
平成２８年度 第１回東春近公民館運営審議会 会議録 

 開 催 日 平成２８年 ５月１８日（水） 開 催 時 間 開会 午後６時３０分 閉会 午後７時３０分 開 催 場 所 春近郷ふれ愛館 お話し伝承室（１階） 委員の出欠  出席 ８名 欠席 ０名 
 委員氏名   委員氏名  1 高見 さゆり（会長） 出 5 酒井 利晴 出 2 伊東 正幸（副会長） 出 6 宮島 良夫 出 3 倉嶋 隆雄 出 7 酒井 秀男 出 4 伊東 麻紀 出 8 矢島 由美江 出 公民館職員 公民館長 野溝 和人   公民館主事 野溝 真路 

諮 問 事 項 

 次第３ 東春近公民館運営審議会委員の委嘱  次第４ 役員選出 会長に高見さゆり委員、副会長に伊東正幸委員を選出  次第５ 会長あいさつ （高見会長）  あいさつ  次第６ 諮問事項（１）～（４） （主  事）  資料に沿って説明  質問・意見等 （矢島委員）  公民館講座の参加は開講式に参加した者のみか。途中からの 加入も可能ですか。 （主  事）  講座参加は随時加入できます。 一応は１年間の連続講座という考えは持っていますが、各回の 講座の出る、出ないは受講生の自由であります。  （倉嶋委員）  童謡唱歌の講座の中で、１回はぜひ小学校に来て、子ども達と 一緒に歌う回を設けていただきたいが、どうですか。 （主  事）  公民館講座の活動は自由ですので、今年の受講生に働きかけ、 参加できる意見が多かったら日程を調整したいと思います。  （高見会長）  楽生学級（高齢者向け講座）で、参加できる年齢の目安はある のか。目安があった方が参加しやすいのではないか。 



 

諮 問 事 項 

 （主  事）  あまり明確に線を引くのもどうかと思いますが、確かに目安も あった方が、講座の参加申し込みもしやすいと思います。内規を 設けたうえで、目安をやさしく記載する方法を検討したいと思い ます。  （酒井利晴委員） 小学校へお聞きしたいが、伊那市の小学校対象のキャンプ・ 宿泊体験はありますか。 （倉嶋委員）  ますみヶ丘で行う緑の少年団での活動はあります。         同様な体験学習は他地区において、おいで塾、通学合宿、体験 教室などがあります。  （酒井利晴委員） 夏休み体験教室の３泊４日は長いのか、短いのですか。          自分の子どもが同様な宿泊体験に参加して、大変良かったと 思います。 （伊東麻紀委員） 親として、子どもがＮＰＯ主催の合宿に１週間の日程で参加 しました。子ども同士の体験で、２泊では短いと思います。          東春近公民館の講座も４泊５日の頃があったが、現在の３泊 ４日で良いと思います。 （宮島委員）  先生が同行する子どもの長期の研修があったが、先生が口を出 したのは１回のみでありました。 子どものみで班を作り、担当を持っての泊まりは大変良い経        験だと思います。 （酒井秀男委員） 以前に体験教室の手伝いで守屋山に登った経験があります。スタッフは皆さん泊まりになるのですか。 （主  事）  日帰りでも、宿泊でも良い。人数は必要だと思います。女子 もいるので、必ず女性スタッフが必要です。本日の委員さんの 中で、以前に協力してくれた方もいます。         また公民館利用団体にも協力依頼を出して、スタッフを集めた いと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。  次第６ 諮問事項（５） ふれ愛館開館２０周年について （館  長）  今回はあまり大げさな事業を行う予定ではなく、講師を招き、        講演会を開く予定であります。腹案はあるが、まだ検討中です。 これもまた、皆様のご参加とご協力をお願いしたいと思います。    



平成２８年度 第１回 東春近公民館運営審議会 

 

期日：平成２８年５月１８日 18:30～  

会場：春近郷ふれ愛館 お話伝承室(１階) 

 

１ 公民館長あいさつ 

 

２ 自己紹介（名簿順） 

 

３ 東春近公民館運営審議会委員の委嘱 

 

４ 役員選出 

会 長         （       ） 

   副会長         （       ） 

 

５ 会長あいさつ 

 

 

６ 諮問事項 

（１）平成２８年度 公民館事業について 

 

 

（２）平成２８年度 公民館予算について 

 

 

（３）平成２７年度 公民館事業 及び 公民館利用者数について 

 

 

