
平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    公民館講座等公民館講座等公民館講座等公民館講座等のののの実施実施実施実施状況状況状況状況（（（（予定予定予定予定））））についてについてについてについて        

  【委託事業関係】                    平成 27 年 1月 21 日現在 

１１１１．．．．芦屋川芦屋川芦屋川芦屋川カレッジカレッジカレッジカレッジ    第第第第３３３３１１１１期生及期生及期生及期生及びびびび聴講生聴講生聴講生聴講生、、、、芦屋川芦屋川芦屋川芦屋川カレッジカレッジカレッジカレッジ大学院大学院大学院大学院第第第第７７７７期生期生期生期生    

    

受講者数 
内 容 コース名 定 員 

男 女 計 

関西文化コース ５５ １９ ３６ ５５ 芦屋川カレッジ 

第３１期生 
世界探訪コース ５５ ２２ ３２ ５４ 

関西文化コース ５０ ２０ ２９ ４９ 
芦屋川カレッジ 

聴講生 世界探訪コース ５０ ２６ ３０ ５６ 

芦屋川カレッジ 

大学院第７期生 

日本と世界の巡礼路 

～人はなぜ旅に出たのか～ 
１００ ５２ ５８ １１０ 

 

２２２２．．．．公民館講座公民館講座公民館講座公民館講座 

講 座 名 回数・日時 定員 
応募者

数 

受講 

者数 

にほんごがっきゅう【通年】 
毎週木曜日・午

前、４月３日～ 

 
 

１月現在、 

９名 

３ヵ国 

健康ハイキング－桜の名所と文化探訪 
全９回、4 月１日

～7 月１日 
３０ 

８５ 

抽選 
３５ 

歴史を探る講座－昭和史の謎に迫る 
全６回、4 月 11 日

～9 月 12 日 
１２０ 

１７８ 

抽選 
１２６ 

田辺先生の「文化の歴史」Part10 
全６回、4 月 9 日

～9 月 10 日 
６０ 

１３３ 

 抽選 
 ９２ 

世界はニュースだけではわからない 

（時事経済解説） 

全６回、4 月 19 日

～9 月 20 日 
１２０ 

１５８ 

抽選 
１３０ 

芦屋病院公開講座 
全６回、4 月 12 日

～9 月 13 日 
８０ ４１ 

 ４０  
＋１回だけ 

の受講者

467 人 

〈初心者向け〉パソコン講座 
全５回、5 月 16 日

～6 月 20 日 
１６ 

３０ 

抽選 
１８ 

芦屋・夙川の街かどウオッチング 

～みんなで探そう！街の歴史・文化・自然 

全３回、6 月 18 日

～7 月 2 日 
２０ 

７０ 

抽選 
２６ 

パソコン講座「Windows 8.1 入門」 
全２回、6 月 28 日

～7 月 5 日 
１６ 

 ２５ 

抽選 
 １８ 



講 座 名 回数・日時 定員 
応募者

数 

受講 

者数 

芝垣哲夫先生と行く 

とっておきのヨーロッパ旅行 

全３回、9 月 13 日

～9 月 27 日 
８０  ８８  ８８ 

健康ハイキング講座 

－紅葉の名所と文化探訪 

全８回、9 月 30 日

～12月 2日 
３０ 

４５ 

抽選 
２８ 

石器の考古学 

－先住者のくらしと石の道具箱を探る 

全５回、9 月 25 日

～11月 13 日 
８０ ５２ ５２ 

芦屋・西宮の街かどウオッチング 

～みんなで探そう！街の歴史・文化・自然 

全３回、11月 5日

～11月 26 日 
２０ 

６１ 

抽選 
３０ 

芦屋大学公開講座 

－心とからだを考える 

全３回、11 月 22

日～12 月 6 日 
４０ ２２ ２２ 

歴史を探る講座 

－昭和史の謎に迫る（２） 

全６回、10 月 10

日～3月 13 日 
１２０ 

１５６ 

抽選 
１３４ 

田辺先生の「文化の歴史」Part11 
全６回、10月 8日

～3 月 11 日 
６０ 

１０５ 

抽選 
９７ 

世界はニュースだけではわからない 

（時事経済解説） 

全６回、10 月 18

日～3月 28 日 
１２０ 

１５０ 

抽選 
１３７ 

芦屋病院公開講座－毎日を健康に楽し

く過ごすためにできること 

全６回、10月 4日

～3 月 14 日 
８０ ３１ 

３１ 
＋１回だけ 

の受講者 

    

