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コミュニティ作りに役立つ取り組み事例（市ホームページ・大阪府配布資料他から抜粋） 

 

 

枚方子どもいきいき広場 

 

【お知らせ】 

平成 23 年度より、地域団体等が主体的に取り組む児童健全育成事業に対して、枚方市が支援助成する

「枚方子どもいきいき広場」を実施しています。 

これからの時代を生きる子どもの「生きる力」を育んでいくことを目的とする本事業では、各校区の

実施団体がプログラムを企画し、子どもたちはそのプログラムを選んで参加していただくことになりま

す。 

なお、この事業の目的を達成するためには、保護者の皆さまの参加も重要です。保護者の皆さまの積

極的な参加をお願いいたします。 

 

【いきいき広場について】 

●実施団体について 

各小学校における平成 26 年度いきいき広場の企画・運営は、枚方市が認定した一つの団体が実施しま

す。 

（平成26年度枚方子どもいきいき広場実施団体） 

校番 小学校名 団体名 

1 枚方   枚小げんキッズ事業運営委員会 

2 枚二   枚二いきいき広場運営委員会 

3 蹉跎   さだ枚方子供いきいき広場 

4 香里   香里ふれ愛・フリー・スクエア協議会 

5 開成   開成っ子パーク・かいパー運営委員会 

6 五常   五常子どもいきいき広場 

7 春日   いきいきかすが 

8 桜丘   桜丘学区青少年を守る会 

9 山田   山田校区枚方子どもいきいき広場 

10 明倫   明倫子どもいきいき広場運営委員会 

11 殿山第一   殿山第一小学校区枚方子どもいきいき広場事業運営委員会 

12 殿山第二   殿二フリースクエア委員会 

13 樟葉   くずはいきいき広場 

14 津田   ふれあい広場津田運営委員会 

15 菅原   すがらんど運営委員会 

16 氷室   氷室こどもいきいき広場 

17 高陵   青少年育成指導委員会 

18 山之上   子どもいきいき広場事業運営委員会 

資料５ 
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19 牧野   みんなでつくる学校とれぶりんか 

20 交北   交北校区枚方子どもいきいき広場 

21 香陽   サタデー・あい 

23 招提   たけピーひろば 

24 中宮   中宮子どもいきいき広場実行委員会 

25 小倉   小倉小子どもいきいき広場 

26 樟葉南   南小いきいき広場 

27 磯島   いそっ子クラブ・H23 

28 蹉跎西   さだ西いきいき広場 

30 樟葉西   くずは西いきいき広場 

31 田口山   田口山校区枚方子どもいきいき広場 

32 西牧野   青少年を守る会 

33 川越   川越ふれあい運営委員会 

34 蹉跎東   いきいき蹉跎東 

35 桜丘北   桜丘北子どもいきいき広場運営委員会 

36 津田南   いきいきつなみプラザ 

37 樟葉北   くず北いきいき広場運営委員会 

38 船橋   船橋校区コミュニティ協議会地域部会 

39 菅原東   枚方子どもいきいき広場 

40 中宮北   中宮北校区枚方子どもいきいき広場運営委員会 

41 山田東   山田東小校区いきいき広場事業運営委員会 

42 藤阪   枚方こどもいきいきひろば ふじっこ 

43 平野   いきいき広場HIRANO 

44 長尾   長尾小学校PTA 

45 東香里   東香里小学校区コミュニティ協議会 

46 伊加賀   SAひらかた 

47 西長尾   西長尾小子どもいきいき広場 

 

●実施日時・活動内容等 

小学校休業日の土曜日に行い、具体的な実施日・時間は、実施団体が各小学校と調整して設定します。  

1 日の活動は概ね 2 時間以上を予定していますが、具体的な活動時間・内容などの詳細については、小

学校で配布されるプログラムをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

（平成２５年度実績） 

開催日や時間設定については各校区で地域の実状に応じた運営方法（年 12 日～48 日の間で、各地

域で回数や時間を設定）で実施しました。 

平成 25 年度は 45 小学校で開催され、児童は延べ 59,385 人、ボランティア等は延べ 17,065 人の

参加がありました。 
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子どもの安全見守り活動 

 