（４）平成２８年度 公民館登録団体について 

 

 

（５）その他 

    ○ 役員等の改選について（スポーツ推進委員 ほか） 

    ○ ふれ愛館開館２０周年について 

 

 

７ その他 

 



東春近公民館（春近郷ふれ愛館）        〒399-4432 長野県伊那市東春近1826番地 ≪公民館講座・主要事業 一覧≫            電話：７２－３２０２ ／ FAX：７４－１２６４ 公民館長：野溝和人 ／ 主事：野溝真路  対象 講座・事業名 講座・事業内容 募集 人員 会費 開催日・時間 青少年 こども体験教室 小学校４・５・６年生が対象。３泊４日の宿泊自然体験や星空観察会などを行います。 ３０人 500 円 ＋ 参加費等 ６月～２月  全５回開催 ドラゴン踊りレッスン ドラゴンを踊って、みんなで伊那まつりを盛り上げよう。 ５０人 ― ７月１０日･１８日･３１日 全３回（日曜・祝日） 家庭 くれよんクラブ 未就園児と保護者が対象。四季折々の「あそび」を通じて、親と子･子と子･親と親の交流を深めます。 ３０組 500 円 ＋ 材料費等 ６月～３月  月１回程度 ふれあい保育 来入園児と保護者が対象。保育園で遊びながら入園体験をします。保育園、健康推進課共催。 ― ― ５月～２月  全８回開催 成人・一般 チャレンジ！おっとこ塾 男性が対象。料理･視察などで仲間との交流を深めたり、ものづくりなどで地域に貢献します。 ３０人 500 円 ＋ 材料費等 ５月～１月  月１回程度 女性教室 女性が対象。視察･トレッキングなどの野外活動や、小物づくりやそば打ちなど実技講習などを開催します。 ３０人 500 円 ＋ 材料費等 ６月～３月  月１回程度 高齢者 楽ら く生せい学級 高齢者が対象。視察研修･講演会･軽運動など、心身が健康で豊かなるような生涯学習活動を行います。 ３０人 500 円 ＋ 材料費等 ６月～３月  月１回程度 童謡唱歌を楽しむ会 情緒豊かな童謡を、四季の移り変わりとともに歌います。歌うことが好きな人は大歓迎です。 ３５人 500 円 ＋ 楽譜代 ５月～３月  毎月最終月曜日 
文化 ・ 講演会 ・ スポーツ ・ レクリエーション 

第２７回 東春近運動会 地域住民が集う一大イベント。地域間・世代間の交流と「絆」を深め、楽しい時間を過ごしましょう。 ― ― ４月２４日(日)午前 会場：春富中学校グラウンド （雨天中止） 第３５回 東春近ハイキング 地域の自然や歴史に触れながら、健康増進を兼ね楽しくウォーキングをします。 ― ― ６月２６日(日)午前 （雨天中止） ゲートボール大会 ゲートボールを通して、仲間の交流を深めます。 東春近ゲートボール協会共催。    ― ― ７月３１日（日）午前 会場：車屋公民館 東春近成人式 地域の次世代の担い手である新成人を地域で祝うとともに、地域の魅力や伝統などを継承していきます。 ― ― ８月１５日（日）午前 第１０回 森の音楽祭 保育園、小･中学校、ふれ愛館で活動する音楽団体などが殿島城址公園で行う野外音楽祭。 ― ― ８月２８日（土） 会場：殿島城址公園 （雨天：東春近小体育館） 東春近のろしの会 「武田信玄狼煙リレー」に参加。原新田一本松でのろしを上げましょう。    ― ― ９月３日（土） 会場：原新田一本松 第２８回 マレットゴルフ大会 東春近マレットゴルフクラブ、東春近郵便局共催事業。「我こそは！」という方、ぜひご参加ください。 ― 100 円 １０月５日（水）午前 会場：東春近マレットゴルフ場 権現山トレッキング 権現山の頂上から東春近を一望しましょう。 ― ― １０月２３日（日） 東春近文化祭 文化、芸術の祭典。作品展示、各種体験コ－ナ－や ＪＡと共催のスタンプラリーを予定しています。 ― ― １１月５日(土)・１１月６日(日) 東春近人権講演会 演題：家族と離れて暮らす子ども達（仮） 講師：たかずやの里 施設長 菅雄峰 （予定） ― ― １２月１２日（月） ふれあいスポーツ教室 ニュースポーツを楽しく学び、世代間の交流を深めます。分館、スポーツ推進委員共催事業。 ― ― ５月～７月 
 



