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１ はじめに

平成２５年１月の「第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」では、公民館等が

中心となった学びを通じた地域コミュニティの形成を進める必要があると論じている。これは、公民

館が協働の拠点となり、地域を繋げるコーディネーターとしての役割を担うことが期待されていると

解釈できる。

公民館には 「つどう 「まなぶ 「つなぐ（むすぶ 」という全国共通の一連の機能がある。、 」 」 ）

１「つどう」集会と活用・・・・地域に根ざす事業、基本的な役割り

２「まなぶ」学習と創造・・・・生活文化を高める事業、中核的な役割り

３「つなぐ」総合と調整・・・・地域連帯を強める事業、究極的な役割り

竜王町公民館としても、講座を通して住民同士がつながり、住民自身が自主的・自発的に学ぶサー

クルを設立し、自主活動やグループにより学習活動が一層発展していくように仕組んでいる。

さらに、趣味や教養という自らの「学び」のために集い、つながる状態から、自分たちの学んだ成

果を地域への還元を図れるよう工夫している。

そのことを通して、町民一人ひとりが輝く「交竜の郷」をめざしていきたい。

２ 竜王町の概要

滋賀県竜王町は、琵琶湖の南部に拓ける湖東平野の中央に位置している。基幹産業は農業で、良質

の「近江米」を産出しているおり、また果樹の栽培も盛んで年間を通して旬の味覚を楽しむことがで

きる。さらに 「近江牛」の故郷として全国的なブランドへと発展している。、

歴史的には渡来文化伝承の地としても知られ、名残の地名（鏡、弓削、須恵、薬師、綾戸など）も

存在している。また、本町の北部を通過する中山道（現：国道８号）は、古くから東国と京の都を結

ぶ屈指の街道としてあまたの武将や旅人が往来してきた。

工業面においては、南部丘陵地に大手自動車工場が立地し、県下最大の工場として町の活力源とな

っている。また、名神高速道路竜王ＩＣ近くには年間４００万人が訪れる大型商業施設もあり、農、

工、商がバランス良くそろった町である。

人口は約１２,３００人、世帯数約４,２００である。

３ 公民館職員組織

館長 １（嘱託）

係長 １（正規職員）

主事 １（正規職員）

臨時職員 １（公民館事務、学校体育施設等貸館業務等）

臨時職員 １（学校応援団総括マネージャー）

非常勤職員 １（青少年育成推進員）

４ 公民館管理運営について

①施設の管理運営

＊休 館 日 １２月２９日から翌年１月３日のみ。その他は、通常開館。

＊開館時間 ８：３０～２２：００
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②施設の使用料

＊利用区分は１時間単位

＊使用料１時間当 １５０円と２００円 ホールは、８２０円

＊町内６５歳以上、障害者は、使用料金の１／２の金額

＊町内１８歳以下は、無料。→子ども支援

＊２階のまちづくり共有スペースは、無料。

５ 竜王町公民館沿革

＊昭和５０年（１９７５年）３月２２日開館

＊今年で４１年目

＊平成２３年（２０１１年）リニューアルオープン

６ 公民館の事業活動

１）ふるさと文化振興事業（竜王町文化協会と連携）

①文月発表会（H27.7/18） ［H28.7/16］ のべ１，２００人

