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令和２年度公益財団法人静岡市文化振興財団事業計画
令和２年４月１日から
令和３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、平成30年度から５年間で行うべき行動の指針と
して「第２次経営改革推進行動計画」及びその実施計画である「経営計画書」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
令和２年度の事業計画の立案にあたっては、公益性はもとより「第２次経営改革推進行動
計画」及び「経営計画書」に掲げた財団の強み“専門性・地域性・総合性”を活かすととも
に、東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催の年であることや静岡市美術館開館 10 周
年、ベートーヴェン生誕 250 年など当該年度の関係事案を考慮し事業計画に反映させた。
法人の独自事業として平成 29 年度より準備・実施してきた「2020 しずおか文化プロジェ
クト」の集大成として、静岡市民文化会館を会場に当法人の全専門分野を活かした、
「文化
芸術を通じて交流する場の創出事業」や「静岡の文化的資源を活用した連携プロジェクト」
として静岡音楽館、静岡科学館、静岡市美術館の駅前三館と全生涯学習センターが「ショパ
ン」をテーマに連携するなど、当法人のノウハウを集結した事業を展開する。
令和２年度の特徴的な取り組み（主なもの）
１ 2020 しずおか文化プロジェクト
（１）文化芸術を通じて交流する場の創出事業
・新文化島～探検・発見・出会いのフェスティバル～（事務局・静岡市民文化会館）
（２）
「ショパン」をテーマとした静岡の文化的資源を活用した連携プロジェクト
・日本・ポーランド国交樹立100周年記念 ショパン－200年の肖像（静岡市美術館）
・小菅優＆石坂団十郎 デュオ・リサイタル～ショパンの調べ～（静岡音楽館）
・ピアノ解体ショー～ピアノの中ってどんな風になってるの？～（静岡科学館）
・静岡市生涯学習センター全館連携コンサート事業

ショパン～生涯の旅～（生涯学

習センター全館）
２ 周年・記念事業
（１）静岡市美術館 10 周年記念事業（静岡市美術館）
・東海道の美 駿河への旅
・生誕 110 年・没後 30 年 絵本画家・赤羽末吉展(仮称)
・ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展
（２）生誕 250 年ベートーヴェン・プロジェクト（静岡音楽館）
・ベートーヴェン:交響曲全集Ⅲ
・ベートーヴェン:交響曲全集Ⅳ
・ベートーヴェン 遥かなる恋人に寄す ほか
３ 当法人の強み“専門性・地域性・総合性”を活かした事業
・
「(仮称)静岡市歴史文化施設プレ事業 静岡茶、世界へ～家康からオリンピックま
で～」
（事務局）
・「まちは劇場推進事業 ラウドヒル計画 市民参加型大型公演」
（静岡市民文化会館）
・企画展「恐竜展(仮称)」
（静岡科学館）
・静岡・音楽館×科学館×美術館 共同事業
ほか

■ 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。
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及びCD頒布等
(１) ミュージアムショップの設置
(２) オリジナルＣＤの頒布等
(３) 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
（事務局）
№

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。

通年
（全16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 地元オーケストラなどによるオーケストラ
る機会を提供する。
音楽の鑑賞会を開催する。

1月
（全2回）

3 竹久夢二展

市が所蔵する竹久夢二作品の鑑賞機会 蒲原・旧五十嵐邸における竹久夢二展を
を提供する。
年1回開催する。

11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の鑑 清水文化会館にて平野富山寄贈作品等
賞機会を提供する。
の展示及び展示替えを行う。

通年
（全1回）

5 親子コンサート事業

子育て中の親子が気軽に音楽を楽しむこ 乳幼児を含む親子を対象にオーケストラ
とができる機会を提供する。
音楽の鑑賞機会を提供する。

2月
（全2回）

6 まちかどコンサート事業

街中や身近なオープンスペースにおい
市街地を会場とし、高質な生演奏を鑑賞
て、生演奏を気軽に鑑賞する機会を提供
する機会を提供する。
する。

通年
（全12回）

日韓文化交流・発信事業「日韓文化 朝鮮通信使が果たした文化交流の役割 静岡市主催の日韓文化交流・発信事業
を現在に体現。朝鮮通信使の価値の発
において、日韓文化交流公演の実施
交流公演」
信、市民の誇りの醸成につなげる。

10月
（全1回）

7

(仮称)静岡市歴史文化施設プレ事業 歴史文化施設開館に向けて、静岡の歴
8 静岡茶、世界へ～家康からオリンピッ 史文化の顕彰及び歴史文化施設のPRを
行う。
クまで～

家康の時代から近現代に至る駿府(静岡)
と世界とのつながりを、近世に駿府を訪れ
た外国人と、近代に清水港から輸出され
た静岡茶を中心に紹介する。

6/24～7/13
（20日間）

事業内容

実施時期

（静岡市民文化会館）
№

事業名

事業目的

1 松竹大歌舞伎

広く市民に対して、各種文化に触れる機 我が国を代表する伝統芸能として、本格
会を提供し、市民の文化レベルの向上を 的な歌舞伎公演を招へい。中村芝翫氏ら
図ることを主たる目的とする。
が出演。静岡朝日テレビとの共催。

5/16
（全2回）

2 劇団四季 こころの劇場

劇団四季による良質なミュージカルの鑑
広く市民に対して、各種文化に触れる機
賞機会を提供する。対象は小学生(無料
会を提供し、市民の文化レベルの向上を
招待)とし、作品は『人間になりたがった
図ることを主たる目的とする。
猫』を上演する予定。劇団四季との共催。

6/10～6/11
（全4回）

3 劇団四季 夏公演

広く市民に対して、各種文化に触れる機 劇団四季と共催し、良質なミュージカルの
会を提供し、市民の文化レベルの向上を 鑑賞機会を提供する。作品は「劇団四季
図ることを主たる目的とする。
コーラスライン」を上演予定。

6/26～6/28
（全3回）

4

静岡大学吹奏楽団サマーコンサート 広く市民に対して、各種文化に触れる機 全日本吹奏楽コンクール全国大会常連
会を提供し、市民の文化レベルの向上を 団体である静岡大学吹奏楽団と共催で実
2020
図ることを主たる目的とする。
施する吹奏楽コンサート。

7/12
（全1回）

恐竜をテーマとし、親子で楽しめる舞台
広く市民に対して、各種文化に触れる機
公演を招へいする。自然科学的に考証さ
会を提供し、市民の文化レベルの向上を
れたパペットが登場する。静岡朝日テレ
図ることを主たる目的とする。
ビ、静岡科学館との共催を予定。

8/10
（全2回）

5 恐竜どうぶつ園(仮称)

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

6 劇団四季 秋公演

広く市民に対して、各種文化に触れる機
劇団四季と共催し、良質なミュージカルの
会を提供し、市民の文化レベルの向上を
鑑賞機会を提供する。新作を上演予定。
図ることを主たる目的とする。

9/30～10/4
（全6回）

7 SPAC中高生舞台芸術鑑賞事業

SPACとの共催により良質な舞台の鑑賞
広く市民に対して、各種文化に触れる機
機会を提供する。対象は中高生(無料招
会を提供し、市民の文化レベルの向上を
待)とし、年4作品を上演予定。(公演の一
図ることを主たる目的とする。
部を有料一般公開予定)

11/3～3/4
（全24回）

8 THE ALFFEコンサート(仮称)

広く市民に対して、各種文化に触れる機 著名アーティストを民間事業者と共催し招
会を提供し、市民の文化レベルの向上を へいする。主に中高年層をターゲットとし
図ることを主たる目的とする。
た公演を開催する。

11/14
（全1回）

9 ロックミュージックコンサート(仮称)

広く市民に対して、各種文化に触れる機 著名アーティストを民間事業者と共催し招
会を提供し、市民の文化レベルの向上を へいする。主に若年層をターゲットとした
図ることを主たる目的とする。
公演を開催する。

2/14
（全1回）

あらゆる人々が文化芸術活動に参加でき
る環境の整備を念頭に、本市における当 市民参画による、大規模な舞台公演の制
該活動の実践を推進するため、障がい者 作。静岡市まちは劇場推進課から受託予
と健常者が共に参画する舞台作品を制 定。
作・上演する。

7/18～7/19
（全2回）

10

まちは劇場推進事業ラウドヒル計画
市民参加型大型公演

（清水文化会館）
事業名

№

事業目的

事業内容

1

刊行45周年記念「ノンタン絵本の世
界展」

2

プレミアムフライデー・プラスコンサー プレミアムフライデー推進と市民への音楽 プレミアムフライデーに行われる無料コン
鑑賞機会の提供をする。
サート。
ト

広く市民に文化芸術に触れる機会を提供 刊行から45年をむかえる「ノンタン」絵本
する。
の展覧会。

実施時期
4/25～5/10
（全1回）

5月～3月
（全6回）

3 BRASSカップ2020

吹奏楽による街のにぎわい創出を目的と
静岡市中学・高校の吹奏楽部技術向上
する「響きのある街プロジェクト」の一環と
を図るためのコンクール。
して、若年層を育成。

4 清水にぎわい落語まつり

清水区出身の落語家 春風亭昇太を中心
中心市街地活性化と古典芸能鑑賞機会
11/21～11/23
とした落語公演。清水駅周辺4会場で開
の提供。
（全6回）
催。

5 透明標本展

本物の生物標本でありながら、「命」をより
広く市民に文化芸術に触れる機会を提供
身近に感じる"造形作品"の魅力を併せ持
する。
つ「透明標本」の展示。

8/8～9/8
（全1回）

6 須川展也×マリナート・ウインズ

広く市民に文化芸術に触れる機会を提供 マリナート音楽監督 須川展也と市民吹奏
する。
楽団"マリナート・ウインズ"のコンサート。

3/21
（全1回）

7

シアター×ダンス 歌う&ダンスショー 広く市民に文化芸術に触れる機会を提供 演劇・ダンス・ミュージカル作品の楽曲を
する。
歌い、踊るワークショップ。
トワークショップ

6/6
（全2回）

8/21～9/11
（全3回）

（静岡音楽館）
№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

1

Beethoven Projectベートーヴェン:交 優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供(質 ベートーヴェン:交響曲全集の第3回目。
の高い事業の推進)
第4番と人気の第7番ほかをお贈りする。
響曲全集Ⅲ

5/23
（全1回）

2

ランチタイム・コンサート 工藤重典& 優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供(質 AOIの企画会議委員、福田進一の企画
の高い事業の推進)
によるフルートとギターのコンサート。
福田進一 フルートとギターの饗宴

6/11
（全1回）

2020しずおか文化プロジェクト 静岡・
音楽館×科学館×美術館 共同事業 優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供(質 駅前三館の共同事業として、「ショパン」を
3
取り上げる。
小菅優&石坂団十郎 デュオ・リサイタ の高い事業の推進)
ル

7/4
（全1回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

古典から現代まで幅広いレパートリーを
優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供(海 持つ世界的弦楽四重奏団によるコンサー
外のアーティストの積極的な招聘)
ト。スウェーデンの女流作曲家リサ・スト
リーチに新作を委嘱する。

9/5
（全1回）

5

2020しずおか文化プロジェクト 静岡・
生誕250年を迎えるベートーヴェンの室内
室内楽フェスティバル2020
優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供(質
楽及び声楽作品を、ベートーヴェンの遺
の高い事業の推進)
Beethoven Projectベートーヴェン 遥
書・恋文の朗読とともに紹介。
かなる恋人に寄す

10/17
（全1回）

6

Beethoven Projectベートーヴェン:交 優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供(質 ベートーヴェン:交響曲全集の第4回目。
第8番と誰もが知っている第5番《運命》ほ
の高い事業の推進)
響曲全集Ⅳ
かをお贈りする。

10/31
（全1回）

4 ディオティマ弦楽四重奏団

2020しずおか文化プロジェクト 静岡・
室内楽フェスティバル2020
優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供(質 静岡音楽館AOI専属弦楽四重奏団によ
7
るコンサート。
Beethoven ProjectAOI・レジデンス・ の高い事業の推進)
クヮルテット

11/14
（全1回）

子どものためのコンサート ロナルド・
小学生を主な対象とした、ピアノ・デュオ
子どもたちが本物の芸術に触れる機会の
のコンサート。オーディションで選出した
8 カヴァイエ&ヴァレリア・セルヴァンス 創出
子どもとの共演を実施する。
キー ピアノ・デュオ・リサイタル

12/5
（全1回）

伝統芸能や民俗芸能に触れる機会の充 AOIの企画会議委員、田村博巳の企画
実、伝統文化に対する意識の向上
による新作聲明。

12/19
（全1回）

9 聲明「月の光言」

2020しずおか文化プロジェクト 「静岡 優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供(質 開館25周年を記念し、歴代「静岡の名手
たち」オーディション合格者から、厳選し
の名手たち」ピアノ・ガラ・コンサート の高い事業の推進)
た7人のピアニストによるガラ・コンサート。

1/16
（全1回）

11 山中千尋 ジャズ・ピアノ・コンサート

名実ともに日本を代表するジャズ・ピアニ
クラシック以外の幅広いコンサートの実施 スト、山中千尋がお贈りするジャズ・ライ
ヴ。

1/28
（全1回）

12 オペラ・アリアの夕べ

優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供(質 オペラ・アリアの名曲の数々を一度に聞く
の高い事業の推進)
ことができる贅沢なコンサート。

2/13
（全1回）

13

ラインホルト・フリードリッヒ ブラス・クイ 優れた音楽芸術の鑑賞の機会の提供(海 世界的金管楽器奏者5人による贅沢なコ
外のアーティストの積極的な招聘)
ンサート。
ンテット

3/7
（全1回）

14

オルガン￥500コンサート 夏休みコ 静岡音楽館AOIのオルガンを活用し、より
オルガンのコンサートを低料金で提供。
親しみやすい事業を展開する
ンサート 荒井牧子

8/20
（全1回）

15

オルガン￥500コンサート クリスマス 静岡音楽館AOIのオルガンを活用し、より
オルガンのコンサートを低料金で提供。
親しみやすい事業を展開する
★コンサート 水野均

12/12
（全1回）

10

2020しずおか文化プロジェクト 静岡・
室内楽フェスティバル2020 スペシャ 音楽鑑賞者の拡大のため、誰もだ気軽に
ホルンで奏でる不朽の昭和歌謡曲。
16
ル・コンサート「ホルン紅白歌合戦」リ 音楽を鑑賞できる公演の実施
ターンズ in 静岡

11/5
（全1回）

令和2年度「まちは劇場」推進事業「0 市民の芸術文化等への参加を促すこと 「まちは劇場」プロジェクトを推進するため
17 歳から入れる!親子クラシックコンサー で、交流人口の増加による地域活性化を 乳幼児を含む親子が入場可能なコン
図ることを目的とする
サートを開催する。
ト」

2/11
（全2回）

音楽を身近に感じる機会を提供し、鑑賞 小中学生を対象に地域のオーケストラに
者の育成を図る
よる鑑賞会を開催。

1/21
（全2回）

18 オーケストラ鑑賞事業

（静岡市美術館）
№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

チェコにおけるジャポニスムと日本への還 ミュシャとオルリクという二人のチェコ人画

日・チェコ交流100周年ミュシャと日本 流に注目し、異文化交流の諸相を明らか 家を軸に、背景としてのチェコのジャポニ
にすることで、知られざるチェコの近代美 スムを紹介するほか、ウィーン分離派や明
1
日本とオルリク めぐるジャポニスム 術に触れる機会を提供するとともに、多様 治・大正期のポスター・版画・書籍など400
な文化への理解を促す。

4/11～5/24
（38日間）

点以上を展示。表現の東西交流を探る。

開館10周年を記念し、東海道や駿河ゆか
りの文化財を調査研究し、その成果を自
静岡市美術館開館10周年記念東海 主企画展として発信することで市民の地
2
域文化への関心を高める。東西文化の交
道の美 駿河への旅
差から生まれた静岡の美術や文化、歴史
を見つめなおす。

東海道図屏風をはじめ、江戸時代以降描
かれ続けた東海道の名所を題材とした絵
画の展開を、駿河の名所に注目し紹介。
あわせ東海道を旅し、駿河に集った江戸
絵画を代表する絵師たちと、彼らに師事
した駿河の名士たちの絵画を一堂に紹介
する。

6/6～7/19
（38日間）

ポーランド出身の作曲家・フリデリク・ショ
パン(1810-1849)は日本でも愛されるロマ
2020しずおか文化プロジェクト日本・ ン派の巨匠である。日本・ポーランド国交
3 ポーランド国交樹立100周年記念ショ 樹立100周年を記念し、美術館展として、
音楽家ショパンを紹介することで、世界の
パン-200年の肖像
優れた芸術家について多角的に学習す
る機会を提供する。

ショパンの人生と音楽を、自筆譜などの遺
品や同時代の美術作品、資料など約200
点で紹介する。19世紀前半“ショパンの時
代”の芸術的背景もあわせた多彩な展示
とする。静岡音楽館、静岡科学館との連
携事業とする。

8/1～9/22
（46日間）

開館10周年を記念し、当館が継続的に実
静岡市美術館開館10周年記念生誕 施してきた絵本原画を紹介する共同自主
4 110年・没後30年 絵本画家・赤羽末 企画展を開催することで、子どもから大人
まで幅広い世代が美術に親しむ機会を提
吉展(仮称)
供する。

日本の絵本の可能性を大きく切り開いた
絵本画家・赤羽末吉。その生誕110年・没
後30年を記念し、代表作『スーホの白い
馬』など、ご遺族よりちひろ美術館に寄贈
された絵本原画を中心に展示・紹介す
る。また図書館等との連携や普及事業を
展開する。

10/3～11/29
（50日間）

オランダのライデン国立古代博物館の古
代エジプトコレクションは、世界十指に入
る。研究も盛んで、貴重なコレクションと最
新の科学研究の成果により、6000年に渡
る古代エジプトの歴史を紹介し、市民に
学習機会を提供する。

ミイラや石碑に刻まれたヒエログリフなど、
貴重な資料を多数展示する。CTスキャン
と画像解析技術によりミイラの中身を鮮明
な映像で見せるなど、デジタル技術を駆
使した最新の研究成果を披露する。

12/19～3/31
（85日間）

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。

5月～7月
（全1回）

『めぐるりアート静岡』は、地元の大学や
県立美術館などと連携し、市内各所で展
示することで、今を生きるアートを広く市
2020しずおか文化プロジェクトめぐる 民に紹介することを目的とする。同時に作
7
家及びアートマネジメント人材の育成にも
りアート静岡
寄与する。静岡市が推進する「まちは劇
場」プロジェクトの一環としても実施し、市
の文化政策に寄与する。

主催各者と連携し、当館交流ゾーンや県
美エントランス、JR東静岡駅市有地「アー
ト&スポーツ/ヒロバ」など市内数カ所で展
覧会を企画。アーティストトークやワーク
ショップなど普及事業も実施する。

10月～11月
（全1回）

開館10周年を記念して、美術館の10年の
静岡市美術館開館10周年記念展示 歩みを振り返り、次の10年につなげる。10
8
周年イヤーとして、改めて館の活動を市
事業(仮称)
民及び全国に周知する。

10周年記念ロゴマークや「しずび」をあし
らったロゴを作成して、年間を通じて活用
する。春と秋のプレオープン、グランド
オープン記念日を中心に、記念事業を実
施する。(予算は、各事業区分に割り振っ
て計上。)

静岡市美術館開館10周年記念ライ
5 デン国立古代博物館所蔵 古代エジ
プト展

6

交流事業-展示事業「Shizubi
Project」

随時

２ 普及啓発事業
（事務局）
№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

2020しずおか文化プロジェクト 新文
1 化島 ～探検・発見・出会いのフェス
ティバル～

当法人のもつ文化施設や生涯学習セン
ターの運営で培われてきた専門性、総合 市民文化会館を会場に市民参画のアート
性を活かし、市民の文化活動への参画と イベントの実施。
交流機会を生み出す。

7月
（全2回）

2 文化情報発信事業

イベント情報や文化情報を発信すること
イベントニュース発行等の情報発信事業
で、市民の文化に関する関心を高め、文
の実施。
化活動を促す。

通年
（全1回）

3 夜店市

法人広報宣伝PRの場としての活用、地域 静岡市中央商店街の夏まつりに出店し、
に根差した事業の実施、まちのにぎわい 当法人の広報、ならびに静岡市美術館
創出へ寄与する。
事業の前売券の販売等を行う。

8月
（全1回）

4 伝統文化ワークショップ

体験を通じて日本の伝統文化への理解と 子どもを中心とした市民に伝統芸能に触
関心を深める。
れる機会を提供するワークショップ。

9月
（全4回）

5

中勘助文学記念館顕彰事業
市民文芸連動講座

中勘助及び中勘助文学記念館について
中勘助および中勘助文学を題材とした文
の周知を図り、市民による文学活動の促
学講座を実施する。
進の一助とする。

5月～7月
（全4回）

6

中勘助文学記念館顕彰事業
「するが文化の散歩道」

近隣市の類似施設や大学と連携し新たな 静岡県立大学協力のもと、中勘助文学記
ネットワークを確立する。今後の広報や事 念館、藤枝市郷土博物館・文学館、焼津
業連携に発展するきっかけとする。
小泉八雲記念館等をバスで巡る。

9月～11月
（全1回）

7

中勘助文学記念館展示入れ替え業 定期的な記念館の展示物の入れ替えを 中勘助文学記念館の展示入れ替え業
行い、興味関心を喚起すると共に中勘助
務。
務
文学の顕彰を図る。

通年
（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 「歌舞伎がわかる」入門講座

広く市民に対して、各種文化の理解と関 文化芸術に関連した知識を紹介する初
心を深める機会を提供し、市民の文化レ 心者向けの講座。歌舞伎をテーマとして
ベル向上を図ることを主たる目的とする。 開催する。

4月
（全1回）

2020しずおか文化プロジェクト 新文
2 化島 ～探検・発見・出会いのフェス
ティバル～

当法人のもつ文化施設や生涯学習セン
ターの運営で培われてきた専門性、総合 市民文化会館を会場に市民参画のアート
性を活かし、市民の文化活動への参画と イベントの実施。
交流機会を生み出す。

7月
（全2回）

全日本吹奏楽コンクール全国大会常連
広く市民に対して、活動成果を発表する
団体である静岡大学吹奏楽団と共催で嫉
場を提供し、市民の文化レベルの向上を
3 すべて見せます!静岡大学吹奏楽団
視する、吹奏楽コンサートリハーサル見学
図ることを主たる目的とする。
会。

7/12
（全1回）

静岡大学吹奏楽団と共催で、中高等学

吹奏楽リーダーズ講習会 in 静岡大 広く市民に対して、活動成果を発表する 校吹奏楽部のリーダー育成講習会を開
場を提供し、市民の文化レベルの向上を
4
催。成果を同団の定期演奏会で発表す
学吹奏楽団定期演奏会
図ることを主たる目的とする。

12/13
（全1回）

る。

(静岡音楽館)
№

事業名

1 AOIのオープン・デイ2020

事業目的

事業内容

静岡音楽館AOIの諸室でミニ・コンサート
施設に対する市民の親しみやすさを培う
や楽器体験などさまざまなイベントを同時
ための事業
開催。
音楽を中心とした総合的な体験により、子 音あそび、リズムあそび、合唱、体操、コ

2 第22期「子どものための音楽ひろば」 どもたちの豊かな感性を養う(特色ある事 ンサートの鑑賞など全24回の講座を実
業の実施)

施。

2020しずおか文化プロジェクト 静
常葉大学附属橘高等学校吹奏楽専攻の
普段クラシック音楽の演奏に触れることが
ブラス・アンサンブルによる子どものため
3 岡・室内楽フェスティバル2020 0歳児 難しい層に鑑賞機会を提供する
のコンサート。
からのファミリー・コンサートVol.5

実施時期
7/18
（全1回）

4/18～3/6
（全24回）

10/24
（全1回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

4

小学校高学年のためのオルガン・コ 教育機関との連携による青少年の文化活 子どものときから静岡音楽館AOIのオル
動の推進
ガンに親しむことができるコンサート。
ンサート

