
 

 

 

第２回上越市社会教育委員・上越市立公民館運営審議会委員会議 次第 

 

日 時：令和元年 7月 10日（水） 

午前 9時 30分～ 

場 所：教育プラザ研修棟 3階大会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 挨 拶 

 

   

３ 議 事 

⑴ 令和元年度事業評価について                   事前配布済資料 

 

 

 

 ⑵ 成年年齢引下げに伴う成人式への対応に対する意見について        資料№1 

 

  

 

 ⑶ その他 

 

４ その他 

  ○ 第 19回新潟県社会教育研究大会佐渡大会について            資料№2 

      期 日：令和元年 10月 18日（金） 

      会 場：佐渡島開発総合センター（佐渡市両津湊 198） 

      

  ○ 上越市租税教育推進協議会構成員の選任について 

 

 

  ○ 教育委員との意見交換会について 

       期 日：令和元年 8月 21日（水）午前 10時～ 

     テーマ：「若者の育成支援、居場所づくり」 

 

５ 閉 会 



 

 

●20歳での開催を検討していることについて 

・社会教育委員 20人のうち、回答のあった 16人全員が「20歳での開催に賛成、妥当と思われる。」と回

答。 

 

○18歳で開催した場合 

・高校生での参加は難しいと思う。18歳では進路もあり、日程的に難しい。 

・高校在学中に成人式といっても、大半の人はすべて親頼みで実感が乏しい。自身で決めること、実行で

きることはとても少なく、例えば衣装代、美容院代、友人との飲食代など、アルバイトでは賄いきれな

いし、アルバイトの為に学業をおろそかにするのは本末転倒。両親世代も大人として見るには高校生で

は心もとないのではないかと思う。 実家を離れる、就職するなどして精神的に成長した実感を伴って

大人の仲間入りをして欲しいのではないだろうか。 

・現行では、式典の後にみんなで集まる機会があり、その際にはお酒を飲むことが伴う。成年年齢が引き

下げられても飲酒は現在のままと聞いているため、現行通りの開催が適当と思う。 

・「おとなになったことを自覚し…」は、18 歳では感じていないようだ（周囲の意見）。社会の風を感じ

て大人としての自覚をするのではないか。 

・高校現場でも、18 歳引き下げに伴い、高校 3 年生で成人した生徒と、未成人の生徒とが混在すること

になり、様々な対応が困難になることが予想され、困っているところである。上越市の成人式は、従来

どおり 20歳で開催することが望ましいと考える。 

・当人達にとってみれば、成人式で同級生（同年齢）と会えるということも、大きな楽しみ（メリット）

であると思える。また、18 歳の高校卒業直後に開催した場合、各自の新しい進路先での対応に苦慮し

ているところであり、まだまだ落ち着いた状況ではなく、成人式といっても、参加者数が少なくなるこ

とが懸念される。 

・成年年齢引き下げの理由は、「18 歳、19 歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる

環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有する」

（法務省）ということであり、心身共におとなとして認められるというものではない（下線は筆者）。

「成人」のとらえ方は、祝日法（国民の祝日に関する法律）に規定されている「成人の日」の中に端的

に述べられている。すなわち、「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝い

励ます」とあるように、「おとな」として認められるということである。民法の一部改正で、成年年齢

が 18歳に引き下げられるが、いわゆる「おとな」としてみられる関係法令が現行のままのものがあり、

統一された法整備とはなっていない（飲酒年齢や喫煙年齢は現行のままである）。18歳成人式だと、高

校卒業してすぐに成人式を迎えることになり、就職準備や進学準備等で落ち着いて成人式を迎える環

境ではないように思う。何より、当事者自身、おとなとしての自覚をもつ余裕すら持てない状況でもあ

ろう。さらに、保護者の経済的な負担も重なり大変な状況が生まれると危惧する。 

 

○20歳で開催した場合 

・上越市の現況(4月開催)を考えれば、やはり 20歳で開催は適当と思われる。 

・個人差はあっても、社会性の充実を優先させるべき要因と考える。 

・少しでも精神的・経済的に、落ち着いた状況になってからの成人式が望ましいと考える。 

 

資料№1 

裏面有り 

成年年齢引下げに伴う成人式（上越市の対応（案））への意見 集約結果 

 



 

 