No. 月日 曜日 時間 会議・行事 内容・議事 区長 分館長 分館主事 体育部長 ｽﾎﾟ推委員 公運審 備考1 1月6日 水 18:30 地区協議会会計監査 外郭団体会計（公民館・グランド）監査 △2 1月7日 木 19:00 第１回公民館分館連絡協議会 H28基本方針・事業計画・予算　ほか ○ ○ ○ ○ 育成会3 1月21日 木 18:30 第２回公民館運営審議会 H27事業報告・決算、H28基本方針・事業計画・予算　ほか ○4 2月8日 月 19:00 分館長・スポーツ推進委員 合同会議 東春近運動会　ほか ○ ○5 2月25日 木 19:00 公民館利用者説明会 公民館の利用について 利用者6 3月3日 木 19:00 第１回　東春近総合グランド管理委員会 H27事業報告・決算、H28事業計画・予算　ほか △ ○ グランド管理委員7 3月9日 水 19:00 第２回公民館分館連絡協議会 東春近運動会　ほか ○ ○ ○ ○ 育成会8 4月3日 日 7:00 総合グランド整備 枝払い、側溝清掃　ほか（予備日：10日(日)） △ ○ グランド管理委員9 4月7日 木 18:45 ソフトボール合同開幕式 式典、ナイター第１試合（雨天時：ふれ愛館で式典のみ） ○ ○ ○ 市議ﾁｰﾑ10 18:30 分館長・スポーツ推進委員 合同会議 東春近運動会、東春近ハイキング、公民館年間計画　ほか ○ ○11 19:00 東春近運動会運営委員会 役割分担、競技説明　ほか ○ ○ ○ ○ ○ 役員12 4月24日 日 8:30 第27回　東春近運動会 会場：春富中学校グラウンド（午前中実施、雨天中止） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市議来賓役員13 18:30 分館長・スポーツ推進委員 合同会議 東春近ハイキング、地区館・分館役職員研修会　ほか ○ ○14 19:00 東春近運動会反省会 運動会の反省（運動会中止の場合は行わない） ○ ○ ○ ○ ○ 役員15 5月18日 水 19:00 第１回公民館運営審議会 委員委嘱、H28事業計画・予算　ほか ○16 5月21日 土 13:20 上伊那公民館地区館・分館役職員研修会 事例発表、分散会 ○ ○17 19:00 分館長・スポーツ推進委員 合同会議 東春近ハイキング、成人式、森の音楽祭　ほか ○ ○18 19:15 公民館新旧役員交流会 交流会 ○ ○ 旧役員19 6月26日 日 8:30 第35回東春近ハイキング 下殿島・田原（方面） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般20 19:00 成人式実行委員会 式典内容等の確認、役割分担　ほか ○ 新成人21 20:00 分館長・スポーツ推進委員 合同会議 市民駅伝選手選考、森の音楽祭、成人式　ほか ○ ○22 7月9日 土 9:00 ふれ愛館大掃除 館内清掃 利用者23 7月13日 水 19:00 東春近のろしの会実行委員会 東春近のろしの会について内容等の確認、役割分担　ほか 実行委員24 7月24日 日 7:00 総合グランド整備 除草作業　ほか（予備日：7月31日(日)） △ ○ グランド管理委員25 7月31日 日 8:30 ゲートボール大会 東春近ゲートボール協会共催（会場：車屋公民館(予定)） 一般

