
平成３１年度 山王地区公民館実施事業

青少年教育事業
１ 子どもコマ大戦山王地区公民館場所

開催日時：６月１日（土）１０：００～１２：３０
対 象：小学生
参加者数：２４名
事業内容：金属加工の話しを聞き、金属ﾊﾟｰﾂを組み

立てて手びねりのコマを作り、対戦しました。

２ 親子小学生硬式テニス体験教室

開催日時：７月２０日（土） １０：００～１１：３０
対 象：小学生とその保護者
参加者数：９組２０名
事業内容：小学生の親子を対象に、

硬式テニスの体験教室を開催しました。

３ ＢＯＵＳＡＩ ＣＡＭＰ（防災キャンプ）

開催日時：７月２５日（木）１４：００～２６日（金）１１：２０
対 象：小学４～６年生
参加者数：１４名
事業内容：公民館に宿泊しながら、体験活動を通して

防災について学びました。

４ ソニー・サイエンスプログラム
～手づくり電池実験ワークショップ～

開催日時：８月７日（水）１０：００～１２：００
対 象：小学生
参加者数：１５名
事業内容：地元企業に協力してもらい、バケツ電池実験

やオリジナル乾電池を作る体験などを行い
ました。



平成３１年度 山王地区公民館実施事業

青少年教育事業
５ サンノウスイッチ

開催日時：８月８日（木）１０：００～１６：００
対 象：小学生
参加者数：１６名
事業内容：ピタゴラ装置を作り、撮影して動画を

インターネットに投稿し、考える力、協力する
ことを学びました。

６ 夜のわくわく広場～夏を学ぼう～

開催日時：８月１１日（日）１７：３０～２０：００
対 象：放課後こども教室に参加している親子
参加者数：１２組２９名
事業内容：熱中症についてなどを学び、肝試しを行い

ました。

７ 死者の日＆ハロウィンパーティー

開催日時：１０月２６日（土）１０：００～１２：００
対 象：小学生
参加者数：１５名
事業内容：ハロウィンと死者の日について学び、お面

づくりやピニャータ体験、トリック・オア・ト
リート体験等を行いました。

８ 冬休み書道教室

開催日時：１２月２４日（火）１０：００～１２：００
対 象：小学生
参加者数：１６名
事業内容：小学校の書き初め展テーマに合わせた書道

教室を行いました。



平成３１年度 山王地区公民館実施事業

青少年教育事業
９ 小学生親子料理教室～宮城の郷土料理～

開催日時：２月８日（土）１０：００～１３：００
対 象：小学生とその保護者
参加者数：１０組２０名
事業内容：宮城の郷土料理であるはっと汁と小豆ばっ

とをつくり、地元宮城のことについて学びまし
た。

成人教育事業

１ 今年も日本一長い!?料理教室

開催日時：第１回目５月１８日（土）１０：００～１２：００
第２回目６月８日（土）９：４５～１２：００
第３回目７月６日（土）９：００～１３：００
第４回目８月３日（土）９：３０～１３：００

対 象：多賀城市内在住及び通勤通学の方
参加者数：第１回目１１名

第２回目１４名
第３回目１５名
第４回目１３名

事業内容：野菜を植え、陶芸で器を作り、木のスプーンを作りました。
そして自分で作った野菜で料理を学び作った器にもっていただきました。

２ ヴィーガン風お菓子づくり教室

開催日時：５月２５日（土）１０：００～１３：００
対 象：多賀城市内在住及び通勤通学の方
参加者数：１２名

事業内容：ヴィーガン（動物性食品を使用しない
で作られたもの）風のお菓子作りを学びました。
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成人教育事業
３ UtaOH！！ワークショップ 夏ver

開催日時：８月４日（日）１０：００～１２：００
対 象：多賀城市内在住及び通勤通学の方
参加者数：９名
事業内容：初心者も気軽に参加できる合唱ワーク

ショップを行い、ハーモニーの楽しさを
体験しました。

５ 山王歴史講座「ブラサンノウ」

開催日時：９月１４日（土）１０：００～１２：００
対 象：多賀城市内在住及び通勤通学の方
参加者数：１０名

事業内容：山王地区公民館周辺にある南宮神社や
日吉神社等を専門家による解説を聞きな
がら巡りました。

４ みやぎ心の復興 ゴスペル・ワークショップ

主 催：（公財）宮城県文化振興財団
仙台ゴスペル・フェスティバル実行委員会
多賀城市山王地区公民館

開催日時：第１回目８月２４日（土）１０：３０～１２：００
第２回目９月７日（土）１０：３０～１２：００
第３回目９月２１日（土）１０：３０～１２：００
第４回目９月２９日（日）１０：３０～１２：００
第５回目１０月２０日（日）１０：３０～１２：００
第６回目１１月９日（土）仙台ゴスペル・フェスティバル フィナーレステージ

