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Ⅰ 豊山町の概要

１ 沿 革

豊山町の生い立ちは、「豊山町史」によれば織田氏の頃は溝口氏の所轄であったが、その後は徳

川薩摩守忠吉の所轄となった。徳川幕府の治世には、大納言義直（源敬公）の所領となり、尾張

藩代官所（青山村は小牧代官所、豊場村は大代官所）の所轄となった。

明治 年廃藩置県により名古屋県、同 年に愛知県となり、本町は同 年西春日井郡に属する

ようになった。その後、明治 年に豊場・青山のニヵ村が合併し、両村の二字が組みあわされ豊

山村として発足した。

第二次世界大戦末の昭和 年には、本町内に陸軍小牧飛行場が完成し、その後同 年には名古

屋空港となって中部圏の空の玄関となった。また名古屋空港に隣接する本町最大の事業所が昭和

年に建設された。これらによって本町は準農村から著しく相貌を変えることになった。さらに

昭和 年代にかけての高度経済成長による影響によって、人口・事業所が流入し急速に農村から

都市化への道を歩み出したのである。

昭和 年 月 日には村制を廃止して新しく町制を敷き、人口は昭和 年から 年にかけて

倍に膨れ上がり、小学校は 校から 校に、保育所も 園から 園になった（平成 年 月末

に 園が廃止され、さらに平成 年 月末に１園が廃止・統廃合されて現在は 園）。また、この

時期に土地改良事業が行われ、国道 号、県道春日井稲沢線などの主要道路が開通し、昭和

年に名古屋市中央卸売市場北部市場がオープンし、町内の様相は一変した。

昭和 年 月に社会教育センター（公民館・体育館・図書室・郷土資料室などの複合施設）、平

成 年には豊山グランド・豊山スカイプールが相次いで完成し、待望された文化・スポーツの拠点

施設の整備が完了した。このことから、学習等供用施設（当初 施設であったが、青山地区施設は

総合福祉センター「さざんか」に機能移行したことにより、現在 施設）、テニスコート（当初

施設であったが、新栄テニスコートを平成 年 月 日に廃止したことにより、現在 施設）、

スポーツ・ふれあい広場などの施設との利用連携による社会教育センターを中核とした文化・スポ

ーツ施設の利用ネットワーク形成が確立し、町民の多様な文化・スポーツ活動が展開されている。

平成 年 月、これまで町の発展の礎を築き、空の玄関として親しまれてきた名古屋空港の国

際線・国内線機能が「中部国際空港」に一元化された。これに伴い、既存の空港機能を継続した「県

営名古屋空港」が開設された。また、同年 月に「航空館ｂｏｏｎ」が開館し、さらには平成

年 月に、「あいち航空ミュージアム」と「ＭＲＪミュージアム」が同時開館し、空港や航空関連

施設などを活かした地域活性化のまちづくりの推進に向けた新たな基盤として期待されている。

本町では、このような町民を取り巻く環境の変化などを踏まえ、町民の自主的な各種生涯学習、

芸術・文化活動、スポーツ活動を支援し、生涯学習社会の形成による豊かな地域づくりに向け、生

涯学習に関する施策の方向性を定めるものとして令和２年３月に「豊山町生涯学習のまちづくり基

本構想・基本計画（第３期）」を新たに策定した。生涯学習には多様な施策が含まれていることか

ら、様々な分野において適切な取り組みを実施していくことが必要となる。そのため、町民や学校、

各種団体、地域などと行政が連携・協働して取り組むことにより新しい計画を推進していく。

２ 位置・地勢・面積

★位置 東経 度 分 秒、北緯 度 分 秒（豊山小学校

★地勢 標高 ｍ程の平坦地で、東北が高く南西に向ってゆるやかに傾斜している。

★面積 南北 ｋｍ 、東西 ｋｍ 、総面積 ｋ㎡
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３ 世帯数と人口推移 

                                 (各年１０月１日現在) 

年 
世帯数 

（世帯） 

人口（人） 1ｋ㎡ 当りの 

人口密度（人）  総数 男 女 

大正 ９年 703 3,485 1,724 1,761 563.0  

昭和１０年 667 3,705 1,834 1,871 598.5  

昭和３０年 808 4,318 2,121 2,197 697.6  

昭和４０年 1,680 6,908 3,439 3,469 1,116.0  

昭和５０年 3,797 13,876 7,020 6,856 2,241.7  

昭和６０年 4,110 13,791 7,081 6,710 2,227.9  

平成 ２年 4,054 13,213 6,715 6,498 2,134.6  

平成 ７年 4,534 13,626 6,996 6,630 2,201.3  

平成１０年 4,617 13,233 6,788 6,445 2,137.8 

平成１５年 5,067 13,610 6,932 6,678 2,198.7 

平成１６年 5,184 13,803 7,021 6,782 2,229.9 

平成１７年 5,146 13,695 6,973 6,722 2,212.4 

平成１８年 5,306 13,853 7,083 6,770 2,238.0 

平成１９年 5,485 14,111 7,220 6,891 2,309.1 

平成２０年 5,637 14,327 7,339 6,988 2,314.5 

平成２１年 5,798 14,567 7,469 7,098 2,353.3 

平成２２年 5,751 14,475 7,424 7,051 2,338.4 

平成２３年 5,757 14,555 7,456 7,099 2,351.4 

平成２４年 5,834 14,857 7,635 7,222 2,400.2 

平成２５年 6,033 15,129 7,779 7,350 2,444.1 

平成２６年 6,087 15,129 7,780 7,349 2,444.1 

平成２７年 6,263 15,286 7,869 7,417 2,473.5 

平成２８年 6,359 15,467 7,959 7,508 2,502.8 

平成２９年 6,474 15,622 8,021 7,601 2,527.8 

平成３０年 6,646 15,766 8,112 7,654 2,551.1 

令和 元年 6,735 15,739 8,072 7,667 2,545.1 
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Ⅱ 教育行政 

 

 １ 教育委員会 

  定員・・・５名           （令和元年１０月１日現在） 

職名 氏名 
就任年月日 

（初就任年月日） 

教育長 北川 昌宏 平成３０年１０月１日          

教育長職務代理 小出 正文 
平成２８年１０月１日 

（平成２４年１０月１日） 

委員 後藤 明美 
平成２９年１０月１日 

（平成２５年１０月１日） 

委員 鈴木 森昌 平成３０年１０月１日          

委員 中田 めぐみ 令和 元年１０月１日          

 

 

 

 ２ 教育委員会の行政機構（平成３１年４月１日現在)  

        

            

                                                                                        

                    

                                 

                          

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課

局  

生涯学習課

局  

学校教育係 

（小・中学校） 

生涯学習係 

社会教育センター 

 

給食センター 

教
育
委
員
会 

 教
育
委
員
会
事
務
局 
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Ⅲ 社会教育費・保健体育費当初予算

