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第 30 回 村民文化祭 

自然生活へのチャレンジ推進事業 



１．活動方針 

住民一人ひとりが互いに尊重し助け合い、健康で明るく住みよい地域社会をめざすため、地域生

涯学習推進計画（後期基本計画）に基づき様々な学習の場の提供や各種事業を展開する。 

また、公民館と学校の連携のもと、地域の伝統や文化等、豊かな地域資源を活用した学習活動や

学校と地域との交流事業等、学社融合の取り組みを更に進め、学校教育の充実と地域の活性化に努

める。 

 

２．活動内容 

【１】 生涯学習の推進 

住民一人ひとりが地域の主人公であるという意識を育て、自主学習を支援するとともに、住民

の多様なニーズに対応した「むらづくり龍神カレッジ」を開催し学習の場を提供する。 

また、地域住民の交流を促進し、互いに協力し助け合う、つながりや絆の強い地域づくりを進

めるとともに、地域を支えるリーダーの育成に努める。 

 

 【２】人権学習の推進 

お互いの人権を尊重し、一人ひとりの人権が大切にされる地域社会づくりのため、公民館、生

涯学習（人権）推進員と人権擁護連盟との連携を図り、防災及び人権を主とした学習の場を設け、

地域住民の意識の高揚に努める。 

 

【３】学社融合（龍人学）の推進 

龍神の自然や歴史、文化、地域の人に学ぶふるさと学習「龍人学」を推進し、学校、公民館（地

域）、家庭が連携した学社融合の取り組みを進め、さらなる学校教育の充実と地域の活性化に努

める。 

 

 【４】生涯スポーツの推進 

地域住民の交流と健康づくりのために、各種のスポーツ大会や教室の開催、ニュースポーツの

普及に取り組む等、身近なスポーツに親しむ機会を提供し、スポーツ活動への参加を促進する。 

 

 【５】文化活動の推進 

    ふるさとの文化を継承するため、地域の伝統行事やサークル活動への参加を促進する。 

また、文化芸術に親しむ場を提供し、新しい文化、芸術の普及に努める。 

 