②文化祭（H27.10/31～11/3） 【町民運動会と隔年開催】

文化きらめきフェア ［H28.11/3～6］ のべ２，０００人

③竜王いろはカルタ大会（H28.1/17 ・・・源平合戦（3人1組・・・16組（48人））

個人戦・・・26人 人数合計７４人

２）地域子ども教室推進事業

①竜王キッズクラブ【平成２８年度】

小学生対象：土曜日を中心に開催

和太鼓クラブ 料理クラブ チャレンジクラブ

宇宙科学クラブ 絵画クラブ 書道クラブ 計 ７５人

キッズフェスティバル開催［H29.3/11］

②吹奏楽教室【平成２８年度】

小学生対象：毎週土曜日 １６人

各種フェスティバル等出演

③夏休み・冬休み・春休み学力アップ教室（小学生 【平成２８年度】）

○夏休み １２日間 のべ２，８９７人

内容：自主勉強室、読書教室、絵画教室、書道教室、歴史体験教室、工作教室など

○冬休み ４日間 H27年度のべ ５５０人

内容：自主勉強室・いろはカルタ練習、書道教室、将棋教室、工作教室など

○春休み ４日間 H27年度のべ ４５８人

内容：自主勉強室・読書教室、将棋教室、工作教室など
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３）学校支援地域本部事業

幼・小・中への支援

支援内容 ････ 家庭科授業、理科授業、託児、行事支援など

平成２７年度 実質活動者数 １１４人

活動のべ人数 ９９５人

開設当初（H22年度～）からの登録者数 ４５６人

（現在活動されていない方も含む ）。

４）公民館教室・講座開設事業【平成２８年度】

①ドラゴンカレッジ

●講 座（年間１０回～２０回）

木彫り講座 わら工芸講座 おり紙講座

花むすび講座 切り絵講座 観光ボランティアガイド養成講座

●教 室（年間５回程度）

園芸教室（５回） つまみ絵教室（６回）

②日本漢字能力検定協会「漢字能力検定 （年３回)」

③青年学級

演劇コース、人形劇コース （各１０回）

５）交竜フロア作品展示事業

１ヶ月で展示内容入れ替え

８月ちぎり絵展 ９月手芸作品展（編み物） １０月アクリル絵画展

６ 小学生を対象に学習の定着をはかり、さらに趣味活動により活躍の場を提供する

◇学力アップ教室

学校との連携を深める中で、小学校の長期休業期間を利用して 「学力アップ教室」を開講し、、

児童の学習習慣の定着化を図り、学力向上の一助としている。

午前の２時間程度は、小学生に自習を主とする教室を提供すると共に、指導員を配置し主に長期

休暇中の課題学習について質問教室（学習補助）を実施している。

午後の２時間程度は、個々の興味関心に応じて参加できる各種教室を開設し、技能を伸ばすこと

を目的としている。

、 、 、 、 、 、平成２８年度夏の各種教室は絵画教室 書道教室 天体教室 工作教室 英会話教室 合唱教室

漢字教室、フラワーアレンジメント教室、自由研究教室、将棋教室、読書教室、歴史体験教室

計１２教室であった。

開室日は夏休み期間中は１２日間、冬休み・春休み期間中は４日間としている。

この教室の目的は、前述したように

①学習習慣の定着化を図り、学力向上の一助とする。

②各種講座を開設し、技能を伸ばす。そのことが自尊感情(自己肯定感)の向上につながる。
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その他に

