平成３０年度第２回浦河町社会教育委員会議
日 時／平成３１年３月２９日（金）１８：３０
会 場／浦河町総合文化会館 ２階 第３研修室

１．あいさつ

○浦河町教育委員会 教育長 浅 野 浩 嗣
○浦河町社会教育委員長

２．報告事項

津 澤 静 子

１）平成３０年度浦河町社会教育委員活動報告について（資料１）
２）平成３０年度社会教育事業報告について（資料２）
３）平成３１年度主な事業について（資料３）

３．協議事項

４．そ の 他

１）平成３１年度に向けての要望・意見等

＜報告事項１＞ 平成３０年度浦河町社会教育委員活動報告について

資料１

（１）会議関係
①平成３０年度第１回社会教育委員会議
・６月２６日 総合文化会館２階第３研修室 １２名出席
ア）委嘱状交付（新規４名）
イ）説

明 ・社会教育委員役割、活動内容について
・平成３０年度社会教育事務事業について

②日高管内社会教育委員連絡協議会理事会及び総会
・５月２３日 平取町 津澤委員長、児玉係長 ２名出席
内容／総会にむけて、各管内の情報交換など
③社会教育委員学校訪問
・荻伏小 ８/３０

津澤委員長、松本委員、米山委員 ３名

・東部小 ９/２６

津澤委員長、野上委員

・浦二中 １０/９

津澤委員長、松本委員、三浦委員 ３名

・浦一中 １０/１６ 津澤委員長、松本委員

２名
２名

・荻伏中 １０/２９ 津澤委員長、松本委員、高塚委員 ３名
・浦河小 １１/２

津澤委員長、松本委員

２名

・堺町小 １１/１２ 津澤委員長、松本委員、米山委員 ３名
（２）研修会関係
①第３８回北海道市町村社会教育委員長等研修会
・７月９日～１０日 札幌市 かでる２・７
津澤委員長、民部課長補佐 ２名参加
内容／青少年教育の充実と社会教育委員のかかわり
～社会教育が応援するコミュニティ・スクール～
９日：パネルディスカッション
テーマ：社会教育が応援するコミュニティ・スクール
１０日：グループワーク
②第５８回全国社会教育研究大会北海道大会
・１０月１２日～１３日 留寿都村 参加者なし
特別講演「教育として地域の Sustainability」
講師 ㈱NAC 代表取締役 ロス・フィンドレー
基調講演「未来へつなぐ～こどもの居場所を通じて～」
講師 NPO 法人子どもの未来・にじ色プレイス 代表理事 安田香織
第１～６の分科会に分かれて研究討議

③平成３０年度日高管内社会教育委員研修会兼
北海道地域学校協働活動推進管内別協議会
・１１月２２日
説

平取町 津澤委員長、武田主事 ２名出席

明 「地域学校協働活動の推進ポイント」
講師

日高教育局教育支援課社会教育指導班 主査 伊藤睦郎

・地域学校協働活動、コミュニティ・スクールの概要について
事例紹介 「栗山町の地域学校協働活動について」
発表

栗山町教育委員会 大津外志男

・栗山町における地域学校協働活動の取組の現状や課題などを紹介
講

演 「地域学校協働活動を推進していくための地域の役割」
講師 北翔大学非常勤講師 谷川松芳

平成３０年度社会教育事業報告について

資料２

社会教育総務費
【事 業 名】文化スポーツ奨励賞事業
・文化・スポーツ奨励賞（町長表彰） ２０２０年１１月３日（日）文化の日に実施延期
・少年少女文化・スポーツ奨励賞（教育長表彰）
・地域で子ども守り育てる町民大会において表彰 ２９４名
【事 業 名】生涯学習推進月間事業「体験フェア」開催事業
・平成３１年２月９日～２３日 ７講座 ５１名
網代編み体験（１１名）
、そば打ち講座（１５名）
、ステンドグラス講座（９名）
華道体験（８名）、詩吟錦城流体験（７名）
、初心者囲碁講座（１名）
【事 業 名】生涯学習推進事業
・学びのガイドブック作成