・「二十歳のつどい」というタイトルを変える等しても、20歳での開催でよい。現在前撮り等記念撮影を

している家庭も多く見られ、受験等で心身共に不安がある時期のように思う。 

・高校を卒業し、自分の将来にある程度展望を持てる期間が必要と考える。その時に、落ち着いて成人に

なったことを祝ってあげたいという気持ちが強い。 

・結論的には、成年年齢が引き下げられたとしても、20歳での開催のままでいいと思う。大切なことは、

お祝いの内容をどうするか、いつ行うか。単なるイベントではなく、大切な意味のある式にしてほしい

と考える。 

・若者のアンケートや、成人の集いでの実行委員の聞き取り結果を見ると 20歳での成人式が望ましいと

いう回答があり、この子たちの意見を尊重したいと思う。 

 

○その他意見 

・18歳成年が定着し、成人式の内容を考え直したいという声が上がった時、再検討してはどうか。 

・成人式では、せっかく若者が集まって来てくれるのであれば、会場内に上越市内の企業等の宣伝ブース

等を設置して、上越に帰ってきて、働いてもらうべく活動をすべきである。（すでに実施しているかも

しれないが） 

・記念の品に成人として必要な手続き、守るべき法律などをまとめたハンドブックを加えてはいかがだ

ろう。（知らなかったでは済まされないのが大人である。） 

・2022年の法改正後から数年後に、全国的な動きを再度考えてみる必要があるかもしれない。（4月開催

の有無を含め） 

・私の 2名の子も大学 2年を終え、出席した。次年度の授業の予定のために多忙であったが、中・高の同

級生たちと会うため調整していた。「大変＜会いたい」気持ちが強い。そう至った学生時代を楽しく送

ったためと思い、親として、嬉しかったことを思い出す。なくさないでほしい行事。 

・成人式の実行委員会企画を検討してみてはどうか。 

 ▶ 全体の式と、ブロックで祝いあう企画は成立しないものか。 

 ▶ 全員で集う事自体に意味があるが、仲間と触れ合いたい気持ちもどう実現できるか。 

・成人式の実施日が上越市だから「さくら」のもとでと言う考えもあるが、4月初めは年度代わりで、会

社や学校の始業の時期は色々な事が重なるので 5月の連休の頃にしてはいかがだろうか。 

・自治体によっては衣装等に経費が掛からないとしてお盆期間に実施している所もあるが、ご家族の華

やかに祝ってあげたい気持ちもあると思うため、気候もよく、少し余裕ができる時が良いように思う。 

・知人等に聞いたところのつぶやき 

 ▶何のための成人式なのか・・・主旨をよく考えて原点を見つめる事が大事なので見直す良い機会で

はないか？（60代） 

 ▶成人式＝同窓会みたいな感じがしたので、なくてもよいと思う。（30代） 

 ▶自分の娘が、現在 18歳。成人式には出ないで良いと言っている。（40代） 

 



「第 19回新潟県社会教育研究大会佐渡大会」について 

 

期 日：令和元年度 10月 18日（金） 

会 場：佐渡島開発総合センター（佐渡市両津湊 198） 

分科会：第 1分科会 発表者：上越市 

    第 2分科会 発表者：湯沢町 

    第 3分科会 発表者：村上市 

 

 

上越市発表テーマ・内容 

 「行政と社会教育委員との協働による社会教育事業の進め方」 

  ～「元気の出るふるさと講座」を通して～ 

 

上越市の 28 地域自治区では、地域の課題解決に向けた意識を高めることを目的と

して「元気の出るふるさと講座」を実施している。この事業は担当課である社会教育

課職員および公民館主事が主体となって行い、社会教育委員は事業に参加または訪問

して事業評価を行っている。 

平成 24 年度から今年度までの取組状況や事業評価の流れを振り返り、社会教育委

員としての役割、行政との協働の意義、そして円滑で効果的な事業運営のあり方など

について考察する。 

 

○発表者：渡邉 恵美（上越市社会教育委員・上越市立公民館運営審議会委員 副委員長） 

○司会者：池田 洋子（上越市社会教育委員・上越市立公民館運営審議会委員） 

○記録者：江村奈緒美（上越市社会教育委員・上越市立公民館運営審議会委員） 

○助言者：川上 裕一（上越市教育委員会社会教育課 参事） 

 