平成２８年（２０１６）東春近公民館主要事業・会議開催計画（案）

4月13日 水
5月10日 火
6月8日 水

平成２８年５月１８日（現在）平成２８年５月１８日（現在）平成２８年５月１８日（現在）平成２８年５月１８日（現在）

7月5日 火



26 19:00 森の音楽祭運営委員会 開催要項、任務分担　ほか ○ ○ ○ 出演団体27 20:00 分館長・ｽﾎﾟｰﾂ推進委員・体育部長 合同会議 市民駅伝選手選考、成人式森の音楽祭　ほか ○ ○ ○28 8月6日 土 17:00 伊那まつり 市民踊り参加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般29 8月15日 月 10:00 第8回 東春近成人式 式典、交流会、記念撮影 ○ ○ ○ 市議新成人30 8月28日 日 9:00 第10回　森の音楽祭 会場：殿島城址公園（雨天時、東春近小学校） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出演団体31 9月3日 土 8:30 東春近のろしの会 のろし上げ（雨天中止） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実行委員32 19:00 文化祭運営委員会 開催要項、作品展示場所　ほか ○ ○ ○ 出品者33 20:00 分館長・スポーツ推進委員 合同会議 市民駅伝、トレッキング、文化祭、研修会　ほか ○ ○34 9月27日 火 19:00 市民駅伝結団式・壮行会 結団式、壮行会 ○ ○ ○ ○ 市議選手35 10月5日 水 8:30 第28回東春近ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ大会 東春近マレットゴルフクラブ共催東春近郵便局協賛 一般36 8:15 第34回　市民駅伝 会場：伊那市陸上競技場 ○ ○ ○ ○ 市議選手37 12:30 市民駅伝解団式 式典、慰労会（会場：ＪＡ(予定)） ○ ○ ○ ○ 市議選手38 10月12日 水 19:00 分館長・スポーツ推進委員 合同会議 トレッキング、文化祭、研修会、分館委託料　ほか ○ ○39 10月21日 金 19:00 ソフトボール代表者会議 三者ソフトボールの反省 ｿﾌﾄ代表40 10月23日 日 8:30 権現山トレッキング 伊那ｽｷｰﾘｿﾞｰﾄ下⇔権現山山頂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般41 11月1日 火 19:00 文化祭準備 会場準備 ○42 11月5日 土 9:00 ○ ○ 一般43 11月6日 日 9:00 ○ ○ 一般44 11月7日 月 19:00 文化祭片付け 作品撤去、会場片付け　ほか ○ 出品者45 11月10日 木 19:00 ソフトボール合同閉幕式 表彰式、慰労会 ○ ○ ○ 市議・ﾁｰﾑ46 11月22日 火 ふれ愛館20周年記念行事 内容未定47 11月26日 土 13:00 分館長・スポーツ推進委員 合同研修会 場所未定（～27日まで、1泊2日） ○ ○48 12月2日 金 19:00 第２回　東春近総合グランド管理委員会 事業報告、利用状況、決算見込　ほか △ ○ グランド管理委員49 12月7日 水 19:00 第３回公民館分館連絡協議会 事業報告・決算見込　ほか ○ ○ ○ ○ 育成会50 5～12月 ふれあいスポーツ教室 フラバールバレー・バトミントン ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般

9月14日 水
10月10日 月

東春近文化祭 作品展示、各種体験コ－ナ－ＪＡ共催スタンプラリー（予定）

8月5日 金



歳入予算歳入予算歳入予算歳入予算 円円円円

歳出予算歳出予算歳出予算歳出予算 円円円円

 差    引  差    引  差    引  差    引 円円円円【収入の部】 （単位：円）項 本年度予算額(a) 前年度予算額(b) 増減(a-b)１　会　費 769,000 767,000 2,0001 会費 769,000 767,000 2,0002　繰越金 330,235 281,932 48,3031 繰越金 330,235 281,932 48,3033　委託料 110,000 108,000 2,0001 委託料 110,000 108,000 2,0004　補助金 41,000 41,000 01 体育振興補助金 41,000 41,000 05　雑収入 29,765 32,068 -2,3031 雑収入 29,765 32,068 -2,3031,280,000 1,230,000 50,000【支出の部】 （単位：円）項 本年度予算額(a) 前年度予算額(b) 増減(a-b)1　事務費 510,000 480,000 30,0001 会議費 200,000 170,000 30,0002 研修費 50,000 50,000 03 消耗品費 50,000 50,000 04 印刷製本費 0 0 05 通信運搬費 0 0 06 公民館費 110,000 110,000 07 備品費 50,000 50,000 08 修繕費 50,000 50,000 02　事業費 　 700,000 　 680,000 20,0001 運動会 290,000 280,000 10,0002 文化祭 60,000 60,000 03 ハイキング 20,000 15,000 5,0004 ゲートボールマレットゴルフ大会 40,000 35,000 5,0005 伊那まつり 20,000 20,000 06 市民駅伝 80,000 80,000 07 森の音楽祭 60,000 60,000 08 成人式 130,000 130,000 03　助成費 60,000 60,000 01 分館活動育成費 54,000 54,000 02 クラブ団体等育成費 6,000 6,000 04　予備費 10,000 10,000 01 予備費 10,000 10,000 01,280,000 1,230,000 50,000

平成２８年度  東春近地区協議会 地区公民館会計予算書平成２８年度  東春近地区協議会 地区公民館会計予算書平成２８年度  東春近地区協議会 地区公民館会計予算書平成２８年度  東春近地区協議会 地区公民館会計予算書