③子育て支援として・・・・

保護者が平日働きに行っている間、子ども達はいわゆる大人の目が届かない状況で放置される

時間となる。子どもが自主的・計画的に対応できればよいが、できない場合やはり行政としても

対応を考える必要がある。

学習塾のサマースクール等に参加していない子、学童保育に行っていない子、スポーツ少年団

等に参加していない子達を公民館で受け入れている 保護者には大変喜ばれている人気の講座(教。

室)であり短期間で定員に達する。

④省エネ対策として・・・

、 。 。子ども達が家庭にいる場合 エアコンが稼働する 今年の自主学習室は約２００名が参加した

つまり相当数のエアコンが止まることになる。

７ 学校支援地域本部を公民館に設置、そしてシニア世代にターゲット

「学校支援地域本部事業」は、文部科学省が推進している事業で、学校（幼小中）が必要とする活

動について 地域の方々をボランティアとして派遣し 学校・園を支援する取組みで 竜王町では 学、 、 、 「

校応援団」と呼んでいる。

町内には中学校１、小学校２、幼稚園２の計５校園がある。他市町は本部を学校に設置している場

合が多いが、本町では公民館に設置している。

そのメリットとして、

①統括マネージャーが全体の校園を把握しており校園の取組みに差が生じにくい。

②公民館事業に参加している住民や自主活動グループに所属してるメンバーにボランティアとして

の参加をお願いしやすい。

③逆に、学校支援ボランティアが公民館事業への参加、自主活動グループへの参加につながる。

などがあげられる。

平成２７年度は、ボランティアの実質支援人数は１１４名、ボランティアのべ人数は９９５名、支

援回数は２８７回であった。ボランティア新規登録人数は３０名であった。

平成２２年度からのボランティア登録人数は、４５６名になるが、今は活動されていない方も含ん

でいる。また日程や内容等の都合で登録していても活動しておられない方もいる。

登録ボランティアは保護者ボランティアと地域ボランティアで構成されているが、地域ボランティ

アのほとんどがシニア、高齢者であり、シニア世代の社会参加のきっかけ作りの場ともなっている。

なお平成２７年度の学校園からの依頼・支援回数は、竜王幼稚園６０回、竜王西幼稚園１４回、竜

王小学校１１８回、竜王西小学校５６回、竜王中学校３５回の合計２８３回であった。

８ 公民館講座「ドラゴンカレッジ」を学校支援地域本部につなぐ

「ドラゴンカレッジ」では、講座の中に地域貢献活動として学校支援を組み入れている。

◇「絵手紙教室 （平成２５年度終了） 現在「竜王絵手紙クラブ」」

教室で学んだことを子どもたちに指導し大変好評であった。子どもたちの書いた家族あての絵手

紙には 「おじいちゃんおばあちゃんいつまでも元気でね 「僕を産んでくれてありがとう 「いつ、 」 」

までもこの家族でいようね 「 弟が産まれて）産まれてきてくれてありがとう」などの言葉が書き」（

添えられ、参加者たちも心温まる時間であった。
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初めてのボランティア活動であった方もおり、その後学校支援ボランティアとしての参加につな