（単位：千円）

区分

平成３０年度 令和元年度

予算額
構成比

Ｂ／Ａ
予算額

構成比

Ｂ／Ａ

一般会計予算全体（Ａ） ％ ％

うち教育費（Ｂ） ％ ％

（単位：千円）

区分

平成３０年度 令和元年度

予算額

対教育費

構成比

（各区分／Ｂ）

予算額

対教育費

構成比

（各区分／Ｂ）

社会教育費・保健体育費

合計（Ｃ＋Ｄ）

社会教育費（Ｃ）

社会教育総務費

青少年教育費

文化財保護費

生涯学習推進費

学習等供用施設費

社会教育センター

管理費

保健体育費（Ｄ）

保健体育総務費

体育施設費
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Ⅳ 生涯学習・社会教育行政組織と諮問機関等

１ 行政組織

教育委員会は、多様化する教育行政の中で、迅速で効率的かつ実効性のある教育委員会事務局の

運営を遂行していくため、平成３１年４月、教育委員会事務局に「学校教育課」と「生涯学習課」

をそれぞれ設置し、組織機構改革を行った。

また、生涯学習課では、事業の企画・運営を行う「生涯学習係」と町民の生涯学習活動の場や社

会教育事業の拠点となる社会教育センター、豊山グランド、豊山スカイプール、学習等供用施設な

どの維持管理、利用に関する事務を行う「社会教育センター」の２体制にすることで、それぞれの

所管業務分担のもと事業推進体制の整備を行った。

２ 諮問機関等

生涯学習分野、社会教育・社会体育分野の個別施策に関し、関連する分野を大別し、それぞれの

所管審議会、委員会、会議において、課題に対する諮問又は意見を求めながら、事業を実施した。

■生涯学習施策に関する審議会

（１）豊山町生涯学習推進審議会 （豊山町生涯学習推進審議会条例 定数１２人以内）

豊山町生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画に基づく、生涯学習の推進に係る施策につい

て審議し、又はこれらの事項について町長に建議する。

会議詳細はＰ１１参照

◎会長 ○副会長

氏名 選出区分（所属） 任期

前田 治 学識経験者（愛知学泉大学教授） ～

◎ 飯田 義秀 教育関係者（豊山中学校校長） ～

安藤 幸子 生涯学習ボランティア代表者 ～

尾野 よし子 生涯学習ボランティア代表者 ～

加藤 武 生涯学習ボランティア代表者 ～

浅井 恵子 関係町民団体代表者（老人クラブ連合会） ～

渡邉 みゆき 関係町民団体代表者（商工会） ～

服部 恒子 教育関係者（文化協会） ～

〇 柴田 昌治 教育関係者（体育協会） ～

坪井 敏行 一般公募 ～

武田 州美子 一般公募 ～

生涯学習係

（係長・係３名）

 

社会教育センター

（館長・係２名）

 

生涯学習課

 

教育委員会

 

教育委員会事務局
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■社会教育施策に関する審議会・委員会

（１）豊山町社会教育委員（社会教育審議会） 豊山町社会教育委員設置条例 定数１５人以内

社会教育講座・教室、社会教育・スポーツ施設の運営管理、学校体育施設開放など社会教育全

般に係わる事項について審議する。

会議詳細はＰ２４参照

◎会長 ○副会長 □部会長

部会 氏名 選出区分（所属） 任期

社会

教育

振興

堀田 裕子 学識経験者（愛知学泉大学教授） ～

◎ 井上 郁子 学識経験者 ～

□ 中村 里美 学識経験者 ～

長瀧 隆司 学校教育関係者（志水小学校校長） ～

坪井 佐智子 社会教育関係者（文化財研究会） ～

社会

教育

施設

運営

小出 芳子 学校教育関係者（新栄小学校校長） ～

鈴木 二郎 社会教育関係者（学校体育施設開放管理指導員） ～

長谷川 幹子 社会教育関係者（読書指導者） ～

○ 橋本 節子 社会教育関係者（体育協会） ～

□ 安藤 定雄 社会教育関係者（文化協会） ～

青少

年・

家庭

教育

千田 秀樹 学校教育関係者（豊山小学校校長） ～

鈴木 育生 家庭教育向上活動者（子ども会連絡協議会） ～

伊藤 章代 家庭教育向上活動者（民生児童委員協議会） ～

□ 伊藤 邁 家庭教育向上活動者（スポーツ少年団） ～

安藤 たづ子 家庭教育向上活動者（更生保護女性会） ～

（２）豊山町青少年育成会議（豊山町青少年育成会議設置要綱 賛同する団体の代表者）

豊山町に青少年の指導及び育成に関し広く町民の総意を結集し、町の施策を適切に実施する。

会議詳細はＰ４７参照

◎委員長 ○副委員長

氏名 所属（役職） 任期

安藤 春一 少年補導委員（代表） ～

加藤 貴啓 保護司会（代表） ～

中西 正司 民生委員協議会（会長） ～

池山 和徳 社会福祉協議会（会長） ～

髙桒 峯夫 防犯協会（会長） ～

鈴木 育生 子ども会連絡協議会（会長） ～

安藤 たづ子 更生保護女性会（会長） ～

○ 川村 武 スポーツ少年団本部（代表） ～

今村 一正 豊山自主パトロール隊（代表） ～

大野 真由子 保育園父母の会（会長） ～

飯田 義秀 豊山中学校（校長） ～

千田 秀樹 豊山小学校（校長） ～

小出 芳子 新栄小学校（校長） ～

長瀧 隆司 志水小学校（校長） ～

愛敬 豊 豊山中学校ＰＴＡ（会長） ～

生田 純也 豊山小学校ＰＴＡ（会長） ～

奥村 誠幸 新栄小学校ＰＴＡ（会長） ～

前田 みのり 志水小学校ＰＴＡ（会長） ～

※ ～ 委員長不在
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（３）豊山町放課後子どもプラン運営委員会

（豊山町放課後子どもプラン運営委員会設置要綱 定数６人以内）

放課後等の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進する総合的な放課後対策事業の円

滑な運営を図る。

会議詳細はＰ４６参照

◎会長 ○副会長

氏名 選出区分（所属） 任期

◎ 千田 秀樹 小学校校長（豊山小学校校長） ～

○ 戸田 久晶 学識経験者 ～

滝 仁美 小学校教頭（豊山小学校教頭） ～

前田　みのり 小学校保護者代表（志水小学校ＰＴＡ会長） ～

西山 智美 放課後児童クラブ代表者（青山保育園園長） ～

牛田 彰和 福祉課長 ～

■文化財保護施策に関する審議会

（１）豊山町文化財保護審議会委員（豊山町文化財保護条例 定数７人以内）

教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及び

これらの事項に関して教育委員会に建議する。

会議詳細はＰ５５参照

◎会長 ○職務代理

氏名 所属（役職） 任期

林 進 岐阜大学（名誉教授） ～

水野 智之 中部大学（教授） ～

◎ 小出 明 学識経験者 ～

加藤 武 学識経験者 ～

○ 岡島 ひかる 文化財研究会（会長） ～

■豊山町史編さんに関する会議

（１）豊山町史編さん委員会委員 豊山町史編さん委員会設置要綱

町史編さんの基本方針及び編さんの方法に関することなどの事項を審議し、又は意見を具申す

る。

会議詳細はＰ５７参照

◎会長 ○副会長

氏名 選出区分（所属） 任期※

◎ 北川 昌宏 教育委員会代表者（教育長） ～

水野 智之 学識経験者（中部大学教授） ～

千田 秀樹 学校代表者（豊山小学校校長） ～

戸田 久晶 関係団体代表者（豊山町体育協会会長） ～

安藤 敏夫 関係団体代表者（豊山町文化協会会長） ～

青山 克己 関係団体代表者（豊山町商工会） ～

安藤 茂市 関係団体代表者（豊山町農業委員会会長） ～

○ 小出 明 関係団体代表者（豊山町文化財保護審議会会長） ～

岡島 ひかる 関係団体代表者（豊山町文化財研究会会長） ～

※任期 委嘱又は任命の日から町史編さんが終了する日まで
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■スポーツ振興施策に関する会議

（１）スポーツ推進委員会 豊山町スポーツ推進委員に関する規則 定数６人以内

本町におけるスポーツの推進に関し、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行

うなどの職務を行う。

会議詳細はＰ２９参照



 

