
◆講座・学級 
①子どもから大人まで 

講座名 実施内容・講師 対象 期日 会場 

こども文化王国 

～話題の競技に挑戦！～ 

①将棋  栗林清登(日本将棋連盟) 

小学生 

11月中 ２回 

農村交流館 ②百人一首      わかな会 12月中 ２回 

③囲碁       囲碁同好会 １～２月 ２回 

こども未来館 

～遊びの中から発見を～ 

①未来工作ゼミ 

「プログラミング教育講座」 

㈱アソビズム  *参加費自己負担 

小学生 

【５･６年】 

７月 26 日（金） 

７月 27 日（土） 

７月 28 日（日） 
農村交流館 

ほか 
②数字あそび     芳原毅彦 小学生 ７月 30 日（火） 

③星座・惑星観察   北沢善政 

小学生以上 

親子・一般 

夏・秋 各１回 

ふるさと探検隊 

高標山（標高 1,747m）に登ろう！ ７月 13日（土） カヤの平高原 

樽川水系水源視察※  長坂崇頼 ７月 27日（土） 樽川水源 現地 

「俳額と句碑」巡り  樋口和雄 10月５日（土） 農村交流館発着 

わら細工教室 親子しめ縄づくり  地域の熟練者 
親子 又は 

三世代 
12月７日(土) 木島平小学校 

おひさま教室 
子育て教室・食育教室・園庭開放 

講師：保育園栄養士 ほか 
乳幼児と親 

毎週（火曜） 

※(火)以外もあり 
おひさま保育園 

女性の村政学習会 村政学習と懇談会 女性 11月中 １回 若者センター 

季節の郷土食講座 

  （調理実習） 

＊材料費自己負担 

①アスパラと夏野菜 ①③ 

伊東明啓 

②④ 

清水栄養士 

一般 

６月 18日（火） 

保健センター 

栄養指導室 

②おやきと夏料理 ７月 31日（水） 

③秋野菜 10月 10日（木） 

④やしょうま １月 20日（月） 

大人の 

スキルアップ教室 

＊材料費等自己負担 

①ミニ下駄と竹笛づくり 中島洋治郎 

一般 

10月中 １回 中町展示館 

②燻製づくり      湯本 實 11月中 ２回 農村交流館 

③金紋錦の特徴と醸造法（酒蔵見学） 11月中 １回 田中屋酒造店 

④そば打ち実習  そば打ち研究会 12月中 １回 農村交流館 

                ※ 詳細については後日募集しますが、行程が厳しいため、対象者を成人に限ることがあります。 

②シニア学級「せっこ塾」 

(1)教養セミナー 

回 講座名・講師・内容 対象 期日 会場 

１ 
開講式・講話「社会の変化とこれからの教育について」 

講師：芳原毅彦（木島平村公民館長） 

せっこ塾塾生 

 

※塾生以外の

方も参加可能

ですが、その

際は事前の申

し込みが必要

です。 

５月 15日（水） 

農村交流館 

ほか 

２ 
教養 「俳句と短歌」 

講師：（俳句）片桐静雄・（短歌）土屋幸子 
６月 ５日（水） 

３ 
学校訪問 「小学校授業参観と給食試食」 

案内：木島平小学校先生    ＊給食代は自己負担 
７月 ２日（火） 

４ 
村内探訪 「カヤの平高原で散策」 

案内：丸山孝治（木島平自然学校） 
８月 ７日（水） 

５ 
村外研修 「長野県立歴史館見学」 

案内：室 正一（生涯学習課） 
９月 ４日（水） 

６ 
現地研修 「根塚遺跡と山水元神社」 

講師：樋口和雄（文化財調査専門幹）ほか 
10月２日（水） 

７ 
美術鑑賞 「みゆき野の風景画展」 

解説：阿部 弘（風景画展審査員） 
11月６日（水） 

８ 
栄養学 「シニア世代の食生活」 

講師：北信保健福祉事務所 
12月４日（水） 

９ 交流 「園児と一緒にものづくり」＊給食代は自己負担 １月 10日（金） 

10 閉講式：サークル活動の発表 茶話会 ２月 ５日（水） 

(2)サークル活動    ※本年度から、全員で各コースを交互に行います。 

コース 講師 対象 時間 会場 

軽運動 指導：佐藤淳子 
せっこ塾塾生 

教養セミナー 

終了後に実施 
農村交流館 

合 唱 指導：音楽で盛り上げ隊（代表 鈴木文夫） 



◆健康・スポーツ教室 

講座名 実施内容・講師 対象 期日 会場 

こども 

スポーツアカデミー 

～東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 2020 

注目種目に挑戦！〜 

①空手          俵博 

小学生 

※一部園児

年長参加可 

６月中 ２回 農村交流館 

②ボルダリング  ｽﾎﾟｰﾂ推進委員 ７月中 １回 農村交流館 

③近代五種(射撃･ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ) 協会 ７月 27日（土） 村体育館 

④ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ･ｽｲﾐﾝｸﾞ※ 小上理恵 ８月中 ２回 ﾊﾟﾉﾗﾏﾗﾝﾄﾞﾌﾟｰﾙ 