年１回 ６００部（転入者等に配布）

・生涯学習ニュース発行

町広報 年４回

・生涯学習だより

毎月１回発行 ３６０部 ダイレクトメール 手刷り

・うらかわカレッジの登録

講座や各種教室を受講した単位を認定
健康マイレージとの連携

・道民カレッジ連携講座の充実
・ホームページの活用

町ホームページにて情報提供

・社会教育課フェイスブック

社会教育課事業についてフェイスブックで発信

【事 業 名】プロスポーツ連携事業
・日本ハムファイターズ応援ツアー

第１回４月２１日 ４３名
第２回６月３０日 ３７名
第３回８月２６日 ４３名

・日ハム 黒羽根利規選手野球教室

１２月１４日 少年団４０名

・北海道コンサドーレ札幌応援ツアー 第１回１１月４日 ４５名
※浦河高校研究会が考えるツアー
勝ちそうな試合で募集すると人が集まる→見事勝ち試合

文化振興事業
【事 業 名】青少年文化活動支援事業
・浦河高等学校吹奏楽局・浦河第一中学校吹奏楽部コンサート
・荻伏小学校「荻小劇場」最終公演
・浦河第一中学校・第二中学校歌声コンサート
【事 業 名】児童生徒芸術鑑賞事業
・８月２８日 町内中学生（児童約３００名対象：その他教員約４０名）
劇団風の子北海道 「ボクラのばにしんぐぽいんと」
【事 業 名】町民芸術鑑賞事業
・演 目／「BLACK BOTTOM BRASS BAND 綾戸智恵」
・実施日／９月１日 １４時３０分～ ５００名
【事 業 名】町民芸術祭事業
・展示発表 ２階アートホール・３階ふれあいホール・和室 ８１０名
１０月１３日～１４日
１０月２０日～２１日
・舞台発表 ４階文化ホール ６００名
１０月１４日 出演者１３団体 １６０名
１０月２１日 出演者１２団体 １４０名
【事 業 名】NHK 公開収録「俳句王国がゆく」
・７月１６日 総合文化会館４階文化ホール ４００名
・ゲスト：馳星周（小説家）
、紫舟（書家） 司会：U 字工事
【事 業 名】劇団わらび座「ミュージカル松浦武四郎」
・９月１３日 総合文化会館４階文化ホール ３７０名
【事 業 名】札幌交響楽団浦河公演
・２月２５日 総合文化会館４階文化ホール ５２０名
【事 業 名】アート体感教室（文化財団） 東部地震のため延期。３１年度実施
・９月８日～９日
町内小学生とコンドルズ主宰「近藤良平氏」と
２日間で創作ダンスを創り上げ、９日にステージ発表

【事 業 名】伏木田光夫美術館２０周年記念事業
・ロビーコンサート
日時／１２月１日 １９時～２０時３０分 ６０名
会場／伏し木田光夫美術館ロビー
内容／胡田加奈子（フルート）
、五田碧（ピアノ）
・伏木田光夫先生デッサン会
日時／１２月２日 １０時～１２時 ３０名
会場／伏木田光夫美術館談話室
・伏木田光夫美術館２０周年記念特別展示会
日時／７月１０日～１２月２日
会場／伏木田光夫美術館
内容／伏木田光夫氏新作展 ２５点
浦河文化協会育成事業
【事 業 名】浦河文化協会育成事業
・加盟団体３１団体 会員数３５８名
・文化体験講座 ３講座
ソシアルダンス ４回 １７名、フォークダンス ３回 ７名
装道礼法きもの学院 １回 ６名
青少年健全育成事業
【事 業 名】青少年補導委員会
・委 員／小中高の教諭、民間有志、関係団体より教育長が１５名委嘱する
・任 期／平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 パトロール月１回
不審者情報 日高管内１５件 浦河町３件 （２９年度管内９件 浦河町２件）
【事 業 名】地域で子どもを守り育てる町民大会開催事業
・日 時／３月１０日
・対 象／２９４名（小学生７９名、中学生１０６名、高校生１０９名）
【事 業 名】浦河町子ども１１０番の家事業
・１０４か所：井寒台絵笛地区６件、荻伏野深東栄地区２２件、市街地区１８件
東町月寒地区１５件、西舎西幌別地区６件、堺町緑町地区３７件
青少年教育事業
【事 業 名】成人式開催事業
・日時／１月１３日 対象者１２８名 出席者１１１名
（２９年度 対象１１８名、出席１０６名）
・アトラクション／桜村眞さん（和楽器バンド ギター 荻伏出身）３年目

【事 業 名】青少年地域活動・体験活動推進・世代間交流事業
・夏休み子ども講座 カンフー体験教室 ８月１１日 こども３７名 大人２７名
シーカヤック講座 ８月５日

こども１０名 大人８名

毛バリ作り体験講座 ８月８日 こども１２名 大人７名
こどもかるた教室 ８月９日・１６日 こども２名 大人１名
・世代間交流事業

東町ふれあい会館フェスティバル １２月９日 ２００名

【事 業 名】ふるさと交流事業天草市浦河町児童生徒交流事業
・８月２２日～８月２５日 ３泊４日
受け入れ 校長１名 教頭１名 教員２名 職員１名
小学生４名 中学生４名

合計１３名

平成３１年２月２７日 ５，６時間目
浦河小学校、河浦小学校スカイプ交流（お互いの町紹介など）
【事 業 名】幼児親子芸術鑑賞事業
・２月１２日 町内幼稚園、保育所
サイエンス演芸師 善ちゃんのセイエンスショー 総合文化会館 ３００名
【事 業 名】学力向上事業「ウラガク」
・３月２６日～２８日 大学生１１名、参加者１８名
・内容／学習タイム、うどん作り、ウォーキングサッカーなど
浦河子ども会育成団体連絡協議会育成事業
【事 業 名】浦河町子ども会育成団体連絡協議会育成事業
・１６自治会 １７８名（幼児２１名、小学生８９名、中学生２８名、指導者４０名）
・かるた大会 全道大会 ２月１６日 ３チーム（小学生１チーム、中学生２チーム）
結果／小学生３位
成人教育事業
【事 業 名】うらかわカレッジ 北海道浦河高等学校開放講座
・期 間／９月３日～１１月１２日
・会 場／浦河高等学校及び総合文化会館
・内 容／１４講座 １３５名
世界の中の日本史、肉体改造、シュークリーム作り、そろばん、数学検定等
【事 業 名】うらかわカレッジ 成人大学講座
・３月１６日「カムイの大地～北海道～自然写真家 山本純一氏」 １２０名