３３３３．．．．講演会講演会講演会講演会・・・・セミナーセミナーセミナーセミナー等等等等    

 

    事 業 名                       日 時     参加者数 

芦屋市立美術博物館・公開セミナー「浮世絵美人帖展」     ４月１２日    １０２人 

春の公民館講座・開講記念講演会「素顔のパリ」        ４月１７日    １０７人 

ＮＨＫ公開講演会「バルテュス展」              ７月１７日    ５１０人 

平和の鐘を鳴らそう第２部 「戦争当時の体験談」を…    ８月１５日     ９５人 

愛犬家のクッキー教室                    ９月１１日     １５人 

秋の公民館講座・開講記念講演会「料理とおもてなし」     ９月２５日     ９３人 

ＮＨＫ公開講演会「ホイッスラー展」             ９月２６日    ４９４人 

戦前の芦屋を語るつどい                   １０月２日     ５１人 

世界の巨匠たちと芦屋川 －芦屋とヨドコウ迎賓館       １０月４日     ９３人 



家庭教育セミナー「ネット・スマホとの上手な付き合い方」   １０月２４日    １２７人 

第１回 芦屋ホームムービー鑑賞会               １０月２５日     ６５人 

ＮＨＫ公開講演会「ボストン美術館～華麗なるジャポニスム展」 １０月３０日   ５８０人 

古典の日制定記念講演会「オペラと歌舞伎」           １１月１日      ９８人 

阪神大震災から 20年「震災を語ろう＆手芸の体験コーナー」   １月１７日      ６７人 

文学に親しむつどい「源氏物語とベートーヴェンのピアノソナタ」２月２日       未実施 

阪神間街かどウオッチング「魚崎郷から御影郷を歩く」     ２月５日       未実施 

ＮＨＫ公開講演会「ホドラー展」               ２月１２日     未実施 

家庭教育セミナー「子どもの可能性を引き出す」        ２月１３日      未実施 

子ども教室「バレンタインクッキーとお子様ランチを作ろう」  ２月１４日      未実施 

公開セミナー「ヨドコウ迎賓館と雛人形展」          ２月２７日      未実施 

文化セミナー「水彩画を楽しむ」〈仮題〉            ３月１４日      未実施 

春の公民館講座・開講記念講演会「武士道と現代」       ３月２７日     未実施 

幼児向け「リズムと絵本、人形劇を楽しむ」          ３月２８日     未実施 

 

４４４４．．．．公民館音楽会公民館音楽会公民館音楽会公民館音楽会    

        事 業 名                       日 時     参加者数 

公民館音楽会「午後のコンサート ～弦楽の調べ」       ５月２５日    １０２人 

公民館音楽会「西垣俊朗＆千賀子・名曲コンサート」      ７月２６日     ８０人 

公民館音楽会「ヴァイオリンとピアノ、チェロのコンサート」  ８月３０日    １０６人 

公民館音楽会「マリンバとヴァイオリンによるコンサート」   １２月２０日    ８８人 

阪神大震災から 20年「タイガー大越 スペシャルコンサート」  １月１５日    ６０５人 

 

 

５５５５．．．．常設展示事業常設展示事業常設展示事業常設展示事業    

    ①①①①        みんなでみんなでみんなでみんなで考考考考えようえようえようえよう「「「「平和平和平和平和展展展展」」」」    

内容  ① ヒロシマ・ナガサキ被爆の実相等に関するボスター、② サダコと折り鶴ポスター、

③ 戦時中・終戦当時の芦屋の写真及び当時の品物等の展示、④ユネスコ世界遺産写



真パネル ほか 

会期  ７月２３日～８月１５日／会場  市民センター３階 展示場 

 

②②②②    「「「「芦屋芦屋芦屋芦屋のののの街街街街かどかどかどかど・・・・スケッチスケッチスケッチスケッチ散歩散歩散歩散歩」」」」展展展展    

内容   芦屋の街はいうまでもなく、世界でもとびっきりの美しいまちです。 

この素敵な街の、私の好きな「芦屋街かど風景」を描いたスケッチ画展 

会期  ８月１７日～９月１日／会場  市民センター３階 展示場 

③③③③        芦屋芦屋芦屋芦屋ののののペットペットペットペット大集合展大集合展大集合展大集合展    

内容  公募したペットの写真を展示  延べ ６４点 

会期  ９月１０日～９月２０日／会場  市民センター３階 展示場 

④④④④        人類生人類生人類生人類生活活活活のののの原点原点原点原点「「「「石石石石のののの道具道具道具道具」」」」発掘展発掘展発掘展発掘展    

内容  市内の遺跡から出土した石器や、考古学者の所蔵品を展示 

会期  １０月１５日～１０月２７日／会場  市民センター３階 展示場 

⑤⑤⑤⑤        阪神阪神阪神阪神・・・・淡路大震災淡路大震災淡路大震災淡路大震災からからからから 20202020 年年年年    「「「「芦屋市内震災芦屋市内震災芦屋市内震災芦屋市内震災・・・・復興写真復興写真復興写真復興写真＆＆＆＆資料資料資料資料展展展展」」」」    