9 

Ⅴ 生涯学習のまちづくりの推進目標及び体制

１ 生涯学習推進のための基本方針

少子高齢化、高度情報化が進む中で、雇用の不安定化や家庭や地域の教育力の低下、高齢者の介

護や医療問題などの新たな課題が生じてきた。こうした社会変化の中、各個人が「自立した一人の

人間として力強く生きていく総合的な力」を身につけることが求められている。本町の第４次総合

計画では、「人」「産業」「生活空間」がキラリと輝くまちづくりを重点目標とし、生涯学習におい

ては「いきいきとした豊かな心を持った人を育むまち」の達成を担うことになる。このような背景

を受け、町民一人一人が精神的な面での豊かさを求め、生涯を通して健康で生きがいのある人生を

過ごして自己実現を図るように、学習活動を積極的に支援していくことが望まれる。そこで最終年

度となる「豊山町生涯学習のまちづくり基本構想・基本計画（第２期）」（以下、「第２期計画」）の

もとで、「だれもが学び、学びをつなぐ、人が輝く生きがいタウン」の実現に一つずつ取り組むこ

とにする。

生涯学習推進の基本方針は、「第２期計画」における推進施策をもとに、毎年度、効果的な事業

展開を図るための実施計画を定め、豊山町における生涯学習を推進するものである。令和元年度は、

第２期計画が最終年度であることから、新たに策定する「生涯学習のまちづくり基本構想・基本計

画（第３期）」（以下、「第３期計画」）の方向性も踏まえ、具体的には次の３つの重点目標の視点に

より、豊山町の生涯学習のまちづくりを推進する。

２ 令和元年度の重点目標

（１）生涯学習における重点施策の推進

○ ライフステージに応じた学習支援に努め、身近な生涯学習をめざす。

○ 気軽に楽しめる生涯スポーツ、芸術・文化とのふれあいを進める。

○ 家庭教育の向上と青少年の豊かな心の育成のために支援を広げる。

○ 学習者のニーズに応じた情報の収集、提供、相談体制の充実に努める。

○ サークル活動や自主的な学習活動を支援し、学習成果を活かす交流活動を進める。

○ 地域活動やボランティア活動を支援する。

○ 一人一人の活動がまちづくりにつながる意欲を育てる。

＜策定の視点＞

① 個人の要望と社会要請に沿った学習活動ができる学習環境を整える。

② 個性や創造性を育み、健康で心豊かな人間形成を目指す学習活動を支援する。

③ だれもが学び合い、学習成果を社会に活かすことができる学習社会を築く。

④ 個性ある創造性豊かな住みよいまちづくりの実現をめざす。

＜生涯学習の必要性＞

① 一人一人が自己実現を図る面から

② 知識基盤社会の中で必要な総合的な力を身につける面から

③ 行財政改革と地方分権化が進む中で、個人と地域社会の自立形成の面から

④ 知の循環型社会の構築の面から

※「第２期計画」から抜粋
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（２）第３期計画の作成 

○ 町民を取り巻く環境の変化や国・県の動向、「豊山町第５次総合計画」をはじめとした上

位・関連計画を踏まえ、町民の自主的な各種生涯学習、文化・芸術活動、スポーツ活動を支

援し、生涯学習社会の形成による豊かな地域づくりに向け、生涯学習に関する施策の方向性

を定めるものとして策定する。 

○ 第３期計画は「豊山町第５次総合計画」を上位計画とし、その生涯学習部門に関する施策

を具体的に推進する個別計画となる。また、関連する各分野の個別計画との整合性を図る。 

○ 第３期計画の策定にあたっては、「生涯学習推進審議会」に諮問し、また、町民を対象に

アンケート調査を実施する。 

 

（３）生涯学習の推進体制 

○ 生涯学習は、学校教育、社会教育、家庭教育の意図的組織的な活動だけでなく、個々に

行う活動も包括するため、それぞれの分野と情報を交流するなど連携を深めていく。 

○ 生涯学習は多岐にわたるため、他部局と情報の共有をし、さらに共同で計画立案するなど

連携を強める。 

○ 生涯学習推進審議会や社会教育審議会による施策の評価・点検体制を確立する。また、外

部の意見を積極的に取り入れるよう努める。 

 

３ 生涯学習の概念（基本的イメージ） 

 

  【生涯学習とは】   人々がいつでも自由に学習機会を選択し、学習形態にとらわれずに人 

生を豊かにするために学ぶ活動 

  【生涯学習の目的】 目標志向（仕事・生活に役立てる）（体を鍛え健康を保つ）     

学習志向（学ぶことが楽しい）（向上する喜び） 

活動志向（気分転換、老化防止、仲間と一緒で楽しい） 

 【生涯学習の形態】 意図的・組織的な学習活動だけでなく、個々に行う趣味などの活動、 

本を読んだり通信教育を受けたりする個人学習 

 

 

          学校教育における学習            家庭教育における学習 

 

 

        社会教育における学習             その他の学習                 

 

国・自治体・公民館等が行う講座         スポーツ活動 

大学・短大等の学校が行う公開講座        文化活動 

民間教育事業者の行なう通信教育や        レクリエーション活動 

カルチャースクール等              ボランティア活動                         

 個人経営のピアノ教室等 地域活動 

企業内教育 

職業訓練施設における教育 

  

  ※ 社会教育法上の「社会教育」は、人格の完成を目的に行われる教育活動に限る。 
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４ 生涯学習推進体制 

  豊山町生涯学習推進審議会 （豊山町生涯学習推進審議会条例 定数１２人） 

月／日 会議名 場所 内容 

 ８／２６（月） 第１回審議会 
役場 

会議室３ 

・平成３０年度生涯学習事業報告について      

・令和元年度生涯学習事業の進捗状況について 

・豊山町生涯学習のまちづくり基本構想・基本計

画（第３期）について 

１２／ ４（水） 第２回審議会 
役場 

会議室５ 

・豊山町生涯学習のまちづくり基本構想・基本計

画（第３期）について 

 ２／２０（木） 第３回審議会 
役場 

会議室５ 

・豊山町生涯学習のまちづくり基本構想・基本計

画（第３期）について 

・令和２年度豊山町生涯学習まちづくり実施計画

について 

 

＜まとめ＞ 

第１回審議会では、第２期計画の実施状況、生涯学習事業の進捗状況、基本構想実践に向けた進

行管理を審議・精査し、効果的な事業展開に努めた。 

第２期計画は令和元年度までの計画であり、今後も、生涯学習社会の実現に向けた方向性を定め

るものとしての新たな企画が必要なため、新しい第３期計画を策定した。策定にあたっては、３回

にわたり「生涯学習推進審議会」で委員に意見を求め、また、町民を対象にアンケート調査を実施

し、ニーズや活動上の課題、生涯学習に対する意向の変化などを把握し、第３期計画に反映させた。 

また、第３回審議会では、令和２年度は第３期計画がスタートする初年度であることから、新た

な基本構想及び基本計画を施策の体系に基づいて様々な生涯学習実施計画関連事業を提示し意見

を求めた。 

 

５ 生涯学習学級講座アンケート調査 

（１）調査の目的  生涯学習学級講座の参加の意識やニーズなどを把握するためアンケート調査

を実施した。 

（２）調査方法等  対象は学級講座の参加者で、講座申し込み時に任意で実施した。 

           実施日  ４月１３日（土） 

回収件数 ８２件 

         

６ サークル活動の推進 

（１）サークル募集  ４月、９月に発行している「生きがいタウン」に募集記事を掲載して募集

に努めた。 

（２）サークル登録  ５件 

（３）サークル情報  登録を行ったサークルで情報公開を希望したものについて、生涯学習情報

誌でサークル情報を記載した。 

 

生きがいタウン 



 

12 

Ⅵ 令和元年度生涯学習に関する事業報告 

 

１ 生涯学習講座等 

 ■自己の向上に関するもの 

  自己を高めていく学習活動であり、趣味や教養・学習・健康・レクリエーション・ボランティア 

等の領域で、その人個人のレベルで自分自身を深めることによって、より価値ある人生を形成して 

いく学習活動。 

 