11/11
（全1回）

5

アウトリーチ・コンサート 静岡中央特 普段クラシック音楽の演奏に触れることが 静岡音楽館AOIから離れた地域、医療施
設、福祉施設、高齢者施設、更生施設等
難しい層に鑑賞機会を提供する
別支援学校 小学部
でのアウトリーチ・コンサート。

6/17
（全1回）

6

アウトリーチ・コンサート 静岡市庵原 普段クラシック音楽の演奏に触れることが 静岡音楽館AOIから離れた地域、医療施
設、福祉施設、高齢者施設、更生施設等
難しい層に鑑賞機会を提供する
生涯学習交流館
でのアウトリーチ・コンサート。

7/11
（全1回）

7 アウトリーチ・コンサート 駿府学園

静岡音楽館AOIから離れた地域、医療施
普段クラシック音楽の演奏に触れることが
設、福祉施設、高齢者施設、更生施設等
難しい層に鑑賞機会を提供する
でのアウトリーチ・コンサート。

8 講演会 作曲家の視点から

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。

9/5
（全1回）

9 講演会「ベートーヴェン 人と音楽」

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。

10/17
（全1回）

7/7
（全1回）

講演会“この1曲”をとことん語る L.v.
コンサートシリーズで演奏される曲目につ
10 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第 コンサートシリーズに対する理解を深める いて静岡音楽館AOI学芸員が解説。
9番《クロイツェル》イ長調 op.47

9/11
（全1回）

講演会“この1曲”をとことん語る L.v.
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13
コンサートシリーズで演奏される曲目につ
コンサートシリーズに対する理解を深める
11
いて静岡音楽館AOI学芸員が解説。
番 変ロ長調 op.130(大フーガ
op.133)

10/7
（全1回）

講演会“この1曲”をとことん語る L.v.
コンサートシリーズで演奏される曲目につ
12 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第14番 コンサートシリーズに対する理解を深める いて静岡音楽館AOI学芸員が解説。
《月光》嬰ハ短調 op.27-2

9/25
（全1回）

講演会 はじめての現代音楽 A.ベ
コンサートシリーズで演奏される作品につ
コンサートシリーズに対する理解を深める
13 ルク:
いて静岡音楽館AOI学芸員が解説。
弦楽四重奏曲第3番

7/31
（全1回）

14 講演会 作曲家入門 E.エルガー

クラシック音楽の作曲家についての理解 クラシック音楽の作曲家について静岡音
を深める
楽館AOI学芸員が解説。

12/10
（全1回）

15 講演会 作曲家入門 F.ショパン

クラシック音楽の作曲家についての理解 クラシック音楽の作曲家について静岡音
を深める
楽館AOI学芸員が解説。

6/19
（全1回）

(静岡科学館)
№

事業名

事業目的
9階体験型教材コーナー「かがくのおも

1

事業内容
数か月ごとテーマを変え、ゲーム性があっ

科学のおもちゃ箱・一緒に遊ぼう!お ちゃ箱」において、ハンズオン展示物を制 たり、試行錯誤できる教材を展示する。併
作し、体験プログラムを来館者に提供す せて展示物への興味や原理の理解を引
もちゃ箱トーク
る。

実施時期
随時

き出す体験プログラムを行う。

2 なるほど!展示物ガイド

常設展示物を活用し、実験やトーク、来 展示物の原理を理解するための補助的
場者の体験を交えて、展示物の新たな魅 な用具を使いながら、新たな興味や疑問
力を引き出す。
を引き出すような体験プログラムを行う。

4/11～2/28
（全17回）

3 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 エンターテインメント性を持った大型実験
物・事象に含まれる科学的な要素を紹
を実施し、楽しみながら身近な科学的現
介・解説し理解を図る。
象を紹介し、背景となる原理を解説する。

4/18～3/14
（全20回）

4 テーブルサイエンス

身近な科学的な現象をテーマとした実験
を演示し、来館者との対話を通して科学
への興味・関心を高める。生活と関連した
実験を取り上げ、日常生活の中での気づ
きを促す。

4/12～3/24
（全30回）

月ごとのテーマに沿った実験を観覧者の
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。

№

事業名

5 わくわく科学工作

6

春休み特別体験企画「る・く・る春の
実験まつり」

事業目的

事業内容

実施時期

科学的な原理がわかり、かつ手軽にでき
手軽に加工できる材料を使い、しくみや
る工作体験により、ものづくりの楽しさを学
機能に科学的要素を取り入れた工作体
ぶ。作品を使った科学遊びにより、家庭
験を提供する。テーマは月替わりとする。
でも科学的体験を共有する。

4/26～3/28
（全21回）

9階イベントホール利用し、閑散期の誘客 簡単な工作を行いながら、制作物を使っ
対策を行う。身近現象な現象に親しみ、 た競技会等を行う。試行錯誤をしながら
創造力を働かせることを楽しむ。
探究の楽しさを経験する。

4/1～4/5
（全5回）

7 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。出展は学校、
公的機関等から募り、科学普及活動への
市民参画を促す。

教員や学生、科学愛好家などの市民が
講師を務め、来館者に科学の不思議さ、
楽しさ、面白さを紹介するワークショップを
行う。

4/11～2/28
（全11回）

8 GW特別体験企画

9階企画展示室、イベントホールなどを利
用した事業で、繁忙期対策とする。幅広
い年齢層の来館者に科学的な体験を提
供する。

過去の企画展の展示物、おもちゃ箱コー
ナーの展示物を活用し、親子のコミュニ
ケーションが生まれる体験的な展示を行
う。

5/2～5/6
（全5回）

9 2021春企画(3月)

9階イベントホール利用し、閑散期の誘客 簡単な工作を行いながら、制作物を使っ
対策を行う。身近現象な現象に親しみ、 た競技会等を行う。試行錯誤をしながら
創造力を働かせることを楽しむ。
探究の楽しさを経験する。

3/25～3/31
（全7回）

10 る・く・る自然観察会

県自然観察指導員会中部支部の協力を
野外で自然や生物のようすを直接観察す
得て、市街地周辺のフィールドへ出向い
る機会を提供し、身近な環境への市民の
て、各回のテーマに沿って自然観察を行
関心の高める。
う。

5/23～1/31
（全8回）

11 めばえのかがく

自然環境や動植物なども含めた身近で
総合的な科学的話題への関心を高める。
同時に未就学児と保護者に、生活体験に
基づく科学の入り口を提供する。

4/25～3/24
（全15回）

12 企画展「恐竜展(仮称)」

常設展示物では紹介できない科学的事
象について特別展示を行い、市民の科学
体験型展示や実験を通して恐竜につい
に対する興味・関心を喚起し、理解を深
て紹介する。
め、より深い知識獲得や思考力伸長を目
指す。

12/19～2/23
（53日間）

13 企画展関連事業

企画展の開催にあわせ、体験や専門家
企画展に関連した、ワークショップ及び講
の講演等を実施し、来場者へ展示内容の
演会を実施する。
理解促進や補完を行う。

12/19～2/23
（全9回）

14 展示企画・ガレージ

科学的事象や時事ニュースやなどの情報
それぞれのテーマに沿ったパネル・標本
をパネルや標本などを使って紹介し、幅
等を用いた展示を行う。時期・テーマごと
広い年齢層を対象に科学について理解
に入替を図る。
を深めるきっかけとする。

4/17～3/7
（全172回）

15 自由研究相談会

静岡サイエンスミュージアム研究会の協
夏休みの自由研究に取り組む小学生を 力の下、自由研究のテーマ探しなどをサ
支援し、研究対象への気づき、研究方法 ポートするワークショップや、研究のテー
の振り返りを促す機会とする。
マ・進め方などについての個別指導を行
う。

7/28～8/5
（全4回）

16 自由研究相談ワークショップ

身近で、家庭でもできる実験を紹介するこ
とで、疑問を見つける目を養い、課題解
決に向けた手順・手法などの理解を図
る。

自由研究のテーマ例を、実験のやり方を
含めて紹介する。また親子で体験すること
により、自由研究への保護者のかかわり
方を伝える。

7/24～7/30
（全2回）

17 科学茶房

企業や大学で研究されている先端科学・
科学技術の現状について、その多様性
や価値、魅力、社会とのかかわりについ
て、市民の理解を促す。

専門性の高い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、幅広
い年齢層の市民に提供する。

4/19～2/14
（全11回）

18 科学教室「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 科学館職員が講師となり、宇宙に関する
を伸ばし、思考力を育成する。
実験や工作を教室形式で行う。

10階ガレージにおいて、歳時に応じた体
験的な展示を行う。同時に未就学児を対
象とした科学の入門的な実験・工作を行
う。

7/31
（全1回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

19 科学教室

自然科学・科学技術の様々なテーマを取 科学館職員や外部講師の指導の下、実
り上げ、実験や観察を通して、科学に対 験ルーム、創作ルームで活動を行う。体
する探究的な態度を養う。
験的、対話的なプログラムを提供する。

6/21～3/14
（全8回）

20 る・く・るワークショップ

短時間で完成する実験や工作を提供し、
簡単な実験・工作を行い、科学に親しむ
体験に関する科学コミュニケーションを行
とともに、家族など来館者同士のコミュニ
う。家族での来館者には、親子での体験
ケーションにより体験を共有を図る。
を促す。

8/17～11/14
（全6回）

しずおかサイエンスアドベンチャー
21
2020

静岡サイエンスミュージアム研究会の協
実験室や屋外での体験活動を通して、身 力の下、アドベンチャーの会員を対象に
近な現象や自然への関心を醸成し、科学 静岡科学館や他施設で、実験観察、屋
的に探究する態度を計画的に育成する。 外での動植物の観察、調査等の探究活
動を行う。

6/28～2/23
（全9回）

22 プログラミング教室

プログラミングによる課題解決の体験を提 企業・専門高校を講師に迎え、最新のプ
供し、市民のプログラミング教育への関心 ログラミング教材を市民が体験できるよう
を喚起する。
にする。

8/4～2/6
（全6回）

23 流れのふしぎ展

神奈川工科大学、日本機械学会の協力
空気や水の流れを利用した現象や遊び
の下、大学教員や大学生によるブース出
に触れ、流体力学への理解を深め、科学
展を行い、市民が流体力学に関する実験
技術への創造性を喚起する。
を体験する。

8/22～8/23
（全2回）

24 未来の科学者発掘講座

科学・技術・工学・数学などの研究分野の
静岡県の理科教育推進事業の一環とし
紹介、実験・観察を通し、主体的・対話的
て、科学に関する探究的な入門講座を行
で深い学びに向かうきっかけづくりを行
い、小・中学生の資質を見出す。
う。

10/25
（全1回）

25 アウトリーチ活動

館外において科学の楽しさや不思議さに 当館で開発したショーや工作、科学教室
ふれるきっかけづくりを行い、科学館での のコンテンツを、外部団体の要請に応じ
学習体験を広く市民に紹介する。
て館外で実施する。

26 科学館学習

学校単位の科学館利用の促進を図るとと
職員が、当館を利用する学校団体に対し
もに、学校等の教育活動と連携した理科
て、教育課程に基づいた実験・工作講座
学習を提供することで、児童・生徒の科学
やサイエンスショーを行う。
への興味関心を高める。

随時

27 移動科学館

静岡市内の児童相談所、院内学級、福
疾病や貧困、家庭環境等の影響で学習
祉施設など来館困難な施設を職員が訪
機会の少ない児童・生徒に対して、科学
問し、サイエンスショー、科学工作、実験
に触れる多様な機会を提供する。
を行う。

随時

随時

(静岡市美術館)
№

事業名

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

2 展示解説

生涯学習センターの各種講座等、社会教
学芸員が展示解説を行い、市民の展覧
育施設からの団体を対象に、各展覧会の
会や作品への理解を深め、さらなる興味
内容を学芸員がわかりやすく解説する鑑
関心を喚起し、美術に親しむ層を育成す
賞教室。一般開館前の午前9時から10時
る。
の時間帯を中心に受け入れている。

随時

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 展覧会に対する理解を深めるため、展覧
関心を喚起し、美術に親しむ層を育成す 会担当学芸員が展示解説を行う。
る。

会期中
（全10回）

4 関連事業-講演会

参加者に対して展覧会等に関する知識を
外部講師等による展覧会テーマにちなん
普及し、美術に関する理解の深化や興味
だ講演会。
関心を喚起する。

会期中
（全10回）

5 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
展覧会テーマにちなんだ制作等ワーク
を提供することで、作品や作家に対する
ショップ。
興味関心を喚起する。

6

交流事業-展示事業「Shizubi
Project」関連事業

事業目的

出品作家による展示解説等、展示の関連
事業をうことで、市民の作品への理解を 出品作家本人による作品解説等、関連事
深め、さらなる興味関心を喚起し、美術に 業の実施。
親しむ層を育成する。

随時

5月～7月
（全1回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

出品作家の肉声を聞く機会等を作ること

2020しずおか文化プロジェクト めぐ で、市民に同時代に生きる作家と作品に 出品作家による展示解説等、関連事業を
7
身近に触れ、理解を深める機会を提供す 行う。
るりアート静岡 関連事業

10月～11月
（全1回）

る。

8 キッズアートプロジェクトしずおか

9

2020しずおか文化プロジェクト 暦と
あそぶワークショップ

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、駿府博物館及び県内の
美術館、博物館に、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。

美術館ならではのオリジナル創作体験プ
ログラムを考案・実施することで、広く市民
祭事や年中行事をとおして季節を感じ、
に対して、鑑賞と創作の双方から美術に
それをかたちにする、暦とあそぶワーク
親しむ機会を提供し、次世代の文化の担
ショップシリーズ。
い手の育成及び文化の受容層の拡充を
図る。

美術館ならではのオリジナル創作体験プ
ログラムを考案・実施することで、広く市民
2020しずおか文化プロジェクト プレ に対して、鑑賞と創作の双方から美術に 記念日にあわせて、家族や大切な人への
プレゼントをつくる「プレゼントワークショッ
10
親しむ機会を提供し、次世代の文化の担
ゼントワークショップ
プ」シリーズ。
い手の育成及び文化の受容層の拡充を
図る。
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
2020しずおか文化プロジェクト しず 者の潜在的なニーズに応えるため、小さ
11
な頃から「アート」、また「美術館」に親しむ
びチビッこプログラム
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、鑑賞
に基づく制作プログラム。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。

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
2020しずおか文化プロジェクト しず 覧会の内容をより深めることのできる、創
12
作体験の機会を提供し、次世代の文化の
びオープンアトリエ
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。

13 Shizubiシネマアワー

14

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 美術館ならではのセレクトで映画上映を
から美術館への来館を促し、美術館事業 行うシリーズ。
に関心を持つ市民層の拡充を図る。

静岡・音楽館×科学館×美術館 共 "音楽"という切り口から、美術館への新た 静岡音楽館、静岡科学館、静岡市美術
な来館を促すとともに、美術・音楽・科学 館の3館が共同して企画制作するコン
同事業 コンサート事業
等、様々な文化の受容層の拡充を図る。 サート。

音楽館、科学館、美術館が持つそれぞれ
静岡・音楽館×科学館×美術館 共 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
15
同事業 講演会事業
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。

通年
（全1回）

随時

随時

随時

8月～3月
（全2回）

随時

随時

随時

音楽館、科学館、美術館が持つそれぞれ

静岡・音楽館×科学館×美術館 共 の専門性を活かした総合的な文化発信 静岡音楽館、静岡科学館、静岡市美術
のためのプログラムを開発することで文化 館の3館が共同して企画制作するワーク
16
同事業 ワークショップ事業
に触れる機会を拡充し、市民の文化に対 ショップ事業。

随時

する理解を深める。

(葵生涯学習センター)
№

事業名

1 SDGsターゲットあおい講座

事業目的

事業内容

就労する知的障害者が、実生活に必要
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
な知識を学ぶ。
への適応能力を向上させる。

実施時期
4月～3月
（全24回）

№
2

事業名

事業目的

事業内容

SDGsターゲット【共催事業】谷津山環 地元の里山の環境保護活動を紹介し、活 谷津山の環境について学び、現地で実
動にかかわる人材を育成する。
習を行う。
境講座

実施時期
5月
（全1回）

3 【共催事業】ピヨピヨおはなしかご

孤立しがちな乳幼児の親子に、おはなし 手遊びやパネルシアター、手袋人形等を
会を通して心豊かな時間を提供する。
親子で楽しむ。

4月～3月
（全12回）

4 【共催事業】POP音楽カフェ

孤立しがちな乳幼児の親子に、音楽と交 子守唄、手遊び唄、クラシック音楽の鑑賞
流を通して心豊かな時間を提供する。
と母親同士の交流を行う。

4月～3月
（全12回）

SDGsターゲット【共催事業】しずおか 人形劇団へ発表の場を提供するととも
静岡市内で活動するアマチュア人形劇団
に、子ども達に生の人形劇に触れる機会
による人形劇の祭典を行う。
人形劇フェスティバル
を提供し、豊かな心を育む。

6/18
（全1回）

5

初心者向けパソコン講座。

4月～6月
（全5回）

7 パソコン初級講座(ステップアップ編) ルやインターネットの活用による社会参加 中級者向けパソコン講座。

4月～6月
（全5回）

6 パソコン初級講座(基礎編)

初心者向けパソコン講座。

高齢者のITリテラシー向上をはかり、メー
の一助とする。

8

【共催事業】アース(明日)カレッジ
2020

9 大学生講座企画塾

10

様々な人が講師を務めるイベントを実施
することにより、人材育成を行う。

様々なジャンルの講師を集め講義を行う
イベント。

学生と共に講座企画を行い、人材育成を 現役の大学生を集め、講座の企画を行
行う。
う。

SDGsターゲット【共催事業】古本リサ 利用団体と連携して事業を実施すること
により、幅広い内容の事業を提供し、市民 利用団体と協働し事業を行う。
イクル市
活動を支援する。

2020しずおか文化プロジェクト【共催
事業】静岡市生涯学習センター全館
11
連携コンサート事業ショパン～生涯
の旅～

生涯学習センター全館を会場としたピアノ
生涯学習センター全館を会場としたショ
コンサートを実施し、広く市民に本格的な
パンの主要楽曲を全て鑑賞できる連携コ
音楽文化に気軽に触れていただく機会を
ンサート。
提供する。

7月
（全1回）

8月～12月
（全8回）

10月
（全1回）

11月
（全1回）

12

SDGsターゲット【共催事業】大学公開 大学と連携して事業を実施することによ
り、幅広い内容の事業を提供すると共に、 大学の公開講座として実施。
講座(静岡大学)
大学との連携を深める。

10月～12月
（全4回）

13

SDGsターゲット【共催事業】大学公開 大学と連携して事業を実施することによ
り、幅広い内容の事業を提供すると共に、 大学の公開講座として実施。
講座(静岡県立大学)
大学との連携を深める。

10月
（全4回）

14

SDGsターゲット【共催事業】大学公開 大学と連携して事業を実施することによ
り、幅広い内容の事業を提供すると共に、 大学の公開講座として実施。
講座(英和学院大学)
大学との連携を深める。

10～12月
（全4回）

15 絵画指南塾

日頃学ぶ機会の少ない「絵画」を改めて
学ぶ。

16 読書感想画に挑戦

児童に美術作品を制作する機会を提供
することで、豊かな感性を育み、心身の健 子供対象の絵画教室。
やかな成長につなげる。

17

成人対象の絵画教室。

【共催事業】めざせ!セミのぬけがら博 身近な自然観察を通して、環境や科学へ センター近隣の公園でセミの抜け殻を採
の興味・関心を育む。
集し、種類の見分け方を学ぶ。
士

18 郷土史及び古文書講座

郷土史及び古文書読解を通して地元の
郷土史及び古文書を通して、当時の地元
歴史に触れ、愛着を深めるとともに、地域
の歴史について学ぶ。
の貴重な歴史を後世に残す。

7月～8月
（全2回）

8/19～8/26
（全3回）

8/2
（全1回）

9月～12月
（全3回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

19 シニアストレッチ

体をほぐしながら体力、筋力を身に着け、 シニア世代が身に付きやすいストレッチを
健康の保ち方を身に付ける。
学ぶ。

1月～3月
（全3回）

20 創ろう!君だけのプラモ

設計図の無いところから自由に部材を組
半端部材を利用してオリジナルのプラモ
み合わせ作品を作り、想像力と創造力を
デルを作る。
養うと共に、地域産業への理解を深める。

8月
（全1回）

21 【共催事業】こども10円商店街

物流の流れ学ぶとともに、異世代交流の 子どもたちが企画をし、商品販売やサー
機会とする。
ビスを行う。

2月～3月
（全4回）

22 【共催事業】サイエンスカフェ

先端科学、現在進行形の研究の実際に
ついて市民に解りやすく伝える場の提
供。

10月
（全1回）

【共催事業】財団連携講座 ショパン
を語る

研究者を招き、サイエンスカフェを実施す
る。

財団連携事業を展開し、興味と関心を深 静岡市美術館及び静岡音楽館AOIの学
める。
芸員による講演会。

9月
（全1回）

24 外国人中学生のための日本語教室

外国人住民がより安心して子育てできる
外国人住民の子どもに対して日本語の指
環境づくりの一助として、正確な情報を橋
導をする。
渡しできる人材を育てる。

7月～8月
（全3回）

25 しぞ～かの牛・豚・鳥を学び、食す

豚肉、鶏肉、牛肉の各部位や特徴、焼き
豚肉、鶏肉、牛肉の各部位とその特徴、
方等を学ぶ食育を実施するとともに、静
また全国の銘柄肉について学び、静岡銘
岡銘柄の豚肉、鶏肉、牛肉を紹介し、地
柄の豚肉、鶏肉、牛肉を試食する。
産地消を促す。

9月～10月
（全3回）

26 初めての一閑張

伝統工芸である、一閑張でかごを作る。

伝統工芸である、一閑張でかごを作る。

27 新社会人向けライフプランセミナー

新社会人など若年層に向けて貯蓄や人
生設計の参考となる講座を実施すること
で生涯学習施設の周知、利用向上に努
める。

財形貯蓄やNISAなど、新社会人のうちに 4～5月または3
開始すると参考になる金融情報などの講
月
義。
（全1回）

28 骨盤底筋、体力向上講座

高齢者世代の体の悩みを改善することで
肩こり改善、腰痛予防を全3回で学ぶ。
健康や体力づくりに役立てる。

4月～6月
（全3回）

29 作り置き料理のすすめ

仕事に学業、家庭に忙しい年代に向けて
作り置き料理の調理実習を行うことで、少
日持ちする食事作りの実習を行う。
しでも食生活の負担を減らし生活にゆとり
を持ってもらう。

11月～1月
（全2回）

30 こじらせる前の中学生ダンス教室

ダンスに苦手意識のある中学生を対象
に、学外でダンスの基礎を学ぶ講座を行 ダンスにおける基礎的な動きを学ぶ全一
い、ダンスを生涯学習の一環と捉える機 回のワークショップ。
会を提供する。

5月
（全1回）

31 ぼく、わたしのエコバックづくり

スタンプを使ってオリジナルのエコバック
を作ることで創造性を高める。また、日常 ステンシル技法を使い、オリジナルのトー
的に使用できるものを作ることで環境問題 トバックを完成する。
に触れる機会を提供する。

8月
（全2回）

23

11月
（全2回）

32

SDGsターゲット【共催事業】大学連携 大学と連携し事業を実施することにより、 大学と内容と連携し公開講座を開催す
幅広い内容の事業を提供すると共に大学
る。
事業①(常葉大学教育学部)
との連携を深める。

9月～10月
（全2回）

33

SDGsターゲット【共催事業】大学連携 大学と連携し事業を実施することにより、 大学と内容と連携し公開講座を開催す
幅広い内容の事業を提供すると共に大学
る。
事業②(常葉大学造形学部)
との連携を深める。

9月～10月
（全1回）

34 学習支援 夏

小学生の自主的に学ぼうとする意識を養
小学生を対象に、宿題など自主学習のた
う場の提供。また、学習支援員として教員
めの場所を提供する。また学習支援員を
を目指す若い人材等の社会参加を推進
配置しサポートを行う。
する。