１，２８０，０００１，２８０，０００１，２８０，０００１，２８０，０００

１，２８０，０００１，２８０，０００１，２８０，０００１，２８０，０００

００００

前年度繰越金成人式委託料市民体育祭委託料
目 付　記@500×1538戸

合　　計　目 付　記
体育協会助成金協賛金（育成会）　利子　ほか

合　　計

役員手当（ｽﾎﾟｰﾂ推進委員･体育部長）ほか分館長・ｽﾎﾟｰﾂ推進委員合同研修費公民館消耗品費

分館活動助成金クラブ、団体等活動助成金

出品者参加賞購入　ほか参加賞　ほか協会謝礼、飲物、賞品　ほかインストラクタ－謝礼、飲食代　ほか記念品、解団式賄い　ほか出演者飲物、景品　ほか記念品、ハガキ、飲物　ほか
参加賞、競技用具購入　ほか
講座・教室・諸事業用（材料費等）備品等修繕



平成27年度　№1
□ □開催日 内容 参加 備考（講師・会場等） 開催日 内容 参加 備考（講師・対象等）1 6/2 開講式(講演) 13 平澤光子さん （4/6） ふれ愛館庭作り 62 6/30 高遠ローズガーデン見学 10 1 5/19 開講式（自己紹介、年間計画、高遠歴史博物館見学） 73 9/7 視察研修　駒ヶ根（シルクミュージアム他） 13 2 6/26 視察研修in辰野（小野宿ほか） 94 10/23 保育園交流（発表、給食） 4 南部保育園 3 7/24 社会貢献（たかずやの里・薪割） 35 11/16 簡単おいしいおやつ作り（蒸しパン） 4 4 8/26 ものづくり構想（上庭ベンチ製作）・懇親会 86 1/25 保育園交流（発表、歌交流）※童謡唱歌と合同 3 中央保育園 5 9/10 ものづくり（天候不順により中止）7 2/8 軽運動、茶話会 11 6 10/5 オトコの料理（酒の肴づくり）・懇親会 6 内藤安彦さん8 3/7 閉講式（茶話会） 7 7 10/29 ふれ愛館松の剪定 3 有志のボランティア□ 8 11/25 しめ縄づくり講習会with西春近「父居屋の会」 5開催日 内容 参加 備考（講師・会場等） 9 12/7 年末恒例！そば打ち体験・懇親会 3 田中淳尋さん1 5～3月 定例会（毎月最終月曜日）　　 大井みゆきさん 10 12/16 しめ縄づくり教室in東春近小学校 5 5学年対象2 6/29 定例会（保育園児との交流） 21 中央保育園児来館 11 2/15 閉講式（料理作り） 63 8/29 第９回 森の音楽祭in春近郷　出演 21 □4 11/30 定例会（保育園児との交流） 21 中央保育園児来館 開催日 内容 参加 備考（講師等）5 1/25 定例会（保育園交流・発表、歌交流）※楽生と合同 11 中央保育園 1 6/8 開講式（年間計画、相続知識講座） 21 大住英昭さん6 3/5 ふれ愛の郷のつどい 22 主催：東春近社協 2 7/6 入笠山トレッキング(雨天中止）7 3/28 閉講式（昼食会） 19 3 8/18 薬草講座ｉｎ駒ヶ根 17 飯島吉儀さん4 9/14 煎茶教室 11 北原住恵さん□ 5 10/19 視察研修in辰野（小野宿ほか） 18開催日 内容 参加 備考（講師等） 6 11/18 人権講演会 11 杉田寛仁さん1 6/17 開講式（自己紹介、蒸しパン作りほか） 11組 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ3名 7 12/7 年末恒例！そば打ち体験 5 田中淳尋さん2 7/21 流しそうめんin殿島城址公園 13組 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ3名 8 1/18 ローメン作り 8 小岩井一磨さん3 9/15 親子遠足in大芝公園 10組 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ2名 9 2/19 化粧水作り 6 原未央さん4 10/21 パン教室inふれ愛館 10組 埋橋佐織さん　ﾎﾞﾗ2 10 3/2 閉講式（軽運動） 11 竹村典子さん5 11/17 焼きいもin東春近総合グランド 8組 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ3名6 12/4 クリスマス会 17組 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ2名 □7 1/16 もちつき大会（社協共催） 15組 民児協、ﾎﾞﾗ2名 開催日 内容 参加 備考（講師・会場等）8 2/10 親子で運動ｉｎふれ愛館 10組 竹村典子さん 1 6/27 開講式（ピザ作り） 189 3/8 閉講式（粘土で手型・足型） 14組 2 7/18 事前説明・学習会（カレー作り） 20□ 3 8/3～8/6 夏の宿泊自然体験（3泊4日） 21 高遠青少年自然の家開催日 内容 参加 備考（講師等） 4 10/21 星空観察会in東春近小学校 校庭 70 すばる星の会1 7/8 ベビーマッサージ体験・茶話会 10組 春日史子さん 5 2/11 冬の自然体験（スキー教室） 14 池田照美さん・下嶋寛さん□ □開催日 内容 対象 備考（講師等） 開催日 内容 参加 備考（講師等）1 6～1月 中央保育園・南部保育園　合同　（全７回） 31 保健師 ほか 1 7月 ドラゴン踊りのレッスン（全３回） 45 小林眞由美さん平成27年度　№2

