
平成３０年度 山王地区公民館実施事業

青少年教育事業
１ ＢＯＵＳＡＩ ＣＡＭＰ
（防災キャンプ）

開催日時：７月２５日（水）１０：００～１７：００
対 象：小学生４年生～６年生
参加者数：１０名
事業内容：防災の知識を学び、実際に体験して身に

つけるデイキャンプを行いました。

２ 親子小学生硬式テニス体験教室

開催日時：７月２６日（木） １０：００～１１：３０
対 象：小学生とその保護者
参加者数：１０組１９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 モザイクでコースターを作ろう

開催日時：７月３１日（火）１０：００～１２：００
対 象：小学生とその保護者
参加者数：１９組３８名
事業内容：モザイク壁画の素材の一つである「イタリア

製ガラスタイル」を用いたコースターづくり
を行いました。

４ オボン（お盆）～山王の怪談２～

開催日時：８月３日（金）１９：００～２１：００
対 象：放課後子ども教室に参加している親子
参加者数：１９組４６名
事業内容：お盆について学び、肝試し体験を行い、日

本の文化や季節の行事を学びました。



平成３０年度 山王地区公民館実施事業

青少年教育事業
５ 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２４日（金）１０：００～１２：００
対 象：小学生
参加者数：１０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。

６ 子どもコマ大戦山王地区公民館場所

開催日時：９月１日（土）９：３０～１２：００
対 象：小学生とその保護者
参加者数：２４組４８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。

７ ハロウィンパーティー

開催日時：１０月２７日（土）１０：００～１２：００
対 象：小学生
参加者数：１３名
事業内容：近年盛んになってきたハロウィンについて

学び、オバケの飾りを作って、仮装して
トリック・オア・トリート体験を行いました。

８ 福興しだるま絵付け（創作だるまを作ろう！）

開催日時：１２月１５日（土）１０：００～１２：００
対 象：小学生とその保護者
参加者数：２２組４４名
事業内容：福島（白河）産の白ダルマに伝統的なだるま

の意匠か、オリジナルの絵柄を描き、ダルマ
を作る体験をしました。



平成３０年度 山王地区公民館実施事業

青少年教育事業
９ 冬休み書道教室

開催日時：１２月２７日（木）９：３０～１１：３０
対 象：小学生
参加者数：１０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。

１０ にじいろワークショップ
～絵本を読んでみよう！お団子だよ全員集合！～

開催日時：１月２６日（土）１０：００～１２：００
対 象：小学生３年生以上
参加者数：１３名

事業内容：ミニボイストレーニング等を行い絵本
の朗読劇を練習し、発表を行いました。

１１ Ｓｗｅｅｔｓ Ｓｃｈｏｏｌ
ハッピーバレンタインデー

開催日時：２月２日（土）１３：３０～１５：３０
対 象：中学生
参加者数：９名
事業内容：職場体験で当公民館へ来た中学生が企画

を行ったイベントです。
中学生のためのバレンタインチョコレートお
菓子作り教室を開催しました。

１２ 小学生親子料理教室
～宮城の食材を感じて～

開催日時：２月９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：地産地消をテーマに宮城（多賀城）の
食材を使用した料理を学びました。



平成３０年度 山王地区公民館実施事業

成人教育事業

１ 桜と歴史とお団子と！
「はじめての多賀城跡お花見さんぽ」

開催日時：４月１２日（木）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：９名
事業内容：賀城跡周辺の史跡めぐり及びその説明、

多賀城跡周辺の桜の案内を受けながら
散歩をし、春を満喫しました。

２ ～想像を膨らませて～和菓子作り体験教室

開催日時：５月１０日（木）１４：００～１５：３０
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：和菓子作りを体験しました。イメージを膨ら

ませ、素敵な和菓子を作り上げました。

３ 日本一長い!?料理教室

開催日時：第１回目５月１９日（土）１４：００～１６：００
第２回目６月２日（土）９：４５～１２：００
第３回目８月４日（土）９：３０～１２：００

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１５名

第２回目１６名
第３回目１６名

事業内容：野菜を植え、陶芸で器を作りました。
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。



平成３０年度 山王地区公民館実施事業

成人教育事業

４ �ािद�（スワディシュト）インド料理教室

開催日時：６月２３日（土）１０：３０～１３：３０
対 象：多賀城市内在住及び通勤通学の方
参加者数：２８名
事業内容：香辛料を使った本場のインド料理（夏野菜

を使ったひよこ豆のカレー）を作りました。

５ 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９月２３日（日）１２：３０～１４：００
第２回目１０月７日（日）１２：００～１３：３０
第３回目１０月２１日（日）１２：００～１３：３０
第４回目１１月１１日（日）１２：００～１３：３０
第５回目１１月２５日（日）１１：３０～１４：００