【教養・国際講座】 

（１）豊寿大学  

テーマ 生きがいある人生を自分らしく楽しむ 

場所 
社会教育センター 

視聴覚室他 

対象・定員 
６０歳以上 

６０人 

時間 午前１０時～午前１１時３０分 申込者数 ６０人 

月／日 プログラム 講師 参加者数 

 ５／１６（木） 
人はご縁の中生きているのですね… 

～人生のお福分けをいただいて～ 

一宮・いのち大学 

主宰 金田 政実 
５８人 

 ６／１３（木） 語りと端唄 平松 千恵子 ５３人 

 ７／ ４（木） 健康長寿を目指そう 
包括支援センター 

保健師 
４９人 

 ８／ １（木） 睡眠と心の健康のお話 
理学療法士 

伊坪 浩幸 
５０人 

 ９／ ５（木） 今、いなかがオモシロイ 
名古屋大学大学院

教授 高野 雅夫 
５３人 

１０／ ３（木） 
名芸男子ＭＧＤ！と歌う初めてのクラ

ッシック音楽 
名芸男子ＭＧＤ！ ４３人 

１１／ ７（木） 
＜研修会＞日本家屋と洋館の融合美

「六華苑」を訪ねて 
 ３９人 

１２／ ５（木） エイジングケア～養生生活と気功～ 伊藤 敦子 ４５人 

 １／１６（木） 懐かしの昭和歌謡を歌おう 中島 良晴 ４１人 

 ２／ ６（木） 
繭細工づくりを通じて育蚕文化を知ろ

う 

愛知学泉大学教授 

堀田 裕子 
３６人 

 

（２）いきいき！チャレンジ講座 

 

テーマ 心と体をリフレッシュ 
場所 

社会教育センター 

視聴覚室他 

定員 ２０人 

時間 午前１０時～午前１１時３０分 申込者数 １０人 

月／日 プログラム 講師 参加者数 

 ７／ ３（水） 身体によい発酵＆雑穀料理 野口 亜希子 ９人 

 ７／１６（火） 音楽に合わせて楽しく体を動かそう 柳川 晃子 ８人 

 ７／３１（水） 
アロマテラピーを楽しむ 

～季節のアロマスプレーづくり～ 
中川 めぐみ ６人 
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（３）ローラさんのやさしい英会話（前期）

テーマ 楽しく学べて、英語が好きになる
場所

社会教育センター

研修室１

定員 ２０人

時間 午前１０時１０分～午前１１時４０分 申込者数 １１人

月／日 プログラム 講師 参加者数

５／ ７（火） やさしい文章

ローラ・キャスタ

ーライン・嶋本

１０人

５／２１（火） 海外旅行で使える！ ８人

６／ ４（火） Ｍａｙ Ｉ ｊｏｉｎ ｙｏｕ？ ８人

６／１８（火） 日常会話で使える！ ９人

７／ ２（火） 楽しくお話しましょう ８人

（４）ローラさんのやさしい英会話（後期）

テーマ 楽しく学べて、英語が好きになる
場所

社会教育センター

研修室１

定員 ２０人

時間 午前１０時１０分～午前１１時４０分 申込者数 ９人

月／日 プログラム 講師 参加者数

１０／１５（火） やさしい日常会話

ローラ・キャスタ

ーライン・嶋本

６人

１０／２９（火） 単語もリスニングスキルも増やそう！ ８人

１１／１２（火） 楽しい日常会話 ９人

１１／２６（火） 旅行英語 ９人

１２／１０（火） 英語でお話をしましょう ９人

（５）ローラ先生のキッズ英会話

（６）中部大学連携講座

テーマ
脳の体操！錯覚遊びと不思議な世界で

ボール投げ実験

場所 中部大学

定員 １５人

時間 午前８時４５分～午後０時３０分 申込者数 ５人

月／日 プログラム 講師 参加者数

１１／ ２（土）
脳の体操！錯覚遊びと不思議な

世界でボール投げ実験

中部大学教授

平田 豊
４人

テーマ 楽しく学べて、英語が好きになる
場所

社会教育センター

研修室

定員 １５人

時間 午前１０時～午前１１時３０分 申込者数 １１人

月／日 プログラム 講師 参加者数

８／ ７（水） あいさつ、アルファベットなど
ローラ・キャスタ

ーライン・嶋本

８人

８／ ８（木） 動物の名前、数と色 ９人

８／ ９（金） 動きましょう（動詞、名刺） ７人
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（７）歴史講座                 

テーマ 平成の３０年間を振り返ってみよう 
場所 

社会教育センター 

視聴覚室他 

定員 ２０人 

時間 午前１０時～午前１１時３０分 申込者数 ５人 

月／日 プログラム 講師 参加者数 

１０／１５（火） さよなら平成（元～６年） 

郷土資料室 

文化財アドバイザー 

加藤 武 

３人 

１１／１９（火） さよなら平成（７～１２年） ４人 

１２／１７（火） さよなら平成（１３～１８年） ４人 

 １／２１（火） さよなら平成（１９～２４年） ３人 

 ２／１８（火） さよなら平成（２５～３０年） ３人 

 

【趣味・実技講座】 

（１）シニアのためのｉＰａｄ 

テーマ ｉＰａｄで遊ぼう 場所 
社会教育センター 

研修室２ 

時間 午前１０時～正午 
定員 １０人 

申込者数 １０人 

月／日 プログラム 講師 参加人数 

６／２５（火） 
検索の達人になろう（Safari・Siri） 

音楽を楽しもう（全国のラジオ） 
NPOいぬやまｅ－

コミュニティネ

ットワーク講師 

佐藤 知子 

早川 敦子 

８人 

６／２６（水） 
撮りっぱなしの写真 

コラージュにしませんか？ 
８人 

６／２７（木） 
iPadでも簡単にできる！ 

暑中見舞いをつくろう 
９人 

６／２８（金） 
無料でテレビ電話をしよう 

（FaceTime・Skype）  
９人 

 

（２）パソコン講座 

テーマ 
ウィンドウズ１０ パソコンで遊ぼ

う 
場所 

社会教育センター 

研修室２ 

時間 午後１時～午後４時 
定員 １０人 

申込者数 ７人 

月／日 プログラム 講師 参加人数 

 ６／２５（火） Ｗｏｒｄでお絵かきしてみよう 

NPOいぬやまｅ－

コミュニティネッ

トワーク講師 

佐藤 知子 

早川 敦子 

７人 

 ６／２６（水） 
役員になっても安心！ 

予算管理表を作ろう 
６人 

 ６／２７（木） 年賀状をつくろう ６人 

 ６／２８（金） オリジナルキーホルダーをつくろう ６人 
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（３）多肉植物の楽しい寄せ植え 

テーマ 多肉植物の楽しさを体験してみよう 場所 
社会教育センター 

実習室 

時間 午前１０時～午前１１時３０分 
定員 １５人 

申込者数 １５人 

月／日 プログラム 講師 参加人数 

１２／１５（日） 多肉植物の楽しい寄せ植え 
エターナルフラワー 

稲垣 美幸 
１４人 

 

【健康・レクリエーション】 

（１）幼児体操教室（２・３歳児とその保護者） 

講師 セイシン教育センター指導員 
場所 

社会教育センター 

アリーナ 

定員 ３５組 

時間 午前１０時３０分～午前１１時３０分 申込者数 １４組 

月／日 プログラム 参加人数 

５／ ７（火） 新聞紙を使って遊んでみよう ９組 

５／１４（火） 家庭でも楽しめる運動をしよう ８組 

５／２１（火） いろいろな動きをまねっこしてみよう １２組 

５／２８（火） 跳んだり跳ねたりしてみよう １４組 

６／１１（火） 転がってみよう １１組 

６／１８（火） 縄跳びを動かしてみよう １４組 

６／２５（火） 走ってみよう １１組 

７／ ２（火） フープで遊んでみよう ９組 

７／ ９（火） 平均台を渡ってみよう １０組 

８／２０（火） 登って飛び下りよう １１組 

８／２７（火） ボール遊びをしよう １１組 

９／ ３（火） マット運動・ボール遊び（大） ８組 

９／１０（火） マット運動・ボール遊び（小） ４組 

９／１７（火） 器械運動遊び・ボール遊び（大） ９組 

９／２４（火） 器械運動遊び・ボール遊び（小） １２組 

１０／ １（火） マット運動・フープ遊び ７組 

１０／ ８（火） マット運動・平均台遊び １１組 

１０／２９（火） 跳び箱遊び・ならびっこ遊び １３組 

１１／１９（火） ボール・マット遊びまとめ １０組 

１１／２６（火） 器械運動あそびまとめ １２組 

 