 

 

 

資料№２ 



 

 

事業評価の流れ 

 

令和元年度 事業評価対象事業 

○必須事業 上越市公民館のつどい、上越市美術展覧会 

○選択事業 元気の出るふるさと講座、謙信 KIDSプロジェクト 

○事業開催日は別紙「令和元年度 事業評価対象事業開催日一覧」のとおり 

 

【社会教育課】事業評価の実施に関する依頼。 

【委員】事業の開催日を確認し、事業評価を行う事業を決定する。 

【委員】事業の開催日前までに評価に行くことを、社会教育課へ連絡する。 

【社会教育課】委員からの連絡後、事業開催日まで 

日数がある場合：事業評価に係る費用弁償（22円/1㎞）の請求書を委員に事前送付。 

日数がない場合：事業当日に、事業評価に係る費用弁償（22円/1㎞）の請求書を社会教育課職員 

が会場に持参又は郵送。後日、評価シートと併せて提出する。 

※費用弁償は委員の自宅から事業開催会場までの距離に応じて支給。 

【委員】事業評価を実施。費用弁償に係る請求書を会場で社会教育課職員に提出。 

 ※評価の際は、名札を着用し会場で受付を済ませ、事業の実施に支障のないようにする。 

 ※食事代は実費。その他、持ち物は評価に行くことを連絡する際に確認する。 

【委員】事業評価シートを概ね 1週間を目安に社会教育課へ提出。 

【社会教育課】事業評価に係る費用弁償を委員口座に振込み。 

 事業評価の意見を集約。各事業担当で次年度に向けて検討し、意見の反映を図る。 

【事業評価シートの提出方法】 

 郵送、FAX、メール、持参により提出をお願いします。 

 

 上越市教育委員会 社会教育課社会教育係 担当：古川・松井 

  〒942-8563 上越市下門前 1770 教育プラザ内 

  電話：025‐545‐9245 

  F A X：025‐545‐9272 

  メール：shakaikyouiku@city.joetsu.lg.jp 

  （評価シートはデータで提供できます。上記のメールに連絡ください。） 



令和元年度　事業評価対象事業開催日一覧

上越市公民館のつどい 上越市美術展覧会 謙信KIDSプロジェクト 元気の出るふるさと講座

担当：社会教育係 担当：生涯学習係 担当：社会教育係 担当・：公民館係

5月 5/30（木）新道区①

6月

6/8（土）食①、科学①
6/15（土）しぜんAコース①、縄文①
6/22（土）ものづくりA・Bコース①、世
界の文化①
6/29（土）交通①

6月3日（月）春日区①
6/13（木）新道区②、和田区①
6/15（土）有田区①
6/24（月）春日区②
6/25（火）直江津区①
6/26（水）三郷区①
6/27（木）和田区②
6/28（金）八千浦区①
6/29（土）有田区②

7月

7/6（土）うみA・Bコース①、しぜんA
コース②、縄文②、科学②
7/13（土）交通②
7/20（土）星①
7/27（土）しぜんAコース③、海①

7/4（木）新道区③
7/9（火）直江津区②
7/10（水）三郷区②
7/11（木）和田区③
7/22（月）春日区③
7/26（金）八千浦区②
7/31（水）三郷区③

8月

8/3（土）縄文③、食②
8/10（土）ほしAコース①、しょく①
8/17（土）ほしBコース①
8/31（土）しょく②、ものづくりA・Bコー
ス②、星②、世界の文化②

8/22（木）新道区④
8/23（金）八千浦区③
8/27（火）直江津区③
8/28（水）三郷区④
8/29（木）和田区④

9月
9/28（土）
上越市公民館のつどい

9/7（土）うみA・Bコース②、科学③
9/14（土）しょく③
9/15（日）交通③
9/21（土）上越の城①
9/28（土）ほしAコース②、しぜんB
コース①、海②

9/5（木）高田区①
9/26（木）高田区②
9/27（金）有田区③、八千浦区④
9/30（月）春日区④

10月
10/6（日）表彰式・開場式
10/6（日）～10/14（月・祝）
展覧会会期

10/5（土）ほしBコース②、縄文④
10/12（土）上越の城②、科学④
10/19（土）うみA・Bコース③、しぜんB
コース②
10/26（土）世界の文化③

10/9（水）三郷区⑤
10/17（木）高田区③、新道区⑤
10/25（金）八千浦区⑤
10/26（土）有田区④
10/28（月）春日区⑤
10/29（火）直江津区④
和田区⑤開催予定