 【６】図書活動の充実 

図書館と連携し蔵書の充実に努めるとともに、移動図書館の利用を促進し読書の奨励に努める。 



①公民館

公民館名 設置年度

龍神公民館 平成１７年

施設概要

備　考

３．施設での活動状況

所在地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

田辺市龍神村安井

1048番地の6

１，８０５㎡

鉄筋３階

 常勤館長１　　寒川　一平

 主　　任１　　濵窄　忠人

 主　　事１　　小杉　公俊

平成１７年５月田辺市龍神市民センターに条例設置

（１階）大ホール、ギャラリー１．２、高齢者実習室１．２、事務室、図書コーナー

　　　　展示資料室１．２

（２階）大会議室、小会議室、ギャラリー３、応接室、相談室、調理実習室、手芸実

　　　　習室、農林実習室

（３階）音楽実習室、屋外実習室

主な事業計画

Ⅰ．地域を知り、人を育てる生涯学習の推進

　■地域を知る学習

　　○地域の文化や歴史の学習

　　○自然体験を通した学習

　　○地域資源を活かした取組

　■地域で活躍する人材の育成

　　○Ｉ・Ｕターン者との交流、専門分野を通した学習

　　○地域の産業についての学習、実践

　　○地域の核となるリーダー育成の取組

Ⅱ．安全・安心なつながりのある地域づくりの推進

　■安全・安心な地域の推進

　　○防災にかかる学習の推進

　　○人権にかかる学習の推進

　　○環境、エネルギーにかかる学習の推進

　　○その他問題解決に向けた学習の推進

　■地域をつなぐ取組の推進

　　○地域と学校が結びついた学社融合の推進

　　○地域の各種団体と連携した取組の推進

　　○地域交流事業の推進

Ⅲ．生きがいのある地域づくりの推進

　■生きがいのある地域づくり

　　○教室、サークル活動の推進

　　○生涯スポーツ活動の推進

Ⅳ．公民館機能の充実

　■公民館、分館の機能充実

　　○公民館、スポーツ施設の整備充実、図書館の活用

　　○各種活動等の広報の充実

　　○行政の窓口機能の充実

主な年間行事予定

　４月　龍神公民館分館長会、各分館運営委員会

　５月　公民館グラウンドゴルフ大会

　　　　ヒップホップダンス教室（６月まで全８回）

　　　　龍人学教室（笛作り、木工）（７月まで全１０回）

　７月　自然生活へのチャレンジ推進事業

　　　　（小学５年生を対象とした２泊３日のキャンプ）

　　　　ソフトテニス教室（１０月まで）

　　　　水泳教室（８月まで全６回）

　８月　龍神村盆踊り大会

　９月　高齢者交流会

１０月　男女混合ソフトボール大会

１１月　村民文化祭（翔龍祭）

　１月　龍神村駅伝競走大会

　３月　チャレンジランキング子どもまつり・映画鑑賞会

　　　　地域交流ゲートボール大会

　通年　子ども書道教室

　　　　むらづくり龍神カレッジ

　　　　防災学習会・人権学習会

　