8月
（全1回）

35 学習支援 冬

小学生の自主的に学ぼうとする意識を養
小学生を対象に、宿題など自主学習のた
う場の提供。また、学習支援員として教員
めの場所を提供する。また学習支援員を
を目指す若い人材等の社会参加を推進
配置しサポートを行う。
する。

12月
（全1回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

36

【人材養成講座】学習支援指導者育 学習支援員として教員を目指す若い人材 退職校長会や学習支援団体による学習
等の育成と社会参加を推進する。
支援員の人材育成講座。
成事業

5月～2月
（全5回）

37

SDGsターゲット【共催事業】静岡市共 静岡市と共同して事業を行うことにより市
市政課題に対する事業。
政課題について学ぶ機会を提供する
催事業 1

6月
（全1回）

38

SDGsターゲット【共催事業】静岡市共 静岡市と協働して事業を行うことにより、
市政課題に対する事業。
市政課題について学ぶ機会を提供する。
催事業 2

11月
（全1回）

39

SDGsターゲット【共催事業】静岡市共 静岡市と協働して事業を行うことにより、
市政課題に対する事業。
市政課題について学ぶ機会を提供する。
催事業 3

8月
（全1回）

40 大学生講座企画事業

大学生講座企画塾にて学んだ生徒が現
大学生講座企画塾受講生による企画事
代的課題の解決に向けた企画事業を開
業。
催する。

12月
（全2回）

41 みんなでグリーンコンシューマー

エコ生活のリサイクル、リメイク、リユースの 環境に優しく快適に生活するためのヒント
基本を学ぶ。
と取り込みやすい知恵を習得する。

9月～12月
（全3回）

明日を生きるための小学生ドッジ
ボール教室

ボールを捕る、投げるといった、基本的な
ドッジボールの基本的な動きを学ぶ全一
動きを習得することによって、学校生活を
回のワークショップ。
前向きに捉えるための一助とする。

7月
（全1回）

家の中で眠っているハンカチを振袖の後 振袖人形をハンカチーフで作り、高齢者
ろ姿に再生する。
の楽しみの一環として提案する。

9月～12月
（全3回）

【共催事業】子どもの笑顔写真コンテ 受賞作品を巡回展として市内各所で展示 受賞作品の展示を静岡市生涯学習セン
を行い、静岡の町を構成する人の素晴ら
ター11館等で行う。
スト受賞作品巡回展
しさを再認識するきっかけとする。

10月～3月
（全1回）

45 広報事業

地域住民に施設や学習団体の情報を提 施設や生涯学習団体の紹介を行う広報
供し、生涯学習を推進する。
紙を発行する。

4月～3月
（全1回）

46 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 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座。

5月～3月
（全18回）

47 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 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座。

5月～3月
（全18回）

48 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 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座。

5月～3月
（全18回）

49 あおい家庭教育学級

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 家庭教育に係る諸課題に対する学習と、
より、子どもたちの健やかな成長を促し、 保護者の仲間づくりを行う。
豊かな人間性を育む。

10月～12月
（全5回）

42

43 ハンカチで作る振袖姿人形

44

(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

1 父と子どものアート広場

男女共同参画社会の推進を図る。男性の 男性保護者と子どもを対象とした大型ペ
育児参加支援。
イント講座。

11月
（全1回）

2 パラリンピック競技体験講座

パラリンピックの競技についての説明と実 パラリンピックの競技についての説明と実
技体験。
技体験。

6月
（全1回）

№

事業名

3 子ども模擬裁判

4

日本経済の今後の展望について学ぶ。

実施時期
8月
（全1回）

安倍川橋の歴史、大正から現在まで伝
承、進化した技術を学ぶウォーキング講
座。

10月
（全1回）

日本経済の今後の展望について学ぶ。

6月
（全1回）

【共催事業】西部パソコンサロンへよう パソコン操作に関する質問や相談にボラ パソコン操作に関する質問や相談に応じ
ンティアが応じる。相互学習により、地域
るサロン形式の講座。
こそ
交流・社会参加を推進する。

4月～2月
（全10回）

子どもの職業に対するイメージを膨らめる 「職業人」を招き、小学生に職業を体感し
ことで、キャリア教育の一助とする。
てもらう。

7月
（全1回）

【共催事業】めざせ!セミのぬけがら博 身近な自然観察を通して、環境や科学へ センター近隣の公園でセミの抜け殻を採
の興味・関心を育む。
集し、種類の見分け方を学ぶ。
士

8月
（全1回）

7 子ども職業体験会

8

事業内容

模擬裁判や裁判所内の見学を行い、法
模擬裁判の実施、裁判や法律に関する
律について若年層に分かりやすく啓蒙す
質疑応答等。
る。

【共催事業】ドボジョと行く!安倍川のヒ 女性目線で道路の魅力発信を続ける女
性土木技術職員の活躍と仕事を取り上
ミツ
げ、男女共同参画の一助とする。

5 令和の経済

6

事業目的

6月
（全1回）

9 天文講座

天文について学ぶ。

10 【共催事業】古本リサイクル市

古本の交換を通して環境問題への意識
向上を図る。本をリサイクルすることで、古 古本の交換会。
紙や可燃ごみ減量の一助とする。

12月
（全3回）

11 海洋汚染について考える講座

海洋汚染を理解し、実践・継続しやすい
対策を学ぶことで、海洋資源の保全と持
続可能な利用について考える。

7月
（全1回）

天文について学ぶ。

海洋汚染を理解し、実践・継続しやすい
対策を学ぶことで、海洋資源の保全と持
続可能な利用について考える。

【共催事業】医療講演会「元気に長 実践的な抗加齢医学について学ぶことに 日本抗加齢医学会専門医の講演により
より、元気に長寿を享受することに役立て 健康寿命の延伸や病気をもっていても元
生きする方法～アンチエイジング～」 る。
気でいられる方法について学ぶ。

5月
（全1回）

13 Let's!防災クッキング

災害時にライフラインが停止しても調理可
災害時に役立つ調理法や無駄のない非
能な方法を学び、いざという時の心構えを
常食の備蓄について学ぶ。
常に持つという意識醸成を図る。

2月
（全1回）

14 救命講習

応急処置法を学び救急車到着までの応
急手当の重要性を認識することで、自主 応急処置法などを学ぶ。
救護能力と救命率の向上を図る。

1月
（全1回）

15 ハザードマップから考える防災講座

ハザードマップをきっかけとして水害への ハザードマップから危険箇所や浸水想定
防災意識を向上させ,水害を正しく知り,日 区域、避難所を確認し、被害軽減に向け
ごろからの備えを高める。
て考える。

6月
（全1回）

16 子どもといっしょに骨盤ピラティス

育児などで孤立しやすい母親に豊かな時
骨盤の歪み改善のピラティスを子供と一
間を提供し、親子や参加者同士のコミュ
緒に楽しむ。
ニケーションの場を提供する。

11月～12月
（全3回）

17 【共催事業】春の親子お料理ごっこ

親子で料理を行い食の大切さを学ぶ。地
親子を対象とした料理講座。
域の子育て支援人材育成の一助とする。

4月～6月
（全3回）

18 【共催事業】夏の親子お料理ごっこ

親子で料理を行い食の大切さを学ぶ。地
親子を対象とした料理講座。
域の子育て支援人材育成の一助とする。

7月～9月
（全3回）

19 【共催事業】秋の親子お料理ごっこ

親子で料理を行い食の大切さを学ぶ。地
親子を対象とした料理講座。
域の子育て支援人材育成の一助とする。

10月～12月
（全3回）

12

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

20 【共催事業】冬の親子お料理ごっこ

親子で料理を行い食の大切さを学ぶ。地
親子を対象とした料理講座。
域の子育て支援人材育成の一助とする。

1月～3月
（全3回）

21 プロから学ぶ料理講座

プロから料理について学びぶと同時に、
料理を通じた学習支援、仲間づくり、料理
自分で作って食べる楽しさを感じることで
実習室の利用促進。
食への意識を高める。

11月
（全1回）

22 国立印刷局見学会

普段使用している紙幣の製造工程や国
立印刷局の業務内容について学ぶ事で
国立印刷局の工場見学と業務紹介
理解を深め、お金に対する意識を高め
る。

7月
（全1回）

23 今更聞けない電子マネー講座

決済インフラの基本から最新情報を学ぶ
ことで、市民の利便性向上と日々の生活 「電子マネーとは何か」「どのようなメリット・
に役立てることでかしこい消費者を目指 デメリットがあるのか」などについて学ぶ。
す一助とする。

9月
（全1回）

【共催事業】利用者団体との共催事
お金の使い方、おこづかい帳のつけ方を
業① 親子で学ぶおこづかい講座～ 静岡友の会との共催講座。計画的に金銭 学び、実際に買い物を体験する。また、
管理ができるように、早い時期から消費者
24
保護者同士でおこづかいの与え方などに
おこづかいの使い方とおこづかい帳 教育を実施する。
ついて話し合う。
のつけ方～

7月
（全1回）

25 明智光秀の生涯

明智光秀について学び、郷土理解を深
める。

明智光秀について学ぶ。

6月
（全3回）

26

SDGsターゲット 【共催事業】静岡の 伝統工芸や地場産業を紹介し郷土理解 静岡の伝統工芸の歴史・変遷などについ
ての講演会や実演を行い、作り手と使い
を深める。
ものづくり しずおかクラフトイベント
手との交流を図る。

2月
（全1回）

27

SDGsターゲット 静岡伝統工芸 駿
河塗下駄

6月～7月
（全4回）

28

SDGsターゲット 【共催事業】静岡伝 地域在住の職人を講師に迎え、地場産
業を紹介し郷土理解を深める。
統工芸 漆塗り弁当箱

29 SDGsターゲット ものづくり講座

地域在住の職人を講師に迎え、地場産
業を紹介し郷土理解を深める。

地域在住の職人を講師に迎え、地場産
業を紹介し郷土理解を深める。

白木の下駄に鉛筆で考えたデザインや絵
を描く。描いた上を塗料でなぞる。

漆塗りの弁当箱の製作体験を行う。

製作体験を行う。

11月～12月
（全6回）

11月
（全1回）

【共催事業】静岡オレンジカフェ「い
いとこカフェ・ふらっと」

認知症カフェを通じて認知症の人とその 認知症の当事者、家族、地域住民、介護
家族が気軽に立ち寄れ、地域の人たちと や医療の専門職などさまざまな方が集
のつながりを作るきっかけを提供する。
い、皆で認知症に向き合う。

4月～3月
（全12回）

【人材養成講座】地域支えあい隊プ
31
ロジェクト

生涯学習センターを通じて社会的孤立を
次期リーダーやボランティアを養成し、支
防ぎ高齢者が集う活動等を活発化するな
え合いのできるサークル活動の活発化を
ど、地域で支え合える活動を進める人材
促す。
を養成する。

10月～12月
（全5回）

30

パソコンを使った相互学習により、地域交

32

「西部パソコンサロンへようこそ」における

【共催事業】パソコンボランティアにな 流・社会参加を推進する「西部パソコンサ
ボランティアになるための心構えや注意
ロンへようこそ」で市民にパソコンを指導
ろう
点の講義、及びボランティア実践。

5月～6月
（全2回）

する支援者を養成する。

33 コミュニティーガーデン講座

34

2020しずおか文化プロジェクト【共催
事業】静岡市生涯学習センター全館
連携コンサート事業ショパン～生涯
の旅～

35 【共催事業】西部ジャズコンサート

ガーデニングを通じ自然との共生意識へ
の関心と理解を深め、誰もが気軽に集う 花の手入れや土作り等のガーデニングの
居場所づくりに参画する市民ボランティア 基礎を学び、センター花壇の整備を行う。
を育成する。

12月～2月
（全3回）

生涯学習センター全館を会場としたピアノ
生涯学習センター全館を会場に、リレー
コンサートを実施し、広く市民に本格的な
形式でショパンの主要楽曲を全て鑑賞で
音楽文化に気軽に触れていただく機会を
きる連携コンサート。
提供する。

5月
（全1回）

発表の場を提供し活動内容を広く周知す
ることで新たな市民が生涯学習活動へ参
利用団体と共催によるジャズコンサート。
加するきっかけを提供する。また、市民の
音楽文化振興の一助とする。

7月
（全1回）

県立静岡商業高等学校音楽部の生徒に

静岡県立静岡商業高等学校音楽部によ

36 【共催事業】西部ふれあいコンサート 演奏会の機会を提供し、音楽文化振興の る吹奏楽コンサート。
一助とする。

3月
（全1回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

37 全国温泉物語

温泉地と温泉地にまつわる歴史を学び、
温泉地にまつわる歴史を学ぶ。
教養を高める。

10月
（全3回）

38 色えんぴつ画講座

えんぴつ画の技法を学ぶ機会を提供す
ることで、豊かな余暇を過ごす活用方法
の一助とする。

5月～7月
（全5回）

39 初めてのベリーダンス

自己表現する事も兼ねたエクササイズで
あるベリーダンスを学び、美しさを手に入
初心者向けのベリーダンス講座
れながら健康的に女性らしさを身につけ
る。

えんぴつ画を学ぶ。

40

【共催事業】美術講演会(静岡市美術 財団管理施設の専門性を活かし美術の
要素を取り入れた講座を実施し市民の文 静岡市美術館学芸員による美術講演会。
館との共催事業)
化振興を推進する。

41

【共催事業】音楽講演会(静岡音楽館
静岡音楽館AOIの学芸員による音楽講演
要素を取り入れた講座を実施し市民の文
会。
AOIとの共催事業)
化振興を推進する。

42

【共催事業】利用者団体との共催事
業②

財団管理施設の専門性を活かし、音楽の

センター利用団体と共催で講座を行うこと センター利用団体と共催で講座を行うこと
により、団体のノウハウを地域に還元する により、団体のノウハウを地域に還元する
と共に団体の人材育成に繋げる。
と共に団体の人材育成に繋げる。

6月～8月
（全5回）

6月
（全1回）

10月
（全1回）

9月～11月
（全1回）

43 【共催事業】市との共催事業①

静岡市と協働して事業を行うことにより、
市政課題に対する事業。
市政課題について学ぶ機会を提供する。

随時

44 【共催事業】市との共催事業②

静岡市と協働して事業を行うことにより、
市政課題に対する事業。
市政課題について学ぶ機会を提供する。

随時

レンズを通してさまざまな場面で出会った

【共催事業】子どもの笑顔写真コンテ 笑顔を表現した作品を募集することで、豊 子どもの笑顔写真コンテスト受賞作品の
45
かな心を育み、静岡の町を構成する人の 巡回展。
スト受賞作品巡回展

10月
（全1回）

素晴らしさを再確認するきっかけとする。

46 ちびっこ絵画展

地域における市民の交流機会を設けるこ 地域の幼稚園、こども園から、園児の絵
とにより、生涯学習施設を地域の中核施 画を出品してもらい、センター内に展示す
設と位置付け、利用を促す。
る。

8月
（全1回）

47 広報事業

地域住民に施設や学習団体の情報を提 施設や生涯学習団体の紹介を行う広報
供し、生涯学習を推進する。
紙を発行する。

通年
（全1回）

48 高齢者学級みのり大学西部学級

高齢者が新たな知識、技術を学ぶととも 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座。

4月～3月
（全18回）

女性が現代的課題等について学び、従
来の性別役割分担を見直し、仲間をつく

49 女性学級 西部ときめき女子カレッジ る機会を提供し、社会参画への意識の向 女性を対象に現代的課題などを学ぶ。

10月～12月
（全5回）

上を図る。

(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

1 異国の文化を学ぼう

異国の文化や暮らしを学ぶことにより、多 市内に住む外国出身者から他国の文化
文化共生の促進を図る。
や暮らしを学ぶ。

7月
（全1回）

2 おもてなしの英会話

英語のコミュニケーションや海外について 大人対象として中学生レベルの英語を
知る機会を提供する。また、地域の人材 使った日本文化の紹介やおもてなしの仕
を活用し、育成する。
方を学ぶ。

5月～7月
（全6回）

3 キッズ英会話

子どもを対象にした英語学習を行うこと
子どもを対象として英会話や英語圏の文
で、異文化への関心と国際理解の意識を
化を学ぶ。
高める。

2月
（全2回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

4 新聞の読み方

新聞の読み方やスクラップブッキングの方
小学生を対象として新聞の読み方やスク
法を学び、時事問題への関心と情報収集
ラップブッキングの方法を学ぶ。
力を高める。

7月
（全2回）

5 プログラミング教室

プログラミングを通じて、想像力、論理力
を養う。

7月
（全3回）

6 Wordを使いこなそう!

Wordの活用方法を学ぶことでパソコン技 パソコン中級者を対象としてWordの活用
術の向上を図り、社会参加の一助とする。 方法を学ぶ。

2月
（全4回）

7 災害時のスマートフォン講座

災害時を想定したスマートフォン体験を通 災害時のスマートフォンの活用方法を学
して、市民の防災意識を啓発する。
ぶ。

2月
（全1回）

8 【共催事業】夏休みこども市場見学

地元の生鮮食料品の流通や経済につい
親子で静岡市中央卸売市場を見学し、地
ての知識を深め、食料品に対する関心を
域の流通の仕組みについて学ぶ。
高める。

8月
（全1回）

小学生を対象としてプログラミングを学
ぶ。

9

【共催事業】職場体験!消防署のお仕 職場体験を通じて専門性の高い知識を
得る機会とし、将来の展望として職業選
事
択の一助とする。

消防署見学や仕事の体験及び防災につ
いての講義を受ける。

2月
（全1回）

10

SDGsターゲット麻機自然観察会～水 身近な自然に触れることで、市民の環境 麻機遊水地に生息する植物を観察すると
保全に対する関心を高める。
ともに絶滅危惧種への関心を高める。
辺の草花を見に行こう!～

9月
（全1回）

11

SDGsターゲット麻機自然観察会～巴 身近な自然に触れることで、市民の環境 巴川流域に生息する水生生物を観察す
保全に対する関心を高める。
る。
川のおさかな探検隊～

7月
（全1回）

12

SDGsターゲット麻機自然観察会～昆 身近な自然に触れることで、市民の環境
麻機遊水地に生息する昆虫を観察する。
保全に対する関心を高める。
虫と遊ぼう!～

7月
（全1回）

13

SDGsターゲット麻機自然観察会～冬 身近な自然に触れることで、市民の環境
麻機遊水地に生息する鳥類を観察する。
保全に対する関心を高める。
鳥の観察～

1月
（全2回）

14

【共催事業】めざせ!セミのぬけがら博 身近な自然観察を通して、環境や科学へ センター近隣の公園でセミの抜け殻を採
の興味・関心を育む。
集し、種類の見分け方を学ぶ。
士

8月
（全1回）

身近な自然観察を通して、環境や科学へ センター近隣の公園でセミの羽化を観察
の興味・関心を育む。
し、セミの羽化について学ぶ。

8月
（全1回）

15 セミの羽化を観察しよう

SDGsターゲット【共催事業】カヤネズ 地域に生息する絶滅危惧種について学 カヤネズミについて学び、身近な自然を
び、身近な自然環境に対する保全意識を
見直す機会とする。
ミのくらしを学ぼう
高める。

10月～1月
（全3回）

17 SDGsターゲット陸の豊かさを守ろう!

地域に生息する絶滅危惧種について学
び、身近な自然の環境保全に対する意
識を高める。

絶滅危惧種の保護に関する講演会を行
う。

11月
（全1回）

18 【共催事業】谷津山の竹で小物作り

谷津山の植物を活用したものづくりの機
会を提供し、身近な自然に親しむことで
保全意識を高める。

谷津山の竹を使った小物づくりを行う。

1月
（全1回）

16

19

SDGsターゲット【共催事業】外来生
物ってなんだろう?

SDGsターゲット静岡の自然環境から
20 環境保全や自然との関わり方につい
て考える

外来生物について学ぶことで生態系や自
然環境への理解を深め、保全意識を育 市内に生息する外来生物について学ぶ。
む。

7月
（全1回）

自然生息地の劣化の抑制・生物多様性
の損失阻止等の観点から静岡市内の自 静岡市の自然環境と環境保全をテーマと
然環境を学び、環境保全や自然との関わ した講演を行う。
り方について考える機会とする。

11月～12月
（全3回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

21 アンガーマネジメント講座

怒り等の感情について対処方法を学ぶこ 日常生活で生じる感情のコントロール方
とにより、こころの健康を保つ一助とする。 法について学ぶ。

9月～10月
（全5回）

22 シニアのトレーニング講座

気軽に参加できるトレーニングで、心身の
健康を図り、地域の方たちに交流の場を 簡単な動作でできるトレーニングを学ぶ。
提供する。

6月～7月
（全5回）

基礎からスクエアダンスを学び体験する

【共催事業】スクエアダンスで脳トレー 場を提供することで、新しい趣味づくりや
スクエアダンスを学び、体験する。
23
仲間づくりを促す。また、生涯学習団体と
ニング

4月～5月
（全5回）

協働し団体活動の活性化を図る。

24 シニアのためのズンバ

気軽に参加できるトレーニングで、心身の
健康を図り、地域の方たちに交流の場を ズンバを学び、体験する。
提供する。

9月
（全5回）

25 防災食クッキング

災害時を想定した調理実習の体験を通し
身近な食品を使い防災食について学ぶ。
て、市民の防災意識を啓発する。

9月～1月
（全2回）

26 【共催事業】交通安全講習会

地元自治会と共催して交通ルールや交
通マナーを学ぶ講習会を行い、交通安全 交通安全対策について学ぶ。
に対する市民の意識向上を図る。

12月
（全1回）

27 【共催事業】地域の防犯対策

防犯対策の講習会を行うことにより、地域
の防犯意識を高め、市民主体の防犯活 防犯対策について学ぶ。
動を推進する。

12月
（全1回）

28 東部防災講座

災害時に役立つ知識を学び、防災意識
を高める。

災害時に役立つ知識を学び、防災意識
を高める。

7月～1月
（全3回）

29 パパのベビーマッサージ

父親の子育てに関する知識を深め男女
共同参画の機会とする。

父親を対象にベビーマッサージの講習を
行う。

9月
（全4回）

地元食材を使ったヘルシー料理の調理
地元食材を使ったヘルシーレシピについ
を通して、地産地消の意識を醸成するとと
て学び、調理実習を行う。
もに、市民の健全な食生活を推進する。

6月
（全1回）

30

【共催事業】地元食材を使った減塩
食クッキング

31

地域の歴史講座～四人の姫の物語 郷土の歴史や文化を学び、郷土への愛
好心と、歴史、文化への理解を深める。
～

32 はじめての株式投資

北川殿、寿桂尼、瀬名姫、早川殿をテー
マとした郷土の歴史について学ぶ。

資産運用について学び、今後のライフス 資産運用について専門家から学び、将来
タイルを見直す機会とする。
設計について考える。

10月
（全4回）

12月
（全3回）

工作や体験を通して自然科学に関心を

【人材養成講座】こどもとうぶプロジェ 持つきっかけを提供する。また、市民ボラ 自然科学をモチーフとした美術、工作、
33
ンティアの活用を図り、まちづくりの推進 手芸等を行う。
クト

6月～12月
（全3回）

を促す。

34 防災女子のすすめ～春～

災害時に備え、対応できる人材を育成す 災害時に自分や周りの人を守るために必
る。
要なスキルを学ぶ。

6月
（全2回）

35 防災女子のすすめ～夏～

災害時に備え、対応できる人材を育成す 災害時に自分や周りの人を守るために必
る。
要なスキルを学ぶ。

7月
（全2回）

36 防災女子のすすめ～秋～

災害時に備え、対応できる人材を育成す 災害時に自分や周りの人を守るために必
る。
要なスキルを学ぶ。

10月
（全2回）

【人材養成講座】防災女子のすすめ 災害時に備え、対応できる人材を育成す 災害時に自分や周りの人を守るために必
る。
要なスキルを学ぶ。
～冬～

2月
（全3回）

37

№

事業名

事業目的

事業内容

基礎からパッチワークを学び体験する場
を提供することで、新しい趣味づくりや仲 パッチワークの基礎を学び、作品を制作

38 【共催事業】パッチワークでバッグ作り 間づくりを促す。また、生涯学習団体と協 する。

実施時期
9月
（全3回）

働し団体活動の活性化を図る。

39 こども広場

子どもたちの憩いの場として施設を開放
し交流を図る。

40 駿河組紐

伝統工芸に親しみ、理解を深める機会を
駿河組紐でストラップを作成する。
提供する。

41 写仏と散華の体験講座

写仏や散華を学び体験することで、仏教
文化に親しむとともに心静かに自分と向き 写仏と散華を体験する。
合う時間を作る。

42 こども美術教室

小学校の元美術教員を講師に招き、美術
小学生を対象に、得意分野を活かし更な
道具の扱い方を教わりながら、作品を作
る個性を伸ばす機会とする。
る。

43

【共催事業】財団連携事業「AOI探検 静岡音楽館AOI施設見学を通じて文化
施設への理解を図る。
ツアー」

44

2020しずおか文化プロジェクト【共催
事業】静岡市生涯学習センター全館
連携コンサート事業ショパン～生涯
の旅～

読み聞かせや工作、体験学習等を行う。

静岡音楽館の施設見学を行う。

生涯学習センター全館を会場としたピアノ
生涯学習センター全館を会場に、リレー
コンサートを実施し、広く市民に本格的な
形式でショパンの主要楽曲を全て鑑賞で
音楽文化に気軽に触れていただく機会を
きる連携コンサート。
提供する。

5月～2月
（全3回）

9月
（全1回）

10月～11月
（全5回）

8月
（全2回）

5月
（全1回）

8月
（全1回）

レンズを通してさまざまな場面で出会った

【共催事業】子どもの笑顔写真コンテ 笑顔を表現した作品を募集することで、豊 子どもの笑顔写真コンテスト入賞作品の
45
かな心を育み、静岡の町を構成する人の 巡回展を実施する。
スト受賞作品巡回展

12月
（全1回）

素晴らしさを再確認するきっかけとする。

46 広報事業

地域住民に施設や学習団体の情報を提 施設や生涯学習団体の紹介を行う広報
供し、生涯学習を推進する。
紙を発行する。

通年
（全1回）

47 高齢者学級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 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座を行う。

4月～3月
（全18回）

48 思春期子育て講座

家庭教育に必要な現代的課題等につい
て学び、仲間を作ることにより、子どもたち 子どもの学習方法や家庭教育に関するこ
の健やかな成長を促し、豊かな人間性を とを学ぶ。
育む。

6月～7月
（全5回）

(北部生涯学習センター)
№

事業名

事業目的
地域で絵本や紙芝居の読み聞かせをし

1 【共催事業】ほくぶおはなしバスケット ている市民団体の人材育成と活用を図
る。市民の読書推進に寄与する。

2

【共催事業】静岡音楽館との連携事
業

3 布草履をつくろう!