ローラさんのやさしい英会話 幼児体操教室 
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（２）児童体操教室（小学校１～３年生） 

講師 セイシン教育センター指導員 
場所 

社会教育センター 

アリーナ 

定員 ３０人 

時間 午後４時３０分～午後５時３０分 申込者数 ２３人 

月／日 プログラム 参加人数 

５／ ７（火） グループづくり、基本運動 ２２人 

５／１４（火） 基本運動、スタートダッシュ ２１人 

５／２１（火） スタートダッシュ、ジグザグ走 １９人 

５／２８（火） ２０ｍタイム測定 ２０人 

６／ ４（火） コーナー走、バトンタッチ １７人 

６／１８（火） バトンリレー １９人 

７／ ２（火） ボール投げ（小ボール） １６人 

７／ ９（火） 遠投測定 ２０人 

８／２７（火） キャッチボール、パス（大ボール） １４人 

８／２７（火） ドッジボール①（サンドドッジ） １３人 

９／ ３（火） ドッジボール②（ミニゲーム） １３人 

９／１０（火） 立幅跳び、走り幅跳び １６人 

９／１７（火） 走り高跳び（ゴム跳び） １３人 

９／２４（火） マット運動（前転・後転～側転） １６人 

１０／ １（火） 鉄棒・跳び箱に挑戦 １１人 

１０／ ８（火） 縄跳び①前跳び・後跳び １４人 

１１／ ５（火） 縄跳び②いろいろな跳び方 １３人 

１１／１２（火） 縄跳び③まとめ １４人 

１１／１９（火） ポートボール（ミニゲーム） １４人 

１２／ ３（火） サッカー（ミニゲーム） １７人 

 

（３）ノルディックウォーク教室 

講師 スポーツ推進委員 
場所 

鶴舞公園・小幡緑地・落

合公演・四季の森・モリ

コロパーク・小牧山 

定員 ２５人 

時間 午前９時～正午 申込者数 ２４人 

月／日 プログラム 参加人数 

５／１８（土） 開講式・ポールの使用方法・基礎歩行 １９人 

６／ １（土） 前回の復習・基礎歩行・実践歩行 ２１人 

 ６／２９（土） 前回の復習・基礎歩行・実践歩行 １９人 

 ９／ ７（土） 前回の復習・基礎歩行・実践歩行 １４人 

１０／１９（土） 前回の復習・基礎歩行・実践歩行 １３人 

１１／ ９（土） 前回の復習・基礎歩行・実践歩行 １５人 

２／ １（土） 前回の復習・基礎歩行・実践歩行 １６人 

３／ ７（土） 前回の復習・基礎歩行・実践歩行 中止 
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（４）ミニテニス教室 

講師 スポーツ推進委員 
場所 

社会教育センター 

アリーナ 

定員 ３０人 

時間 午後７時～午後９時 申込者数 １９人 

月／日 プログラム 参加人数 

 ６／ ４（火） ミニテニスの基本を学ぶ １５人  

 ６／１１（火） ミニテニスの実践を体験 １３人 

 ６／１８（火） ミニテニスのミニ大会 １１人 

   

（５）子ども運動体験教室 

講師 スポーツ推進委員 
場所 

社会教育センター 

アリーナ 

定員 なし 

時間 午後７時～午後８時３０分 申込者数 ３３人 

月／日 プログラム 参加人数 

 ５／１０（金） スポーツ鬼ごっこ 

ロケットドッジボール 

ミニハードル 

フラフープ 等 

２６人  

 ５／１７（金） １７人 

 ５／２４（金） １人 

 ５／３１（金） ２１人 

  

（６）長距離走教室（小学校４年生～） 

    第１回愛知駅伝を契機に平成１９年４月から開催。 

    講師   とよやまＪＲＣ指導者 

    日時   土曜日の午前中に月１回程度(年１４回開催) 

    会場   豊山グランド、豊山小学校及び新栄小学校 

    参加者数 ４３人 

 

（７）ミニソフトバレーボール教室（小学生と保護者）  

講師 スポーツ推進委員・地域の指導者 
場所 

社会教育センター 

アリーナ 

定員 なし 

時間 午後７時～午後９時 申込者数 ７２人 

月／日 プログラム 参加人数 

１／１０（金) 開講式・基本練習（パス、サーブ） ６１人 

１／１７（金) 応用練習（ゲーム形式） ６７人 

１／２４（金) 大会に向けての実践練習・閉講式 ６５人 

１／２５（土) 大会 ＜午前９時～正午＞ ６６人 
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（８）ニュースポーツ教室 

講師 スポーツ推進委員 
場所 

社会教育センター 

アリーナ 

定員 なし 

時間 午後７時～午後９時 申込者数 ６７人 

月／日 プログラム 参加人数 

１０／ ８（火） ミニテニス、ラージボール他 ３３人 

１０／１５（火） ミニテニス、ビーチボールバレー他 ４９人 

１０／２９（火） ミニテニス他 ４７人 

 

（９）カローリング教室 

講師 スポーツ推進委員 
場所 

社会教育センター 

アリーナ 

定員 なし 

時間 午後１時３０分～午後３時 申込者数 ２２人 

月／日 プログラム 参加人数 

１１／２６（火） カローリングの基本を学ぶ ２０人  

１２／ ３（火） カローリングの実践を体験 ２１人 

１２／１０（火） カローリングのゲーム ２１人 

 

（１０）ボルダリング・スラックライン・トランポリン体験教室  

講師 スポーツエリア AIR－X 
場所 

スポーツエリア 

AIR－X 

定員 １５人 

時間 午後７時～午後９時 申込者数 １４人 

月／日 プログラム 参加人数 

１１／ ７（木) 
施設説明・ボルダリング・スラックライン・トラン

ポリン体験 
 １３人 

１１／１４（木)   ボルダリング・スラックライン・トランポリン体験  １４人 

１１／２１（木) ボルダリング・スラックライン・トランポリン体験  ７人 

１２／ ５（木) ボルダリング・スラックライン・トランポリン体験  １０人 

 

 

カローリング教室 ニュースポーツ教室 
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 （１１）健康体力測定会（産業まつり内） 

講師 スポーツ推進委員 
場所 

社会教育センター 

ホワイエ 

定員 なし 

時間 午前９時～午前１１時３０分 申込者数 ５７人 

月／日 プログラム 参加人数 

１０／２７（日） 体力チェック（握力・反復横跳びなど）   ５７人 

 

（１２）ニューファミリー教室（保健センター） 

・期間    通年、年１０回開催 

・参加者数  延５９組 ６９人 

 

（１３）４０歳からの健康講座（保健センター） 

・乳がん自己検診教室       ２６回（延  ７２８人） 

・健康診査時の成人健康教育    １６回（延１，００５人） 

・エアロバイク教室        ３７回（延  ３１１人） 

 

（１４）赤ちゃん広場（保健センター） 

   ・期間    通年 延１１回開催 

  ・参加者    乳児と母親 延３２１組 ６８５人 

 

（１５）老人健康教室（地域包括支援センター） 

・シニアクラブ           ５回（延５４人） 

・いきいき健康教室         ２回（延６９人） 

 