11月

11/2（土）ものづくりA・Bコース③、プ
ログラミング①
11/9（土）上越の城③、科学⑤
11/16（土）しぜんBコース③
11/23（土）海③
11/30（土）プログラミング②

11/7（木）高田区④
11/9（土）有田区⑤
11/21（木）高田区⑤
11/26（火）直江津区⑤

12月
12/7（土）食③
12/14（土）プログラミング③
12/21（土）プログラミング④

1月 1/12（日）ゆき①

2月
2/2（日）ゆき②
2/23（日）ゆき③

事業評価　必須事業 事業評価　選択事業



令和元年度　元気の出るふるさと講座（行動する人づくり）

地域を知り、地域の課題を把握する講座（地域の活動団体紹介、地域めぐり、地域の課題を把握） ※連続講座のすべてではなく、都合のつく日を評価してください。

2年目 テーマ ねらい 開催日時 募集定員
開催場所

または集合場所
活動内容 講師 担当

9月5日（木）
9:30～11:30

高田地区公民館
（高田公園オーレンプラザ）

1年目の活動を振り返り、講座の趣旨について考える。 なし

9月26日（木）
9:30～11:30

高田地区公民館
（高田公園オーレンプラザ）

商業地としての高田の歩みを学ぶ。 未定 北

10月17日（木）
9:30～11:30

高田地区公民館
（高田公園オーレンプラザ）

高田区に移住してきた方から話を聴き、外から見た高田について考える。 未定 丸田

11月7日（木）
9:30～11:30

高田地区公民館
（高田公園オーレンプラザ）

町おこしについて考える。 未定

11月21日（木）
9:30～11:30

高田地区公民館
（高田公園オーレンプラザ）

3年目の活動についての意見交換を行う。 なし

6月3日（月）
9:30～11:00

春日地区公民館
（春日謙信交流館）

【現地学習】
春日山神社の見学を通して、春日区の歴史や文化財について学ぶ。

春日山神社　宮司　風間　常樹彦さん

6月24日（月）
9:30～11:30

春日地区公民館
（春日謙信交流館）

地域の魅力再発見として、春日区の歴史や史跡について学ぶ。 文化行政課　小島　幸雄　専門学芸員 丸田

7月22日（月）
9:30～11:30

春日地区公民館
（春日謙信交流館）

【現地学習】
春日山城跡現地にて、ボランティアガイドの活動について学ぶ。

観光ボランティアガイド 小川

9月30日（月）
9:30～14:00

春日地区公民館
（春日謙信交流館）

【現地学習】
他地区の活動団体の取組について学ぶ。

板倉おもてなしの会　古海　誠一さん

10月28日（月）
9:30～11:30

春日地区公民館
（春日謙信交流館）

活動を振り返り、今後について考える。 なし

6月25日（火）
9:30～11:30

直江津地区公民館
（直江津学びの交流館）

１年目の学びを振り返り、直江津の魅力について考える。 なし

7月9日（火）
9:30～13:30

直江津地区公民館
（直江津学びの交流館）

【現地学習】
「高田城下で直江津に出会う」という、テーマのもと現地学習を行う。

文化行政課　小島　幸雄　学芸員
まちおこし直江津　佐藤　和夫　さん

丸田

8月27日（火）
9:30～11:30

直江津地区公民館
（直江津学びの交流館）

【現地学習】
転車台や車庫、雪月花の見学を通して、地域活性の取組について学ぶ。

えちごトキめき鉄道株式会社 小川

10月29日（火）
9:30～11:30

直江津地区公民館
（直江津学びの交流館）

【現地学習】
次代を担う子どもたちの視点を知るために、小学生との世代間交流を行う。

直江津小学校5年生

11月26日（火）
9:30～11:30

直江津地区公民館
（直江津学びの交流館）

活動を振り返り、今後について考える。 なし

6月15日（土）
9:30～11:30

有田地区公民館
（カルチャーセンター）

１年目の活動を振り返り、これから視察する学校、福祉施設、防災施設の要点を学
ぶ。

直江津東地域学園運営協議会理事長
髙橋　郁夫さん
佐内町町内会長　高橋　秀樹さん

6月29日（土）
9:30～11:30

有田地区公民館
（カルチャーセンター）

【現地学習】
保倉川遊水池を見学し、有田区の水防について考える。

佐内町町内会長　高橋　秀樹さん 加茂川

9月27日（金）
9:30～11:30

有田地区公民館
（カルチャーセンター）

【現地学習】
有田小学校など地域の教育現場を見て、教育への取組や、学校と地域の関わりを考
える。

直江津東地域学園運営協議会理事長
髙橋　郁夫さん

片所

10月26日（土）
9:30～11:30

有田地区公民館
（カルチャーセンター）

【現地見学】
有田区近隣の福祉施設を見学し、地域の社会環境や今の時代の生き方について考
える。

佐内町町内会長　高橋　秀樹さん

11月9日（土）
9:30～11:30

有田地区公民館
（カルチャーセンター）

活動を振り返り、次年度の取組について意見交換を行う。
直江津東地域学園運営協議会理事長
髙橋　郁夫さん
佐内町町内会長　高橋　秀樹さん

春日区

高田区

春日区の歴史や文化、地域での活動に
ついて学びより理解を深めることで、地域
課題を発見し、課題解決に向けた方策を
考えることができるよう促す。

有田区
地域の教育・福祉・防災の現場を視察し
て有田区の現状をより深く理解し、地域
でのこれからの暮らしを考える。

直江津区
地域の特色や地域の
活動団体の取り組み
を学ぶ

地域の特色や地域の
活動団体の取り組み
を学ぶ

直江津区の歴史や、企業や小学生が考
える地域の魅力などについて学び理解を
深めることで、地域課題を発見し、課題
解決に向けた方策を考えることができる
よう促す。

20人

20人

20人

20人

高田区の現在について、地域で活動する
方々、地元の企業、移住してきた方など
からお話を聴くことで地域課題を発見し、
課題解決に向けた方策を考えることがで
きるよう促す。