通学路等における登下校時の子どもの安全対策として、登下校時の通学路における立ち番やパトロー

ル等を行っています。枚方市では、校区コミュニティの方々を中心に、４５校区すべてで実施されてい

ます。 

 

学びのリーダーバンク 

 

【学びのリーダーバンクをご利用ください！】 

●学びのリーダーバンクとは 

学びのリーダーバンクでは、仕事や趣味で培ったさまざまな分野での豊富な知識、経験、優れた技術

や才能を持つ方に、それらを生かした講座を登録してもらい、その講座の講師（学びのリーダー）とし

て、何かを学びたい、はじめたいと思っているグループ等にご紹介いたします。 

 

●対象 

枚方市内の在住・在職・在学者のグループ・団体です。 

 

●申し込み方法 

学びのリーダー紹介依頼書に必要事項を記入し、生涯学習課へ持ってきていただくか郵送またはファ

クスでお申し込みください。 

※講師の都合によりご希望の日時に添えない場合がありますのでご了承ください。 

お申し込み後、希望する講師の連絡先をお伝えします。 

講座開催にあたり、講師（学びのリーダー）と受講者で打合せを行ない日程等の詳細が決まりまし

たら、受講者が生涯学習課へ日程等をお知らせください。 

※講座受講後に生涯学習課へ提出する利用報告書を送付いたします。 

 

●その他 

謝礼等が必要な講座もあります。各メニューの【費用等】を参考にしてください。 

会場の確保や当日の進行などは、受講者で行なってください。 

受講者は講座内容の詳細が決まれば、依頼状（依頼者名や団体名称、開催日時、場所、謝礼、その他

必要と思われる確認事項を記載）を作成し、講師（学びのリーダー）と講座の確認を行なってください。 

公序良俗に反する場合、政治・宗教または営利を目的とした催しを行うおそれがある場合などはご利

用できません。 

 

【学びのリーダーの登録について】 

学びのリーダーバンクでは、仕事や趣味で培ったさまざまな分野での豊富な知識、経験、優れた技術

や才能を持つ方に、それらを生かした講座を登録してもらい、その講座の講師（学びのリーダー）とし

て、何かを学びたい、はじめたいと思っているグループ等にご紹介いたします。「こんな特技を持ってい
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る」「学んだことを社会で生かしたい」という方は、ぜひ学びのリーダーバンクに登録してください。 

 