内容  震災直後の市内の情景写真や、震災関連資料などを展示 

会期  １月１４日～１月２６日／会場  市民センター３階 展示場 

⑥⑥⑥⑥        阪神阪神阪神阪神・・・・淡路大震災淡路大震災淡路大震災淡路大震災パネルパネルパネルパネル展展展展「「「「震災震災震災震災とととと文化財文化財文化財文化財」」」」    

内容  震災直後の市内の情景写真や、震災関連資料を展示 

会期  １月３０日～２月９日／会場  市民センター３階 展示場 

⑦⑦⑦⑦        芦屋川芦屋川芦屋川芦屋川のののの文化的景観展文化的景観展文化的景観展文化的景観展    

内容  芦屋川の文化的景観の紹介、会下山遺跡の紹介、ヨドコウ迎賓館の紹介 等    

会期  ２月１８日～３月２日／会場  市民センター３階 展示場 

    

６６６６．．．．公民館公民館公民館公民館ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー    

    

             市内で活動している社会教育関係団体等が、グループ活動の発表の場として使用 

会場  市民センター３階 展示場 

    利用団体予定数   １８グループ 

 

    



７７７７．．．．夏休夏休夏休夏休みみみみ・・・・公民館公民館公民館公民館子子子子どもどもどもども教室教室教室教室のののの応募者数応募者数応募者数応募者数    

                ７月２４日から８月２５日の間に、１６の子ども教室と、幼児向けの１事業を実施。 

①平和を考える「アニメのビデオ鑑賞」…ヒロシマに一番電車が走った  申込み不要、 

②「アニメのビデオ鑑賞」…フランダースの犬 申込み不要 

③折り紙教室            42 人、   ④てん刻教室（午前）            50 人 

⑤てん刻教室（午後）             44 人、  ⑥ボーイスカウトと一緒に楽しもう   31 人 

⑦水彩画を楽しむ「風景画を描こう」  48 人、  ⑧子どもクッキング              49 人 

⑨手打ちそばを作ろう                90 人、   ⑩水彩画を楽しむ「花を描こう」    63 人 

⑪まが玉を作ろう（午前）          55 人、  ⑫まが玉を作ろう（午後）           39 人 

⑬科学のおもちゃ作り            131 人、    ⑭子ども音楽会～冒険の旅に出発     180 人 

⑮8/25 クッキング（午前）           115 人、   ⑯8/25 クッキング（午後）         69 人 

※幼児の方向け事業 〈人形劇と作って遊ぼう〉  先着 100 人で締切りました。 

    

８８８８．．．．平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    阪神南阪神南阪神南阪神南くすのくすのくすのくすの木学級木学級木学級木学級尼崎尼崎尼崎尼崎教室教室教室教室    

 (1) 概要  芦屋市・西宮市・尼崎市に在住の聴覚・言語障がい者が対象の教室で、今年は尼崎市が

当番市として実施。県が、県くすの木学級運営委員会に委託し、「阪神南くすの木学級

尼崎教室運営委員会」が実施、尼崎市立大庄公民館が事務局。 

 (2) 内容  日時…10月 12 日、11 月 16 日に実施（全２日） 

       会場…尼崎市立大庄公民館 他 

       受講者数  芦屋市から １人受講 

 

９９９９．．．．平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    阪神南青阪神南青阪神南青阪神南青いいいい鳥学級鳥学級鳥学級鳥学級芦屋芦屋芦屋芦屋教室教室教室教室    

 (1) 概要  芦屋市・西宮市・尼崎市に在住の視覚障がい者が対象の教室で、今年は芦屋市が当番市

として実施。県が、県青い鳥学級運営委員会に委託し、「阪神南青い鳥学級芦屋教室運

営委員会」が実施、芦屋市立公民館が事務局。 

 (2) 内容  日時…9月 4 日～12 月 4 日に実施（全４日） 

       会場…芦屋市民センター 

       受講者数  ２３人（芦屋市 ５人、西宮市 ５人、尼崎市 １３人） 