4

～子育て応援プロジェクト～初めて
のベビーマッサージ

5 七夕豪雨から学ぶ防災講座

事業内容
絵本や紙芝居などの読み聞かせ、手遊
び、簡単な工作など。

実施時期
通年
（全11回）

静岡音楽館との連携事業を通じて、音楽
に対する興味関心を喚起する機会とす
静岡音楽館との連携事業の実施。
る。

8月
（全1回）

古布、端切れなどを使用して草履を作る
ことで、物づくりの良さと環境について考
える機会を作る。

5月
（全3回）

古布、端切れなどを使用しての布草履づ
くり。

地域の親子交流を促進し、子育て世代の
ベビーマッサージの体験と仲間作り。
仲間作りと育児不安の解消に寄与する。

6月～7月
（全5回）

近年増加している大雨・台風被害から身 大雨に関する警報が鳴った際の対処法
を守る行動ができるよう適切な知識を得る や、日ごろどのようなことに気を付けておく
とともに、防災意識を高める。
べきかについての講義。

6月
（全1回）

№

事業名

6 紙すき体験講座

事業目的
伝統的な日本和紙制作技法を学ぶこと
で、伝統技術を見直し、手作りの温かみ
を再発見する機会とする。

事業内容
楮を使用した伝統的日本和紙の紙すき
体験を行う。

実施時期
9月～10月
（全1回）

美術に親しむ機会を市民に提供するとと
静岡市美術館の学芸員による講義とワー
もに、財団内他施設と連携し事業を実施
クショップ。
することで組織内連携強化を図る。

5月
（全1回）

8 ガーデニング入門

ガーデニングを通して、自然を慈しむ心を
ガーデニングの体験。
育てる。

5月～6月
（全3回）

9 【共催事業】メンズキッチン

センター利用団体と共催事業を行い、団
体の活動活性化を促すとともに、知識や 男性を対象とした手軽な料理講座。
技術を市民に還元する。

5月
（全3回）

10 異文化理解講座

オリンピックを控え、異文化に関する事業
を実施することで、異文化に関する理解と 外国の文化についての座学を行う。
関心を深める。

5月
（全3回）

11 夏休み英語体験 ALTとあそぼう

地域社会と学校教育との関わりを深め、
ALT(外国語指導助手)との交流を通じ
子どもの国際理解、異文化への関心を育
て、英語に親しむ。
む。

8月
（全2回）

12 お金って何だろう

「お金」に関する概念、歴史、製造技術な
為替レート、お金の歴史に関する座学と
ど多角的に学ぶことで、お金に対する理
造幣局見学。
解を深める。

10月
（全2回）

13 パソコン初級講座 中級編

市民の情報リテラシーの向上を目指す。

電源の入れ方から文字入力の方法など、
パソコンの基本操作を学ぶ。

9月～10月
（全5回）

14 パソコン初級講座 エクセル編

市民の情報リテラシーの向上を目指す。

インターネットの活用をはじめ、年賀状や
収支報告書の作成などを学ぶ。

9月～10月
（全5回）

7

【共催事業】静岡市美術館との連携
事業

15

親子で社会科見学～電車のお仕事 職場見学・職業体験を通じて、社会の仕 親子で静岡鉄道の車両・車庫を見学す
組みについて学び、将来就きたい職業に
る。
～
ついて考える機会を提供する。

9月
（全1回）

16

【共催事業】めざせ!セミのぬけがら博 身近な自然観察を通して、環境や科学へ センター近隣の公園でセミの抜け殻を採
の興味・関心を育む。
集し、種類の見分け方を学ぶ。
士

8月
（全1回）

17 環境講座

環境について学ぶことで、身近な自然の
環境に関する座学。
環境保護について考える機会とする。
基礎体力の向上方法や運動について学

18 理学療法士によるやさしい運動講座 習する機会を提供し、市民の健康増進に 理学療法士の指導による体操。
寄与する。

8月
（全1回）

11月
（全2回）

地域の親子交流を促進し、子育て世代の
仲間づくりと育児不安の解消に寄与す
抱っこ紐を使用したダンスと仲間作り。
る。

1月
（全5回）

20 SDGsターゲットクイズラリー

近隣の小学生を対象に地域クイズラリー
を実施することで、若年層が気軽にセン
ターを訪れる機会を創出する。

“まちの秘密マップ”を配布し、地域フィー
ルドワークを通してクイズを解く。

11月
（全3回）

21 食育料理講座

調理実習を通じて「健康維持」「食事の重
食べることを通じて、健康的で活力ある生
要性」「家族や仲間と一緒に食べる楽し
き方について学ぶ。
み」「食べ物への感謝」などを学ぶ。

11月
（全3回）

22 初めてのそば打ち

地域で採れる蕎麦の実を使用したそば打
在来蕎麦の実を使用したそばうちの体
ちを体験し、郷土の味を知り地産地消に
験。
ついて考える機会とする。

12月
（全2回）

19

～子育て応援プロジェクト～ベビー
抱っこダンス

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

23 時短!簡単!おやつ作り

季節のフルーツなどを使用したお菓子作 季節のフルーツなどを使用したお菓子作
りを通して、食育について学ぶ。
り講座。

11月
（全3回）

24 マネープラン講座

自分らしく豊かな人生を送るため、ライフ
中長期的マネープランから日々の家計管
プラン・マネープランの立て方、賢い家計
理についてまで、お金について学ぶ。
管理について学ぶ。

1月
（全2回）

25 しずおかの歴史

静岡の歴史を知り、地域の魅力を再発見
静岡の歴史に関する講義および散策。
し、郷土愛につなげる機会とする。

6月
（全3回）

26 温泉・滝をめぐる

オクシズの温泉・滝を知る事で、郷土に対 オクシズの温泉や滝などの自然・景勝地
する理解や郷土愛に繋げる。
をめぐる。

10月
（全1回）

27 浅間神社を知る

浅間神社の魅力を知ることで地域の文化
浅間神社の見学と講義。
遺産を見直す機会とする。

9月
（全2回）

28

SDGsターゲット第4回 ほくぶおはなし 親子の触れ合いの場の創出に寄与する。 複数の読み聞かせ団体と、人形劇団によ
また、市民団体の活動の活性化と技術の る絵本の読み聞かせや手遊び、人形劇
フェスタ
向上の機会とする。
等。

10月
（全1回）

29

【共催事業】賤機山の植樹を体験しよ 市民団体と協力し、地域の山に植樹する
賤機山の植樹体験。
ことで、市民に自然の大切さを伝える。
う

3月
（全1回）

中学生が読み聞かせの技術を学び、学

SDGsターゲット【人材養成講座】中学 んだ成果を読み聞かせの会場で披露す 読み聞かせの技術について学び、学ん
30
ることで知識を地域に還元する機会とす だ技術を披露する。
生による読み聞かせ体験講座

7月～10月
（全5回）

る。

SDGsターゲット北部人材育成プロ
関連事業「静大生による生涯学習講座の 静岡大学教育学部学生が講師となり、タ
31 ジェクト「スイーツデコでメモスタンドを 立案・実施体験」の講座実施機会の提供 ミヤ模型のスイーツデコレーションを使用
と、物作りの楽しさを味わう機会の創出。 してメモスタンドを製作する。
作ろう!」

12月
（全2回）

大学生によるファミリーコンサートを実施
常葉大学の大学生によるファミリーコン
し、地域における文化振興および大学生
サート。
との連携を図る。

3月
（全1回）

33 カメラ講座

デジタルカメラでの撮影技術の向上と表
現の幅を広げ芸術への興味関心を喚起
する。

11月
（全3回）

34 SDGsターゲットファミリーコンサート

地域の生涯学習センターで親子が楽しめ 北部生涯学習センター活動団体「Ritomo
るファミリーコンサートを実施し、地域に対 bebe」が親子で楽しめるファミリーコン
する文化芸術の振興を図る。
サートを実施する。

8月
（全1回）

35 サークル設立支援講座①

サークル設立を意図して、当センターで
活動実績のない分野の趣味・文化講座を 趣味・文化講座を実施する。
実施する。

9月
（全4回）

36 夏休み!子ども料理教室

夏休み期間中に子ども対象の料理実習
を実施し、食育について学ぶ機会を提供 子ども向け料理実習。
する。

8月
（全1回）

32

37

SDGsターゲット【共催事業】スプリン
グコンサート

デジタルカメラで上手に写真を撮影する
方法について学ぶ。

サークル立ち上げ体験講座②(短歌・ サークル設立を意図して、当センターで
活動実績のない分野の趣味・文化講座を 短歌、俳句の講座を実施する。
俳句)
実施する。

SDGsターゲット共催事業【人材養成
講座】北部人材育成プロジェクト「静 大学生が自ら主体となり「講座の立案」及 工作講座を実施することを目標として、講
び「実施体験」を行う機会を提供し、生涯 座の立案、チラシ作りや講座当日の運営
38
大生による生涯学習講座の立案・実 学習に関する人材を育成する。
までを含めた一連の作業を体験する。
施体験」
39 子ども科学教室

実験や工作の体験を通じて科学への関
心を高める。

おもしろ科学実験や科学工作を行う。

9月
（全3回）

5月～12月
（全4回）

7月～8月
（全2回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

簡単なマジックの習得体験講座と近隣施
設への慰問を行う。

12月
（全4回）

SDGsターゲット【人材養成講座】地域 近隣学校と協働し児童生徒に「輪くぐり」 センター近隣地域で実施されている「輪く
を体験してもらうことにより、地域の文化・
ぐり」を体験する。
まちづくり事業「輪くぐり」
歴史の継承、地域人材の育成を行う。

6月
（全3回）

SDGsターゲット共催事業【人材養成
簡単なマジックを習得し、近隣施設に慰
40 成講座】北部人材育成プロジェクト施 問することにより人材育成を図る。
設慰問講座

41

2020しずおか文化プロジェクト【共催
事業】静岡市生涯学習センター全館
42
連携コンサート事業ショパン～生涯
の旅～

生涯学習センター全館を会場としたピアノ
生涯学習センター全館を会場に、リレー
コンサートを実施し、広く市民に本格的な
形式でショパンの主要楽曲を全て鑑賞で
音楽文化に気軽に触れていただく機会を
きる連携コンサート。
提供する。

9月
（全1回）

【共催事業】子どもの笑顔写真コンテ 子どもの笑顔を撮影した写真を募集展示 子どもの笑顔写真コンテスト受賞作品の
することで、豊かな心を育み、人の素晴ら
巡回展。
スト受賞作品巡回展
しさを再確認するきっかけとする。

2月
（全1回）

44 広報事業

地域住民に施設や学習団体の情報を提 施設や生涯学習団体の紹介を行う広報
供し、生涯学習を推進する。
紙を発行する。

通年
（全1回）

45 高齢者学級みのり大学北部学級

高齢者が新たな知識、技術を学ぶととも 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座。

4月～3月
（全18回）

～子育て応援プロジェクト～ココロを 子育て中の保護者に対し、子育ての悩み 子育てに関する講義や、親子で参加する
解決の場、仲間づくりの場を提供し、楽し
ゲームの実施。
育てる子育て講座
い子育てに寄与する。

6月～8月
（全5回）

43

46

(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

父子で料理を作り、男女参画の意識を高
める。環境に優しい料理作りについて学 父子で料理を作り、男女参画の意識を高
び、家庭でもエコな生活を心がける機会と める。
する。

5月
（全1回）

小学校における外国語学習の導入後に
ALT(外国語指導補助)と交流し、英語を
高まる市民ニーズに応え、夏休み中の児
学習する。
童の居場所づくりの一助とする。

7月～8月
（全2回）

戦争体験者の体験談と戦争や平和に関
戦争体験者の実体験を聞き、戦争や平
する図書の読み聞かせを通して、戦争の
和をテーマとした図書の読み聞かせを行
悲惨さや平和の大切さに対する関心を高
う。
める。

7月～8月
（全1回）

4

情報リテラシー講座 パソコン初級講
電源の入れ方から文字入力の方法など、
市民の情報リテラシーの向上を目指す。
パソコンの基本操作を学ぶ。
座 基礎編

9月～10月
（全5回）

5

情報リテラシー講座 パソコン初級講
市民の情報リテラシーの向上を目指す。 表計算ソフトの使い方を学ぶ。
座 Excel編

9月～10月
（全5回）

6

就労応援講座 コミュニケーション能 就労を支援する講座を開催し、就労意欲 勤労意欲を高めたり、就労に悩む方々を
実技的な面や心理的な面から支援する
を上げ、社会に貢献することを学ぶ。
力向上講座
講座。

父子で作る料理講座 静岡ガス共
1
催・食育講座

2

【共催事業】市との共催事業 ALT
講座

3 【共催事業】戦争のおはなし

12月
（全1回）

7 四季の星座

四季の星空を観察することで、自然に対 春夏秋冬、それぞれのシーズンで星空を
する興味関心を喚起する。
観察し、スライドによる星座の説明を行う。

5月～2月
（全4回）

8 わらしな自然講座

動植物の観察を行うことにより、自然に対
鳥類や植物、昆虫、水生生物の観察。
する興味関心を喚起する。

6月～7月
（全2回）

9 綿講座～種まきからの紡ぎと織り～

綿の栽培から織り方までの一連の作業を
綿の栽培方法を知り、綿の紡ぎ方や織り
学び、手づくりの良さの発見と、綿を取り
方を学ぶ。
巻く自然環境について学ぶ機会とする。

4月～1月
（全6回）

№
10

事業名

事業目的

事業内容

【共催事業】めざせ!セミのぬけがら博 身近な自然観察を通して、環境や科学へ センター近隣の公園でセミの抜け殻を採
の興味・関心を育む。
集し、種類の見分け方を学ぶ。
士

11 健康体操講座

適度な運動は体力的にも精神的にも良
い効果を及ぼすということについて考え日 ストレッチなどの体を動かす講座。
頃の運動不足を解消する機会とする。

実施時期
8月
（全1回）

9月～10月
（全5回）

12

【共催事業】健全育成会共催・防犯
フェア

地域の防犯について考える機会を提供
する。

防犯に関する講演会と服織中学校吹奏
楽部によるコンサート、豆まき。

1月
（全1回）

13

【共催事業】藁科図書館共催・クリス
マスお楽しみ会

子どもや親子を対象に読み聞かせや手
遊びを行うことにより、健全な情操を育む クリスマスに関する読み聞かせや手遊び
機会を提供する。

12月
（全1回）

【共催事業】社協共催 キッズフェス
14
タ

服織地区社会福祉協議会と子育て支援
藁科地域の未就学園児とその保護者を
センター服織と共催し、地域の子育て世
対象にものづくりや親子遊びなどの交流
代を支援する事業を実施することで、地
会を開催する。
域の児童福祉の向上を図る。

10月
（全1回）

15 夏休み子ども美術教室

藁科地域在住の芸術家から、自然の素
材を活かした創作活動を学ぶことで、子ど
小学生を対象に美術作品を制作する。
も達の自然に対する興味関心を喚起し、
健全な情操教育に繋げる。

8月
（全2回）

16 食育・地産地消講座(お茶)

地元の食材について学び、地産地消に
ついて考える機会とする

地元の食材について学び、地産地消に
ついて考える。

10月
（全1回）

17 わらしな牧場体験

牧場体験を行うことにより、生き物の命の
牧場を訪れ、牛の餌やりや、採れたての
大切さを学び、職業としての農林漁業を
牛乳を使用したバター作りを行う。
知る。

9月
（全1回）

18 ライフプラン講座

ライプランについて予め学んでおくことに
より、いざというときに慌てず対応できるよ ライフプランについて学ぶ。
うにする。

19 てくてくマップ活用講座

藁科地域の歴史や自然環境などに目を
向け新しい気づきを得ることにより、郷土
愛に繋げる。

20 【共催事業】中勘助関連 講演会

中勘助文学記念館や中勘助文学の顕彰 中勘助の作品や中勘助文学記念館に関
事業。
連する講演会。

11月
（全1回）

21 郷土玩具おかんじゃけ作製講座

地元に伝わる郷土玩具を作製すること
で、地域の歴史や産業を知り、伝承して
いく。

藁科の郷土玩具、おかんじゃけについて
学ぶ。

6月～7月
（全2回）

静岡市の地理や歴史について深く知るこ 静岡市の地理や歴史に関する内容につ
とにより、郷土愛を育む。
いての講演会。

3月
（全1回）

藁科地域の名所、旧跡を訪ねる。

10月～11月
（全2回）

4月
（全1回）

22

【共催事業】藁科図書館共催・地歴
講座

23

SDGsターゲット【人材養成講座】わた
地域団体から挙げられた課題を解決する
の課題を解決するための人材発掘と育成
ための人材育成事業。
しのまちの防災講座
を目指す。

24

むかしあそびの学校プロジェクト お
会を提供することで育成し、同世代や次
りがみ
世代へ伝承を目指す。

25

【共催事業】服織地区社会福祉協議
服織地区社会福祉推進協議会と共催で
い、服織地区の健全育成や人材育成に
講演会を行う。
会との共催講座
繋げる。

7月
（全1回）

26

【共催事業】社協共催 地域防災講
座

11月
（全1回）

地域団体と協力し、地域課題の把握とそ

児童が昔のあそびを身に付け発表する機

地域の高齢者から昔ながらの遊び方につ
いて学ぶ。

地域の団体とセンターが共催で事業を行

27 【共催事業】大人太鼓教室

地域の防災について考える機会を提供
する。

地域の防災について考える機会を提供
する。

成人を対象とした和太鼓教室を行い、日 成人を対象とした和太鼓講座。子ども太
本の伝統文化に触れ、演奏することにより 鼓教室と同時期の開催とし、最終回は合
仲間意識を育てる。
同で発表会を行う。

10月～11月
（全3回）

11月～1月
（全3回）

7月～8月
（全9回）

№

事業名

28 【共催事業】子ども太鼓教室

事業目的

事業内容

夏休み期間中の小学生を対象に太鼓教
小学生を対象とした和太鼓教室。大人太
室を行い、日本の伝統文化に触れ、仲間
鼓教室と同時期の開催とし、最終回は合
と演奏することにより協調性を身に着け
同で発表会を行う。
る。
地域の生涯学習センターでコンサートを

NPO法人静岡県オーケストラスクールに

実施時期
7月～8月
（全6回）

29 クリスマスオーケストラコンサート事業 開催することによりファミリーでも気軽に音 よるクリスマスコンサート。

12月
（全1回）

2020しずおか文化プロジェクト【共催
事業】静岡市生涯学習センター全館
30
連携コンサート事業ショパン～生涯
の旅～

6月
（全1回）

楽に触れる機会を提供する。

生涯学習センター全館を会場としたピアノ
生涯学習センター全館を会場に、リレー
コンサートを実施し、広く市民に本格的な
形式でショパンの主要楽曲を全て鑑賞で
音楽文化に気軽に触れていただく機会を
きる連携コンサート。
提供する。
財団内連携を強化し、専門的な知識を地

31 【共催事業】静岡市美術館連携事業 域の生涯学習センターで広めることによ
り、各地域での文化振興を図る。

文化施設と連携で展覧会の見学や講義
を行う。

4月
（全2回）

文化施設と連携し講義を行う。

10月
（全1回）

財団内連携を強化し、専門的な知識を地

32 【共催事業】静岡市音楽館連携事業 域の生涯学習センターで広めることによ
り、各地域での文化振興を図る。

33 障がい者対象美術講座

創造活動を通して、美術に親しむ心を育
障がいがある方を対象に様々な画材を使
て豊かな情操を養う。受講者同士触れ合
用し、絵画や立体作品の作成を行う。
う事で、自立に必要な社会性を育む。

1月
（全1回）

34 【共催事業】大学共催事業

大学と連携し、専門的な知識を地域の生
大学と共催で専門的な知識を学ぶ講座を
涯学習センターで広めることにより、各地
行う。
域での文化振興を図る。

5月～6月
（全2回）

35 型絵染体験講座

人間国宝「芹沢銈介」の手法を用い、年
賀状を創作することで、職人技について 芹沢銈介美術館の見学と、型絵染の手
学び、地元の偉人について知る機会とす 法を用いた年賀状作成講座。
る。

10月～11月
（全4回）

36 生涯学習振興事業 おりがみ

センター利用団体と共催で事業を行うこと
藁科生涯学習センターで活動している団
により、団体のノウハウを地域に還元し、
体の特色を活かした講座を行う。
団体の人材育成に繋げる。

10月～12月
（全4回）

37 生涯学習振興事業 朗読劇

朗読を通して市民の生涯学習活動の活
性化を図る。

38 生涯学習振興事業 ステンドグラス

ステンドグラス作成の体験を通して、市民
ステンドグラスの作成を体験する。
の生涯学習活動の活性化を図る。

5月～7月
（全3回）

39 生涯学習振興事業①

市民の生涯学習活動の活性化を図る。

日常に取り入れられる教養講座。

9月～11月
（全4回）

40 生涯学習振興事業②

市民の生涯学習活動の活性化を図る。

日常に取り入れられる教養講座。

9月～10月
（全5回）

41 生涯学習振興事業③

市民の生涯学習活動の活性化を図る。

日常に取り入れられる教養講座。

1月～3月
（全5回）

朗読劇の練習と発表を行う。

5月～6月
（全4回）

レンズを通してさまざまな場面で出会った

42

【共催事業】子どもの笑顔写真コンテ 笑顔を表現した作品を募集することで、豊 子どもの笑顔写真コンテスト受賞作品の
かな心を育み、静岡の町を構成する人の 巡回展。
スト受賞作品巡回展