ががった方もいる。

◇「おり紙講座 （平成２９年度終了予定）」

おり紙は、趣味・教育・リハビリテーションなどさまざまな分野でさまざまな可能性を秘めてい

る。

ただ、趣味だけにとどまらず、人に伝える楽しみも得るため、本講座だけでなく 「おり紙講座、

・ステップアップ講座」を実施している。

、 、 。この秋には 昨年度に引き続き 竜王西小学校フェスティバルでおり紙の指導を依頼されている

ステップアップ講座で内容・指導方法等を検討していきたい。

ドラゴンカレッジでは、これまで培ってきた知識や技能をもとに、趣味の世界を広げるため、新

たな学びを重ねるように開講している。そして、個人としての趣味・教養に留まることなく地域社

、 「 」 。会で役立てるように繋げ そこに やりがいや生きがい を見つけていただくことを期待している

９ ドラゴンカレッジでシニアデビューを

◇ドラゴンカレッジ「竹あかり講座 （平成２７年度終了） 現在「竜王竹とあそぶ会」」

「竹あかり講座」では、竹筒にアートカッターで図柄を切り抜き、中に電灯を入れ「竹あかり」

を製作している。確かに趣味の講座ではあるが、環境ボランティア、子ども支援ボランティア等に

つながる仕掛けを組み入れている。参加者はほとんどが仕事を持っているシニア層でシニアデビュ

ー講座ともいえる。

その仕掛けと仕組みは、

①竹林整備の活動（環境ボランティア活動）

最近の竹林は利用されないためほとんどが整備不十分である。そのため材料の取得と同時に

竹林整備も行っている。

②公民館のイベントに協力

「 」「 」 、 （ 、公民館 キッズクラブ 学力アップ教室 等の子ども対象事業では 竹工作 竹ぽっくり

水鉄砲、紙でっぽう、ぶんぶんごま、竹とんぼ等）の指導を行った。

③仲間づくり

交流を深めるため懇親会を適宜実施してきた。そのことが、自主学習グループ設立につなが

ったと考えている。

現在は 「竜王竹とあそぶ会」という自主活動グループとして 「竹灯り教室」の開催を月１回開、 、

催している。また、野外活動施設「妹背の里」の年２回のキャンプ事業への協力で、竹炭焼きや竹

工作などの指導を行っている。さらに荒廃竹林の整備作業をボランティアで行っている。春の整備

活動では、新鮮な筍を食することができ大変好評である。

◇ドラゴンカレッジ「写真講座 （平成２７年度終了） 現在「写真クラブ竜王」」

受講生はほとんど何らかの形で写真撮影を趣味とするメンバーであった。３年間の講座を経て、

平成２８年度からは「写真クラブ竜王」として立ち上げた。もちろん講座開設当初から３年後の自

主活動グループへの移行をめざした。

平成２８年度は、①初心者のための「楽しい写真撮影を学ぶ教室」の開催、②竜王町内の風景を

対象とした「交竜の郷フォトコンテスト２０１６」の開催、をメインに活動を行っている。
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１０ シニア世代の社会参加を公民館でどのように仕組むか

公民館がシニア世代の社会参加事業を設定する場合いろいろな目的がある。

①教養の向上、趣味活動の充実、生きがいづくりを目的とした事業。

②地域活動の担い手の育成を目的とした事業

・直接担い手を育成する事業＜養成講座等＞、

・学習終了後のグループづくりから地域活動へ発展することを期待した事業等

その手法は様々であるが組み合わせて事業展開していくことが必要である。

また、学習したことを行動（実践）に結びつけるためには、仲間づくりが大切である。懇親会を開

催したり、研修旅行を実施したりしてお互いの顔と名前が一致する仕掛けを組み込むことが必要であ

る。

ともあれ、まず公民館に集まってもらわなければならない。シニア世代が興味を持ってもらえそう

なテーマの講座開設が「入口」であり、終了後の活動グループや学習成果の発表などが「出口」とす

れば、この二つの視点から講座の内容を組み立てることが重要である。

そして、講座の充実とともに、活動の場所・機会（修了者の受け皿）もセットになっていなければ

ならない。

当公民館ではこの受け皿として、学校支援地域本部事業への参加、子ども対象事業（竜王キッズク

ラブ＜６クラブ＞や夏・冬・春休み学力アップ教室等）への協力や自主活動グループへの参加を促し

ている。

１１ 青年学級をとおして、将来の地域のリーダーを育成

「青年学級」は、青年が文化活動を通じた青年同士の交流や地域に根ざした活動の支援として開

講している。またその活動が、滋賀県青年大会さらには全国青年大会等で多くの仲間とともに喜び

と達成感を感じ合えることにつながるようにしている。このことを通して、将来の職場や地域のリ

ーダーとして活躍できる人材が育つことを願っている。

現在、青年学級では人形劇コースと演劇コースを設置している。

８月２８日（日）に行われた第６５回滋賀県青年大会（会場：藤樹の里文化芸術会館）に出場し

て、結果は人形劇コース、演劇コースとも最優秀賞であった。そのため、１１月１３日（日）に東

京（江戸川区総合文化センター）で開催される第６５回全国青年大会に出場することが決まった。

そこでの結果は、舞台発表の部で、演劇コースが１位、人形劇コースが２位と上位を独占した。

１２ おわりに

滋賀県人権教育推進プラン(平成24年3月)の中で、滋賀の人権教育がめざすものとして

①人権を尊重する人間を育てること

②本来持っている個人の能力を発揮し、自己実現を図ること

③人と人が豊かにつながり共に生きること

の３点が上げられている。これはまさに公民館活動のあるべき姿である。

今後も、これらのことを竜王町公民館の活動の中において、常に念頭に置きながら活動をしていき

たい。そして、子どもたちからお年寄りまでいろいろな年代の方々から愛される公民館でありたいと

願っている。
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