
令和３年度第３回高遠町公民館運営審議会会議次第 

 

日時 ２月９日（水）午後３時３０分から 

場所 高遠町総合支所１階 会議室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

 １）令和３年度事業報告について 

  資料 P1～P3 

 

 ２）令和４年度事業計画について 

  資料 P4 

 

 ３）高遠町公民館長の再任について 

  来年度も矢澤館長に継続して勤めていただけることを確認済み 

 

 ４）その他 

 

 

４ 閉  会 



事業名 内容 登録者数 参加者数 講師、協力 内容等 備考

第1講座 4月29日 (木) 139名
武田氏研究会副会長
　平山　優　氏

第１講座は、武田研究の第一人者である平山優先生をお迎えし、
武田氏の伊那統治についてご講演していただいた。
まほらいな市民大学との共催。

「武田氏の伊那統治について」

第2講座 6月26日 (土) 48名
山梨大学准教授
　秦　泰範　氏

第２講座は、阪神・淡路大震災の際、タンスの下敷きになったこと
を契機に、内定先の会社を1年でやめ、東京大学大学院で防災研
究に没頭された秦康範先生に、地域防災についてご講演していた
だいた。

「近年の災害事例に学ぶ地域防
災の取り組み」

第3講座 10月23日 (土) 75名
筑波大学教授
　伊藤　純郎　氏

第３講座は、藤澤出身の筑波大学協教授伊藤純郎先生に満州移
民や開拓民、青少年義勇軍についてご講演していただいた。 「満州移民と高遠町」

第4講座 11月20日 (土) 47名
前信濃教育会会長
　後藤　正幸　氏

第４講座は、前信濃教育会会長の後藤正幸先生に、コロナ過での
人間関係などについてご自身の体験をもとにご講演していただい
た。

「コロナ渦の時こそ心豊かに生き
る」

第1講座 6月19日 (土) コロナ中止
大鹿村の青いケシと中央構造線博物館見学。次年度以降に実施予定。

第2講座 10月16日 (土) 7名 守屋　臣介　氏
雨天のため、秋の守屋山登山に変更しました。

第3講座 11月18日 (木) 10名 遠照寺住職、弘妙寺住職
内容を変更し、遠照寺と弘妙寺の住職さんにそれぞれご案内をいただ
いた。

第4講座 10月下旬 10月下旬 コロナ中止 原村中央公民館長　伊藤　証　氏
八ヶ岳のすそ野に広がる秋の高原を散策。次年度以降に実施予定。

信州高遠美術館
「文化が結ぶ縁の物語」

5月7日 (金) 16名 美術館学芸員　小松由衣　氏

信州高遠美術館
「収蔵作品展」

5月26日 (水) 12名 美術館学芸員　小松由衣　氏

高遠町歴史博物館
「服飾文化を支えるシゴト」

6月16日 (水) 11名 歴博学芸員　福澤浩之　氏

高遠町歴史博物館
「高遠今むかし」

10月20日 (水) 12名 歴博学芸員　福澤浩之　氏

信州高遠美術館
「山と谷のアトリエ」

11月10日 (水) 10名 美術館学芸員　小松由衣　氏

民俗資料館
「ひな人形展」（仮）

3月 3月 歴史博物館職員　高木ますみ　氏

1回目 12月1日 (水) 24名

2回目 12月15日 (水) 20名

3回目 12月22日 (水) 20名

4回目 1月12日 (水) 16名

5回目 1月19日 (水) 20名

レッツゴー　よさこい青龍
6月8日
6月22日
7月13日

（火） － コロナ中止

卓球とボッチャ

5月22日
5月29日
6月5日
6月12日
6月19日
6月26日
7月3日

（土） － コロナ中止

小学生53名

―

小学生52名

高校生11名

小学生53名

高校生7名

小学生53名

高校生6名

24名
高遠そば組合
高遠そば・そば打ち愛好会
原秀夫　氏

(金)

(水)

(木)

7月30日

(火)
夏休みの子どもたちが、旧高遠藩の藩校『進徳館』で学習すること
を通して、高遠の歴史・文化になじみながら夏休みの思い出をつく
り郷土愛をそだてるために実施している。
新型コロナ対策で定員を設けたが、申込は定員以内だった。
最終日には、高遠高校書道コースの皆さんに、論語を題材として
書道パフォーマンスを見せていただいた。