（リーダーバンクメニュー例） 

［芸術・文化］ 

 
【講 座 名】 

【講座内容】 
【費用等】 

【講師の資格や経験等】 

Ａ 

１ 

楽しいてん刻 ―自

分だけの印を作ろ

う!!― 

石の印材に印刃で主に名前の一文字を刻す。一時間程度で自分

だけの印が完成。小学５、６年から高齢者まで可。 
謝礼12,000円 

別途交通費、

材料費必要 読売書法会幹事等 

Ａ 

２ 
心を伝える絵手紙 

持ち寄られた花や静物などを、各人の個性に沿った描き方で判

りやすく楽しくアドバイスをします。 謝礼 5,000円 

御殿山生涯学習美術センター等で 6年教室を開催 

Ａ 

３ 

あなたらしく水彩ペ

ン画 

御希望の題材の写真と描き方を解りやすく説明したプリントを

用意し、各人の個性に沿った描き方でアドバイスします。 謝礼 5,000円 

御殿山、菅原生涯学習市民センター等で６年教室を開催 

Ａ 

４ 

これで良いんだ油絵

教室 

絵は楽しくなければ続けられません。持ち寄った写真や用意し

た資料を各人の個性に沿った描き方でアドバイスします 
謝礼 5,000円 

御殿山、津田生涯学習センターで教室を開催。守口を中心に 30

年に渡りグループ展「輪」代表 

Ａ 

５ 

絵画一般、基礎から応

用、デザイン、レタリ

ング、創作文字 

絵画一般（基礎、デッサン、鉛筆デッサン、水彩、絵手紙、ハ

ガキ絵、スケッチ、デザイン、レタリング、創作文字） 
謝礼 5,000～

12,000円 

別途交通費、

材料費必要 
京都市立芸術大学卒、広告代理店企画制作局にてデザイナー経

験有 

Ａ 

６ 
和紙ちぎり絵 

伝統ある和紙をちぎり、四季折々の風景、花、静物などを色紙

に貼って作品を制作します。 

謝礼 5,000 円

※相談可 

別途交通費、

材料費必要 和紙ちぎり絵認定講師 

Ａ 

７ 
型染め 

図柄に切り取った型に色をぬりこむ型染めです。ステンシルの

基になったといわれています。多数の型を用意しています。T

シャツや袋物、ポチ袋や葉書、いろんな物に好きな柄を塗って

みませんか。 

謝礼 6,000円 

別途交通費必

要 

Ａ 

８ 

枚方市芸能団体協議

会の会員がご指導い

たします 

舞踊、長唄、三味線、ダンス、大正琴、フラダンス、太極拳、

花架挙、フラメンコ、バレエなど枚方市芸能団体協議会の会員

がいろんな分野を指導します。 なし 

古典舞踊の免許、日本万国博より感謝状、長唄協会員、民謡舞

踊・新舞踊の免許、大阪府文化団より表彰状など 

Ａ 

９ 
日本舞踊（創作舞踊） 

初心者、児童からシニアまで幅広く講習します。好きな曲で振

り付けもします。 
交通費必要 

日本舞踊友舞流家元で 20年、毎年舞台公演、地域への踊りを通

して貢献（芸歴 50年） 

Ａ 

10 

絵手紙・パステル画・

色鉛筆でのお絵描き 

さし絵、絵手紙を。簡単なデッサンから美しい絵を描きましょ

う。 謝礼10,000円 

画材購入時に

実費必要 現在、教室での楽しい一時を、パステル・色鉛筆でお花・お人

形 etcを描いてもらっています。 

その他「教養・語学」「家庭生活」「社会生活」「趣味・娯楽」「コンピュータ」のジャンルがあります。 
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なんでも、どこでも出前塾 

【なんでも、どこでも出前塾とは？】 

 職員が市民のみなさんのところに出向いて、市政のことなどをお話しする「職員による出前講座」と、

仕事や趣味で培った豊富な知識・経験をもつ市民の方が登録した「学びのリーダーバンク」を、学びた

い市民グループの皆さんにご活用いただく制度です。是非ご利用ください。 

 

【職員による出前講座】 

●内容 

希望の講座をメニューの中からお選びください。担当課の職員が直接出向いてお話します。 

（出前講座メニュー例） 

［緊急・災害］ 

 
   

 
担当課 

1 
みんなで力をあわせて安全・安

心まちづくり（防犯編） 

ひったくり等の発生状況や被害にあわないための注

意事項を説明します。 

危機管理室 2 
みんなで力をあわせて安全・安

心まちづくり（防災編） 

自然災害のしくみや災害に対する心構えについて説

明します。 

3 枚方市国民保護計画について 
国民保護法に基づき策定された枚方市国民保護計画

の概要について説明します。 

4 

知って得する！インターネット

を利用した防災情報の収集につ

いて 

災害発生時に、インターネットを利用した情報収集、

情報発信の活用事例と災害時に提供される情報サー

ビス等を紹介します。 

情報推進課 

5 
住まいの耐震化の補助制度につ

いて 

枚方市が実施している耐震診断補助制度と木造住宅

の耐震改修・住宅の除却補助制度について説明しま

す。 

建築安全課 

 その他、「届出」「子育て・学び・スポーツ」「健康・福祉・医療」「歴史・文化」「環境・くらし・産業」

「行政」「税金」「その他」のジャンルがあります。 

 

●対象 

 原則 10 人以上のグループ・団体（市内在住・在職・在学者）  

 

●時間と場所 

 ＊開催時間 

  原則平日の午前 10 時から午後 9 時までで、2 時間以内とします。 

 ＊開催場所 

  枚方市内の会場（個人宅は除く）に限ります。会場の確保は、受講するグループ・団体でお願いし

ます。会場の使用料は受講されるグループ・団体の負担になります。ただし、生涯学習市民センター

を利用される場合につきましては、使用料は全額減免になります（生涯学習市民センターの窓口で減

免の手続きが必要です）。   

 