■生活の向上に関するもの 

  個人や家庭人として、あるいは地域で暮らす住民として、生活の場面を改善向上させていこうと 

する、家庭生活・消費生活・地域づくり・世代交流・社会参加・環境問題等の領域の学習活動。 

 

【家庭・生活講座】  

（１）元気のでる楽しい料理教室 

テーマ 料理を楽しむ 場所 
社会教育ｾﾝﾀｰ 

料理教室 

時間 午前１０時～正午 
定員 ２０人 

申込者数 ８人 

月／日 プログラム 講師 参加人数 

 ６／１１（火） ソース・たれの活用でアレンジごはん 
愛知文教女子短大 

管理栄養士  

山口 由貴 

８人 

 ７／ ９（火） 乳、小麦、卵を使わない満足ごはん ７人 

 ８／ ６（火） 夏を乗りきる元気ごはん ８人 

 ９／ ３（火） 女子会ランチしませんか ７人 
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（２）親子パン教室

テーマ カエルパンサンドイッチをつくろう 場所
社会教育ｾﾝﾀｰ

料理教室

時間 午前１０時～午後１時

定員 １２組

申込者数
１２組

２８人

月／日 プログラム 講師 参加人数

７／ ６（土） カエルパンサンドイッチをつくろう

キッズクッキング

パン講師

加納 利子

１２組

２８人

（３）手ごねパン＆スイーツ教室

テーマ
簡単でおいしい手ごねパンとスイーツ

を作ろう
場所

社会教育ｾﾝﾀｰ

料理教室

時間 午前１０時～午後１時
定員 １８人

申込者数 １７人

月／日 プログラム 講師 参加人数

１０／２４（木）
米粉と米油を使ったおにぎりパン、利休

饅頭

キッズクッキング

パン講師

加納 利子

１６人

１１／２１（木）
焼きピロシキ、揚げピロシキ、ロシアン

クッキー
１７人

１２／１９（木） パネトーネ、ツリーケーキ １６人

１／１６（木） ベーコンエピ、豆腐のガトーショコラ １２人

２／１３（木） お手軽チーズパン、チョコカップケーキ １４人

（４）環境フェスティバル（住民課）＊町文化展と合同開催

・日時 １１月９日（土） 午前９時３０分～午後２時

・場所 豊山スカイプール駐車場

・参加者 約１，４９９人

（５）エコクッキング（住民課）

・日時 ７月２５日（火） 午前１０時～午後０時３０分

・場所 社会教育センター料理教室

・講師 東邦ガス

・参加者 ９組２２人

親子パン教室 手ごねパン＆スイーツ教室
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【社会参加・ボランティア】 

（１）健康福祉フェスティバル（保健センター・福祉課・教育委員会事務局） 

・日時  ９月８日（日） 午前９時～午後３時 

・場所  総合福祉センターしいの木 東部学習等供用施設 

・参加者 １，８７２人 

 

（２）社会を明るくする運動（７月中強調月間、福祉課・小中学校生徒指導推進協議会） 

・西春日井地区パレード ７月４日（木）実施 

・映画会        ７月２４日（水）午後２時から社会教育センターにて 

   社明啓発ビデオと「ボス・ベイビー」の上映。 

・参加者 １２０人 

 

 （３）とよやまＤＥないと～豊山町夏祭り～（総務課） 

・台風接近のため中止  

 

（４）総合防災訓練（防災安全課） 

・日時  ９月２日（日） 午前９時～ 

・場所  豊山中学校 グランド 

・参加者 ５３０人 

 

＜まとめ＞ 

各講座においてアンケート調査を行い、講座への参加意識やニーズなどを把握し、できるだけ反

映させ事業の見直しを行った。反映させた事業のひとつ「多肉植物の楽しい寄せ植え」講座は、参

加者から好評であった。 

また、スポーツに関する講座では、スポーツ推進委員の協力のもと、親子で参加する競技や高齢

者向け競技の紹介を促進したり、各講座・教室の内容や時期回数の見直しをしたりして、多世代参

加型の生涯スポーツ普及を推進した。 
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２ 出前講座 

（１）出前講座メニュー 

№        講座名 担当課 内容 

１ 豊山町総合計画 総務課 総合計画とまちづくりについて、みなさんとともに考えましょう。 

２ 豊山町の財政 総務課 
町の財政はどのような状況にあるのか、財政全般についてお話しま

す。 

３ 地域情報化 総務課 電子自治体、ケーブルテレビ等地域情報化の取り組みをお話します。 

４ 選挙の仕組み 総務課 公職選挙法に基づいて、選挙制度についてお話します。 

５ 情報公開制度 総務課 情報公開制度とは何か、情報公開請求の方法などを説明します。 

６ 税金のはなし 税務課 町民税や固定資産税等の制度についてお話します。 

７ 防災のはなし 防災安全課 情報の伝達、避難場所、自主防災組織の必要性についてお話します。 

８ 安全講話 防災安全課 事故、犯罪の発生状況やそれに対する心掛けについてお話します。 

９ 国民年金 住民課 どのような仕組みになっているのか、そのあらましをお話します。 

10 ごみの減量対策 住民課 ごみの減量と資源リサイクルについて問題点を含めてお話します。 

11 家庭排水対策 住民課 
家庭排水と河川のよごれについてお話します。家庭でできる対策

は？ 

12 地球温暖化の防止 住民課 地球温暖化防止についてお話します。家庭でできる対策は？ 

13 子育て・児童福祉 福祉課 
保育園の保育内容や児童手当、児童扶養手当等の諸手当の内容につ

いてお話します。 

14 障がい者福祉 福祉課 障がい者福祉サービスの内容や諸手当の内容についてお話します。 

15 健康講座 保健センター 
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の説明と予防法につ

いてお話します。 

16 
認知症サポーター

養成講座 

地域包括支援

センター 

認知症について学びます。認知症の人や家族を温かく見守り、支援

する人になりましょう。 

17 介護予防 
地域包括支援

センター 

６５歳以上の方を対象に脳の活性化、筋力アップなど介護予防のお

話をします。 

18 国民健康保険 保険課 国民健康保険の仕組みや給付についてお話します。 

19 
後期高齢者医療 

制度 
保険課 

平成２０年度から始まった後期高齢者医療制度について、わかりや

すくお話します。 

20 介護保険 保険課 介護保険とは何か。その仕組みや制度についてお話します。 

21 
県営名古屋空港の

情勢 

産業・都市政

策課 
県営名古屋空港の現状をお話します。 

22 
公共交通機関の 

使い方 

産業・都市政

策課 

とよやまタウンバスをはじめとした町を走るバスの上手な乗り方や

使い方をお話します。 

23 豊山町の都市計画 
産業・都市政

策課 
都市計画の役割と仕組み、町が進めている事業についてお話します。 

24 消費生活講座 
産業・都市政

策課 

一人ひとりが賢い消費者となるために、消費生活に関する基礎知識

についてお話します。 

25 給食ができるまで 給食センター 給食センターの仕組みや調理の実際についてお話します。 

26 図書室の利用法 
社会教育 

センター 
図書室の上手な利用法についてお話します。 

27 生涯学習 生涯学習課 
豊山町の生涯学習の推進計画と学習活動の実際についてお話しま

す。 

28 ニュースポーツ 生涯学習課 だれにも気軽にできるニュースポーツを紹介します。 

29 議会の仕組み 議会事務局 
議会の仕組みや運営、議会の傍聴等、議場の見学をしながらお話し

ます。 
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（２）出前講座実施状況 

№ 月／日 講座名 講師 依頼団体名 会場 人数 

１  ７／３１（水） 介護予防 
地域包括支援センター 

保健師 大関 沙依 

豊山町シルバー

人材センター 

総合福祉センタ

ー南館ひまわり 
15人 

２  ８／ ５（月） 
障がい者福

祉 

福祉課 

係長 四浦 かおり 

主事 日柴喜 由奈 

手話サークル 

豊友 

東部学習等供用

施設 
9人 

３  ８／２７（火） 介護予防 
地域包括支援センター 

保健師 長友 妙子 

伊勢山地区古今

歴史を語ろう会 

総合福祉センタ

ー南館ひまわり 
13人 

４ １２／ １（日） 
高齢者の賢

い消費生活 

産業・都市政策課 

主事 浅野 裕也 
青三会 

冨士学習等供用

施設 
50人 

５ １２／１３（金） 
防災のはな

し 

防災安全課 

防災官 中野 裕二 

豊山町社会福祉

協議会 

社会教育センタ

ー和室 
50人 

６  ２／１３（木） 
豊山町総合

計画 

総務課 

主査 牧野 礼男 
シルバー上西 上青山公民館 11人 

計 １４８人 

      