基本方針名 称分 館 数開 館 年建 築 年構 造 伊那市立東春近公民館　［春近郷ふれ愛館］１０分館
高齢者教育

楽生学級　登録15名
成人教育

昭和２３年（１９４８年）平成８年（１９９６年）鉄筋コンクリート造　建物総面積　１，２４９㎡ 　清流そそぐ三峰川と緑豊かな自然環境のもと、温情に厚く働き者が育ってきた郷土の歴史をふまえつつ、地域住民の「生活課題」の新たな掘り起こしを行い、学習活動を通じて「よりよい地域づくり・人づくり」をすすめます。チャレンジ！おっとこ塾　登録13名
童謡唱歌を楽しむ会　登録30名 女性教室　登録32名

家庭教育
くれよんクラブ　登録21組

青少年教育
こども体験教室　登録21名ベビーマッサージ講座ふれあい保育　東春近中央・南部保育園、市健康推進課 共催事業 ドラゴン踊りレッスン



開催日 備考 開催日 内容 参加 備考1 1/7 承認 1 4/26 第26回東春近運動会 1500 春富中グランド2 1/8 分館３役 ほか 2 6/28 第34回東春近ハイキング 1203 1/18 審議委員 3 7/26 東春近ゲートボール大会 25 ４チーム参加4 2/9 定例会 4 8/1 伊那まつり 市民おどり参加 130 東春近連5 3/5 委員、団体 5 8/15 第7回東春近成人式（式典、交流会、ﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙ） 97 新成人54、来賓406 2/26 利用団体 6 8/29 第9回森の音楽祭 570 12団体、260名7 3/11 分館３役 ほか 7 9/5 東春近のろしの会 110 実行委員、６学年8 3/13 新旧代表者 8 10/7 第27回東春近マレットゴルフ大会 34 東春近ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場9 4/8 来賓、役員、選手 9 10/12 第33回市民駅伝（子ども3位、地区2位、総合3位） 50 伊那市陸上競技場10 4/11 委員、団体 10 10/25 権現山トレッキング 2611 定例会 11 10/31～11/1 東春近文化祭（1日目 470人／2日目 621名） 1091 出品（33団体・8個人）12 運営委員 12 11/7 ２分の１ 成人式（東春近地区協議会主催） - ４学年児童対象13 定例会 13 11/18 東春近人権講演会（講師：護国寺 杉田寛仁住職） 5014 運営委員 14 5～10月 ふれあいスポーツ（スポーツ推進委員） - １０分館対象15 5/11 審議委員 15 4～10月 東春近ナイターソフトボールリーグ -16 5/30 分館役員 16 4～10月 東春近壮年ソフトボールリーグ -17 定例会 17 4～11月 東春近女子ソフトボールリーグ -18 現前分館長 ほか19 分館長、区長、新成人 実施月 内容 回数 備考20 定例会 1 4～3月 春近郷ふれ愛館通信　発行 毎月21 7/11 利用団体 2 4～3月 公民館だより　発行 随時 募集、お知らせ ほか22 7/14 実行委員 3 4～3月 ホームページ（市公式ＨＰ内） 随時23 7/26 委員、団体24 運営委員 部屋25 定例会 文化伝承室（講堂）26 運営委員 お話し伝承室27 定例会 実習室28 9/29 選手、役員、来賓 研修室１29 10/12 選手、役員、来賓 ボランティア保育室30 10/14 定例会 研修室２31 10/23 代表者 研修室３32 10/28 分館主事 創作室33 11/2 分館主事 講義室34 11/6 選手、役員、来賓 ＡＶルーム35 11/22、23 分館長・スポ委 図書室36 12/2 委員、団体 その他(文化祭・大掃除）37 12/8 分館３役 ほか 計38 1～12月 利用団体※　分館の年度に合わせて記載（1月～12月）