⑤ﾃｨー ﾎﾞー ﾙ(野球/ｿﾌﾄﾎﾞー ﾙ)   荒井政弘 ９月中 ２回 中央グラウンド 

⑥ミニテニス  ソフトテニス協会 10月中 ２回 村体育館 

子ども運動教室 指導：NPIC 長野体育指導センター 小学生 11～２月中 ３回 木島平小学校 

健康・運動教室     

 

 

ダンス＆ヨガ （ダンス）MAYUMI・（ヨガ）和田美和子 一般 ４/14 終了 農村交流館 

ヨガ教室 
ヨガでカラダもココロも健康に！ 

和田美和子    *参加費自己負担 
一般 

６月～７月の間 

全２回 
農村交流館 

ボディ・コンディショニング 

～体幹トレーニング～ 

正しくカラダを整えましょう！ 

西澤孝仁（N-fit） *参加費自己負担 
一般 

９月～11月の間 

全４回 
農村交流館 

さわやか運動教室 

中高年がいきいきと過ごせる運動教室 

高橋祐子（健康運動指導士） 

         ＊年会費 1,000円（予定） 

一般 

(男性も歓迎) 

通年〔4～3月〕 

第１(水曜) 

保健センター 

集団指導室 

リハビリ室 

※ 「ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ･ｽｲﾐﾝｸﾞ」は 2018年に、「ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞ･ｽｲﾐﾝｸﾞ」から名称変更されました。 

◆歴史講座／文化財保護・啓発事業 

講座名・内容・講師 対象 期日 会場 

歴史講演会「中世の鷹狩」（仮題） ～政治史や文化史と 

関連づけて～ 講師：中澤克昭（上智大学教授） 
一般 10月 27日（日） 

農村交流館 

(ふるさと資料館) 
古文書講座「江戸時代の村の古文書に挑戦」（４回ｼﾘｰｽﾞ） 

講師：樋口和雄（ふるさと資料館長・文化財調査専門幹） 

                ＊テキスト代は自己負担 

一般 

(村外含む) 

①１月 21日(火) 

②２月 ４日(火) 

③２月 18日(火) 

④３月 ３日(火) 

身近な地域の歴史講座 一般 ３月 17日(火) 

平塚遺跡発掘調査現地説明会 

【発掘調査実施期間】６月３日～７月 31 日（予定） 
どなたでも ７月 28日(日) 平塚遺跡 現地 

※1 ふるさと資料館「友の会」会員募集中です。随時受付しております。 

※2 村の名勝・旧跡をまとめた「木島平村文化財かるた」があります。 

 