 

３ 生涯学習情報の提供と収集    

（１）生涯学習情報誌「生きがいタウン」の発行（４月、９月の年２回） 

・文化・体育の各種学級講座やイベント、生涯学習ボランティア、出前講座などの情報を掲載

した。 

・3,500部作成して、公共施設、町内スーパー等に設置する方法で配布した。 

・町ホームページのトピックスに掲載し、積極的に周知した。 

 

（２）広報とよやま「まなびすとコーナー」の定期掲載 

・広報とよやま１月号から紙面をリニューアルし、生涯学習事業について、写真を中心に紹介

した。 

 

（３）講座アンケートの実施（前期の講座受付時に実施） 

・４月１３日（土）８２件回収 

 

（４）生涯学習情報コーナーの設置（社会教育センター内） 

・国、県、他市町村、大学、民間などの生涯学習関係機関の発行するパンフレット等の設置 

・学びネットあいち等インターネットサイトなど活用による生涯学習相談 

 

 

＜まとめ＞ 

出前講座は毎年様々な団体に活用され、令和元年度は６団体１４８人から申し込みがあり、町職

員が講師として介護予防や防災について講義を行った。 

＜まとめ＞ 

生涯学習に関する情報提供については、広報とよやま、生きがいタウンなどの紙媒体だけでなく、

町ホームページや「とよやまみんなのチャンネル」で情報提供を行った。 

広報とよやま１月号から「まなびすと」コーナーをリニューアルし、写真を中心に生涯学習事業

の魅力について紹介した。 
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４ 社会教育委員会議（社会教育審議会）

（１）全体会議

月／日 会議名 場所 内容

８／２２（木） 第１回審議会
役場

会議室３

・平成３０年度社会教育事業報告について

・令和元年度社会教育事業の進捗状況について

・民法改正に伴う成人式の取り扱いについて

＜まとめ＞

第１回審議会では、平成３０年度社会教育事業の実施、社会教育センター等の施設利用・管理状

況報告を行ったほか、令和元年度社会教育事業の進捗状況について報告した。また、民法改正に伴

う成人式の取り扱いについて令和４年度以降の方針を提案し、意見を求めた。

（２）上部組織会議・研修会等

月／日 会議名 場所 内容

５／１６（木）

愛知県社会教

育委員連絡協

議会東尾張支

部総会・講演

会

北名古屋市

総合体育館

・平成３０年度事業報告、収支決算報告

・令和元年度役員選出（案）、事業計画（案）、

収支予算（案）

・令和元年度表彰者候補者の推薦について

・講演会

演題：地域づくりにおける「ミュージアム

のチカラ」

講師：北名古屋市歴史民俗資料館長 市橋

芳則氏

１１／ ８（金）

愛知県社会教

育委員連絡協

議会東尾張支

部研修会

東海市芸術

劇場

・研究発表

武豊町「武豊町ふるさとまつり～まつりを

通じて人と人の輪をつなごう～」

尾張旭市「星の広場から、つながる学び」

・講演

演題：細井平洲先生の手紙

講師：立松 彰氏（東海市平洲記念館館長）

＜まとめ＞

東尾張地区社会教育委員連絡協議会等の総会、研修会等に参加し、県内の先進的な事例を学んだ。

５ 成人教育

１）成人式事業

・日時 令和２年１月４日 土） 開式午前１０時３０分

・場所 社会教育センター ホール

・対象 平成１１年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた方 外国人含む）

区分 男 女 計

対象人数 ６１人 ８６人 １４７人

参加人数 ５８人 ５２人 １１０人

出席率 ９５．１％ ６０．５％ ７４．８％

＜まとめ＞

成人式は毎年、学生、在職成人者のいずれも参加しやすい年末年始休暇期間中である１月４日に

開催しているため出席率は比較的高い。
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６ 町民の余暇利用推進・健康増進支援 

(１）緑の休暇村事業 

ア 宿泊助成 

 （長野県王滝村）                             （単位：人） 

施設名 補助金額 大人 子供 

名古屋市民おんたけ休暇村「セントラル・ロッジ」   2,000円(小学生未満1/2) ０ ０ 

名古屋市民おんたけ休暇村「ファミリーキャビン」 
1,000円(限度額は、１棟

につき 2人までの額） 
２ 

おんたけ「銀河村」キャンプ場スターキャビン 
2,000円(限度額は、１棟

につき 2人までの額） 
０ 

おんたけ「銀河村」キャンプ場バンガロー 1,000円 ０ 

おんたけ「銀河村」キャンプ場テント 1,000円 ０ 

王滝村営スポーツ施設 300円 ０ 

      

（長野県阿智村）                             （単位：人） 

施設名 補助金額 大人 子供 

公営保養センター「鶴巻荘」 2,000円(小学生未満1/2) ３５ １ 

清内路ふるさと村 自然園森の家 2,000円(小学生未満1/2) ０   ０ 

清内路ふるさと村 自然園ケビン（コテージ） 
2,000円(限度額は、１棟

につき 2人までの額） 
０ 

清内路ふるさと村 自然園バンガロー 1,000円 ０ 

清内路ふるさと村 自然園オートキャンプ 1,000円 ０ 

清内路ふるさと村 自然園テント 1,000円 ０ 

清内路ふるさと村 自然園グランド・テニス 300円 ０ 

清内路ふるさと村 自然園その他の施設 200円 ０ 

    

   （南知多町）                               （単位：人） 

施設名 補助金額 大人 子供 

 南知多町観光協会登録宿泊施設 2,000円(小学生未満1/2) １１４ ４ 

 

   （美浜町）                                （単位：人） 

施設名 補助金額 大人 子供 

 美浜町観光協会登録宿泊施設 2,000円(小学生未満1/2) ３５ １ 

 

＜まとめ＞ 

町民の健康増進と余暇利用を図るとともに、澄み切った空気と緑に囲まれた自然の憩いの場の提

供とその利用助成を行った。 
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７ 社会体育 

（１）第４８回町民体育大会（豊山町体育大会実行委員会主催） 

ア 町民体育大会実行委員会の開催状況 

     ６月１３日、６月２４日、８月６日、計３回、役場３階会議室３ 

     （ ７月１８日 地区委員・地区体育委員打合せ会 開催） 

     （ ９月 ９日 地区対抗競技組合せ抽選会） 

     （ ９月２５日 運営協力者打合せ会） 

     （１０月 ３日 地区対抗競技練習会） 

     （１０月 ５日 団体演技リハーサル） 

 

イ 町民体育大会内容 

     日時  １０月６日（日） 午前８時２５分～午後１時４５分 

     会場  豊山グランド 

     参加者 ２，３００人 

 