地域の特色や地域の
活動団体の取り組み
を学ぶ

地域の特色や地域の
活動団体の取り組み
を学ぶ



令和元年度　元気の出るふるさと講座（行動する人づくり）

地域の課題解決に向けた活動を考える講座（先進地視察、活動に必要な学び、活動実践に向けた講座の検討） ※連続講座のすべてではなく、都合のつく日を評価してください。

3年目 テーマ ねらい 開催日時 募集定員
開催場所

または集合場所
活動内容 講師 担当

5月30日（木）
9:30～11:30

新道地区公民館 これまでの活動を振り返り、マップ作りのアイディアを出し合う。 なし

6月13日（木）
9:30～11:30

新道地区公民館
【現地学習】
富岡地区に出掛け、よもやま話・今昔を聴き、新たにお宝を探す。

飯塚　計一さん
浦野　憲一さん

加茂川

7月4日（木）
9:30～11:30

新道地区公民館
【現地見学】
稲田地区に出掛け、よもやま話・今昔を聴き、新たにお宝を探す。

飯塚　幸太郎さん
飯塚　哲朗さん

片所

8月22日（木）
9:30～11:30

新道地区公民館 「新道地区マップ」の作成を行う。 なし

10月17日（木）
9:30～11:30

新道地区公民館 活動を振り返り、マップの活用案について話し合いをする。 なし

6月13日（木）
9:00～正午

和田地区公民館
【現地学習】
和田区の魅力スポットを視察し、何をを紹介すべきか意見交換する。

斉川　哲夫さん

6月27日（木）
9:30～11:30

和田地区公民館 紹介ポイントを作成する。 なし 片所

7月11日（木）
9:30～11:30

和田地区公民館 紹介ポイントを作成する。 なし 加茂川

8月29日（木）
9:30～11:30

和田地区公民館 マップを完成させる。 なし

9月～10月頃開催予定 和田地区公民館 完成したマップを小学校で発表する。 なし

6月26日（水）
9:30～11:30

三郷地区公民館 昨年度までの活動を振り返り、マップのテーマを決定する。 なし

7月10日（水）
9:30～11:30

三郷地区公民館 マップに載せる情報を集める。 なし 北

7月31日（水）
9:30～11:30

三郷地区公民館
【現地学習】
マップに載せる情報を集めるために、三郷区内に出掛ける。

三郷地区の歴史・史跡を研究する会
横尾　彰平さん

丸田

8月28日（水）
9:30～11:30

三郷地区公民館 マップの最終仕上げを行い、完成させる。 なし

10月9日（水）
9:30～11:30

三郷地区公民館 活動を振り返り、今後の活動について考える。 なし

6月28日（金）
9:30～11:30

八千浦地区公民館 冊子を作成する際のポイントを学び、内容や構成などを検討する。
(有)北越出版　代表取締役社長
佐藤　和夫さん

7月26日（金）
9:30～11:30

八千浦地区公民館 小冊子を作成する。
(有)北越出版　代表取締役社長
佐藤　和夫さん

片所

8月23日（金）
9:30～11:30

八千浦地区公民館 小冊子を作成する。
(有)北越出版　代表取締役社長
佐藤　和夫さん

加茂川

9月27日（金）
9:30～11:30

八千浦地区公民館 小冊子を完成させる。
(有)北越出版　代表取締役社長
佐藤　和夫さん

10月25日（金）
9:30～11:30

八千浦地区公民館 小冊子の活用方法について意見交換する。
(有)北越出版　代表取締役社長
佐藤　和夫さん

三郷区
地域の特色を学び、
地域の魅力を発信す
る。

地域の歴史を若い世代へ伝承していくた
めに、地域の歴史マップを作成する。

20人

八千浦区
地域の特色を学び、
地域の魅力を発信す
る。