公民館名 設置年度

龍神分館 平成１７年

施設概要

主な事業計画

備　考

公民館名 設置年度

宮代分館 平成１７年

施設概要

主な事業計画

備　考

所在地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

田辺市龍神村湯ノ又

329番地の1

１３８㎡

木造平屋

 非常勤分館長１　松阪　正澄

 主　　　　事１　小杉　公俊

平成１７年５月湯ノ又集会所に条例設置

和室・台所

１．高齢者にやさしい地域づくり

　分館活動を通じて、高齢者にやさしい住みよい地域、生きがいづくりを考える機会を

　つくる

２．生涯学習の推進

　１）学社融合の推進

　　　学校、公民館、地域の連携を密にし、相互にその教育力を活用し合い、協力して

　　　子供達の健全育成と地域の学習活動の充実を図るため公民館教室を開催する

　２）人権意識の高揚

　　　分館と生涯学習（人権）推進員が中心となり、人権学習会を開催する

　３）明るい笑顔、街いっぱい運動の展開

　　　登下校時の子供達へのあいさつ運動を、各種関係団体等と連携して積極的に取

　　　り組む

　４）防災に関する学習の推進

３．生涯スポーツの推進

　地域住民の交流と健康づくりを目的とし、学校、７つの区と協力して、小学校運動会

　等各種スポーツ大会を開催する。

４．文化・図書活動等の推進

　１）公民館報の発行（龍神公民館だより等へ龍神分館からのお知らせを載せていく）

　２）小学校の学習発表会等へ参加する。

所在地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

田辺市龍神村宮代

212番地

１０６㎡

木造平屋

 非常勤分館長１　寒川　鉄夫

 主　　　  事１　小杉　公俊

平成１７年５月宮代地区老人憩いの家に条例設置

和室・洋室・台所

１．生涯学習の推進

　１）学社融合の推進

　　　田辺市教育委員会指定の龍神地区公民館、殿原・東西分館と上山路小学校との学

　　　社融合研究を推進し、学校、公民館、地域の連携を密に、相互にその教育力を活

　　　用し合い協力して子どもたちの健全育成を行う。また、地域住民の学習活動の充

　　　実を図るため学校、公民館、地域が連携し、三世代交流等の事業を開催する

　２）人権意識の高揚

　　　分館と生涯学習（人権）推進員が中心となり、人権学習会を開催する

　３）明るい笑顔、街いっぱい運動の展開

　　　登下校時の子ども達へのあいさつ運動・子ども安全パトロールを各種関係団体等

　　　と連携して積極的に取り組む

２．生涯スポーツの推進

　地域住民の交流と健康づくりを目的とし、小学校運動会・中学校体育祭への参加協力、

　宮代スポーツレクリエーション祭や各種スポーツ大会を開催する

３．文化・図書活動等の推進

　１）公民館報の発行（龍神公民館だよりへ宮代分館からのお知らせを載せていく）

　２）宮代文化祭、上山路小学校の学習発表会等へ協力する



公民館名 設置年度

殿原分館 平成１７年

施設概要

主な事業計画

備　考

公民館名 設置年度

東西分館 平成１７年

施設概要

主な事業計画

備　考

所在地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

田辺市龍神村殿原

399番地

１１６㎡

木造平屋

 非常勤分館長１　杉本　勝

 主　　　  事１　小杉　公俊

平成１７年５月殿原地区老人憩いの家に条例設置

和室・台所

１．生涯学習の推進

　１）学社融合の推進

　　　田辺市教育委員会指定の龍神地区公民館、宮代・東西分館と上山路小学校との学社

　　　融合研究を推進し、学校、公民館、地域の連携を密に、相互にその教育力を活用し

　　　合い協力して子どもたちの健全育成と地域の教育力向上に努める

　２）人権意識の高揚

　　　分館と生涯学習（人権）推進員が中心となり、人権学習会を開催する

　３）明るい笑顔、街いっぱい運動の展開

　　　登下校時の子ども達へのあいさつ運動を各種関係団体等と連携して積極的に取り組

　　　む

２．生涯スポーツの推進

　地域住民の交流と健康づくりを目的とし、各種スポーツ教室や大会を開催する

３．文化・図書活動等の推進

　１）公民館報の発行（龍神公民館だよりへ殿原分館からのお知らせを載せていく）

　２）上山路小学校の事業へ参加する。

４．高齢者の生きがいづくり

　分館活動を通じて、高齢者の生きがいづくりとして、高齢者が集う機会を提供する

５．魅力ある地域づくり

　地域の課題を持ちより、地域住民が住み良い地域づくりを考える機会を提供する

所在地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

田辺市龍神村東1013

番地の3

１２１㎡

木造平屋

 非常勤分館長１　奥野　佳世

 主　　　　事１　小杉　公俊

平成１７年５月東集会所に条例設置

和室・台所

１．生涯学習の推進

　１）学社融合の推進

　　　○田辺市教育委員会指定の龍神地区公民館、殿原・宮代分館と上山路小学校との学