7月27日

矢澤館長
北原紀孝先生
山崎校長先生
高遠高校書道部

特色ある高遠そばの打ち方を基礎
からしっかり学び、高遠そばの伝
承、普及を進めそば文化の裾野を
広げる。

美術館・歴史博物館・民族資料館
特別展講座

三館の特別企画展の鑑賞と解説を
通して歴史・文化・芸術・産業等に
親しむ。

21名

伊那市スポーツ推進委員会ふれあいスポーツクラブ
誰でも、どこでも、いつでも楽しめる
ニュースポーツを行う。

スポーツ推進委員との共催事業（本年度で1５年目だった）
新型コロナウイルス感染拡大時期だったため本年度はすべて中
止。

令和３年度高遠町公民館事業

第４３回高遠町桜大学講座

歴史・文化・自然・産業・時事・健康
など様々な分野で活躍されている
講師から、生きるための道しるべや
潤いを得ると共に学習を深め、まち
づくりの糧とする。

最も美しい村・ジオパーク講座

郷土の中央構造線エリアを舞台にして学
び、そこに展開されている大地の恵みへ
の考察を深める。野外学習を楽しみ郷土
に誇りをもつ。美しい村連合に加盟した高
遠町の美しさを再発見する。

24名

開催日

7月29日

7月28日

進徳館夏の学校

美術館、歴史博物館、民俗資料館の特別展を鑑賞。
講師による解説やギャラリートークにより作品の主題や表現方法
などその背景を知ることができ歴史や文化、芸術に親しむことがで
きた。
本年度より民俗資料館も見学場所に加えた。

年末年始の恒例の講座。
地元の名人講師陣からそば打ちを教わることができた。熱心な受
講者が多く、最終講座ではそば打ちの腕がとても上達し講師を驚
かせていた。ほとんどの受講生が、年越しそばを自分で打つこと
ができた。
今後も高遠そばの文化の継承発展につなげていきたい。

・論語の素読
・宿題の時間
・お話の時間
・歴史博物館へお出かけ
・高遠高校生の書道パフォーマン
ス

郷土の偉人も学んだ進徳館で、論
語の素読や夏休みの宿題をした
り、お話を聞いたり体験活動をして
進徳館の思い出をつくる。

高遠そば・そば打ち講座
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事業名 内容 登録者数 参加者数 講師、協力 内容等 備考

令和３年度高遠町公民館事業

開催日

さつまいも植え 6月2日 (水) 26名

ボディペインティング 7月19日 (月) 27名

音で楽しむリトミック 8月25日 (水) コロナ中止

運動会（長谷合同） 10月4日 (月) 17名

さつまいも堀り（長谷合同） 10月25日 (月) 雨天中止

やきいも大会（長谷合同） 11月15日 (月) 31名

クリスマス会 12月10日 (金) 18名

ミニキッズ王国（長谷合同） 1月21日 (金) コロナ中止

キッズビクス 2月10日 (木) コロナ中止

ひなまつり会、閉講式 3月4日 (金)

香福寺～桂泉院～不動明王 9月22日 (水) 17名

花文字～貴船神社～諏訪神社 10月6日 (水) 21名

龍勝寺～円通寺 10月13日 (水) 15名

建福寺～相頓寺跡～二十二夜様 10月27日 (水) 16名

開校式＆パターゴルフ 6月11日 (金) 9名

燻製づくり 7月14日 (水) 6名 丸山　宏一　氏

ボランティア活動（高遠小） 8月20日 (金) 6名

入笠周辺の散策 10月26日 (火) 6名

スポーツ吹き矢 11月24日 (水) 9名 小野　和憲　氏

そば打ち 12月23日 (木) 7名 倉澤　成子　氏

こんにゃく作り 1月26日 (水) コロナ中止 丸山　宏一　氏

2月

3月

高遠町地区成人式 高遠町地区の成人式 1月2日 (日) 52名 45名

公民館単位で開催。コロナ禍のため、式典と記念写真のみ実施。
出席率は86.5％

研修会関係
上伊那公民館地区館・分館
　　　　　　　　　役職員研修会

上伊那地域の公民館職員の研修会 年1回 5月22日 (土) 中止
中止 例年、進徳館の日と重なるため

参加は難しい。

会議関係
4月20日 (火) 10名

11月30日 (火) 8名

(土)

6月1日 (火) 6名

11月26日 (金) 5名

2月9日 (水) 中止

①事業計画、地区分館委託料
②事業実施状況と今後の予定、次年度事業の概要
③事業報告と次年度事業計画

①公民館運営の基本事項の確認、事業計画、予算
②事業実施状況と今後の予定、成人式について、次年度役員について
③事業報告、来年度事業計画について

35名

地区分館長・主事会

公民館運営審議会 事業計画、事業報告 年3回

年3回

虹の音楽教室　松澤美沙世　氏
スポーツ推進員　小松恵　氏

事業報告、連絡事項、打ち合わせ
事項、成人式

未就園児と親が対象の子育て講
座。親子の交流と情報交換の場。

すこやか子育て『さくらんぼきっず』

未就園児と親を対象にした子育て支援教室。
親子で集まって交流をし、野菜の植え付けから収穫、ボディーペイ
ンティング、キッズビクス、リトミックなど五感を使った豊かな実体験
を行っている。
長谷のくじらクラブとの共催で運動会や芋ほり、やきいも大会、ミニ
キッズ王国を行っている。
参加者からは好評で、子どもも楽しみに来ている。
親同士のつながりも深まり、悩みやストレスの解消にもつながって
いる。