11月
（全1回）

素晴らしさを再確認するきっかけとする。
小中一貫教育の拠点として藁科地域の

43 【共催事業】小中一貫校作品展示会 小中学生の学習の成果を発表する。

44 広報事業

小中一貫教育の拠点として藁科地域の
教育機関と共催し展示を行う。

地域住民に施設や学習団体の情報を提 各種パネル展や、利用団体による作品展
供し、生涯学習を推進する。
示を行う。

1月～2月
（全1回）

通年
（全1回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

地域住民とともに、わらしなの地理や歴史
について深く知ることにより、郷土愛を育 郷土愛を育むテーマの展示会。
むとともに地域の情報発信に繋げていく。

11月～3月
（全1回）

46 高齢者学級みのり大学藁科学級

高齢者が新たな知識、技術を学ぶととも 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座。

4月～3月
（全18回）

47 家庭教育学級

小学生の保護者を対象に、子育てに役
立つ知識を習得し、親子の円滑なコミュニ 子どもの心理について多方面からとらえ
ケーションと子どもの健全な育成に繋げ、 た講義を行う。
保護者同士の仲間づくりを目指す。

5月～7月
（全5回）

45

広報事業 わらしなの魅力発信・新
聞発行事業

(西奈生涯学習センター)
№

事業名
【共催事業】地域に住む外国人によ
る文化紹介講座

事業目的

事業内容

実施時期

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。

外国の文化に関する講義と民族楽器の
演奏を行う。

3月
（全1回）

2 経済を学ぶ講座

時事問題に関する情報を提供すること
で、市民の社会参画への意識向上を図
る。

経済に関する座学を行う。

1月
（全2回）

3 スマホ・タブレット講座

情報社会において必要とされる技能を習 スマートフォンやタブレット端末の操作方
得することで、地域における生涯学習活 法や活用方法に関する実技講座を実施
動の促進を図る。
する。

11月
（全1回）

情報社会において必要とされる技能を習
パソコンを使った年賀状や経理書類の作
得することで、地域における生涯学習活
成方法等に関する実技講座を実施する。
動の促進を図る。

11月～12月
（全5回）

1

4

初心者パソコン講座(ステップアップ
編)午前の部

5 【共催事業】リンク西奈クリスマス会

季節の行事を通して児童に対して本に親
しむ機会を提供することで、青少年の健 絵本の紹介や読み聞かせ等を行う。
全な育成に寄与する。

12月
（全1回）

6 プロに教わる○○シリーズ

小中学生を対象にパティシエを講師に招
パティシエの指導で調理を経験し、職業
いたお菓子作り講座を開催し、職業観を
観を学ぶ。
養う一助とする。

8月
（全1回）

7

SDGsターゲット【共催事業】地域の古 地域住民主体の研究活動を支援し、郷土 地元住民が地域に残された古文書を調
史の調査及び発信を通じて、地域におけ
査研究した成果を発表する。
文書に関する研究成果発表会
る歴史文化の振興と保全を図る。

2月
（全1回）

8

しずび出前講座【共催事業】美術館 美術等の専門分野について気軽に学習 静岡市美術館学芸員の解説による美術
できる機会を提供し、美術に関する教養
に関する鑑賞講座を実施する。
連携事業
を深める一助とする。

1月
（全2回）

9

【共催事業】めざせ!セミのぬけがら博 身近な自然観察を通して、環境や科学へ セミの抜け殻を採集し、種類の見分け方
の興味・関心を育む。
を学ぶ。
士

8月
（全1回）

10

【共催事業】学生によるコンサート事
業

地域住民が気軽に音楽に親しめるコン
サートを開催し、地域における芸術文化
の振興に寄与する。

学生が出演するコンサートを実施する。

12月
（全1回）

11 シニアのためのライフプラン講座

シニア世代のライフプランに関する学習
機会を設け、老後の人生設計や資産形
成の一助とする。

シニア向けのライフプランに関する座学を
実施する。

5月～6月
（全3回）

12 【共催事業】音楽館連携事業

音楽等の専門分野について気軽に学習
できる機会を提供し、音楽に関する教養 クラシック音楽の入門講座を実施する。
を深める一助とする。

10月
（全1回）

13 ベビーヨガ講座

地域の親子交流を促進し、子育て世代の 首のすわった乳児と母親を対象としたヨガ
仲間作りと育児不安の解消に寄与する。 の体験講座を行う。

5月～7月
（全4回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

睡眠に関する講義とストレッチの体験を行
う。

2月
（全3回）

14 睡眠と健康に関する講座

睡眠に関する知識を提供することで、健
康に対する意識の向上を図る。

15 みのり大学公開講座

みのり大学の公開講座を開催し、地域の みのり大学講座のうち3回を一般の高齢
高齢者に生涯学習活動を推進する。
者に公開する。

16

仕事に役立つコミュニケーション能力 仕事に必要な知識を提供することで、市 職場で活用できるコミュニケーション能力
民の自己啓発の一助とする。
向上に関するワークショップを行う。
向上講座

17

【共催事業】大学共催子どもの英語
体験講座

18

【共催事業】大学共催若者向け教養 若年層を対象とした教養講座を開催し、
若者向けの教養講座を実施する。
生涯学習への関心を育む。
講座

教員志望の大学生と小学生の交流機会
を設け、地域における異世代交流を促進 英語を体験するワークショップ等を行う。
する。

1月～3月
（全3回）

2月～3月
（全3回）

6月～12月
（全6回）

7月
（全1回）

19 静岡伝統工芸 漆塗り弁当箱

地域在住の職人を講師に迎え、地場産
業を紹介し郷土理解を深める。

20 防災講座

地域の特色に合わせた防災活動や家庭
防災に関する知識を普及し、市民の防災
で実践できる防災対策に関する講座を行
意識の向上を図る。
う。

9月
（全2回）

21 伝統食・行事食の料理講座

伝統食や行事食の習わしについて学び、
伝統食や行事食について学び、料理実
食への関心を育むとともに次世代への継
習を行う。
承の一助とする。

12月～2月
（全3回）

22 SDGsターゲット古文書解講座

古文書の解読に関する学習を通して、地
くずし字の読み方等、古文書の解読に関
域住民の歴史学習への関心の向上を図
する講義を行う。
る。

6月
（全4回）

西奈地域の史跡等を巡るウォーキングを

漆塗りの弁当箱を制作する。

西奈地域の史跡等を巡るウォーキングを

23 SDGsターゲットふるさと歴史ウォーク 通じて、地域における歴史文化の振興に 実施する。
寄与する。

8月
（全6回）

11月
（全2回）

24 ボールペンで書こう!美文字講座

書道の体験機会を提供し、書文化に関す
硬筆の体験講座を行う。
る教養を深める一助とする。

25 はじめての中国語

中国出身の講師から中国の文化と言葉を
中国語の学習と中国の家庭料理の実習
学ぶ機会を提供し、多文化共生意識の向
を行う。
上と異文化理解の促進を図る。

26 大人のための のんびり英会話

英語を使った観光案内等を学ぶ機会を
提供し、異文化交流意識の促進に寄与
する。

英語を使った観光案内やコミュニケーショ
ンの図り方を学ぶ。

6月～8月
（全5回）

27 常葉大学人材養成講座

学生が企画した講座の支援を通し、地域
常葉大学の学生と協働で講座を企画し、
における生涯学習活動の推進に貢献で
実現に向けた助言を行う。
きる人材を育成する。

4月～7月
（全3回）

SDGsターゲット【人材養成講座】にし 地域の歴史や文化に関する知識を身に
西奈地域の文化財の保護等について学
28 な歴史人プロジェクト～西奈地域の 付け、その伝承環境整備の中核となる人 ぶ。
材を養成する。
文化財を学ぼう～

29 気象講座

気象と環境問題等に関する知識を普及
し、環境への関心を育む一助とする。

30 親子でバレエリトミック

地域の親子交流を促進し、子育て世代の 親子対象のバレエリトミックの体験を実施
仲間作りと育児不安の解消に寄与する。 する。

気象と環境に関する講義を実施する。

6月～7月
（全6回）

10月～11月
（全5回）

10月～12月
（全3回）

12月～1月
（全1回）

10月
（全2回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

31 写真講座

カメラの活用方法や写真の構図に関する
カメラの活用方法や写真の撮り方等につ
学習を通して、市民の生涯学習への関心
いて実技を通して学ぶ。
の向上を図る。

9月
（全3回）

32 子ども音楽講座

和楽器の演奏や作詞体験を通して音楽
文化への興味・関心を育み、子どもの豊
かな情操を養う。

8月
（全4回）

33 正月のつるし飾り講座

ものづくりの魅力を体感する機会を提供
し、生涯学習活動の充実を図る一助とす 正月用のつるし飾りを作る。
る。

34 静岡茶に関する講座

静岡のお茶に関する知識を提供すること
で、地域の特産に対する関心の向上を図 お茶に関する座学や調理実習を行う。
る。

5月
（全3回）

2020しずおか文化プロジェクト【共催
事業】静岡市生涯学習センター全館
35
連携コンサート事業ショパン～生涯
の旅～

生涯学習センター全館を会場としたピアノ
生涯学習センター全館を会場に、リレー
コンサートを実施し、広く市民に本格的な
形式でショパンの主要楽曲を全て鑑賞で
音楽文化に気軽に触れていただく機会を
きる連携コンサート。
提供する。

8月
（全1回）

絵本に登場するお菓子を作る体験を通
し、子ども達の読書への関心を育む。

10月
（全1回）

琴、打楽器、歌唱、作詞などの体験と発
表会を行う。

11月～12月
（全4回）

36

【共催事業】西奈図書館共催 絵本
に出てくるお菓子を作ろう

37

【共催事業】西奈図書館共催 朗読と 市民の読書のきっかけを作り、図書館及 静岡にゆかりのある作家の作品の朗読と
び生涯学習センターの利用促進を図る。 コンサートを行う。
音楽の調べ

38

初心者パソコン講座(ステップアップ
編)午後の部

39

【共催事業】子どもの笑顔写真コンテ 子どもの笑顔の写真コンテストを実施する 子どもの笑顔写真コンテスト入賞作品の
ことにより、少子高齢化について考える。 巡回展を実施する。
スト受賞作品巡回展

1月
（全1回）

40 広報事業(にしなだより発行)

地域住民に施設や学習団体の情報を提 施設や生涯学習団体の紹介を行う広報
供し、生涯学習を推進する。
誌を発行する。

3月
（全1回）

41 高齢者学級みのり大学西奈学級

高齢者が新たな知識、技術を学ぶととも 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座。

4月～3月
（全18回）

42 家庭教育学級

家庭教育に関する学習を通じて、保護者
同士の交流を促すとともに、子どもたちの 子育て支援に関する講座を実施する。
健全な育成に寄与する。

ブックトークと絵本に登場するお菓子を作
る実習を行う。

情報社会において必要とされている技能
パソコンを使った年賀状や経理書類の作
を習得することで、地域における生涯学
成方法等に関する実技講座を実施する。
習活動の促進を図る。

10月
（全1回）

11月～12月
（全5回）

10月～12月
（全5回）

(南部生涯学習センター)
№

事業名

事業目的

事業内容

若年男性が家庭料理の技術を身に着け

1

一人暮らし男性のための家庭料理講
ることで、結婚後の家事参加の促進を目 若年男性を対象とした家庭料理講座。
座
指す。
外国の文化を学ぶとともに、料理実習を
行う。

実施時期
7月
（全1回）

7月
（全1回）

2 世界の料理講座

料理を通し、他国の文化を学ぶ。

3 オリンピック競技解説講座

オリンピックで行われる各種競技の楽しみ オリンピックで行われる各種競技の楽しみ
方を事前に学ぶ。
方を事前に学ぶ。

7月
（全3回）

4 パソコン初級講座 基礎編

市民の情報リテラシーの向上を目指す。

電源の入れ方から文字入力の方法など、
パソコンの基本操作を学ぶ。

5月
（全5回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

5 パソコン初級講座 エクセル編

市民の情報リテラシーの向上を目指す。

インターネットの活用をはじめ、年賀状や
収支報告書の作成などを学ぶ。

5月
（全5回）

6 夏休み 社会見学

職業の現場を見学し、職業に関する知識 小学生を対象に地域の企業や施設の見
を身に着ける。
学を行う。

7月
（全1回）

7

SDGsターゲット花いっぱいプロジェク 花に親しむ機会を提供するとともに、花
いっぱいプロジェクトを周知する。
ト連携寄せ植え講座1

季節の寄せ植えを作る講座

7月
（全1回）

8

SDGsターゲット花いっぱいプロジェク 花に親しむ機会を提供するとともに、花
いっぱいプロジェクトを周知する。
ト連携寄せ植え講座2

季節の花を用いた寄せ植え講座

2月
（全1回）

9

【共催事業】利用団体共催講座(登
山)

10

【共催事業】めざせ!セミのぬけがら博 財団の専門性を活かした事業を行い、地 セミの抜け殻を採集し、種類の判別方法
域の文化振興の発展に寄与する。
を学ぶ。
士

利用団体を支援する。また、自然環境に
登山方法に関する講座。
安全に親しむための知識を身に着ける。

幼児～小学生に科学への興味を喚起す 科学絵本の読み聞かせと工作を織り交ぜ
た講座。

11 【共催事業】科学絵本の読み聞かせ る。

12 【共催事業】静岡ガス ビオトープ見学 環境問題についての意識を高める。

9月
（全1回）

8月
（全1回）

2月
（全1回）

静岡ガスのビオトープを見学し、環境へ
の関心を高める。

7月
（全1回）

センター利用団体との協力により実施す
る講座。

6月
（全4回）

13

【共催事業】利用団体共催講座(太極
センター利用団体の活動支援
拳)

14

みなみウーマンカレッジ 女性の健
康

女性の身体の特性に合わせた健康維持
女性を対象とした健康講座。
方法を学ぶ。

10月
（全6回）

15

【共催事業】健康講演会1(SBS健康
増進センター共催)

行政団体と共催し、正しい医療知識を身
医療、健康に関する講演会。
につける。

5月
（全1回）

16

【共催事業】健康講演会2(SBS健康
増進センター共催)

行政団体と共催し、正しい医療知識を身
医療、健康に関する講演会。
につける。

10月
（全1回）

17

【共催事業】しぞ～かでん伝体操サ
ポーター養成講座

市民の健康増進に寄与する。

18 【共催事業】地域防災ワークショップ

しぞ～かでん伝体操、ちゃきちゃき体操
のサポーターを育成する講座。

防災の現場で役立つ知識を身に着ける。 防災に関するワークショップ。

10月
（全2回）

12月
（全3回）

19

【共催事業】離乳食・幼児食講座(子
地域における子育て支援
育て支援センター登呂共催)

管理栄養士による離乳食、幼児食講座。

10月
（全1回）

20

【共催事業】親子体操教室(子育て支
地域における子育て支援
援センター登呂共催)

集団生活の基本を学び、協調性を養う。

10月
（全1回）

21 親子で楽しむ体操教室

子どもの身体の成長を助けるとともに、親
親子で参加する体操教室。
子がふれあう機会を作る。

2月
（全3回）

№

事業名

22 親子木工講座

事業目的

事業内容

親子で工作を行いながら交流を深めると 木材を自由に組み合わせて作る木工講
ともに、郷土の産業に親しむ。
座。

23

【共催事業】利用団体共催事業(ママ 母親同士の交流の機会を提供する。ま
た、団体の活動を支援する。
の働き方応援隊)

24

【共催事業】生活安心安全課共催講 消費者教育モデル地区として、他の地区
消費者教育に関する講演。
に先駆けた消費者教育を行う。
座

親子向けワークショップを通した、母親同
士の交流。

実施時期
7月
（全2回）

9月
（全2回）

11月
（全1回）

25 ライフプランニング講座

経済的知識を身に着ける。

ライフプランに関する講座。

12月
（全3回）

26 歴史講座

地域の歴史についての教養を深める。

歴史講演会。

5月
（全4回）

27 静岡の民俗学

静岡の民俗行事についての知識を学ぶ。 民俗学の講演会。

10月
（全3回）

28 南部歴史散策

センター周辺の歴史を知り、過去の静岡
センター周辺のウォーキング
の歴史を辿る。

11月
（全2回）

29 古文書講座(静岡の古手紙を読む)

地域の歴史に親しむ機会を提供する。

郷土資料をテキストとして、古文書の読み
方を学ぶ。

9月
（全4回）

30

SDGsターゲット【人材養成講座】なん 花と緑を愛し、地域の花壇づくりに貢献で 園芸、花壇の作り方、育て方の基本を学
きる人材を育成する。
び、実践する。
ぶ花いっぱいプロジェクト

4月～3月
（全12回）

31

【共催事業】南部郷土史大学共催
歴史講座

9月
（全3回）

32

SDGsターゲット地域花壇盛り上げ相 花壇づくりに関わる人の交流機会を提供 地域花壇づくりに携わる方が交流する機
し、花壇づくり活動を自ら活性化する方法 会を提供し、花壇を周知する方法を検討
談会
を模索する。
する。

1月
（全3回）

33 SDGsターゲットなんぶ花さんぽ

市民に対し、地域花壇の存在を周知する 花壇を辿りながら地域を歩くウォーキング
とともに、花壇づくり活動を顕彰する。
を実施する。

1月
（全2回）

34 文学講座

文学についての教養を身に着ける。

7月
（全4回）

35 作ろう謎解きゲーム

謎解きゲームの作成を通して、論理的思
謎解きゲームの作成を体験する。
考力を養う。

9月
（全3回）

36 試そう謎解きゲーム

謎解きゲームを作成する講座において完
講座において謎解きゲームを作成した受
成させた謎解きゲームを、一般の受講者
講者に、発表の機会を提供する。
が体験する。

9月
（全1回）

郷土に対する愛着心を育むとともに、団
体の育成を図る。

37 【共催事業】静岡市美術館連携事業 美術に関する教養を深める。

38

【共催事業】静岡音楽館(財団)連携
事業

音楽に関する教養を深める。

郷土の歴史を学ぶ

文学に関する講演会。

美術館学芸員による講演会。

10月
（全1回）

音楽館学芸員による講演会。

12月
（全1回）

№

事業名

39 クラフト講座

40

事業目的

ものづくりに親しむ機会を提供する。

2020しずおか文化プロジェクト【共催
事業】静岡市生涯学習センター全館
連携コンサート事業ショパン～生涯
の旅～

事業内容

ものづくりを体験する。

実施時期
10月
（全4回）

生涯学習センター全館を会場としたピアノ
生涯学習センター全館を会場に、リレー
コンサートを実施し、広く市民に本格的な
形式でショパンの主要楽曲を全て鑑賞で
音楽文化に気軽に触れていただく機会を
きる連携コンサート。
提供する。

6月
（全1回）

41 リニアの「出張授業」

先端技術について学ぶ機会を提供する。

リニアモーターカーの原理等についての
講演。

8月
（全1回）

42 世界から見る日本美術

日本美術に関する知識を身に着け、教養 日本美術について、海外美術との比較を
を深める。
通して学ぶ講演会。

11月
（全1回）

43 【共催事業】みなくる共催事業

駿河共生地区の理念を市民に周知する。 講演会の実施。

11月
（全1回）

44 南部郷土史大学だより

郷土の歴史と、センターでの活動団体に
郷土史大学だよりの発行。
ついて地域に発信する。

4月～3月
（全1回）

子どもや家族の大切さを再認識するととも
に、次世代を担う子どもたちの未来につ 子どもの笑顔写真展入賞作品の展示
なぐ大切さを広く周知する

1月
（全1回）

46 広報事業

地域住民に施設や利用団体の情報を提 施設や生涯学習団体の紹介を行う広報
供し、生涯学習を推進する
紙を発行する。

通年
（全1回）

47 高齢者学級みのり大学南部学級

高齢者が新たな知識、技術を学ぶととも 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座。

4月～3月
（全18回）

48 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って、子ども 3歳児～小学生の保護者を対象とした家
たちの健やかな成長を促し、豊かな人間 庭教育学級
性を育む。

10月
（全5回）

45

【共催事業】子どもの笑顔写真展巡
回展

(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

連合自治会町内会と連携し、地域とのつ
丸子川沿い土手約7kmの清掃と草刈りを
ながりを強化する。環境美化と地域コミュ
行う。
ニティの醸成をはかる。

11月
（全1回）

長田生涯学習センター利用者団体連絡
利団連の活動報告と、講演会や音楽会
会の活動成果を発表し、地域住民へ生涯
の開催。
学習活動を促す場とする。

3月
（全1回）

3 【共催事業】日本語教室「おさだ」

住みやすいまちづくりの一環として、地域 在住外国人への日本語学習指導、生活
に根差した国際交流をはかる。
悩み相談。

4月～3月
（全1回）

4 【共催事業】時間旅行

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

10月
（全1回）

5 パソコン初級講座 基礎編

市民の情報リテラシーの向上を目指す。

電源の入れ方から文字入力の方法など、
パソコンの基本操作を学ぶ。

9月～10月
（全5回）

6 パソコン初級講座 エクセル編

市民の情報リテラシーの向上を目指す。

インターネットの活用をはじめ、年賀状や
収支報告書の作成などを学ぶ。

9月～10月
（全5回）

1 【共催事業】丸子川クリーン活動

2

【共催事業】長田生涯学習センター
利用者団体連絡会総会イベント

№

事業名

7 プログラミング講座

事業目的
仕事に必要な知識を学び、市民の自己
啓発の一助とする。

事業内容

プログラミング学習。

2月
（全1回）

身近なものを使った理科実験教室。

7月
（全1回）

児童の科学への関心を高める。地元在住

8 理科自由研究のテーマをみつけよう! の元教師らの研究活動の推進と地元人

実施時期

材を活用する。

9 【共催事業】長田の食育講座①

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。

健康な食生活を送るための料理講座を実
施する。

9月
（全1回）

10 【共催事業】長田の食育講座②

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。

健康な食生活を送るための料理講座を実
施する。

10月
（全1回）

11 【共催事業】長田の食育講座③

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。

健康な食生活を送るための料理講座を実
施する。

12月
（全1回）

12 【共催事業】長田の食育講座④

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。

健康な食生活を送るための料理講座を実
施する。

1月
（全1回）

13 【共催事業】危機管理を学ぶ

静岡市の危機管理対策について学ぶ場
親子で静岡市の危機管理施設を見学す
を提供することで、防災意識を高めるきっ
る。
かけをつくる。

8月
（全1回）

14 【共催事業】春のリトミックあそび

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

4月～7月
（全11回）

15 【共催事業】秋のリトミックあそび

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

9月～11月
（全11回）

16 【共催事業】冬のリトミックあそび

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

12月～3月
（全11回）

17

じいじ・ばあばとあそぼう!「じいじ・ば 世代間交流を促進し、また料理を行うこと 祖父母世代と孫世代でお菓子づくりをす
で食育に繋げる。
る。
あばとお菓子づくり」

18 おさだの桃でスープづくり

19

老後資金の貯め方について学ぶ講
座

20 おさだ歴史ウォーキング

5月
（全1回）

地元特産物の紹介と、料理を通して地産 長田地区特産物を使った料理講座をす
地消を推進する。
る。

6月
（全2回）

実生活に役立つ経済知識を学ぶ場を提
供することで、より豊かな市民生活実現の iDeCoについて学ぶ。
一助とする。

6月
（全2回）

長田地区をウォーキングすることで地域の
センター周辺をウォーキングする。
魅力を再発見する。

4月
（全1回）

21

【共催事業】おさだファミリーコンサー センター利用団体と共催し、親子で楽し 親子連れが参加できるコンサートを実施
む音楽鑑賞を通じ地域の音楽振興の一
する。
ト
助とする。

6月
（全1回）

22

【共催事業】おさだクリスマスコンサー センター利用団体と共催し、親子で楽し 親子連れが参加できるコンサートを実施
む音楽鑑賞を通じ地域の音楽振興の一
する。
ト
助とする。