各　種　会　議 等

内容 地　区　主　要　事　業
地区協議会会計監査第1回東春近公民館分館連絡協議会第2回東春近公民館運営審議会分館長・スポーツ推進委員合同会議第1回東春近総合グランド管理委員会公民館利用者説明会第2回東春近公民館分館連絡協議会ソフトボール代表者会議ソフトボール開幕式東春近総合グランド整備4/15 分館長・スポーツ推進委員合同会議東春近運動会運営委員会5/8 分館長・スポーツ推進委員合同会議東春近運動会反省会第1回公民館運営審議会上伊那公民館地区館・分館役職員研修会6/10 分館長・スポーツ推進委員合同会議東春近公民館新旧役員交流会7/7 東春近成人式実行委員会 広　報分館長・スポーツ推進委員合同会議ふれ愛館大掃除東春近のろしの会実行委員会東春近総合グランド整備8/10 森の音楽祭運営委員会 統　　計第33回伊那市民駅伝結団式兼壮行会文化祭準備第2回東春近総合グランド管理委員会

期　　間 利用者数分館長・スポーツ推進委員・体育部長合同会議
H27.4～H28.3

11,4859/16 文化祭運営委員会 750分館長・スポーツ推進委員合同会議 6161,004第33回伊那市民駅伝解団式兼慰労会 1,586分館長・スポーツ推進委員合同会議 1,289ソフトボール代表者会議 9201,174文化祭片付 2,195ソフトボール合同閉幕式 704分館長・スポーツ推進委員合同研修会 3,9931,089第3回東春近公民館分館連絡協議会 26,805体育施設調整会議（毎月20日） 登録団体 分野 団体数文芸・工芸 13計 57文学・講習・親子遊び 11音楽・料理 14日本舞踊・ダンス・スポーツ 19



日　時 入会資格
分
野

No. 団体名 活動内容

お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先

春近郷ふれ愛館（東春近公民館）

電話 72-3202

平成２８年度版

ふれ愛館で活動する
クラブ・サークルのご案内
くわしいことをお知りになりたい方は、ふれ愛館までご連絡ください。

クラブサークルの代表者に取り次ぎます。

～ まなぶ・つなぐ・つくる 公民館 ～

平成２８年（２０１６年） ５月

1 藍の会 仮名書道の練習 第３日曜 9:20～12:00 なし

2 あすなろ 短歌・作歌の創作・勉強
不定期
（月１回）

10:00～12:00 なし

3  伊那市民大学同窓会同好会俳句同好会 俳句の勉強 第２火曜 13:30～16:00
伊那市民大学同窓会会員

4 絵手紙の会 絵手紙の習熟・交流 第２金曜 13:30～15:30 なし

5 桜会 編物（手編）の知識・技術の向上 第２金曜 13:30～15:30 なし

6 手芸クラブ 編物・手芸 第１・３水曜 13:00～15:30 なし

7 しらゆりの会 生花（池坊） 第２・４水曜 19:00～20:30 なし

8 宗泉茶道クラブ 茶道（表千家）
不定期
(月１回）

19:00～20:30 なし

日　時 入会資格

①
文
芸
・
工
芸

野
No. 団体名 活動内容

(月１回）

9 籐工芸クラブ 籐工芸の作品制作 第２・４木曜 9:00～13:00 なし

10 春近書道クラブ 臨書の練習
不定期
（月１回）

9:00～9:30 なし

11 東春近短歌会 短歌・作歌・歌評・文学鑑賞
偶数月
第３金曜

13:00～15:00 なし

12 東春近陶芸クラブ 作陶・焼成 毎週水曜 19:00～21:30 なし

13 わかばの会 絵手紙の作成 第１木曜 19:00～21:00 なし

14 伊那おやこ劇場 舞台・演劇鑑賞、会議 不定期 なし

15 衣紋の会 着物着付けの勉強 不定期 13:30～16:00 なし

16 おひさまてるてるぼうず おはなし会の企画・運営 第２土曜 土:9:30～13:00 なし
②

芸

17 おもちゃ箱 未就園児・親子の交流 不定期 10:00～13:00 未就園児親子
18 健康マージャンクラブ マージャンゲーム 毎週水曜 13：00～17:00 中高年