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６７名

第２回目５３名
第３回目６１名
第４回目５８名
第５回目６８名
ミニコンサート来場者８８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、ミニコンサートを開催しまし
た。



平成３０年度 山王地区公民館実施事業

成人教育事業

６ 干支を飾ろう。
Ｗｏｒｋ！！Ｗｏｒｋ！！編み物教室

開催日時：第１回目１１月２２日（木）１０：００～１２：００
第２回目１１月２９日（木）１０：００～１２：００
第３回目１２月６日（木）１０：００～１２：００
第１回目１２月１３日（木）１０：００～１２：００
第１回目１２月２０日（木）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：第１回目１０名

第２回目８名
第３回目１０名
第４回目８名
第５回目１０名

事業内容：素敵なあみぐるみ・ニット作家による
編み物教室です。
干支である猪の飾りを作りました。

７ 歴史講座
「仙台藩における武士の暮らしについて」

開催日時１１月３０日（金）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：１７名
事業内容：仙台藩における武士の暮らしについてを

テーマにした歴史講座を実施しました。



平成３０年度 山王地区公民館実施事業

成人教育事業

８ 火の用心！！
～防火を学んで落ち葉で焼きいもを作ろう！！～

開催日時：１月２６日（土）１４：３０～１６：００
対 象：多賀城市内在住及び通勤通学の方
参加者数：２３名
事業内容：まきや落ち葉でたき火を行い、芋を

焼きました。
芋を焼いている間に、消防署の方から
防火のお話を聞き、火の取り扱いを学び
ました。

９ UtaOH！！ワークショップ

開催日時３月３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：１８名
事業内容：気軽に合唱に触れることができるよう、

ハーモニーを体験できるよう、歌を歌う
ワークショップを開催しました。



平成３０年度 山王地区公民館実施事業

高齢者教育事業

１ 山王大学前期講座 第１回目講座
脳トレ！筋トレ！スクエアステップ

開催日時：５月２３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：３６名
事業内容：認知機能（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体験し
ました。

２ 山王大学前期講座 第２回目講座
続・不思議の国の歌舞伎

開催日時：６月１５日（金）１３：３０～１５：００
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：日本が世界に誇る伝統芸能、歌舞伎。

歌舞伎という未知の世界をいわば「異
文化」として理解してみようという「超」
初心者向けの入門講座を昨年度に引き
続き、開催しました。

３ 山王大学前期講座 第３回目講座
薬の正しい飲み方について

開催日時：７月１１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：３２名
事業内容：お薬は正しく飲んでこそ効果があるとい

うことから、お薬の飲み方を薬剤師の方
から学びました。



平成３０年度 山王地区公民館実施事業

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｢庄司恵子のヘラヘラトーク パートⅣ｣

開催日時：９月２２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：２７名
事業内容：民謡歌手の庄司恵子さんによる

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
塩竈神社の歴史

開催日時：１０月１１日（木） １０：００～１１：３０
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：多賀城とも関係の深い塩竈神社の歴史

について学びました。

６ 山王大学前期講座 第２回目講座
音楽で脳活ＰＡＲＴ．Ⅲ

開催日時：１１月１３日（火）１０：３０～１１：３０
対 象：多賀城市内在住の６０歳以上の方
参加者数：２８名
事業内容：音楽を使って脳活を行いました。

楽しく頭のトレーニングをしました。



平成３０年度 山王地区公民館実施事業

高齢者教育事業

７ 山王大学前期講座 第３回目講座
口と体のフレイル予防 ＝活力あふれる元気人目指して＝

開催日時：１２月１１日（火）１３：３０～１５：００
対 象：多賀城市内在住の６０歳以上の方
参加者数：２０名
事業内容：老化に負けず活力あふれる元気な人を

目指し、フレイル予防について学びまし
た。

その他の事業

山王地区公民館クリスマスコンサート

開催日時：１２月２３日（日）１３：３０～１５：００
対 象：どなたでも
来場者数：２１０名
事業内容：地元で活躍している多賀城吹奏楽団、

第二中学校吹奏楽部、山王小ほなみ
合唱団が出演してクリスマスコンサート
を開催しました。また、第二中学校美術
部の作品展示も併せて行いました。