12月
（全1回）

23 【共催事業】協働企画講座①

利用団体と連携して事業を実施すること
により、幅広い内容の事業を提供する。ま 利用団体との共催事業を実施する。
た、団体活動を支援する。

随時

№

事業名

24 【共催事業】協働企画講座②

事業目的

事業内容

利用団体と連携して事業を実施すること
により、幅広い内容の事業を提供する。ま 利用団体との共催事業を実施する。
た、団体活動を支援する。

実施時期
随時

25

SDGsターゲット【共催事業】おさだの ビーチコーミングを通して地元の海の環 ビーチコーミングをし、その後、ビーチ
境に関心を持ち、また、潮の流れや海洋 コーミングで拾ったものを使った制作を行
海シリーズ「ビーチコーミング」
環境について興味を持つ機会をつくる。 う。

26

SDGsターゲットおさだの海シリーズ
「海洋環境を考える講座」

海洋環境についての学習の場を提供す
ることで、海洋保全の意識を高めるきっか 海洋環境に関する講演会を行う。
けとする。

12月
（全1回）

27

SDGsターゲットおさだの海シリーズ
「お魚さばき方教室」

魚の調理法を学ぶことで、魚の美味しさを
魚のさばき方、調理方法を学ぶ。
再発見する。

2月
（全2回）

SDGsターゲット【共催事業】おさだの
長田地区にある用宗漁港を訪ね、地元の 用宗漁港を訪ね、地元産業について理
28 海シリーズ「用宗漁港でシラスを知ろ 産業について理解を深める。
解を深める。
う」

29

SDGsターゲットおさだの海シリーズ
「駿河湾をもっと知ろう」

海の魅力を知り、海への関心を高める。

駿河湾についての講演会を実施する。

10月
（全1回）

8月
（全1回）

11月
（全3回）

30 地域人材を探る

センター利用者や地域住民の中から活躍
する人材を探り、生涯学習活動を推進す 地域活性事業を探る。
る団体の活動の場をつくる。

4月～3月
（全1回）

31 ベリーダンス体験講座

新規生涯学習団体の発足を狙う。

ベリーダンスを実践する。

4月～6月
（全4回）

32 筋トレ講座

新規利用者の開拓を狙う。

若年層、勤労者層に向けた筋力トレーニ
ング講座を行う。

5月～7月
（全4回）

33 お庭のお悩み解決講座

家庭菜園や園芸に活用できる情報を提
供することで、趣味の充実を図る。

家庭菜園などで役立つ害虫対策につい
て学習する。

5月～7月
（全2回）

34 お正月飾りづくり

日本伝統文化の理解を深め、また次世代 昔ながらのお正月の飾りづくりを体験す
への文化継承の機会とする。
る。

12月
（全1回）

35 オリンピック関連講座

静岡県内が開催地となる自転車競技に
ついての観戦知識を学ぶことで、オリン
ピックへの期待、関心を高める。

6月
（全1回）

36

自転車競技についての解説講座

【人材育成講座】【共催事業】まちづく 地域住民の自主性を育む学習を行い、 まちづくりを行っている団体との共催事業
地域で活躍する人材育成の一助とする。 を行う。
り講座

10月
（全3回）

2020しずおか文化プロジェクト 【共
催事業】静岡市生涯学習センター全
37
館連携コンサート事業ショパン～生
涯の旅～

生涯学習センター全館を会場としたピアノ
生涯学習センター全館を会場に、リレー
コンサートを実施し、広く市民に本格的な
形式でショパンの主要楽曲を全て鑑賞で
音楽文化に気軽に触れていただく機会を
きる連携コンサート。
提供する。

9月
（全1回）

38 展示事業

地域住民や利用団体に対して展示機会 各種パネル展や、利用団体による作品展
を提供する。
示を行う。

4月～3月
（全1回）

レンズを通してさまざまな場面で出会った

【共催事業】子どもの笑顔写真コンテ 笑顔を表現した作品を募集することで、豊 子どもの笑顔写真コンテスト受賞作品の
39
かな心を育み、静岡の町を構成する人の 巡回展。
スト受賞作品巡回展

11月
（全1回）

素晴らしさを再確認するきっかけとする。

40

SDGsターゲットおさだの海シリーズ
「おさだ海の絵作品展」

海の魅力を再発見するような展示を行う。 地域の児童が描く海の絵作品展を行う。

7月～8月
（全1回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

41 広報事業

地域住民に施設や学習団体の情報を提 施設や生涯学習団体の紹介を行う広報
供し、生涯学習を推進する。
紙を発行する。

4月～3月
（全1回）

42 高齢者学級みのり大学長田学級

高齢者が新たな知識、技術を学ぶととも 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座。

4月～3月
（全18回）

43 長田家庭教育学級

子の保護者が家庭教育に必要な現代的
課題等を学び、仲間をつくることで子の健 家庭教育に係る知識の習得と仲間づくり
やかな成長を促し、豊かな人間性を育
を目指す。
む。

5月～7月
（全5回）

(大里生涯学習センター)
№

事業名

1 【共催事業】文化教育事業

事業目的

事業内容

実施時期

大里中学校特別支援学級生徒への文化
大里中学校特別支援学級の生徒を対象
活動提供を通じた交流を行うことで、地域
に、当センター利用団体ボランティアによ
住民の社会的包摂への理解増進の一助
る文化教育事業を行う。
とする。

5月～3月
（全8回）

2

2020しずおか文化プロジェクト【共催
事業】静岡市生涯学習センター全館
連携コンサート事業ショパン～生涯
の旅～

生涯学習センター全館を会場としたピアノ
生涯学習センター全館を会場に、リレー
コンサートを実施し、広く市民に本格的な
形式でショパンの主要楽曲を全て鑑賞で
音楽文化に気軽に触れていただく機会を
きる連携コンサート。
提供する。

7月
（全1回）

3

SDGsターゲット歴史探訪ウォーキン
グ

歴史を切り口に市内の史跡や街並み等を
歴史を切り口に市内の史跡や街並み等を
巡る体験を通じて、地域への理解を深
巡るウォーキング。
め、愛着を涵養する。

4月
（全1回）

4 花と緑のまちづくり

大里複合施設内の花壇の整備、ガーデ
緑化ボランティア活動の実践体験を通じ
ニングの技法の学習などを通じて緑化ボ
て、受講者の花と緑を用いたまちづくりへ
ランティアの養成・交流・花と緑のまちづく
の意識を高め、参画を促す。
りへの啓発を行う。

4月～3月
（全12回）

5 季節の寄せ植え・春

寄せ植え作りを通じて花に親しむ市民を
季節の花を使った寄せ植えを作成する。
育成する。

5月
（全1回）

6 パソコン初級講座 基礎編

市民の情報リテラシーの向上を目指す。

電源の入れ方から文字入力の方法など、
パソコンの基本操作を学ぶ。

5月～6月
（全5回）

7 パソコン初級講座 エクセル編

市民の情報リテラシーの向上を目指す。

インターネットの活用をはじめ、年賀状や
収支報告書の作成などを学ぶ。

5月～6月
（全5回）

8

【共催事業】大里中学校吹奏楽部コ 誰もが気軽に音楽に親しめるコンサート 大里中学校吹奏楽部による地域の方向
の開催を通して地域における異世代交流
けコンサート。
ンサート・夏
を促進する。

6月
（全2回）

9

【共催事業】人形劇あっぷっぷ 夏公 地域団体を支援すると共に、幼児が参加 地域の人形劇団体による乳幼児対象の
できる音楽・演劇鑑賞の場を設け、地域
公演会。
演
の文化振興に寄与する。

6月
（全1回）

地域から講師を募って生徒向けの講座を
実施することで、キャリア教育を視野に置
【共催事業】大里中学校放課後サー
地域の住民・教育機関・企業等による、大
いた学びの場の創造に寄与するととも
10
里中学校生を対象とした各種教室。
クル活動
に、地域の人材を活かした生涯学習の推
進を図る。

6月～3月
（全40回）

静岡市の上下水道施設を見学してその

11

SDGsターゲット【共催事業】上下水道 役割等を学ぶことにより、環境問題、自然 上下水道施設の見学を通じて、その仕組
みと環境保護への取り組み等を学ぶ親子
保護についての理解を深める一助とす
モニター事業
向けの講座。

8月
（全1回）

る。

12 季節の寄せ植え・夏

13

【共催事業】子ども劇場 パンダぁっ
ぷっぷレンジャー

寄せ植え作りを通じて花に親しむ市民を
季節の花を使った寄せ植えを作成する。
育成する。

8月
（全1回）

地域団体を支援すると共に、音楽鑑賞の
複数の地域団体による人形劇・演奏会。
場を設け、地域の文化振興に寄与する。

8月
（全1回）

№

事業名

事業目的

事業内容

保健福祉センターとの事業共催により、
係る行政課題とその解決へ向けた取り組 併設の大里保健福祉センターとの連携に
みを周知し、それらに対する市民意識の よる高齢者向け講座。
向上を図る。

14

【共催事業】保健福祉センター共催
事業①

15

【共催事業】大里中学校特別支援学 て地域住民が特別支援学級生徒と交流 大里中学校特別支援学級との連携による
する機会を設けることで、社会的包摂へ 体験型交流講座。
級連携講座

実施時期
9月～11月
（全2回）

大里中学校特別支援学級との連携によっ
9月～11月
（全3回）

の理解の増進を図る。
地域活動団体との事業を共催することで
まちづくり活動実践の機会を提供し、団 地域活動団体のまちづくり活動の支援を
16 【共催事業】地域活動団体共催事業 体の活動力の向上と地域ネットワークの 念頭に置いた、料理講座等の共催事業。
充実を図る。

17 全身で歩く!ノルディック・ウォーク

1月
（全1回）

ノルディック・ウォークを学ぶことで健康増
大里地域をノルディック・ウォークの技法
進に寄与するとともに、地域散策によって
を用いて散策する体験講座。
大里の地域性に触れる機会を提供する。

10月
（全3回）

18

【共催事業】生涯学習センター利用
団体支援事業①

地域活動団体との事業を共催することで
まちづくり活動実践の機会を提供し、団 地域活動団体の活動支援を念頭に置い
体の活動力の向上と地域ネットワークの た文化活動等の共催事業。
充実を図る。

10月
（全1回）

19

【共催事業】保健福祉センター共催
事業②

保健福祉センターとの事業共催により、
係る行政課題とその解決へ向けた取り組 併設の大里保健福祉センターとの連携に
みを周知し、それらに対する市民意識の よる子育て講座。
向上を図る。

11月
（全1回）

20

【共催事業】我が家と地域の防災対
策

防災講座の実施を通じて、地域住民の防
地域の方向けの実践的防災講座。
災意識の向上を図る。

11月
（全1回）

静岡茶の魅力を伝えることにより地産地
静岡茶の歴史、種類、産地を学びなが
消への関心を高め、郷土への理解を深め
ら、美味しい静岡茶の入れ方を学ぶ。
る。

11月
（全1回）

21 おもてなしの静岡茶講座

SDGsターゲット【人材養成講座】大里 「大里かるた」を用いたフィールドワーク 「大里かるた」を用いたフィールドワーク及
等、地域ガイドボランティアの育成を図る
22 地域探訪プロジェクト「大里かるた」ガ 活動等を通じて、地域理解増進の啓発を びボランティアガイドとしての知識と意識
の向上を図る人材養成事業。
イド養成講座
行うことのできる市民を育成する。

地域団体を支援すると共に、幼児が参加

23

【共催事業】人形劇あっぷっぷ 冬公
できる音楽・演劇鑑賞の場を設け、地域
演
の文化振興に寄与する。

24

SDGsターゲット大里地域探訪プロ
ジェクト大里かるた大会

11月
（全4回）

地域の人形劇団体による乳幼児対象の
公演会。

1月
（全1回）

大里地域や安倍川に関する調査活動の
大里地域の歴史や文化などを紹介した
成果発表を通じて、市民の地域への理
「大里かるた」を用いたカルタ大会。
解・愛着を涵養する。

1月
（全1回）

幼児・児童とその保護者への科学遊び体
幼児・児童とその保護者を対象とした体
験を通じて、幼児が科学を身近で興味深
験型科学普及講座。
いものと考えるきっかけを提供する。

1月
（全1回）

26

【共催事業】大里中学校吹奏楽部コ 誰もが気軽に音楽に親しめるコンサート 大里中学校吹奏楽部による地域の方向
の開催を通して地域における異世代交流
けコンサート。
ンサート・冬
を促進する。

2月
（全2回）

27

【共催事業】生涯学習センター利用
団体支援事業②

生涯学習センター利用団体と連携して事
業を実施することで、市民が文化事業等 生涯学習センター利用団体との共催によ
に触れる機会を提供すると共に、利用団 る市民向け講座。
体の活動の周知を図る。

2月
（全1回）

28

SDGsターゲット大里地域探訪プロ
ジェクトかるたで巡る大里探訪

地域ボランティアガイドによる市民の地域
大里地域探訪プロジェクトを通じて育成し
への理解・愛着を涵養するウォーキング
たボランティアガイドによる、「大里かるた」
講座を行う活動を通じて、地域ボランティ
を用いたウォーキング講座。
アガイドの育成・実践の機会を提供する。

2月
（全1回）

現在の高齢化社会の実情を学び、自分 高齢化社会の現況や、医療・介護・相続
自身が迎えるであろう医療・介護・相続に の知識について学び、自らの終活につい
ついて考えるきっかけづくりとする。
て考える。

2月
（全1回）

25 【共催事業】親子でかがくあそび

29 ライフプランニング(終活)講座

№

事業名

30 季節の寄せ植え・冬

事業目的

事業内容

寄せ植え作りを通じて花に親しむ市民を
季節の花を使った寄せ植えを作成する。
育成する。

実施時期
2月
（全1回）

レンズを通してさまざまな場面で出会った

31

【共催事業】子どもの笑顔写真コンテ 笑顔を表現した作品を募集することで、豊 子どもの笑顔写真コンテスト受賞作品の
かな心を育み、静岡の町を構成する人の 巡回展。
スト受賞作品巡回展

11月
（全1回）

素晴らしさを再確認するきっかけとする。

32 【共催事業】開発協力写真展

日本の開発協力の現状を写真で紹介し、
自然や人々の暮らしを通して持続可能な 国際協力の現場を紹介する写真展。
開発の重要性を学ぶ。

7月
（全1回）

33 広報事業

地域住民に施設や学習団体の情報を提 施設や生涯学習団体の紹介を行う広報
供し、生涯学習を推進する。
紙を発行する。

4月～3月
（全1回）

34 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 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座。

4月～3月
（全18回）

【共催事業】大里心の乙女塾～女性 女性が現代的課題等について学び仲間 女性のための学習の場と仲間づくりの機
をつくることにより、より一層社会に参画す
会提供。
のための教養講座～
る。

5月～3月
（全11回）

35

(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 パパといっしょに講座

男性の子育て参加を促し、男女共同参画 子と男性保護者が工作しながら交流を測
社会の推進を図る。
る講座。

11月
（全1回）

2 時事問題講座

時事問題について学び現代社会を知る。 時事問題を読み解く講演会。

11月
（全1回）

3 親子向けスマートフォン活用講座

デジタルデバイスの利便性と安全性を学 親子対象に、スマートフォンのカメラ機能
び、適切な利用の一助とする。ITリテラ
を用いた写真の取り方、インターネットや
シーの向上。
ソーシャルの活用方法などを学ぶ講座。

2月
（全1回）

南部勤労者福祉センターとの連携講座。

【共催事業】静岡大学公開講座「愛 大学教授を講師に招き、市民に向けより
特産物のフルーツの様々な品種を知り、
4 おしさから読み解くくだものの多様性 専門的な内容の講座を提供し、市民の教 商品選択、開発、魅力と多様性を知る。
養の向上を図る。り、商品開発やビジネス
～園芸と民藝の融合～」

11月
（全1回）

チャンスの契機とする。

5

【共催事業】夏休み子どもサイエンス 自然科学への興味を喚起すると共に、コ
子ども向け、自然科学講座。
ミュニケーター支援の一助とする。
講座

7月
（全1回）

6

【共催事業】めざせ!セミのぬけがら博 身近な自然観察を通して、環境や科学へ センター近隣の公園でセミの抜け殻を採
の興味・関心を育む。
集し、種類の見分け方を学ぶ。
士

8月
（全1回）

7

暮らしを楽しむ季節の手しごと～春
夏～

自然環境の保護について考える機会を
提供する。

季節に合わせた自然素材を用いたものづ
くりを通して、身近な自然に親しむ。

4月～9月
（全6回）

8

暮らしを楽しむ季節の手しごと～秋
冬～

自然環境の保護について考える機会を
提供する。

季節に合わせた自然素材を用いたものづ
くりを通して、身近な自然に親しむ。

10月～3月
（全6回）

9

SDGsターゲット【共催事業】おとなも
こどもも来・て・こでラジオ体操

「いつでも、どこでも、だれでも」気軽にで ラジオ体操指導士より動作の実演指導を
きる優れた健康法であるラジオ体操を行う 受ける。効果的に全身の筋肉を動かすラ
ことで市民の健康増進を図る。
ジオ体操講座。

4月～3月
（全12回）

10

身近なハーブで楽しむ癒しのアロマ アロマの効用を用いて、市民の健康増進 身近にあるハーブの活用方法やアロマの
を図る。
使用方法について学ぶ。
生活

5月～8月
（全6回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

11 りらっくすアロマ講座

SDGS保健。アロマの効用を用いて、市民 アロマオイルの使用方法や、心身をほぐ
の健康増進を図る。
すアロママッサージについて学ぶ。

8月～1月
（全6回）

12 SDGsターゲット健康づくり体操講座

SDGS③保健。市民の健康増進を図る。

6月～9月
（全6回）

13

健康づくりに役立てる講座。

SDGsターゲット【共催事業】食べて動 女性の悩みに即した事業を実施し課題解 女性の心身の健康を考える市民団体と協
働し、冷え解消のためのエクササイズと食
決を図る。
いて温活キレイ女子に!
育教室を実施する。

14 【共催事業】防災講座

市民の防災意識を高める。

15 【共催事業】おはなしフォーラム

地域で活躍する読み聞かせボランティア
地域の読み聞かせボランティア団体が合
の成果発表の場を提供し、人材を育成
同でおはなし会を開催する。
し、文化及び芸術の振興を図る。

AED講座等の実施。

10月～11月
（全3回）

9月
（全1回）

3/6
（全1回）

16

【共催事業】来・て・こおはなしの森～ 地域で活躍する読み聞かせ団体の成果 地域で活躍する読み聞かせ団体によるお
発表の場を提供し、人材を育成し、文化
はなし会を実施する。
春夏～
及び芸術の振興を図る。

5月～9月
（全5回）

17

【共催事業】来・て・こおはなしの森～ 地域で活躍する人材を育成し、文化及び 地域で活躍する読み聞かせ団体によるお
芸術の振興を図る。
はなし会を実施する。
秋冬～

10月～3月
（全5回）

18

ねんねちゃんのベビマ&ママ体操～ 地域の親子交流を促進し、子育て世代の ベビーマッサージ体験と、産後の母親の
ためのエクササイズを行う。子育てについ
仲間作りと育児不安の解消に寄与する。
春～
ての情報交換の場を提供する。

5月～6月
（全4回）

19

ねんねちゃんのベビマ&ママ体操～ 地域の親子交流を促進し、子育て世代の ベビーマッサージ体験と、産後の母親の
ためのエクササイズを行う。子育てについ
仲間作りと育児不安の解消に寄与する。
夏～
ての情報交換の場を提供する。

6月～7月
（全4回）

20

ねんねちゃんのベビマ&ママ体操～ 地域の親子交流を促進し、子育て世代の ベビーマッサージ体験と、産後の母親の
ためのエクササイズを行う。子育てについ
仲間作りと育児不安の解消に寄与する。
秋～
ての情報交換の場を提供する。

10月～11月
（全4回）

21

ねんねちゃんのベビマ&ママ体操～ 地域の親子交流を促進し、子育て世代の ベビーマッサージ体験と、産後の母親の
ためのエクササイズを行う。子育てについ
仲間作りと育児不安の解消に寄与する。
冬～
ての情報交換の場を提供する。

1月～2月
（全4回）

22

食で自由研究!夏休み子ども料理教 子どもに料理をする機会を提供すること
で、食への興味関心を喚起する。
室

地元の食材を使用して、子どもの成長に
有益なお菓子を作る。

8月
（全2回）

【共催事業】高齢者向けライフプラン
老後資金の必要額や運用、遺産相続に
利益と財産の保護を図る。老後資金の必
23
ついて知る機会を提供する。
講座
要額や運用、遺産相続について知る機

9月
（全2回）

適正な生活資金の必要額や運用等につ
いて知る機会を提供することで、市民の
会を提供する。

【共催事業】ママのためのマネープラ 子育て世代の生活に関わる“お金”につ 子育て世代のライフプランに合わせた“お
いて知る機会を提供し、より豊かな生活設
金”との付き合い方を学ぶ。
ン
計への一助とする。

12月
（全1回）

SDGsターゲット【共催事業】【人材養 まちづくり事業3回以上該当講座。地域に
市民活動団体主催者と協働し、料理講座
25 成講座】まちづくりを担う人材育成事 潜在している、料理を教えたいと考えてい を行う。
る人材を発掘する。
業 食で健康!