19  詩吟楠州流竜東吟詠会殿島支部 漢詩の解説・詩吟の練習 第２・４火曜 13:30～15:30 なし

20 でんでんむし
大型紙芝居・人形劇の製作
公演の練習

不定期 9:30～13:30 なし

21 東春近囲碁クラブ 囲碁の対局・親睦 毎週火曜 18:00～21:30 なし

22 東春近教場 吟詠（詩吟）の習得
不定期
（月３回）

18:00～20:00 なし

23 東春近九条の会 日本国憲法の学習等
毎月

最終水曜
18:30～20:30

東春近在住の方

②
文
学
・
講
習
・
親
子

※裏面もご覧ください。



日　時 入会資格
分
野

No. 団体名 活動内容

24
伊那市食生活改善推進協議会
東春近グループ

調理実習・伝達講習 不定期 9:30～13:00 なし

25 伊那フルートアンサンブル フルートを通した交流・アンサンブル
土曜

（月３～４回）
10:00～12:00 なし

26 Ｌ・Ｍ・ＧＯＳＥＮＦＵ ギター（軽音楽・フォーク）等の演奏 第２・４月曜 19:00～21:00 なし

27 演歌の友 演歌の練習・勉強 第４火曜 19:00～21:00 なし

28 オリーブ コーラスの練習 毎週土曜 17:00～19:00 なし

29 下殿島料理班 料理の講習
不定期
（土曜）

19:00～21:00 なし

30 食改つくし 調理実習・伝達講習 不定期 19:00～21:30 なし

③
音
楽
・
料
理

31 はるちかコーロ・フェリーチェ 合唱の練習 毎週火曜 19:30～21:30 なし

32  ブラスアンサンブルスオーノ 金管楽器の練習 毎週水曜 19:30～21:30 なし

33 ポッケの会 料理実習 不定期 なし

34 雅会 箏・三絃の合奏練習 不定期 19:00～21:30 なし

35 アップルパイ 社交ダンスの講習、レッスン 毎週水曜 12:30～15:30 なし

36 Ｅ・Ｓ・Ｃ 社交ダンスの講習、レッスン
毎週土曜
（月３回）

19:30～21:00 なし

37 伊那ママサブ アフリカンダンス・太鼓の練習 毎週金曜 10:00～15:00 なし

38 MWMI キッズダンス 毎週木・土曜
木:17:00～19:00
土:15:00～17:00

年長～小６

39 カサブランカ 社交ダンスのレッスン 12:00～15:0039 カサブランカ 社交ダンスのレッスン 毎週土曜 12:00～15:00 なし

40 kish 健康づくり・健康料理 不定期 18:30～21:30 なし

41 筋トレクラブ 運動（ストレッチ・筋トレ） 第２・４月曜 9:00～11:30 なし

42 元気アップ 健康体操 毎週木曜 13:30～15:00 なし

43
ジュニアダンススポーツクラブ
エンジェル

ジュニアダンススポーツの入門指導
指導者技術の向上

毎週火・水曜
火：13:30～16:00
水：16:30～18:00

園児～小学生
44 太極拳さくら 太極拳・ストレッチ 毎週木曜 19:00～21:30 なし

45 たんぽぽ 太極拳・扇の練習 毎週月曜 13:30～15:30 なし

46 ハナ・ハウ フラダンスの習得 第１・３木曜 10:00～12:00 なし

47 東春近ヨガクラブ ヨガ（心身の健康） 毎週水曜 19:00～21:00 なし

④
日
本
舞
踊
・
ダ
ン
ス
・
ス
ポー

ツ 47 東春近ヨガクラブ ヨガ（心身の健康） 毎週水曜 19:00～21:00 なし

48 ふれあいダンススポーツクラブ 社交ダンス会員募集、初心者歓迎。講師先生が分かりやすく教えてくれるので、安心して参加してください。 毎週金曜 19:00～21:30 なし

49 フレンドリー 社交ダンスのレッスン 毎週月曜 19:00～21:30 なし

50 やまと 詩舞の練習 月２回 19:30～20:30 なし

51 ヨガヤラマイカクラブ ストレッチヨガ
月曜
（月２回）

10:30～12:00 なし

52 新婦人の会東春近班 バランスボール 第１火曜 19:00～21:00 なし

ツ