●講師料・交通費等 

無料です。ただし、講座に必要な資料・材料等の実費経費をいただく場合があります。  
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生きがい創造学園 

高齢者が自ら「チャレンジ精神」をもって学びたいことを学び、より豊かな生きがいのある暮らしづ

くりを応援します。 

【対象】 

６０歳以上（年度中に６０歳を迎える方を含む）の枚方市民で、学習意欲のある方 

 

【参加費】 

２，０００円 （このほか、講座により材料費等の負担がある場合があります。）  

 『水泳教室』のみ ３，０００円 

 

【平成２６年度 開講講座】 

＜通常講座 （各講座全１５回）＞開講期間：平成２６年５月～平成２７年２月 

 
内  容 

 初級パソコン講座 

Ａコース Ａ・Ｂ コースの講座内容は同じ。 

初心者対象。 Windoｗsの基本操作やマウス操作から学び、キーボード入力、文書入力、

インターネットの基本操作、年賀状・名刺作成などの習得を目ざします。  初級パソコン講座 

Ｂコース 

 中級パソコン講座 

Ａコース  Ａ・Ｂ コースの講座内容は同じ。文字入力など Wordの基本操作ができる方を対象。 

文書作成、飾り文字やイラストを使ったチラシづくり、年賀状の作成、 Excelによる

表・グラフ作成などの習得を目ざします。  中級パソコン講座 

Ｂコース 

 写真入門 
写真を上手に撮る方法をわかりやすく解説。講義と屋外での撮影実習で撮影の基本を

学ぼう。            

 英会話入門 外国人講師に、やさしい日常の英会話を楽しく学ぼう。 

 水彩画入門 基本的な画法から、立体感・質量の表現、静物、風景を描く表現を学ぼう。 

 絵手紙入門 絵手紙で人生の輪をひろげよう。絵を描いたことがなくても気軽にチャレンジしよう。 

 編物手芸教室 かぎ針編や棒針編で作品を作り、楽しみましょう。初心者向けコースです。 

 書道入門 楷書・行書・草書・実用書の実践練習。細字・手紙文・年賀状などの作品づくり。 

 料理教室 ふれ合いクッキング。おいしい、簡単、和みの料理を楽しく学ぼう。 

 歴史への誘い 
枚方の歴史や史跡、北河内地域の文化財など、現地見学を通して学ぼう。現地見学で

は、長時間歩くことがあります。 

「おくのほそ道」を読む 芭蕉が旅で見つめた人生観や自然観、俳諧への姿勢を楽しく学び合いましょう。 

 俳句入門 初心者のための俳句入門。句会や吟行を楽しもう。 

 園芸入門 土づくり・種まきなど園芸の基礎から学び、四季の草花と緑を楽しもう。 

 コーラス 
懐かしい日本・世界の名歌や愛唱歌を皆と一緒に楽しく歌ってハモって心身のリフレ

ッシュ！ 

 健康と暮らしのガイド 
高齢者に必要な病気の知識や予防、暮らしに役立つ知識（エコ･消費生活･福祉制度等）

を学ぼう。現地見学もあります。 

 心と体の元気アップ

体操 

心ウキウキ体を楽しく動かそう。脳刺激にちょっといいかも。いつまでもいきいきと！

Let's try！ 

ウクレレを奏でよう 初心者でも弾けるラブリーな楽器で音色を楽しもう ! 
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＜短期講座（全１５回）＞開講期間：平成２６年５月～１０月 

講座名 内  容 

 水泳教室 初心者対象。背泳ぎ・クロールなど無理なく水泳を楽しもう。 

 

＜総合講座＞ 

５月、１０月、２月に枚方市市民会館大ホールで開催します。 

内容や日時については、「広報ひらかた」等でお知らせします。 

※総合講座は、通常講座・短期講座を受講していない方もご参加いただけます。（参加費無料） 

 

 

ひらかた市民大学 （市内６大学との連携による講座） 

 