◆人権センター事業 
①社会人権同和教育研修講座 

回 講座名・講師 期日 会場 

１ 
演題「外国人をとりまく人権について考える」 

講師：ウマル・ムニレ（上田染谷丘高校非常勤講師） 
６月 ４日（火） 若者センター 

2 
演題「見直されてきた部落史」 

講師：松井秀文（中信教育事務所 指導主事） 
９月 ４日（水） 若者センター 

3 
人権同和教育公開授業及び講演会 

講師：小林 誠（北信教育事務所 指導主事） 
11月 20日（水） 木島平小学校 

②ふれあい趣味の講座   ＊参加費無料、ただし、教材費は自己負担 

分野 講師 対象 期日 会場 

水墨画 指導：吉越窿師
りゅうし

 一般 ５月～２月の間 月１～２回（月曜） 

農村交流館 絵手紙 指導：佐藤洋子 一般 ５月～２月の間 月１～２回（火曜） 

習 字 指導：片桐静雄 一般 ５月～２月の間 月１～２回（木曜） 

③多文化共生  ＊参加費無料 

講座名 講師 対象 期日 会場 

英会話教室 地域の女性 
ふれんどりぃ☆ワールド 

（外国籍の女性） 

通年〔４～３月〕 

毎月 第２・第４（水曜） 
農村交流館 

詳しくは、資料館事務局（☎ 82-2041）まで。 



◆イベント・芸術文化・スポーツ大会 

事業名・大会名 対象 開催日 会場 

村長杯ゲートボール大会 一般 ５月 ９日（木） 中央グラウンド 

小学校 PTA スポーツ交流大会 小学生保護者 ５月 18日（土） 村体育館 

村民ゴルフ大会 一般・村出身者 ５月 25日（土） 斑尾高原カントリー倶楽部 

高校野球木島平トーナメント戦 管内高校球児 ６月 ２日（日） 中央グラウンド 

小学校運動会 小学生 ６月 ８日（土） 木島平小学校 

村民スポーツフェスティバル 分館対抗 ６月 16日（日） 村体育館 ほか 

図書館まつり 
どなたでも ７月 ６日（土） 

ちっちゃな図書館 

ボランティア交歓会 若者センター 

村長杯マレットゴルフ大会 一般 ７月 ７日（日） ケヤキの森マレット G ｺｰｽ 

(育成会)地域体験活動（ｷｬﾝﾌﾟ） 小中学生 ７月13日(土)～14日(日) カヤの平高原 

少年野球木島平大会 小学生 ７月 15日（祝） 中央グラウンド 

夏まつり どなたでも ８月 10日（土） 中央グラウンド 

成人式 該当者 ８月 15日（木） 若者センター 

盆野球 有志チーム対抗 ８月 15日（火） 中央グラウンド ほか 

多世代交流会 どなたでも ９月 １日（日） 保健センター ほか 

きじま平ノルディック大会 小中学生・一般 ９月 ７日(土)･８日(日) クロスカントリー競技場 

少年少女サッカー大会 小学生 ９月 14日（土） ジュニアサッカー場 

高社山一周駅伝競走大会 体協陸上部 ほか ９月 16日（祝） 中高地区管内 

保育園運動会 園児 ９月 21日（土） おひさま保育園 

北信州ハーフマラソン 小学生以上 ９月 22日（日） 野沢温泉～木島平～飯山 

中学校けやき祭 一般観覧あり ９月 27日(金)・28日(土) 木島平中学校 

(育成会)ドッヂビー大会 小中学生 ９月 28日（土） 村体育館 

下高井郡球技大会 一般 ９月 29日（日） 会場：木島平村 

村民運動会 分館対抗 10月 20日（日） 中央グラウンド 

村民祭 どなたでも 10月 26日（土） 若者センター ほか 

小学校音楽会 小学生 11月 １日（金） 木島平小学校 

みゆき野の風景画展 一般 11月 ２日～30日 中町展示館 

差別をなくす村民大会 一般 11月 ９日（土） 若者センター 

長野県縦断駅伝競走大会 中高選抜チーム 11月 16日(土)・17(日) 長野市～飯田市 

保育園発表会 園児と保護者 12月 14日（土） おひさま保育園 

百人一首かるた大会 小学生 １月 ５日（日） 農村交流館 

ジュニアジャンプ大会 小中学生 １月 14日（祝） ジャンプ競技場 

ジュニアクロスカントリー大会 小中学生 ２月 22日(土)・23日(日) クロスカントリー競技場 

ジュニア大回転スキー大会 小学生 ３月 20日（祝） 木島平スキー場 

 
 
◆社会教育施設 

施設名 各室名称 申し込み先 

農村交流館 研修室 1・.2・3・4、和室、ラウンジ、調理室、音楽室 
教育委員会 生涯学習係 

☎ 82-2041 
若者センター 研修室（1・2・3）、控室  

中町展示館 展示室 会議室 

◆スポーツ施設 

施設名 申し込み先 施設名 申し込み先 

村体育館 

教育委員会 

生涯学習係 

☎ 82-2041 

小学校・中学校 
グラウンド 教育委員会 

生涯学習係 農村交流館体育館 体育館 

中央グラウンド 
ケヤキの森公園 

テニスコート 公園管理棟(観光㈱) 

☎ 82-4388 多目的屋内運動場 マレットゴルフコース 

総合グラウンド 

高社山麓施設 

クロスカントリー競技場 にこにこファーム 

（観光㈱） 

☎ 82-4336 

弓道場 ジュニアサッカー場 

ジャンプ競技場 テニスコート 

施設の使用申し込みは、下記までお願いします 



 
 

令和 元 年度 

木島平村生涯学習カレンダー 
＜ 2019 年５月 ～ 2020 年３月 ＞ 

 

「みんなで楽しみをつくりだす」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子・三世代「しめ縄づくり」 

 

木 島 平 村 教 育 委 員 会 ・ 木 島 平 村 公 民 館 

ＴＥＬ： ０２６９－８２－２０４１ 

ＦＡＸ： ０２６９－８２－４０２０ 

E-mail： shogai@vill.kijimadaira.lg.jp 

住 所： 木島平村大字上木島 1762 番地 

     （木島平村農村交流館内） 
 

※1 本書には、民生課 健康福祉係及び木島平村社会福祉協議会の事業が一部掲載されています。 

※2 講座表中、横線の点線表示はシリーズもので、同一者ができるだけ通しで参加していただきたい講座です。 

※3 日程及び内容は、いずれも変更になる場合があります。広報紙・折込み・ふう太ネット・村公式ウェブ 

サイト等でご確認ください。 

※4 講師等の氏名は全て、敬称を省略させていただいています。 

 

 

◆「社会教育関係団体」とは ？ 
芸術文化やスポーツを通して、その振興や地域住民への貢献をはかり、一定の要件を満たす団体を、 

村では「社会教育関係団体」として認定しています。個々が集い合ってグループ活動を行い、楽しみを 

共有することは、地域社会や住民の生涯学習の推進役としても期待されています。 

◆「認定」されると ？ 
社会教育施設及びスポーツ施設の使用に関して団体負担が軽減され、より活動がしやすくなります。 

◆ 申請・更新・登録の手続きは ？ 
＊新しくグループ活動を始めたいとき → 教育委員会 生涯学習係までお問い合わせください。 

＊既に認定団体の更新手続き     → 毎年１月に、次年度の登録更新の照会をします。 

                    認定は３月となります。 

仲間とのグループ活動を応援しています 