これまでに学んだ内容を小冊子にまと
め、発信することで、八千浦の歴史や魅
力を次世代に伝える。

20人

新道区
地域の特色を学び、
地域の魅力を発信す
る。

地域の見どころや歴史・成り立ちについ
て理解を深め、次世代へ伝えていくため
のマップを作成する。

20人

和田区
地域の特色を学び、
地域の魅力を発信す
る。

子どもたちに伝えたい和田区の歴史や魅
力などを話し合いながら、地域の紹介
マップを作成する。

20人



主 副

7月6日（土）
9：00～11：30

海のいろいろな生き物を知ろう

9月7日（土）
9：00～11：30

水族館の裏側を探検しよう

10月19日（土）
9：00～11：30

新しい水族館のクイズを作ろう

7月6日（土）
13：00～15：30

海のいろいろな生き物を知ろう

9月7日（土）
13：00～15：30

水族館の裏側を探検しよう

10月19日（土）
13：00～15：30

新しい水族館のクイズを作ろう

8月10日（土）
15：00～21：00

「ほし」って何？「星座」って何？太陽観察、夏の星
空観察

9月28日（土）
15：00～21：00

プラネタリウム体験、秋の星空観察

8月17日（土）
15：00～21：00

「ほし」って何？「星座」って何？太陽観察、夏の星
空観察

10月5日（土）
15：00～21：00

プラネタリウム体験、秋の星空観察

6月15日（土）
8：15～15：15

森遊びや工作をしょう

7月6日（土）
8：15～15：15

川遊びや工作をしよう

7月27日（土）
8：15～16：15

食体験や集落探検をしよう

9月28日（土）
8：15～15：15

川遊びや工作をしよう

10月19日（土）
8：15～15：15

森遊びや工作をしょう

11月16日（土）
8：15～16：15

食体験や集落探検をしよう

8月10日（土）
8：30～11：30

浦川原区 教育プラザ 上越野菜のひとくちまくわ・ナスを収穫しよう

8月31日（土）
8：30～11：30

大潟区 教育プラザ 上越野菜の枝豆を収穫しよう

9月14日（土）
9：00～13：00

春日地区公民館 春日地区公民館 ナス・枝豆を使って料理を作ろう

講師・協力

上越市立水族博物館

上越市立水族博物館

上越清里星のふるさと館

上越清里星のふるさと館

ＮＰＯ法人かみえちご山
里ファン倶楽部

ＮＰＯ法人かみえちご山
里ファン倶楽部

上越野菜振興協議会
新印上越青果㈱
㈱やさいのひ

令和元年度　「謙信ＫＩＤＳプロジェクト」　講座一覧表

- - 武内

4 しょく - 濱口 鬼木 武内

松井

A ○
上越市

地球環境学校
- - 武内

しぜん

B

※連続講座のすべてではなく、都合のつく日を評価してください。

担当
職員

松井

上越市立
水族博物館

濱口 村山

2 ほし

B
上越清里

星のふるさと館
- -

松井

A
上越清里

星のふるさと館
- - 古澤1年生～3年生

1年生～3年生

鬼木

対象者

1年生～3年生

1年生～3年生

申込
者数

○
上越市

地球環境学校

社会教育指導員

1年生～3年生

委託 実施日時 活動場所

うみ1

A

B

上越市立
水族博物館

濱口

内容集合・解散

上越市立
水族博物館

上越市立
水族博物館

清里区
総合事務所

清里区
総合事務所

市民プラザ

市民プラザ

1年生～3年生

№ コース講座名

3

定員

20人

20人

20人

20人

20人

20人

20人

1年生～3年生

-

-

-

-

-

20人

20人

20人