【学園都市ひらかた推進協議会について】 

枚方市内には、６つの大学（※）が所在し、約１万 9000 人の学生が通い、学んでいます。 

 ６大学では、歯学や医学、薬学、看護学、外国語、経営情報学、工学など専門分野に秀でた個性豊か

な教育・研究活動が展開されており、本市は、「大学のまち」という性格を有しています。 

 このような特色ある大学の存在や、活力ある学生の存在は、「まちの財産」であると考え、大学・市民・

行政のより一層の連携を図り、各大学が持つ専門的な知識・情報や、学生の活力を、様々な分野におけ

る市の取り組みや、まちづくりに活かすため、平成 11 年度に、６大学と市が、「学園都市ひらかた推進

協議会」を設立し、活動を行っています。 

    ※ 大阪歯科大学・関西医科大学・関西外国語大学・摂南大学・大阪国際大学・大阪工業大学 

 

【ひらかた市民大学 （市内６大学との連携による講座）】 

 「ひらかた市民大学」は、特色ある枚方市内 6 大学の専門的な知識・情報を学習することのできる講

座を市民の皆さんに提供し、多様化・高度化する学習意欲に応え、生涯学習の推進と生きがいの増進を

図ることを目的として開催します。 

 

●ひらかた市民大学２０１４ 

 平成 26 年 10 月 11 日（土曜日）の関西外国語大学を最初に、大阪国際大学、大阪工業大学、大阪歯科

大学、摂南大学、関西医科大学の順に開催し、２９８名の市民が受講されました。  

 

 ＜関西外国語大学編＞ 

テーマ   成るか、世界遺産登録！ミクロネシアの巨石建造遺跡  

日時    10 月 11 日（土曜日）14 時 00 分から 15 時 30 分まで 

講師    関西外国語大学国際言語学部教授・片岡修さん 

会場    関西外国語大学 中宮キャンパス 6412 教室 [ICC ４階]  

受講者数 43 名 
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＜大阪国際大学編＞ 

テーマ  あなたは上手に＜助けて＞を言えていますか？～援助要請の心理学～ 

日時    10 月 25 日（土曜日）13 時 00 分から 14 時 30 分まで 

講師    大阪国際大学学生総合支援部学生相談室講師・木村真人さん 

会場    大阪国際大学 枚方キャンパス 

受講者数 38 名 

 

＜大阪工業大学編＞ 

テーマ   親子で体験！楽しく学べる「みらいの教室」 

日時    11 月 3 日（祝日）11 時 00 分から 12 時 30 分まで 

講師    大阪工業大学情報科学部准教授・矢野浩二朗さん 

会場    大阪工業大学 枚方キャンパス 1401 教室［１号館４階］ 

受講者数 26 名（13 組 ※対象は小学生 1～3 年生とその保護者） 

 

＜大阪歯科大学編＞ 

テーマ   「お口は元気の源です！」～介護予防のためのマネジメント～ 

日時    11 月 15 日（土曜日）10 時 00 分から 11 時 30 分まで 

講師    大阪歯科大学高齢者歯科学講座准教授・高橋一也さん 

会場    大阪歯科大学 楠葉学舎 大学院講義室 

受講者数 48 名 

 

＜摂南大学編＞ 

テーマ  在宅高齢者の生活を支えるケア Part3 -体験してみよう!在宅介護- 食と褥瘡との関連 

日時  12 月 6 日（土曜日）13 時 00 分から 15 時 30 分まで 

講師  摂南大学看護学部准教授・石橋文枝さん、助教・阪上由美さん、助教・山本十三代さん 

会場  摂南大学 枚方キャンパス ７号館１階「老年・精神・在宅看護学実習室」 

受講者数 31 名 

 

＜関西医科大学編＞ 

テーマ  認知症の予防とライフスタイル 脳の健康チェック（ファイブ・コグ）とダンス「いっしょに

踊ろう」の体験 

日時  12 月 13 日（土曜日）14 時 00 分から 15 時 30 分まで 

講師  関西医科大学公衆衛生学講座講師・三宅眞理さん 

会場  関西医科大学 附属枚方病院 13 階 講堂 

受講者数 112 名 

 

 