9月
（全3回）

24

まちづくりを担う人材育成事業「食で健
康!」フォロー講座。シチズンシップに富ん 料理講座。
だ人材育成事業。

26

【共催事業】受講生による料理講座
①

27

SDGsターゲット【共催事業】県大生と ることで、地域とのつながりを深めることを 静岡県立大学看護学部・老年看護学領
域「発展看護実習Ⅰ・Ⅱ」協力。学生によ
目的とする。また、学生の社会参画への
健康講座
る実習発表、脳トレ体操など。

10月
（全1回）

SDGS③保健。近隣の教育機関と協働す
一助とする。

8月
（全1回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科
による、幼児とその保護者を対象とした歯
みがき講座。

3月
（全1回）

生涯学習センター全館を会場としたピアノ
生涯学習センター全館を会場に、リレー
コンサートを実施し、広く市民に本格的な
形式でショパンの主要楽曲を全て鑑賞で
音楽文化に気軽に触れていただく機会を
きる連携コンサート。
提供する。

10月
（全1回）

28

【共催事業】静岡県立大学短期大学 地域の教育機関と協働し事業を行うこと
で、地域との連携強化を図る。
部との共催事業「歯みがき講座」

29

2020しずおか文化プロジェクト【共催
事業】静岡市生涯学習センター全館
連携コンサート事業ショパン～生涯
の旅～

レンズを通してさまざまな場面で出会った

【共催事業】子どもの笑顔写真コンテ 笑顔を表現した作品を募集することで、豊 子どもの笑顔写真コンテスト受賞作品の
30
かな心を育み、静岡の町を構成する人の 巡回展。
スト受賞作品巡回展

2月
（全1回）

素晴らしさを再確認するきっかけとする。

31 広報事業

地域住民に施設や学習団体の情報を提 施設や生涯学習団体の紹介を行う広報
供し、生涯学習を推進する。
紙を発行する。

1月
（全1回）

32 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 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間の交流をと くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
おし、豊かな人生を送る。
た年間講座。

5月～3月
（全18回）

33 女性学級

女性が現代的課題等について学び、従
女性を対象に現代的課題などを学ぶ。身
来の性別役割分担を見直し、仲間をつく
も心も健康になり、地域で輝く人材を育て
る機会を提供し、社会参画への意識の向
る講座。
上を図る。

9月～10月
（全5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

児童を対象に連続講座を通じて現代的

SDGsターゲットアカデ美和 子どもカ 課題などを学ぶ機会を提供するとともに、 現代的課題や地域理解など幅広く学ぶ
1
学区にとらわれない仲間づくりを促進す 講座の実施。
レッジ

4月～9月
（全12回）

る。

2

【共催事業】生涯学習団体との共催
事業(絵手紙)

3 親子料理講座

4

利用者団体とともに絵手紙づくりを通じて
仲間づくりを促進するとともに団体活動の 絵手紙講座の実施。
活性化に繋げる。

6月
（全3回）

料理を通じて、食育に関する意識を高め
親子向けの料理講座を実施。
ると共に子育て世代の交流の場とする。

4月
（全2回）

【共催事業】めざせ!セミのぬけがら博 身近な自然観察を通して、環境や科学へ センター近隣の公園でセミの抜け殻を採
の興味・関心を育む。
集し、種類の見分け方を学ぶ。
士

5 【共催事業】美和農業体験

農作業のボランティアを行うことで、農業
地元農家の手伝いを通じて農作物の生
や農作物への理解を深めるとともに就農
産方法を学ぶ。
について考える機会を提供する。

8月
（全1回）

5月～12月
（全7回）

6

SDGsターゲット作ってあそぼう!科学 財団の専門性を活かした事業を行い、地 科学に関するワークショップの実施及び
域の文化振興に寄与する。
「アカデ美和まつり」へのブース出展。
工作隊(まつり)

11月
（全2回）

7

SDGsターゲット作ってあそぼう!科学 財団の専門性を活かした事業を行い、地 科学に関するワークショップの実施及び
「アカデ美和こどもの祭典」へのブース出
域の文化振興に寄与する。
工作隊(こどもの祭典)
展。

1月～2月
（全2回）

8 歴史めぐり～安倍口編～

地域の歴史・文化についての理解を深め
歴史テーマに基づき名所旧跡を巡る講座
ると共に、ウォーキングにより健康増進を
の実施。
図る。

3月
（全1回）

9 【共催事業】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 初心者を対象としたパソコン実技講座。
適応を促し、異世代間の交流を図る。

8月
（全2回）

10 【共催事業】防犯講演会

地域と連携し、防犯講演会を行うことを通
防犯講座を実施。
して、防犯意識の向上を図る。

7月
（全1回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

11 男性向け簡単料理講座

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

5月
（全2回）

12 みのり大学公開講座

高齢者を対象にみのり大学の公開講座と
みのり大学の講座を一般に公開する講座
して社会教育活動を周知するとともにみ
の実施。
のり大学への参加を促進する。

1月～2月
（全3回）

利用者団体とともに太極拳を通じて仲間
づくりを促進するとともに団体活動の活性 太極拳の体験講座を実施する。
化に繋げる。

4月～5月
（全3回）

13

【共催事業】生涯学習団体との共催
事業(太極拳)

14

【共催事業】児童館共催ものづくり講 児童の健全な育成に寄与すると共に、世 異世代間交流を目的としたものづくりの実
代間交流の場とし、地域の活性化を図
施。
座①
る。

9月
（全1回）

15

【共催事業】児童館共催ものづくり講 児童の健全な育成に寄与すると共に、世 異世代間交流を目的としたものづくりの実
代間交流の場とし、地域の活性化を図
施。
座②
る。

9月
（全1回）

16

SDGsターゲットロボットプログラミング プログラミングを通じて、想像力、論理力 小学校低学年向けのプログラミング講座
を養う。
を実施。
講座(低学年)

7月
（全1回）

17

SDGsターゲットロボットプログラミング プログラミングを通して、機械工学につい 小学校高学年から中学生向けのプログラ
て学ぶ。
ミング講座を実施。
講座(高学年)

7月
（全1回）

18

SDGsターゲット【人材養成講座】子ど 子どもカレッジ受講修了者を対象に、同 「アカデ美和こどもの祭典」へのブース出
窓企画を実施し、他学年、他校の交流を
展。
もカレッジ同窓会企画
図る。

1月～2月
（全3回）

19 伝統食から考える外国文化

食文化を中心とした貿易や産業から外国
外国の食文化に関する講座を実施する。
文化について理解を深める。

9月
（全1回）

20 地元のお茶を使った講座

地元の特産品であるお茶に関する講座を
お茶に関する座学および体験講座を実
実施し、市民の郷土理解のきっかけとす
施する。
る。

5月
（全2回）

21

SDGsターゲット左官職人のお仕事体 左官の仕事について学ぶ機会を提供し、 左官職人の仕事について座学と体験で
職業選択の一助とする。
学ぶ。
験

8月
（全1回）

22

SDGsターゲット子カレ公開講座(海洋 子どもカレッジの公開講座として実施し、
海洋問題に関するワークショップの実施。
子どもカレッジへの参加を促進する。
問題)

8月
（全1回）

23 高齢者向け軽体操講座

健康に関する正しい知識を提供し、市民
健康に関する運動の体験講座。
の健康づくりを推進する。

9月～10月
（全3回）

24 ライフプラン(終活)講座

市民の人生設計に対する関心を高める。 終活に関する講座を実施する。

2月
（全3回）

25

【人材養成講座】読みきかせボラン
ティア養成講座

図書館と共催し、読み聞かせボランティア 絵本の読み聞かせのコツや本の選び方
の人材育成を行う。
などを座学と実践で学ぶ。

10月～12月
（全6回）

26 子ども美術教室

作品制作を通して、子どもの創造力を養
小学生を対象とした美術教室。
う。

8月
（全2回）

27 【共催事業】魚のさばき方講座

魚のさばき方、盛り付け方の学習を通し
て、水産業についての理解を深める。

12月
（全2回）

魚のさばき方・盛り付け方を学ぶ。

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

28 外国語初級講座

語学の学習機会を提供するとともに、異
語学の学習会の実施。
文化への理解を深める機会を提供する。

29 旅する英会話

英語や外国のマナーを学習機会を提供
するとともに、異文化への理解を深める機 英会話及びマナーの学習会の実施。
会を提供する。

5月～8月
（全6回）

30 いちごを使ったデザート作り

美和地域の特産品であるイチゴを活用し
たデザート作りを通して、地産地消への理 イチゴを使ったデザート作り講座の実施。
解を深める。

1月
（全1回）

31 発酵食品に関する料理講座

発酵食品について学ぶことで、食と健康
意識の向上に寄与する。

2月
（全3回）

32 大豆の料理講座

大豆のさまざまな調理法を学ぶことのでき
大豆料理を学ぶ。
る調理実習を通して食への理解を養う。

発酵食品に関する料理講座

災害時に役立つ知識について学ぶ機会

33 もしもの時!ライフラインが止まったら? を提供し、災害時地域で活躍する人材を 災害時に役立つ知識を学ぶ。
育成する。

10月～12月
（全6回）

6月
（全2回）

9月
（全1回）

34 親子で体験!リトミック

リトミック体験を通して、親子および子育て
世代の保護者同士の交流を深める機会 リトミック体験を実施する。
を提供する。

6月～7月
（全3回）

35 オリンピック応援講座

オリンピック競技や出場国について学ぶ
機会を提供し、市民のオリンピックへの理 オリンピックに関する講座の実施。
解関心を深める。

6月
（全1回）

2020しずおか文化プロジェクト【共催
事業】静岡市生涯学習センター全館
36
連携コンサート事業ショパン～生涯
の旅～

生涯学習センター全館を会場としたピアノ
生涯学習センター全館を会場に、リレー
コンサートを実施し、広く市民に本格的な
形式でショパンの主要楽曲を全て鑑賞で
音楽文化に気軽に触れていただく機会を
きる連携コンサート。
提供する。

10月
（全1回）

37 税に関する講座

身近な税に関する講座を実施すること
で、市民の税に関する知識と理解を深め 税についての基礎学習。
る。

4月
（全1回）

38 大人向け手芸講座

クラフト講座を実施し、市民の余暇活動の
大人向けにものづくり講座を実施する。
推進の一助とする。

11月～2月
（全5回）

39

SDGsターゲットこどもの祭典用工作
①

子ども向け工作講座を実施し、興味関心 子ども向け工作を実施し、「こどもの祭典」
を深めるとともに世代間交流の場とする。 のブースでの指導を担当する。

1月～2月
（全2回）

40

SDGsターゲットこどもの祭典用工作
②

子ども向け工作を実施することで興味関 子ども向け工作を実施し、「こどもの祭典」
心を深め、世代間交流の場を提供する。 でブースで指導を担当する。

1月～2月
（全2回）

高齢者ドライバーに向けた交通安全講座

自動車の性能や交通安全についての講
義の実施。

10月
（全1回）

【共催事業】子どもの笑顔写真コンテ 笑顔を表現した作品を募集することで、豊 子どもの笑顔写真コンテスト受賞作品の
かな心を育み、静岡の町を構成する人の 巡回展。
スト受賞作品巡回展

3月
（全1回）

41 高齢者ドライバーのための交通安全 を実施し、安全運転の意識の向上を図
る。
レンズを通してさまざまな場面で出会った

42

素晴らしさを再確認するきっかけとする。

43 【共催事業】美和学区合同美術展

安倍口小学校と連携して、子どもと地域
住民の交流を図る。

44 広報事業

地域住民に施設や学習団体の情報を提 施設や生涯学習団体の紹介を行う広報
供し、生涯学習を推進する。
誌を発行する。

地域小学生による作品展示。

1月
（全1回）

通年
（全2回）

№

事業名

事業目的

事業内容

45 高齢者学級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 60歳以上の高齢者を対象とした、健康づ
に、仲間づくりや異なる世代間交流をとお くり、一般教養、時事問題などを取り上げ
し、豊かな人生を送る。
た年間講座。

46 アカデ美和子育てクラブ

子の保護者が家庭教育に必要な現代的
課題等を学び、仲間をつくることで子の健 園児の保護者を対象に学習と仲間づく
やかな成長を促し、豊かな人間性を育
り。
む。

実施時期

4月～3月
（全18回）

10月～12月
（全5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

通年
（全208回）

パソコン講座
(1)ワード入門①～④
(2)ワード中級①～④
(3)はじめてのエクセル①～④
(4)エクセル入門①～④
1
(5)エクセル中級①～④
(6)レイアウト入門①～④
(7)パワーポイント入門①～④
(8)プレゼンテーション入門①～④
(9)アクセス入門①

勤労者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
象として、少人数制で習熟度の高い講座
を実施する。

SDGsターゲットフィットネス講座
(1) 入門エアロ①～④
(2) 初級エアロ①～④
(3) 中級エアロ①～④
2
(4) 入門ヨガ木曜①～④
(5) 火曜ヨガ①～④
(6) 金曜ヨガ①～④
(7) 月曜フィットネス①～④

勤労者の健康増進、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）

勤労者の効果的な健康づくりを推進す

トレーニング機器の使用方法など効果的
なトレーニング方法について指導する。

通年
（全153回）

初心者を対象にパソコン操作の質問や疑
問にアドバイスを行う。

通年
（全24回）

3 SDGsターゲットトレーニング指導事業 る。

4

【共催事業】初心者対象パソコン相談 勤労者等のパソコン技術の向上及び市
民活動団体との連携強化を図る。
室

5 SDGsターゲットエクササイズ講座

勤労者等の効果的な健康づくりを推進す
初心者を対象にフィットネス講座を行う。
る。

5月
（全3回）

6 SDGsターゲット健康講座

勤労者等の効果的な健康づくりを推進す 栄養と運動の両面から健康を考える体験
る。
学習を行う。

8月
（全1回）

7 【共催事業】キャリアアップ講座

勤労者等の労働に関する課題に取り組
む。(生涯との共催講座)

8 SDGsターゲット活力アップ講座

ストレスケアや体力回復など、仕事と私生 ストレスケアや体力回復など、仕事と私生
活の充実を図る。
活の充実に関する講座を行う。

9

労働問題(就労、雇用、メンタルヘルス等)
や資質向上に関する講座を行う。

SDGsターゲット初心者対象ストレッチ 勤労者等の効果的な健康づくりを推進す 初心者を対象に効果的なストレッチ講座
る。
を行う。
講座

10 広報事業

地域住民に施設や事業の情報を提供す 施設や事業の紹介を行う広報紙を発行
る。
する。

9月～11月
（全3回）

2月
（全3回）

通年
（全153回）

通年
（全1回）

(小鹿老人福祉センター)
№

事業名

事業目的

事業内容

現代的課題(情報リテラシー)に対応し、高 ワードを使用し、文章入力やイラスト挿入
齢者の生活の充実や生きがいづくりに役 を行い、暑中見舞いはがき作成の基本を
立てる。
学ぶ。

実施時期

1

初心者教室(前期)はじめてのワード
Windows10

2

SDGsターゲット初心者教室(前期)脳 高齢者の健康意識の向上や自主的な健 テーブルゲームやニュースポーツを楽し
康づくりを促進する。
みながら脳トレする。
トレゲーム&スポーツ

4月～9月
（全12回）

3

SDGsターゲット初心者教室(前期)運 高齢者の健康意識の向上や自主的な健
エクササイズを行う。
康づくりを促進する。
動講座

4月～9月
（全12回）

4月～6月
（全12回）

4 初心者教室(前期)春夏の折り紙

学習機会を提供し、高齢者の生きがい創 折り紙の基本を学び、季節に沿った作品
出や仲間づくりを支援する。
を作る。

4月～6月
（全5回）

5 初心者教室(前期)静岡の民俗学

学習機会を提供し、高齢者の生きがい創 静岡の民俗について学び、地域理解を
出や仲間づくりを支援する。
深める。

4月～6月
（全5回）

現代的課題(情報リテラシー)に対応し、高
ワードを使用し、文章入力やイラスト挿入
齢者の生活の充実や生きがいづくりに役
を行い、年賀状作成の基本を学ぶ。
立てる。

10月～12月
（全12回）

学習機会を提供し、高齢者の生きがい創
鉛筆デッサンの基本を学ぶ。
出や仲間づくりを支援する。

10月～3月
（全12回）

6

初心者教室(後期)実用パソコン
Windows10

7 初心者教室(後期)鉛筆デッサン

8

SDGsターゲット初心者教室(後期)ピ 高齢者の健康意識の向上や自主的な健
ピラティスの基本を学ぶ
康づくりを促進する。
ラティス

10月～3月
（全12回）

9

初心者教室(後期)ビーズアクセサ
リー

学習機会を提供し、高齢者の生きがい創
ビーズアクセサリーの基本を学ぶ。
出や仲間づくりを支援する。

10月～12月
（全5回）

学習機会を提供し、高齢者の生きがい創 静岡の民俗について学び、地域理解を
出や仲間づくりを支援する。
深める。

10月～12月
（全5回）

10 初心者教室(後期)静岡の民俗学

11

SDGsターゲット元気ハツラツ!健康講 高齢者の健康意識の向上や自主的な健 音楽、マット、イス等を使ったエクササイズ
康づくりを促進する。
を行う。
座(前期)健康体操

5月～8月
（全8回）

12

SDGsターゲット元気ハツラツ!健康講 高齢者の健康意識の向上や自主的な健 ボール、ベル、ベルター等の用具を使
康づくりを促進する。
い、音楽に合わせた運動を行う。
座(前期)3B体操

5月～8月
（全8回）

13

SDGsターゲット元気ハツラツ!健康講 高齢者の健康意識の向上や自主的な健
ヨガの基本を学ぶ。
康づくりを促進する。
座(前期)ヨガ

5月～8月
（全8回）

14

SDGsターゲット元気ハツラツ!健康講 高齢者の健康意識の向上や自主的な健 音楽、マット、イス等を使ったエクササイズ
康づくりを促進する。
を行う。
座(後期)健康体操

11月～2月
（全8回）

15

SDGsターゲット元気ハツラツ!健康講 高齢者の健康意識の向上や自主的な健 ボール、ベル、ベルター等の用具を使
康づくりを促進する。
い、音楽に合わせた運動を行う。
座(後期)3Bフレッシュ体操

11月～2月
（全8回）

16

SDGsターゲット元気ハツラツ!健康講 高齢者の健康意識の向上や自主的な健
タップダンスの基本を学ぶ。
康づくりを促進する。
座(後期)脳・筋トレタップダンス

11月～2月
（全8回）

17 はじめて作る布ぞうり

現代的課題(環境問題)に対応し、高齢者
の生活の充実や生きがいづくりに役立て 古布を使った布ぞうりの作り方を学ぶ。
る。

5月
（全2回）

№
18

事業名
シニア向け自然を楽しむ暮らしの手
仕事

19 iPhone基礎講座

事業目的

事業内容

実施時期

現代的課題(環境問題)に対応し、高齢者
の生活の充実や生きがいづくりに役立て 自然素材等を活かしたものづくりを行う。
る。

6月～7月
（全3回）

現代的課題(情報リテラシー)に対応し、高
齢者の生活の充実や生きがいづくりに役 iPhoneの基本操作を学ぶ。
立てる

8月～9月
（全6回）

20

【共催事業】パソコンでハガキ作成、 現代的課題(情報リテラシー)に対応し、高 ワードを使用し、文章入力やイラスト挿入
齢者の生活の充実や生きがいづくりに役
を行い、はがき作成の基本を学ぶ。
写真加工Win10
立てる。

8月～9月
（全5回）

21

【共催事業】パソコンで回覧板、連絡 現代的課題(情報リテラシー)に対応し、高 ワードやエクセルを使用し、回覧板や連
齢者の生活の充実や生きがいづくりに役
絡網作成の基本を学ぶ。
網作成Win10
立てる。

1月～2月
（全5回）

22

SDGsターゲットシニア!はじめてのフ 高齢者の健康意識の向上や自主的な健
フラメンコの基本を学ぶ。
康づくりを促進する。
ラメンコ

1月～3月
（全8回）

23

SDGsターゲット理学療法士に教わる 高齢者の健康意識の向上や自主的な健
ラフターヨガと筋力エクササイズを行う。
康づくりを促進する。
ラフターヨガと運動

10月～11月
（全3回）

24 SDGsターゲット健康料理教室 秋

高齢者の健康意識の向上や自主的な健
健康に配慮した料理を学ぶ。
康づくりを促進する。

11月
（全1回）

25 SDGsターゲット健康料理教室 冬

高齢者の健康意識の向上や自主的な健
健康に配慮した料理を学ぶ。
康づくりを促進する。

1月
（全1回）

福祉医療の専門家による相談窓口を設け

26

SDGsターゲット【共催事業】健康生活
て情報提供を行い、高齢者の生活の充
介護相談
実を図る。

27 広報事業

情報提供及び広報。

月2回、健康、生活、介護等に関する相談
を受け付ける。

通年
（全24回）

広報紙「小鹿だより」の毎月1100部発行
及びホームページへの掲載。

通年
（全12回）

３ 市民の自発的な文化活動促進事業
（事務局）
№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

1 文化振興事業費助成事業

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

通年
（全1回）

2 静岡市民文芸

市民の文芸活動の場として機能すること 市民の文芸振興を図るための市民からの
で、日々の文芸活動の充実を図る一助と 投稿による文芸コンクールと文芸誌の発
する。
行。

通年
（全1回）

3 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 市民の芸能活動の発表機会を提供する
場として機能することで、日々の芸能活動 ための日舞・ダンス等芸能活動の発表
の充実を図る一助とする。
会。

12月
（全2回）

（静岡市民文化会館）
№

事業名

事業目的

事業内容

静岡・室内楽フェスティバル2020 静 広く市民に対して、活動成果を発表する
静岡フィルハーモニー管弦楽団との共催
場を提供し、市民の文化レベルの向上を
1 岡フィルハーモニー管弦楽団コン
により、室内楽コンサートを開催する。
図ることを主たる目的とする。
サート
あらゆる人々が文化芸術活動に参加でき
る環境の整備を念頭に、障がい者を含め
まちは劇場推進事業 ラウドヒル計画 た市民の舞台表現のスキルアップ等、資
2
質の育成を図るプログラムを実施し、合わ
演劇WS(発表公演)
せてその成果を広く紹介するための公演
を開催する。

実施時期
10/24
（全1回）

発表公演の開催を目標とする、演劇力向
上ワークショップ。発表公演は3月を予
定。静岡市まちは劇場推進課から受託予
定。

10月～3月
（全2回）

事業内容

実施時期

（静岡科学館）
№

事業名

1 る・く・るナビゲーター支援事業

事業目的

当館事業・運営への市民参加を促すため
①展示物支援 ②「わくわく科学工作」支
の手立てとしてボランティアを募り、科学
援 ③科学イベント支援 ④参加希望者
普及の場で多彩な活動を展開できるよう
への説明会 ⑤登録者への研修会
支援する。

4/12～2/14
（全13回）

科学館ボランティア有志が自ら事業の企 科学館ボランティアが主体的に企画・運

2

3

る・く・るナビゲーター関連事業おもし 画・運営を体験する機会を設け、ノウハウ 営にあたる科学イベント。来場者に対して
の体得による活動分野・機会の拡充を促 多様な科学実験や工作の体験を提供す
ろ科学フェスティバル

科学コミュニケーター育成講座関連
事業「夏のサイエンス屋台村」

科学コミュニケーター育成講座関連
4 事業生涯学習センター連携サイエン
スカフェ

3/21
（全1回）

す。

る。

科学コミュニケーター育成講座を終えた
受講生が主体となって企画し、活動する
機会を設け、学んだことを市民に還元す
る。

科学コミュニケーター育成講座を終えた
受講生(OB)によるワークショップや各種講
座をブース形式で市民に提供する。

8/10
（全1回）

科学コミュニケーター育成講座を終えた
受講生が主体となって企画し、活動する
機会を設け、学んだことを市民に還元す
る。

科学・技術の研究者を講師として招聘し、
研究分野に関する話題を提供し、意見や
質問を募ることで双方向性のあるコミュニ
ケーションを促す。

2/7
（全1回）

大高中小の現職教員と連携し、サイエン

サイエンスフェスティバルinる・く・る実 スフェスティバル(科学の祭典)を運営す 実行委員会、高校生運営員会を開き、サ
イエンスフェスティバルの安全で効果的な
5
る。また次世代を担う中学生・高校生の科
行委・高校生
運営について協議する。

4/11～8/14
（全5回）

学コミュニケーション能力の向上を図る。

6 カガクを究める!