　　　　社融合研究を推進し、学校、公民館、地域の連携を密にし、相互にその教育力を

　　　　活用し合い協力して子どもたちの健全育成と地域の教育力向上に努める

　　　○あいさつ運動「明るい笑顔街いっぱい運動」に積極的に取り組む

　２）人権意識の高揚

　　　すべての人の人権が尊重されるよう分館と生涯学習（人権）推進員が中心となり、

　　　人権学習会を開催する

　３）生涯学習の推進

　　　地域住民の学習活動の充実を図るため各種事業を開催する

２．生涯スポーツの推進

　地域住民の交流と健康づくりを目的とし、学校、両区と連携して、上山路小学校運動会

　へ参加協力する

３．文化活動等の推進

　地域の自然や歴史を大切にし、共に心豊かな暮らしを営めるよう文化を振興する

　１）村民文化祭へ参加・協力する

　２）上山路小学校の学習発表会へ参加する

　３）図書活動を推進する



公民館名 設置年度

中山路分館 平成１７年

施設概要

主な事業計画

備　考

公民館名 設置年度

福井分館 平成１７年

施設概要

主な事業計画

備　考

所在地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

田辺市龍神村柳瀬

1122番地

１２３㎡

木造平屋

 非常勤分館長１　大垣内 知也

 主　　　  事１　小杉　公俊

平成１７年５月上柳瀬多目的集会所に条例設置

和室・台所

１．生涯学習の推進

　１）学社融合の推進

　　　学校、公民館、地域の連携を密にし、相互にその教育力を活用し合い、協力して

　　　子供達の健全育成と地域の教育力向上に努める

　２）人権意識の高揚

　　　分館と生涯学習（人権）推進員が中心となり、人権学習会を開催する

　３）明るい笑顔、街いっぱい運動の展開

　　　登下校時の子ども達へのあいさつ運動を各種関係団体等と連携して積極的に取り組

　　　む。

　４）防災に関する学習の推進

２．生涯スポーツの推進

　地域住民の交流と健康づくりを目的とし、学校、地域と協力して、保育園運動会、中山

　路小学校運動会、龍神中学校体育祭、各種スポーツ大会・教室を開催する

３．文化・図書活動等の推進

　１）公民館報の発行（中山路小学校・龍神中学校だよりや龍神公民館だよりへ中山路分

　　　館からのお知らせを載せていく。）

　２）中山路小学校の学習発表会等へ参加する

所在地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

田辺市龍神村福井

1017番地の2

１５０㎡

木造平屋

 非常勤分館長１　後藤　宏

 主　　　　事１　小杉　公俊

平成１７年５月福井白寿荘に条例設置

和室・洋室・台所

１．生涯学習の推進

　１）学社融合の推進

　　　学校、公民館、地域の連携を密にし、相互にその教育力を活用し合い、協力して

　　　子供達の健全育成と地域の教育力向上に努める

　２）人権意識の高揚

　　　分館と生涯学習（人権）推進員が中心となり、人権学習会を開催する

　３）明るい笑顔、街いっぱい運動の展開

　　　登下校時の子ども達へのあいさつ運動を各種関係団体等と連携して積極的に取り組

　　　む。

２．生涯スポーツの推進

　地域住民の交流と健康づくりを目的とし、学校、両区と協力して、運動会、グラウンド

　ゴルフ大会等各種スポーツ大会を開催する

３．文化・図書活動等の推進

　１）公民館報の発行（咲楽小学校だより・福寿学級だより「つれもて福寿」・「龍神公

　　　民館だより」へ福井分館からのお知らせを載せていく）

　２）小学校の文化作品展示、学習発表会等へ参加する



公民館名 設置年度

甲斐ノ川分館 平成１７年

施設概要

主な事業計画

備　考

所在地 面積㎡・構造

職員数等

（公民館長・主事名）

田辺市龍神村甲斐ノ

川311番地

１６２㎡

木造平屋

 非常勤分館長１　西川　隆文

 主　　　　事１　小杉　公俊

平成１７年５月甲斐ノ川地域防災センターに条例設置

和室・台所・事務室

１．生涯学習の推進

　１）学社融合の推進

　　　学校、公民館、地域の連携を密にし、相互にその教育力を活用し合い、協力して

　　　子供達の健全育成と地域の教育力向上に努める

　２）人権意識の高揚

　　　分館と生涯学習（人権）推進員が中心となり、人権学習会を開催する

　３）明るい笑顔、街いっぱい運動の展開

　　　登下校時の子ども達へのあいさつ運動を各種関係団体等と連携して積極的に取り組

　　　む。

　４）防災に関する学習の推進

２．生涯スポーツの推進

　地域住民の交流と健康づくりを目的とし、咲楽小学校運動会・龍神中学校体育祭への参

　加、各種スポーツ大会を開催する

３．文化・図書活動等の推進

　１）公民館報の発行

　　　学校だより・「龍神公民館だより」へ甲斐ノ川分館からのお知らせを載せていく

　２）咲楽小学校学習発表会等へ参加する

　３）荒島神社祭典に係る伝統芸能を継承していく

４．花いっぱい運動の推進

　地域の美化推進のため花いっぱい運動を展開する

△東西・宮代・殿原分館

上山路夏祭り

△分館対抗

ソフトボール大会


