団体の育成を目的に講座を実施する。
6月～9月
（全4回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
利用者団体連絡会総会イベ
ント

地域住民の方に利団連とセンターの認知を高
め、利用するきっかけを作る。

利用者団体連絡会決算・監査報告後、講演
会や音楽会等を行う。

3月8日
（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 公募事業（実施）
地域の生涯学習活動を促進し、サークルの人
材育成を図る。

駿河生涯学習センターと協働で講座を実施
する。

未定
（全1回）

（長田生涯学習センター）

（西奈生涯学習センター）

（駿河生涯学習センター）

（南部生涯学習センター）



５　連携事業

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1
ストリートフェスティバル・イン・シズオ
カ実行委員会支援

実行委員会による自主運営に向けた方
策の模索等を行い、独立した市民活動の
成立を目指す。

ストリートフェスティバルを独力で実施でき
るよう実行委員会を支援。

11月
（全1回）

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1

インターナショナルロボットフェスタ
2014
（共催：ＲｏｂｏｔＦｅｓｔａ2014国際ジュニ
アロボコンin静岡実行委員会）

東北の被災した子ども達に元気を届ける
と同時に、交流し競い合う中で、ものづく
り静岡から新たなる日本の創造を目指
す。

静岡市内の中学生が、東北や近隣国の
子どもたちとともにとりくむ合宿型のロボッ
ト製作競技会の協議

8/23
（全1回）

2
静岡県高等学校生徒理科研究発表
会県大会
（共催：静岡県高等学校文化連盟）

高校生の科学研究に対する意識の向上
を図るとともに、人材と研究成果の交流の
場を設けて理数系の優れた人材育成を
支援する。

県内の高校自然科学系部活動によるパ
ネル発表と、県東・中・西部各支部大会
から選抜された高校によるプレゼンテー
ション。上位大会に向けた審査を行う。

11/15、11/16
（全2回）

3
静岡県高校生ロボット競技大会
（共催：静岡県工業高等学校長会）

高校生のロボット工学への知識の拡大と
技術の向上を目指すとともに、将来の進
路選択につながるキャリア教育の場とす
る。

静岡県内の工業高校が出場するロボット
の競技大会を開催する。電子工学科中
心のMCR部門、制御工学科中心のPLC
部門。

12/13
（全1回）

4
しずおか川自慢大賞
（共催：しずおか川自慢大賞実行委
員会、しずおか流域ネットワーク）

川や浜辺など「水」にまつわる自然環境
への保全意識の高まりを図り、地球規模
で環境保全を考えられる市民を育成す
る。

川や海、水辺を拠点に活動している市民
団体や個人の活動内容発表会と交流
会。

2/28
（全1回）

5 教員のための博物館の日in静岡
博学連携の実践と、成果の蓄積をはか
り、その開拓と推進、メリットの周知も目指
す。

当館の博学連携の実績から、成果や課
題点を整理し、よりよい展開に向けた方
策を検討する。そのプロセスの共有に向
け、他地区での発表等にも取り組む。

随時
（全1回）

6 理数系教員指導力向上研修講座

小・中・高等学校の教員や学校関係者
が、問題解決的・体験的な授業の在り方
や教材の用い方を研修し、授業改善に資
する。

小学校、中学校の指導内容に関する体
験型の研修会。

随時
（全1回）

7
葵区・駿河区公私立保育園絵画展
（共催：静岡市保育士会ときわ支部
会・絵画展実行委員会）

静岡市内の保育園児らの作品を展示し、
各園相互の交流を図るとともに、色彩・造
形表現から観察やものづくりへの意識向
上につなげる教育活動を支援する。

静岡市の保育園の園児が制作した絵画
や造形物を展示する。

9/5～9/23
（15日間）

６　調査研究事業

№ 事業名 事業目的 事業内容 実施時期

1 市収蔵美術品調査補助
静岡市の美術収蔵品の適切な維持を図
る。

市が所蔵する美術品の調査研究を行う。
年間

（全1回）

(文化活動助成事業)

(静岡科学館)

(文化活動振興事業)