地元企業・研究機関・学校と連携し、研究
企業や研究機関、学校の専門家を講師
や技術を究める姿を紹介すると共に、
に迎え、ワークショップを通して地元産業
ワークショップ等を通して、研究成果や科
や科学技術を市民へ紹介する。
学技術への興味関心を高める。

5/23～2/20
（全10回）

（静岡市美術館）
№

事業名

1 学生ボランティアの育成

事業目的

事業内容

実施時期

美術館の教育普及活動に興味のある大
学および専門学校等に在学する者などに
対し、美術館での活動の機会を提供す
る。

しずびオープンアトリエの参加者に対し、
制作補助が可能な学生ボランティアを育
成すべく、アトリエ事業開催前に、制作指
導マニュアルを作成、研修を実施する。
オープンアトリエ事業をボランティアを活
用して運営する。

8月～3月
（全2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
6/1～7/31募
集、9/28表彰
（全1回）

1 子どもの笑顔写真コンテスト

子どもの笑顔の写真コンテストを実施する
子どもの笑顔の写真コンテスト。
ことにより、少子高齢化ついて考える。

2 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、
学習成果の発表と、交流機会の提供。
生涯学習施設を地域の中核施設とする。

2月
（全1回）

3 展示事業

地域住民や利用団体に対して展示機会 各種パネル展や、利用団体による作品展
を提供する。
示を行う。

4～3月
（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

1 西部センターまつり

地域における市民の交流機会の提供、地 利用団体等による舞台発表会、作品展
域団体、利用団体の活動支援、活動発 示、体験ブース、売店、ダンスパーティー
表の場の提供。
の実施。

8月
（全1回）

2 展示事業

地域住民や利用団体に対して展示機会 各種パネル展や、利用団体による作品展
を提供する。
示を行う。

通年
（全1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

1 【共催事業】東部ふれあいまつり

地域における市民の交流の機会を設け、
学習の成果の発表と交流機会の提供。
生涯学習施設を地域の中核施設とする。

11月
（全1回）

2 展示事業

地域住民や利用団体に対して展示機会 各種パネル展や、利用団体による作品展
を提供する。
示を行う。

通年
（全1回）

（北部生涯学習センター）
№
1

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

【共催事業】ほくぶ文化祭・健康まつ 施設利用者の活動成果発表の場と、地 利用団体等と協働し、体験教室、作品展
場産品の紹介をすることにより、地域の交 示、地場産品紹介、学習発表会、ダンス
り
流の機会を提供する。
パーティーを実施する。

7月
（全1回）

地域住民や利用団体に対し展示発表の 各種パネル展や、利用団体による作品展
機会を提供する。
示を行う。

通年
（全1回）

2 展示事業

（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

1 【共催事業】文化祭

藁科生涯学習センター利用者団体に学
習成果の発表の機会を提供する。藁科複
合施設から地域に向けて生涯学習活動
の発信と成果報告を行い、地域の文化振
興に寄与する。

藁科生涯学習センター利用団体によるス
テージ部門、展示部門、体験&社交ダン
ス部門、図書館部門の発表と藁科保健福
祉センターによる健康祭り。

10月
（全1回）

2 展示事業

地域住民や利用団体に対して展示機会 各種パネル展や、利用団体による作品展
を提供する。
示を行う。

通年
（全1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

1 【共催事業】にしな文化祭

地域の中核施設として、地域における市 利用団体によるカラオケ、ステージ発表、
民の交流機会を設ける。
作品展示、各種体験教室等を実施する。

11月
（全1回）

2 展示事業

地域住民や利用団体に対して展示機会 各種パネル展や、利用団体による作品展
を提供する。
示を行う。

4月～3月
（全1回）

（南部生涯学習センター）
№

事業名

事業目的

事業内容

1 なんぶフェスタ

施設広報、利用団体の学習成果を発表
する機会を提供

2 展示事業

センター利用団体の生涯学習活動支援、
センター利用団体の作品展示。
学習成果を発表する機会の提供

学習成果の発表と、交流機会の提供

実施時期
8月
（全1回）

通年
（全1回）

（長田生涯学習センター）
№
1

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

【共催事業】おさだ生涯学習センター 地域における市民の交流機会、日頃の学
学習成果の発表と交流機会の提供。
習成果の発表の場の提供をする。
まつり

7月
（全1回）

地域における市民の交流機会、日頃の学
学習成果の発表と交流機会の提供。
習成果の発表の場の提供をする。

2月
（全1回）

2 【共催事業】長田音楽祭

（大里生涯学習センター）
№

事業名

事業目的

事業内容

1 【共催事業】おおざとフェスティバル

生涯学習センター利用者・大里中学校生
徒等に活動成果発表の機会を提供すると
共に、大里保健福祉センターによる健康 生涯学習センター利用団体・大里中学校
まつり・大里中学校PTAによるバザー等と 生徒等による舞台発表・作品展示・活動
の連動を図ることで、各施設の利用者・中 体験・ワークショップの開催等を行う。
学生・地域住民の相互交流の場を創出
する。

2 展示事業

展示を通じて学習機会を提供する。

実施時期

10月
（全1回）

展示ロビーを使用した利用団体等による
展示会。

4月～3月
（全1回）

事業内容

実施時期

（駿河生涯学習センター）
№

事業名

1 【共催事業】来・て・こ祭

事業目的

地域住民に交流の場を提供し、生涯学習
学習成果の発表と、交流機会の提供。
施設を地域の中核施設とする。

12/12
（全1回）

2

【共催事業】市政課題に即した展示
事業

市政課題に即した展示事業を実施。

各種パネル展や、利用団体による作品展
示を行う。

6月
（全1回）

3

【共催事業】市政課題に即した展示
事業

市政課題に即した展示事業

市政に即した展示を行う。

11月
（全1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

1 【共催事業】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、 学習成果の発表と、市民の交流機会の提
生涯学習施設を地域の中核施設とする。 供。

11月
（全1回）

2 【共催事業】美和ふれあいのつどい

地域における市民の交流の機会を設け、 学習成果の発表と、市民の交流機会の提
生涯学習施設を地域の中核施設とする。 供。

11月
（全1回）

SDGsターゲットアカデ美和こどもの祭 子どもの豊かな感受性を育み、施設の活
子ども向けに様々な体験イベントの実施。
性化と地域づくりを図る。
典

2月
（全1回）

地域住民や利用団体に対して展示機会 各種パネル展や、利用団体による作品展
を提供する。
示を行う。

通年
（全1回）

3

4 展示事業

(南部勤労者福祉センター)
№
1

事業名

事業目的

事業内容

SDGsターゲット【共催事業】来・て・こ 勤労者等の健康意識の向上、地域交流 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づくり体験会
を図ると伴にセンター広報を行う。
祭
を行う。

実施時期
12/12
（全1回）

(小鹿老人福祉センター）
№

事業名

事業目的

事業内容

1 【共催事業】来・て・こ祭

利用団体の活動成果発表の場を設け、
小鹿老人福祉センターを広く一般に開放
高齢者の生きがいづくり促進とセンターの
し、演芸発表や展示等を行う。
活性化を図る。

2 展示事業

高齢者の生涯学習活動支援。

小鹿老人福祉センター内を利用者の活
動成果発表の場として提供する。

実施時期
12/12
（全1回）

通年
（全1回）

４ 支援育成事業
（静岡音楽館）
№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

2020しずおか文化プロジェクト 第25
発表の機会の提供による地域の音楽家
1 回「静岡の名手たち」オーディション の支援
合格者によるコンサート

オーディションによって選ばれた地域の
音楽家を紹介。

9/26
（全1回）

2020しずおか文化プロジェクト 静岡・
地域のアマチュア演奏家への発表の機
2 室内楽フェスティバル2020 第10回ア 会の提供(特色ある事業の実施)
マチュア・アンサンブルの日♪

静岡のアマチュア・アンサンブルを公募
し、無審査(抽選)で24組が出演。6～8時
間にもおよぶコンサート。

11/23
（全1回）

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。

5/5～5/6
（全2回）

3

第25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

4 「静岡の名手たち」によるコンサート

「静岡の名手たち」合格者を支援・育成し
「静岡の名手たち」合格者が静岡音楽館
ながらクラシック音楽の鑑賞の機会を提
AOI以外のコンサートに出演。
供

12月
（全1回）

5 Facebook「静岡の名手たち」

地域の文化活動を担う個人、団体に係る 「静岡の名手たち」合格者の活動状況を
情報提供及び交流事業。
情報発信する。

通年

6

第15期「ピアニストのためのアンサン プロフェッショナルな芸術家の育成と地域 全国から受講生を募集し、「アンサンブル
の音楽家への啓発(特色ある事業の実施) ができるピアニスト」を養成する。
ブル講座」

第20回「静岡音楽館AOIコンサート
7 企画募集事業」 佐橘マドカ ヴァイオ 地域の音楽家の支援
リン・リサイタル

8

第47回 静岡リコーダー・アンサンブ
ル・コンテスト

9 サークル“この1曲”をとことん語る

10

静岡県立美術館連携事業「静岡の
名手たち」ロダン賞コンサート

7/8～2/7
（全10回）

前年度の募集・審査において採択された
事業を実施する。

1/23
（全1回）

静岡リコーダー教育研究会との共催。金
発表の機会の提供、および、市民と一体
賞受賞者は全日本リコーダー・コンテスト
となった文化事業の推進
(全国大会)に推薦される。

1/31
（全1回）

地域の文化活動を担う個人、団体に係る クラシック愛好者がともに学び、愉しむ
情報提供及び交流事業
サーア来るを設立し支援する。

通年
（全9回）

「静岡の名手たち」合格者を支援・育成し 「静岡の名手たち」合格者が静岡音楽館
ながらクラシック音楽の鑑賞の機会を提 AOI以外のコンサートに出演。静岡県立
供
美術館で開催。

11月
（全1回）

（静岡科学館）
№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

2020しずおか文化プロジェクト 科学
館・博物館職員向けグローアップ研
1
修交流会～科学の世界へグッと引き
込むコミュニケーション～

全国の科学館・博物館で科学コミュニ
科学コミュニケーションや実験・工作の
ケーションを担当する職員の参加を募集
ワークショップを元に意見交換の場を設け
し、日常業務の課題解決や、スキルの向
る。
上を図る。

9/30～10/1
（全2回）

2 科学コミュニケーター育成講座

最先端の情報を含む科学・技術を適切に
科学コミュニケーターに必要なスキルの
伝える人材を育成する。科学を伝えるた
習得を目指す育成講座。科学者との事業
めのイベントの企画・展開をするスキルを
企画など実践的な内容を行う。
養う。

5/23～3/14
（全13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体験の場を
提供する。実習の一環として来館者向け
ワークショップの企画、準備し、実施する。

7/16～8/20
（全13回）

4 理数大好き教室

理科の自由研究論文を作成することで言
身近な自然現象に問題意識を持つ児童・
語活動の充実を高める。論文を完成させ
生徒を対象に、科学領域における探究的
る過程で、児童・生徒の探究的・問題解
な学びをサポートする講座。
決的な能力を育てる。

5/30～2/27
（全10回）

№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

高校生の科学研究に対する意識の向上 県内の高校自然科学系部活動によるパ

5

静岡県高等学校生徒理科研究発表 を図るとともに、人材と研究成果の交流の ネル発表と、県東・中・西部各支部大会か
場を設けて理数系の優れた人材育成を ら選抜された高校によるプレゼンテーショ
会県大会

6 静岡県高校生ロボット競技大会

支援する。

ン。上位大会に向けた審査を行う。

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。

11/18
（全1回）

11/28
（全1回）

県内の中学生が、技術・家庭科で学習し ロボットコンテスト部門の県大会を実施す
た技術や成果を競う場を設け、生徒同士 る。競技の模様は一般来館者にも公開す
の交流と、ものづくりへの意識を高める。 る。

11/14
（全1回）

8 職場体験学習

静岡市教育委員会に希望を提出した中
科学館運営の理念についての講話や展
学生に科学館職員の仕事を体験させ、各
示物支援、事業補助業務等の実施。
学校の「職場体験学習」を支援する。

随時

9 社会体験等研修

幼稚園、小学校、中学校・高等学校の教
員等に対して、科学館の業務を体験研修 科学館の運営や事業の企画等について
する機会を提供し、教員または社会人とし 講話や実際の事業運営の体験。
ての資質向上を図る。

随時

7

静岡県中学生創造ものづくり教育
フェア

（静岡市美術館）
№

事業名

1 博物館実習

事業目的

事業内容

実施時期

博物館相当施設として、博物館法施行規
則第1条により、学芸員資格取得を目指
す大学生に対して、博物館実習を実施す
る。学芸員の養成と文化施設への理解促
進に努める。

博物館実習生を受け入れ、見学、座学、
実地・取り扱い研修など5日間のカリキュラ
ムを行う。美術作品の保存、展示公開、
普及について文化財保護、文化振興に
資する内容となっている。

8月
（全1回）

事業目的

事業内容

実施時期

（西奈生涯学習センター）
№
1

事業名
【共催事業】生涯学習団体との共催
事業

当施設を利用する団体と共催で体験講
当施設を利用する団体と共催で体験講
座を実施し、地域における生涯学習活動
座を実施する。
の促進を図る。

9月～10月
（全4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

1 【共催事業】読み聞かせ養成講座

地域で活動する子育て支援団体へ参加
する人材や、自らが子育て支援団体を立 子育て読み聞かせサポーター養成5か年
ち上げて活動する人材の育成。個人的な 計画の2年目。おはなし会のノウハウを学
学びの意欲をまちづくり活性化人材につ ぶ。
なげる講座。

5月～7月
（全6回）

2 歴史講座

郷土への知識を深め、魅力を再発見し、
地域への理解と愛着をより一層深める。 古文書解読や歴史学習を通じ地域の歴
古文書解読を通して地域の歴史に触れ、 史に触れ、郷土に対する興味関心を高め
郷土に対する興味関心を高める。地域に る。
まつわる古文書を読解する。

7月
（全2回）

まちづくりを担う人材育成事業「食で健
市民団体による未就園児を対象とした料
康!」フォロー講座。シチズンシップに富ん
理講座。
だ人材育成事業。

11月
（全1回）

3

【共催事業】受講生による料理講座
②

５ 連携事業
（事務局）
№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

1 めぐるりアート静岡

静岡から芸術を発信する場の創出を図
る。

東静岡「アート&スポーツ/ヒロバ」と美術
館、文化拠点を結ぶネットワーク型のアー
トイベントの実施。

10月～11月
（全1回）

2 めぐるりアート静岡関連事業

静岡から芸術を発信する場の創出を図
る。

東静岡「アート&スポーツ/ヒロバ」を主会
場としためぐるりアート静岡関連事業の実
施。

通年

3 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
市民団体との共催による、市民ギャラリー
することで、市民の文化活動の環境整備
のPRを兼ねた絵画展等を行う。
の一助とする。

4 中勘助文学記念館活用事業

中勘助文学記念館の活用法を周知し、モ
学校や各種団体に誘致をし、中勘助文学
デルとなる事業を誘致することで、施設の
記念館を活用した事業を実施する。
活用を促進する。

通年
（全1回）

随時

（静岡市民文化会館）
№

事業名

1 文化ネットワーク形成事業

事業目的

事業内容

連携により外部団体等の持つ優れた特性
やプログラムを取り入れ、上質な文化活 連携相手からの提案を受けて、個別に実
動、鑑賞、自己啓発等の機会を提供す 施する。
る。

実施時期

通年

（静岡音楽館）
№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

1

静岡・音楽館×科学館×美術館 共
同事業 ミュージアム・コンサート

音楽、科学、美術の境界を越え、総合的
静岡市美術館、静岡科学館で開催。
な文化空間を創造する

2

静岡・音楽館×科学館×美術館 共
同事業 チケットでスマイル

静岡・音楽館×科学館×美術館 共同事
地域との連携、文化による中心市街地の
業 。3館のチケットにより加盟店で得点を
活性化
受けることができる。

通年

3 静岡・室内楽フェスティバル2020

文化活動拠点のネットワーク化を図り、都
静岡音楽館AOIほか市街地を中心に多く
市空間を活かした事業の実施により街か
の室内楽のコンサートを集中的に展開。
どの芸術空間を創出

9/5～11/23

芸術監督 野平一郎による小中学校
4 でのピアノ・ミニ・コンサート(どこでも
AOI)

教育機関との連携による青少年の文化活 静岡市内の小・中学校で静岡音楽館AOI
動の推進
芸術監督がピアノを演奏。

11月
（全2回）

5

特別支援学校・学級の子どもたちの
ための見学会

ハンディキャップを持つ子どもたちが静岡 静岡市および近隣の特別支援学校・学級
音楽館AOIの存在を享受できる機会を設 の子どもたちに施設を案内、オルガンの
ける
デモンストレーションなどを実施。

6/12～9/17
（全2回）

6

生涯学習センター連携事業はじめて 生涯学習施設を地域における文化普及
静岡音楽館のバックステージツアー
の拠点とした連携事業の展開
のAOI

小・中学校の合唱コンクールや音楽鑑賞
教室などの会場として静岡音楽館AOIの
ホール等を共催により提供。

7 静岡市立小中学校音楽発表会等

学校のカリキュラムとの連携による子ども
たちの文化活動の充実

8 清水南高校 キャリア教育

学校のカリキュラムとの連携による生徒た 清水南高校のキャリア教育の一環として
ちの文化活動の充実
静岡音楽館AOIの事業業務を解説。

10月
（全1回）

6月
（全1回）

12月
（全1回）

10月
（全3回）

9 その他連携事業

学校等のカリキュラムとの連携による生徒 学校等のカリキュラムの一環として静岡音
たちの文化活動の充実。
楽館AOIの事業業務を解説。

通年
（全3回）

(静岡科学館)
№

事業名

事業目的

事業内容

実施時期

1 交流の場事業

財団の特性や人材を活かし、各専門分野 静岡市民文化会館を会場とし、科学分野
を中心とした文化事業を展開する。
の事業を実施する。

7/11～7/12
（全2回）

2 駅前3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。

静岡音楽館、静岡市美術館で実施される
公演、展示会、ワークショップのテーマと
関連付けた科学的体験を科学館職員が
提供する。

5/9～8/1
（全4回）

2020しずおか文化プロジェクト 静岡・
3 音楽館×科学館×美術館 共同事
業「ピアノ解体ショー」

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。

静岡市美術館企画展「ショパン展」の開
催に合わせ、静岡音楽館と共同で、音楽
的観点、科学的観点を交えた体験活動を
行う。

7/30
（全1回）

2020しずおか文化プロジェクト 静岡・
音楽館×科学館×美術館 共同事
4
業「静岡市美術館連携サイエンスカ
フェ」

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 静岡市美術館企画展をテーマとした連携
業を展開する。文化空間としての「駅前」 事業。
のにぎわい創出を目指す。

3/20
（全1回）

5 生涯学習センター連携事業

生涯学習センターが企画する講座への
財団管理施設の専門性を活かし、地域の 講師派遣、科学の要素を含んだ地域イベ
身近な自然観察を通して、環境や科学へ ントの企画支援等により、財団内ネット
の興味・関心を育む。
ワークを活用した科学館プログラムの展
開を図る。

3/20～3/31
（全12回）

静岡県内の大学の研究室と連携し、専門 静岡県内理系大学の学問内容の魅力

2020しずおか文化プロジェクト る・く・ 性の高い知識や体験を噛み砕いて市民 を、青少年に向けて紹介する。各研究室
6
に提供するとともに、地元大学の魅力を の研究テーマを元に、分かりやすく噛み
る de オープン・ラボ
発信する。

7 ミニロボ大会

8

中部科学技術センターキャタリスト
フォーラム

9 サイエンスフェスティバルinる・く・る

10

みらい子育てネット静岡市ワーク
ショップ「あそびのひろば」

8/8
（全1回）

砕いた科学体験を提供する。

ミニロボを操作することで、ミニロボの制作 株式会社IAIとの共催で、ミニロボを用い
技術や制御技術に触れる。
たサッカー大会を行う。

7/29
（全1回）

中部地区の科学振興に関わる機関、各
種団体の人的ネットワークを構築する。

中部科学技術センター、静岡科学館、浜
松科学館、中部地区の大学等との共催の
下、ためのワークショップを行う。

6/6
（全1回）

「科学のお祭り」を通し、思考力に富み創
造性豊かな青少年の育成を図る。地域の
教育関係者による実行委員と共に運営
し、科学教育のネットワークを構築する。

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
受け入れて行う自由参加の体験型科学イ
ベント。

8/14～8/16
（全3回）

身近なあそびと科学を繋ぐ子ども向け体 ネットワークに所属する各団体が体験プロ
験プログラムを提供するとともに、共催団 グラムを持ち寄って提供する。工作や読
体と当館への連携を深める。
み聞かせ、昔のおもちゃ遊びなど。

8/20
（全1回）

小学生が応募したデザイン画を元に職人 「あったらいいな」と考えられた設計アイデ

しずおか「夢」デザインコンテスト作品 が制作した工芸作品等を展示すること
ア画のコンテスト。作品の展示と共に、特
11
で、地場産業の技術力を紹介し、ものづく 別賞を受賞した案を試作した工芸品等も
展
りへの市民の興味・関心を広げる。

12

展示する。

静岡県児童生徒木工工作コンクール 木材による優れた工作や設計のアイデア 静岡県内から出品された児童・生徒の優
を紹介し、木材を使ったものづくりへ、市 れた木工作品を展示する。木を使った簡
作品展
民の興味・関心を高める。
単なものづくり体験も提供する。
地域で活動する自然・科学系の市民グ

10/24～11/3
（全9回）

ブース形式での活動発表を行う。出展者

2020しずおか文化プロジェクト サイエ ループが活動成果の発表や情報交換な を含めた市民への情報啓発として先進地
13
どを通じ、取り組みを一層楽しみ、深める の活動家や研究者などを招いた講演等
ンスピクニック
ための機会とする。

6/11～6/24
（全11回）

の実施。

3/6～3/7
（全2回）

№

事業名

14 歯車塾

事業目的

事業内容

静岡西ロータリークラブが開催する「歯車
学校単位での申し込みを受け、サイエン
塾」活動に科学の視点から参画し、「本物
スショー、工作などの科学体験を出張形
の科学」にふれる体験を提供して感性豊
式で提供する。
かな青少年の育成に資する。

実施時期
随時

静岡市環境創造課と連携し、市民に向け

未来のエネルギー水素って知ってい て水素の物質的な特徴、エネルギー源と テーブルサイエンスとして安全に実施で
き、幅広い年齢層の来館者が楽しく学べ
15
して活用するときの原理、技術を紹介す
る
る実験を演示する。

7/25～8/12
（全4回）

る。

静岡県中部地区5市2町の地域資源を活

しずおか中部連携中枢都市圏ビジョ 用する。科学館のネットワークを生かし、
16 ン・サインエンスキッズ育成事業「あつ 圏域内の青少年が科学に触れる機会を
提供し、次世代の科学振興の担い手を育
まれ!ふしぎひろば」
成する。

静岡県中部地区5市2町の地域資源を活

しずおか中部連携中枢都市圏ビジョ 用する。科学館のネットワークを生かし、
17 ン・サインエンスキッズ育成事業「参 圏域内の青少年が科学に触れる機会を
提供し、次世代の科学振興の担い手を育
加団体支援事業」
成する。

圏域内科学館・博物館や専門性の高い
理科教育を行っている高校等と連携し、
地域の特色を生かした科学体験を提供
する。
圏域内中学校高等学校からサイエンス
キッズ育成事業出展に関連した探究活動
や科学コミュニケーションの学習を提供す
る。

しずおか中部連携中枢都市圏ビジョ 4市2町の学校や社会教育施設と連携し 4市2町に出向き、4市2町の会場で、各市
18 ン・サインエンスキッズ育成事業サイ ながら、各地域の住民に、静岡科学館の 町の住民を対象に、実験・工作、サイエン
事業コンテンツを提供する。
スショーなどを実施する。
エンスキッズ事業 アウトリーチ

11/22
（全1回）

随時

随時

19 葵区・駿河区公私立保育園絵画展

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 静岡市の保育園の園児が制作した絵画
形表現から観察やものづくりへの意識向 や造形物を展示する。
上につなげる教育活動を支援する。

10/2～10/18
（全14回）

20 学校等研修支援

幼保育園、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。

6/11～6/18
（全2回）

館で開発した実験・工作プログラや展示
施設・機材等を活用した研修を行うこと
で、学校等における教育活動を支援す
る。

６ 調査研究事業
（事務局）
№

事業名

1 歴史文化に関する調査研究事業

事業目的

事業内容

歴史文化施設(仮称)を長期にわたり効果 歴史文化施設の建設に際した建築工事
的・効率的に管理運営するための調査研 及び展示工事並びに運営計画等に関す
究を行う。
る調査研究。

実施時期

通年

(静岡市民文化会館)
№

事業名

1 情報収集・調査研究事業

事業目的

事業内容

芸術、地域文化等全般に関する情報の
事業参加者、施設利用者へのアンケート
収集と発信及び調査研究成果の発表に
をはじめ、広域調査による市民ニーズ把
より、市民の文化レベルの向上を図ること
握の手法も模索する。
を主たる目的とする。

実施時期

通年

（静岡音楽館）
№

事業名

1 音楽に関する調査研究事業

事業目的

事業内容

広く市民に対して、研究成果を公表し、音
楽文化に関する知識を普及するとともに 各種音楽事業の実施に係る調査研究。
新しい知見の誕生を促す。

実施時期

通年

(静岡科学館)
№

事業名

1 科学に関する調査研究事業

事業目的
広く市民に対して、研究成果を公表し、
科学文化に関する知識を普及するととも
に新しい知見の誕生を促す。

事業内容

各種科学事業の実施に係る調査研究

実施時期

通年

（静岡市生涯学習センター）
№

事業名

1 生涯学習に関する調査研究事業

事業目的

事業内容

広く市民に対して、研究成果を公表し、地
各種生涯学習事業の実施に係る調査研
域文化等生涯学習に関する知識を普及
究。
するとともに新しい知見の誕生を促す。

実施時期

通年

（静岡市美術館）
№

事業名

1 美術に関する調査研究事業

事業目的

事業内容

広く市民に対して、研究成果を公表し、芸
各種美術鑑賞事業の実施に係る調査研
術文化に関する知識を普及するとともに
究。
新しい知見の誕生を促す。

実施時期

通年