高遠おいさんずクラブ 男性を対象とした何でも講座 11名

要望により始めた新規講座。
参加者の希望をお聞きし、内容を決めて実施。
来年度は、初回に参加者が自ら１年間の計画を立てて実施した
い。

高遠石工の石仏を巡る講座
身近にある高遠石工の石仏を巡り
ながら楽しむ講座

22名
高遠石工研究センター
　熊谷　友幸　氏

新規講座。
バス及び徒歩で現地訪問し、講師の解説を聞きながら見学した。
高遠石工の作品について理解を深めることができた。
来年度は座学も併せて実施予定。
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高遠 長藤 三義 藤沢 河南 その他

進徳館の日記念
少年剣道大会

5月22日 (土)
高遠スポーツ公園

文化体育館
中止

(中止)
募集したが、感染拡大によ
り中止。

マレットゴルフ大会 5月28日 (金) 花の丘マレットゴルフ場 17人 12 1 4
数年ぶりに実施、来年度以
降も行う。

ソフトバレーボール大会 9月4日 (土)
高遠スポーツ公園

文化体育館
中止

（4チーム）
6/6を延期し募集したが、感
染拡大により中止。

ゲートボール大会 6月12日 (土) 長藤屋内運動場
中止

（中止）
今後も参加が見込めないた
め、来年度以降は中止。

ソフトボール大会 8月22日 (日)
高遠スポーツ公園
総合グラウンド

中止
（6チーム）

1 1 1 1
募集したが、感染拡大によ
り中止。

卓球大会 2月27日 (日)
高遠スポーツ公園

文化体育館
中止

（中止）
感染拡大により中止。

桜カップ
ソフトバレーボールリーグ

10月 9日
11月 6日
12月 4日
 1月 8日

 2月5日(中止)
 3月 5日

（土）
高遠スポーツ公園

文化体育館
11チーム

(13チーム)
2 1 3 5

新型コロナの影響で参加
チーム数が減っているが若
者の参加も多く活発な世代
間交流の場となっている。
大会に向けて練習を重ね活
発な交流もみられる。

≪結　果≫

大会名 準優勝

マレットゴルフ大会（男） 渡辺　継男

マレットゴルフ大会（女） 浅川　和子

桜カップ
ソフトバレーボール大会

赤羽　しげ美

≪交流スポーツ大会≫

松尾　たか子

桜井　茂

優勝

大会名 反省事項等期日等

備考第３位

開催場所

伊藤　郁雄

参加状況
（昨年度）

分館別参加数
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《　講座関係　》

　講　座　名
開　　催
予定回数

高遠町桜大学講座 4

上伊那の名勝・名所を訪ねる講座 2

ジオパーク講座 2

美術館･歴史博物館･民俗資料館 特別展講座 6

高遠そば・そば打ち講座 5

ふれあいスポーツクラブ 10

進徳館夏の学校 4

さくらんぼきっず 10

高遠石工の石仏をめぐる講座 4

高遠おいさんずクラブ 11

人権講座 1

《　スポーツ関係　》

　大　会　名 備　考

マレットゴルフ大会 5月下旬

ソフトバレーボール大会 6月5日 (日)

ソフトボール大会 8月21日 (日)

卓球大会 2月26日 (日)

10月8日 (土)

10月29日 (土)

12月3日 (土)

1月7日 (土)

2月4日 (土)

3月4日 (土)

《　その他　》

　名　　　称 備　考

進徳館の日記念少年剣道大会 5月28日 (土)

高遠町地区成人を祝う会（令和５年） 1月2日 (月) ※名称は仮ですやますそ

文化体育館

開　催　日 場　　所

総合グラウンド

文化体育館

文化体育館

12月～1月

5月～3月

桜カップソフトバレーボール大会

6月～10月

花の丘マレットゴルフ場

6月～3月

9月～10月

5月～3月

スポーツ推進委員会と共催

場　　所

文化体育館

開　催　日

7月下旬

未定

5月～10月

令和４年度高遠町公民館事業計画（案）

備　考

第1講座　4月29日（金・祝）

5月～10月

4月～3月

期　　間
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