20人

20人

20人

20人



主 副
講師・協力

令和元年度　「謙信ＫＩＤＳプロジェクト」　講座一覧表

※連続講座のすべてではなく、都合のつく日を評価してください。

担当
職員

対象者
申込
者数

社会教育指導員
委託 実施日時 活動場所 内容集合・解散№ コース講座名 定員

6月22日（土）
9：30～12：00

市民プラザ 市民プラザ 「木」を使って作品をつくろう

8月31日（土）
9：30～12：00

市民プラザ 市民プラザ 「ワラ」「ヒモ」を使って作品をつくろう

11月2日（土）
9：00～16：30

上越市
地球環境学校

市民プラザ 自然の草木を集めて、草木染めをしよう

6月22日（土）
13：30～16：00

市民プラザ 市民プラザ 「木」を使って作品をつくろう

8月31日（土）
13：30～16：00

市民プラザ 市民プラザ 「ワラ」「ヒモ」を使って作品をつくろう

11月2日（土）
9：00～16：30

上越市
地球環境学校

市民プラザ 自然の草木を集めて、草木染めをしよう

1月12日（日）
9：30～13：30

ゆき遊び、昔の行事（さいの神）

2月2日（日）
9：00～12：00

わら細工（ワラマット）、ゆき遊び

2月23日（日）
9：00～13：00

雪上ゲーム大会に参加

6月15日（土）
9：00～16：00

片貝縄文資料館 粘土の採取

7月6日（土）
9：00～16：00

片貝縄文資料館 縄文土器作り、縄文楽器作りに挑戦

8月3日（土）
9：00～16：00

片貝縄文資料館
泉縄文公園

石器作り、古代の暮らし体験

10月5日（土）
9：00～16：00

片貝縄文資料館 土器の野焼き、石器を使った料理

7月27日（土）
8：00～15：00

能生漁港周辺
県立海洋高校

教育プラザ 海の体験活動、栽培漁業学習等

9月28日（土）
6：30～11：30

上下浜海岸・柿崎地区公
民館川西分館

柿崎地区公民館
川西分館

地引き網体験、浜汁作り体験

11月23日（土）
9：00～14：00

桑取川周辺 教育プラザ サケの捕獲体験、サケの一生を学ぶ

6月29日（土）
8：30～12：40

直江津駅～糸魚川駅～
上越妙高駅

集：直江津地区公民館
解：上越妙高駅

新幹線を生かす駅や路線の工夫を知ろう

7月13日（土）
8：30～12：40

上越妙高駅～直江津港
～くびき野レールパーク

集：上越妙高駅
解：くびき野レールパーク

鉄道の発展と自動車のかかわりを知ろう

9月15日（日）
9：00～14：00

直江津駅～十日町駅 直江津駅 地域と共に元気を生み出す鉄道の工夫を知ろう

ＮＰＯ法人木と遊ぶ研究
所

ＮＰＯ法人木と遊ぶ研究
所

月影の郷運営委員会

縄文学校

県立海洋高等学校
かきざき田舎体験交流促
進協議会
桑取川漁業組合ほか

鉄道友の会新潟支部
ＪＲ西日本
ＪＲ東日本
頸城自動車
北越急行
えちごトキめき鉄道
くびきのお宝のこす会

古川9 交通 - 濱口 村山14人

- 古川

8 海 - 濱口 笠原 古川

7 縄文 ○- -25人

20人

片貝縄文資料館

○ 古川月影の郷 - -

B

5

○ - -

A ○ 古澤

19人 月影の郷

- -

ものづくり

古澤

1年生～3年生

1年生～3年生

1年生～3年生

3年生～6年生

4年生～6年生

4年生～6年生

6 ゆき -

20人

20人

20人

25人

20人

20人

-

-

20人

20人



主 副
講師・協力

令和元年度　「謙信ＫＩＤＳプロジェクト」　講座一覧表

※連続講座のすべてではなく、都合のつく日を評価してください。