対 象：ゴスペルに関心のある方はどなたでも
参加者数：第１回目５５名、第２回目４６名、第３回目３７名、第４回目４０名、第５回目３９名

第６回（仙台ゴスペル・フェスティバル）３５名
事業内容：シンガーソングライター・ゴスペルアーティストのジョン・ルーカスさんを講師

として、体を動かしながら歌を歌うワークショップを行いました。
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成人教育事業

６ 苔玉作り教室

開催日時：１１月１６日（土）１０：００～１２：００
対 象：多賀城市内在住及び通勤通学の方
参加者数：２０名

事業内容：苔玉に木の実や種を入れて、春になったら
芽が出るかもしれない！？と、わくわくする苔玉と小さな
テラリウムを作りました。

７ SANNOU BOOK CAMP

開催日時１１月２日（土）１１：００～１５：００
対 象：どなたでも
参加者数：３８名
事業内容：公民館の外、秋空の下本を読んだり、

「本を利用したボードゲーム（カードゲーム）」のワーク
ショップや「本に関するパフォーマンス」などを開催し
ました。

８ 冬を楽しもう～凧あげと焼いも～

開催日時１月２５日（土）１３：３０～１５：３０
対 象：多賀城市内在住及び通勤通学の方
参加者数：１８名

事業内容：日本の冬の風物詩である焚火での焼き芋、
凧あげを体験しました。
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高齢者教育事業

１ 山王大学前期講座 第１回目講座
はじめてのマインドフルネス瞑想

開催日時：５月１４日（火）１０：００～１１：３０
対 象：多賀城市内在住の６０歳以上の方
参加者数：２２名
事業内容：ストレス軽減や集中力向上に効果的な
マインドフルネスを体験しました。

２ 山王大学前期講座 第２回目講座
サポートを学ぼう
「外出先で支援が必要な人に出会ったら。。。」

開催日時：６月２０日（木）１０：００～１２：００
対 象：多賀城市内在住の６０歳以上の方
参加者数：２４名
事業内容：意外と知らない車いすや杖の正しい

使い方、サポートの仕方を学びました。

３ 山王大学前期講座 第３回目講座
音楽で脳活ＰＡＲＴ．Ⅳ

開催日時：７月１２日（金）１０：００～１１：３０
対 象：多賀城市内在住の６０歳以上の方
参加者数：１９名
事業内容：音楽を使った脳トレを体験しました。
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高齢者教育事業

４ 山王大学前期講座 第４回目講座
一般開放講座｢庄司恵子・たらさわかすみのヘラヘラトーク パートⅤ｣

開催日時：９月２１日（土）１３：３０～１５：００
対 象：多賀城市内在住の６０歳以上の方
参加者数：３２名
事業内容：民謡歌手の庄司恵子さん、たらさわかすみさんによるおもしろトークショーを

開催しました。

５ 山王大学後期講座 第１回目講座
気象情報と災害～知ることで備える～

開催日時：１０月１６日（水） １０：３０～１２：００
対 象：多賀城市内在住の６０歳以上の方
参加者数：２３名
事業内容：お天気のプロから気象情報と災害

についてのお話を聞きました。

６ 山王大学後期講座 第２回目講座
ネコの文学誌～古典文学篇～

開催日時：１１月１３日（水）１０：００～１１：３０
対 象：多賀城市内在住の６０歳以上の方
参加者数：１５名
事業内容：近年大人気のネコ。古典文学にも

ネコが登場する作品がいっぱいです。
文学を通していろんなネコに触れ合って
みました。
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高齢者教育事業

７ 山王大学後期講座 第３回目講座
脳トレ！筋トレ！スクエアステップ体験

開催日時：２月１９日（水）１０：００～１１：３０
対 象：多賀城市内在住の６０歳以上の方
参加者数：１２名
事業内容：脳と体を同時にトレーニングしました。

８ 脳トレ！筋トレ！スクエアステップ

開催日時：第１回目 ５月２８日（火）１０：００～１１：３０
第２回目 ６月１１日（火）１０：００～１１：３０
第３回目 ６月２５日（火）１０：００～１１：３０
第４回目 ７月９日（火）１０：００～１１：３０
第５回目 ７月２３日（火）１０：００～１１：３０
第６回目 ８月６日（火）１０：００～１１：３０

対 象：多賀城市内在住の６０歳以上の方
参加者数：第１回目１５名

第２回目１７名
第３回目１４名
第４回目１４名
第５回目１２名
第６回目１０名

事業内容：認知機能向上（脳トレ）と体力づくり（筋トレ）を同時にできる
エクササイズを行いました。
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その他の事業

山王クリスマスミュージックアートフェスティバル

開催日時：１２月８日（日）１０：３０～１５：００
対 象：どなたでも
来場者数：３５９名
事業内容：音楽等に関するワークショップや

ミニコンサートを実施し、フィナーレ
（メインコンサート）としてクリスマス
コンサートを行いました。