【事 業 名】家庭教育推進事業
・子育て応援講座
かけっこ教室 仁井有介氏 ６７名、ダンスワークショップ（自身のため延期）
スケート教室 神谷衣理那選手 ４０名
子どもの発達にあった玩具選びと遊び方 こどものとも社 ３７名
・親子ふれあい講座
わくわくさん！親子工作教室 １１月２４日
久保田雅人氏 親子４７組（大人４８名、子ども７０名）
キッズコンサート ３月１７日 浦河高校吹奏楽局 親子１２０名
・小学生親子きずな事業 ２月１２日
サエインス演芸師 善ちゃんのサイエンスショー 小学生親子２５０名
・浦子屋事業
全日本プロレス 宮原健斗氏 体育授業 東部小１・２年生 浦河小１年生
そば打ち体験

松田芳宏氏 浦一中１～３年生特別支援学級

留学ジャパン

吉田梨緒氏 荻伏中、荻伏小、 各全校生

・家庭教育学級
ソーセージ作り マイクソーセージ 永田氏 荻伏中荻伏町合同 ２４名
・家庭教育フォーラム 町 PTA 連合会との共催事業
防災について キャスター菅井貴子氏 １２０名
・家庭教育推進運動の実施
PTA、協力団体幹事会等との連携による生活習慣やアウトメディア運動の展開
【事 業 名】国際化推進事業
・国際理解講座 「日中友好・国際フォーラム」１０月２３日 総合文化会館 ８０名
【事 業 名】自治会女性教養講座
・７自治会 １０７名 着付け、ヨガ、軽運動、手芸など
【事 業 名】高齢者教育事業
１）高齢者教室「九十九大学」
「九十九大学院」の開設
第１回 北海道和太鼓ユニット ５月２６日 受講生１２４名
第２回 NHK 公開収録「俳句王国がゆく」観覧 受講生９２名
第３回 高齢者を狙った特殊詐欺対策 浦河警察署 受講生８０名
第４回 楽しく健康的暮らす方法 札幌国際大学 本田理紗氏 受講生９５名
第５回 カムイの大地～北海道～ 自然写真家 山本純一氏 受講生８３名
２）九十九大学町外研修
９月５日 九十九大学西部地区受講生 ２９名 十勝（チーズ工場など）
３）教育長杯ゲートボール大会 平成３１年２月２０日 ３４名
４）老人クラブ出前講座
堺町福寿会 ５回 マフラーづくり、東町親和会 ５回 手芸教室

資料３
＜報告事項３＞

平成３１年度主な事業について

社会教育総務費
・社会教育委員学校訪問
・フェイスブックなどを活用した広報活動
・プロスポーツ応援事業
（ファイターズ、コンサドーレ、レバンガ北海道との観戦ツアーなどの連携事業）
・浦河町天草市児童生徒交流事業 派遣 １月中旬 ３泊４日
・アイヌ保存会天草市派遣事業 １１月２３日～２５日 ２泊３日
・美浦村中学生交流事業 ７月２５日～２６日 中学生３０名 来町
・地域学校協働活動 学校に地域住民が関わっていけるような環境作り
・スポーツ・文化活動合宿誘致

成人教育
・地域づくり講座、成人大学講座（町民の学習機会の提供）
・高齢者教育事業（九十九大学事業）の実施（高齢者の学習の機会や生きがいづくりを応援）
・家庭教育事業（幼児教育、家庭教育学級、親子ふれあい講座などの実施）
・浦河高等学校開放講座（今年で２４回目、高校と連携した学習機会の提供）
・幼児親子対象芸術鑑賞

青少年教育
・浦子連補助事業（かるたや体験活動などの実施）
・自然体験野外事業（サマーキャンプ、サバイバルウォーキングなどの実施）
・大学生活用事業「ウラガク」大学生と町内小中学生との交流事業
・成人式の開催（浦河の食材にこだわったケータリングの提供及び町出身者によるパフォーマンス）

文化振興
・町民芸術祭 舞台１０月６日、１０月２０日
展示１０月５日～６日、１０月１９日～２０日
・芸術鑑賞事業「浦河寄席 三遊亭小遊三、ナイツ」 ５月３０日
・児童生徒芸術鑑賞事業 ８月２８日（予定） 町内小学校高学年（４～６年）対象
内容 オペラ体験会（予定）
・管内道民芸術祭 日時未定 展示部門

＜協議事項１＞ 平成３１年度に向けての要望・意見等

平成３１年度の社会教育事業推進のため、ご意見を頂きたいと思います。
メモ