担当
職員

対象者
申込
者数

社会教育指導員
委託 実施日時 活動場所 内容集合・解散№ コース講座名 定員

9月21日（土）
8：30～12：00

埋蔵文化財センター
春日山（雨：林泉寺）

埋蔵文化財センター
春日山城の力強さを探る、春日山城跡の探検、埋
蔵文化財センターの見学

10月12日（土）
8：30～12：00

福島城跡
上越市立歴史博物館

集：教育プラザ
解：上越市立歴史博物館

福島城の真実を探る、福島城跡の探検、上越市立
歴史博物館の見学

11月9日（土）
8：30～12：00

高田公園
上越市立歴史博物館

上越市立歴史博物館
高田城の秘密を探る、高田城跡の探検、上越市立
歴史博物館の見学

6月8日（土）
9：00～12：00

発酵食品おもしろ知識の紹介、みそ作り

8月3日（土）
9：00～14：00

あま酒の秘密を知ろう、あま酒を使った料理をしよう

12月7日（土）
9：00～14：00

第１回目で作ったみそで料理をしよう

7月20日（土）
13:30～21:30

望遠鏡づくり、双眼鏡の使い方、プラネタリウム体
験、夏の星空観察

8月31日（土）
13:30～21:30

太陽と月の学習、惑星観察、プラネタリウム体験、
秋の星空観察

6月8日（土）
13:30～15:30

ミクロの世界（顕微鏡観察）

7月6日（土）
13:30～15:30

化石のレプリカ作り

9月7日（土）
13:30～15:30

雪と氷の実験

10月12日（土）
13:30～15:30

化学実験

11月9日（土）
13:30～15:30

大気圧の実験

6月22日（土）
9:00～14:00

小学生の１日の様子を知り、遊びを体験したりその
国の特徴ある料理をつくる。フィリピン編

8月31日（土）
9:00～14:00

小学生の１日の様子を知り、遊びを体験したりその
国の特徴ある料理をつくる。ミャンマー編

10月26日（土）
9:00～14:00

小学生の１日の様子を知り、遊びを体験したりその
国の特徴ある料理をつくる。ドイツ編

11月2日（土）
9:00～12:00

「たこ焼きロボット」をプログラミングしてコースを自
由に動かしたりゲームをつくる。基礎コースⅠ

11月30日（土）
9:00～12:00

「たこ焼きロボット」をプログラミングしてコースを自
由に動かしたりゲームをつくる。基礎コースⅡ

12月14日（土）
9:00～12:00

「たこ焼きロボット」をプログラミングしてコースを自
由に動かしたりゲームをつくる。応用コースⅠ

12月21日（土）
9:00～12:00

「たこ焼きロボット」をプログラミングしてコースを自
由に動かしたりゲームをつくる。応用コースⅡ

市民プラザ

教育プラザ 教育プラザ

埋蔵文化財センター
上越市立歴史博物館
福島城を愛する会ほか

上越市発酵食品研究会

上越清里星のふるさと館

上越科学館

上越国際交流協会

上越教育大学
上越ＴｅｃｈＭｅｅｔｕｐ

古川15 プログラミング - 濱口 笠原

- 古澤

14 世界の文化 - ○ 松井- -

13 科学 - -4年生～6年生 上越科学館 上越科学館

市民プラザ

武内

12 星 -
上越清里

星のふるさと館
- - 古澤

11 食 - 市民プラザ 濱口 鬼木4年生～6年生 20人

20人

市民プラザ

清里区総合事務所

10 上越の城 - 濱口 笠原 古川20人4年生～6年生

4年生～6年生

4年生～6年生

4年生～6年生

20人

20人

20人

25人

25人

20人

25人

17人

20人

-

-

-

-

-