   （競技内容） 

順番 競技種目 出場団体 

- オープニングアクト 豊山小学校バトントワリング部 

1 親子で玉入れ 保育園と天使幼稚園 

2 玉入れ（予選） 地区 

3 空手道演武 空手スポーツ少年団 

4 綱引き（Ａブロック予選) 地区 

5 さわやか体操 さわやかクラブ 

6 棒取り合戦 スポーツ少年団 

7 綱引き（Ｂブロック予選） 地区 

8 スティックバレー競走 老人クラブ連合会          

9 地区別対抗リレー男子予選 地区 

10 地区別対抗リレー女子予選 地区 

11 お持ち帰りですね？ハンバーガーリレー 地区 

12 クラブ対抗リレー 体育協会 

- （昼食休憩） - 

13 リズム体操 体操連盟 

14 玉入れ（決勝ラウンド） 地区 

15 綱引き（決勝ラウンド） 地区 

16 地区別対抗リレー（決勝） 地区 

     （開会式の演奏） 豊山中学校吹奏楽部 

（昼食休憩の演技） よさこいの演舞（豊山町よさこいチーム「仁」） 

 

＜まとめ＞ 

 毎年、町民体育大会実行委員会によって町民主体の運営が行われている。高齢化などの影響によ

り、地区によっては選手を集めることが困難となっているという意見や昨今の猛暑による熱中症予

防対策から競技時間の短縮をしてほしいとういう要望に応え、一部プログラムの変更と開催時間を

短縮した。今後も多くの町民が参加しやすい大会にするため、時代に即したプログラムの採用など

を検討する。 
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（２）第１４回愛知県市町村対抗駅伝競走大会 

（愛知陸上競技協会及び東海テレビ放送が組織する愛知駅伝実行委員会主催） 

ア 準備状況 

スポーツ推進委員計画説明 ６月３日（月）（第３回定例会） 

選手候補者記録会 ５０人申込み 

第１回６月２３日（日）、第２回７月２１日（日）、第３回７月２８日（日） 

 

（参加人数内訳）                （単位：人） 

区分 参加人数 区分 参加人数 

小学男子 ８ ジュニア女子 ３ 

小学女子 ６ 一般男子 ９ 

中学男子 ３ 一般女子 ４ 

中学女子 ４ ４０歳以上 ９ 

ジュニア男子 ４   

         計５０ 

      

     愛知駅伝強化対策会議 第１回４月２６日（金）、第２回８月２１日（水）、 

第３回９月２４日（火）、第４回１１月２０日（水） 

愛知駅伝実行委員会説明会 第１回５月２２日（水）、第２回１０月２５日（金） 

選手団会議 １０月５日（土） 

選手練習会 ９月３日（火）～１２月３日（火）の毎週火・金曜日 計２６回 

公式下見会 １１月１６日（土） 

監督者会議 １２月５日（木） 

   

 イ 大会内容 

     日時   １２月７日（土） 午後０時３５分スタート 

     会場   愛・地球博記念公園 

     参加者  ５４チーム（市の部３８チーム、町村の部１６チーム） 

     競技内容 ９区間２８．７ｋｍ 

順位   １６町村中１０位（モリコロ賞受賞） ※昨年度１４位 

 

＜まとめ＞ 

令和元年度は愛知駅伝強化対策会議を４回開催し、選手候補者の選考、練習会における練習方法

の確認や練習回数の確保に努めることにより、昨年度より順位を４つ上げ、モリコロ賞を受賞した。 

また、広報とよやまや町ホームページ、豊山チャンネル等において練習会の様子や選手の紹介な

ど愛知駅伝に関する情報発信を今まで以上に積極的に実施した。 

今後は愛知駅伝を通じた町のにぎわいづくりのため、選手だけでなく、より多くの町民が応援な

どで愛知駅伝に参加できるような工夫を検討する。 

 

愛知駅伝 
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（３）愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル２０１９東尾張地区大会への参加 

  （出場種目及び代表チーム数） 

種目 会場 代表チーム数 

グラウンドゴルフ 春日井市 ２ 

女子ソフトボール 清須市 １ 

卓球 豊山町 １ 

年齢別ソフトテニス 尾張旭市 １ 

ボウリング 瀬戸市 ６ 

インディアカ 豊明市 １ 

 

＜まとめ＞ 

大会は、愛日地区と知多地区が毎年交互に開催し、令和元年度は愛日地区で実施した。本町から

６種目に参加した。令和２年度より愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバルは廃止となる。 

 

 （４）アマチュアスポーツの振興 

  （スポーツ競技全国大会等出場者激励費の支給）            （単位：件） 

種目 個人競技 団体競技 備考 

水泳 １  
とびうお杯全国少年少女水泳競技大会 

男子１００ｍバタフライ１ 

バウンドテニス １  
全日本バウンドテニス選手権大会  

シニア女子シングルス１ 

卓球 １  
全日本卓球選手権大会 

女子ハイシックスティ１ 

スキー １  国民体育大会 冬季スキー競技会１ 

 

＜まとめ＞ 

 アマチュアスポーツ競技の全国大会等に選手として出場する者を激励することによって本町の名

声と競技力の向上、スポーツの振興を図るため、引き続き激励費の支給を行い選手育成の一助とす

る。 

 令和元年度は、選手の表敬訪問の様子を広報とよやま、町ホームページに掲載し、また、マスコ

ミへ情報提供をすることにより、多くの町民に知ってもらえるよう広報活動に努めた。 

 

（５）第１２回とよやまエアポートビューマラソン【中止】 

（豊山町体育協会主催） 

  大会内容 

     日時   ３月１日（日） 午前８時４０分開会 

     会場   神明公園内 航空館ｂｏｏｎ前 駐車場 

     申込者数 ７１５人 ≪参考：Ｈ30年度 733人、Ｈ29年度 881人、Ｈ28年度 844人≫ 

     競技内容 ジョギング２．１ｋｍ 

マラソン２．１ｋｍ、マラソン３．０ｋｍ、マラソン５．０ｋｍ 

 

＜まとめ＞ 

とよやまエアポートビューマラソンは、県営名古屋空港に隣接する神明公園を発着点に、空港滑

走路を望めるコースを走る大会で、例年多くのランナーが参加し、盛大に開催されている。令和元

年度は新型コロナウイルス感染拡大を考慮し中止となった。 
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（６）スポーツ推進委員のスポーツ振興活動 

    ア 定例会（毎月第１月曜日）の開催状況 

月／日 会議名 会場 内容 

４／ ８（月） 第１回定例会 
役場 

会議室３ 

・平成３１年度前期講座について 

・平成３１年度スポーツ推進委員年間スケ 

ジュールについて 

５／１３（月） 第２回定例会 
役場 

会議室３ 

・令和元年度前期講座について 

・第１４回愛知駅伝豊山町選手選考会につい

て 

 ６／ ３（月） 第３回定例会 
役場 

会議室３ 

・令和元年度前期講座について 

・第１４回愛知駅伝豊山町選手選考会につ 

いて 

 ７／ １（月） 第４回定例会 
役場 

会議室３ 

・令和元年度前期講座について 

・令和元年度後期講座（案）について 

・愛知駅伝選手選考会の反省について 

 ８／ ５（月） 第５回定例会 
役場 

会議室３ 

・令和元年度前期講座について 

・令和元年度後期講座（案）について 

・令和２年度講座（案）について 

９／ ２（月） 第６回定例会 
役場 

会議室３ 

・令和元年度前期講座について 

・令和元年度後期講座について 

・令和２年度講座（案）について 

１０／ ７（月） 第７回定例会 
役場 

会議室３ 

・令和元年度後期講座について 

・令和２年度講座（案）について 

１１／ ５（火） 第８回定例会 
役場 

会議室３ 

・令和元年度後期講座について 

・令和２年度講座（案）について 

１２／ ２（月） 第９回定例会 
役場 

会議室３ 

・令和元年度後期講座について 

・令和２年度講座（案）について 

・愛知駅伝の反省について 

１／ ６（月） 第 10回定例会 
役場 

会議室３ 

・令和元年度後期講座について 

・令和２年度講座（案）について 

２／ ３（月） 第 11回定例会 
役場 

会議室３ 

・令和元年度後期講座について 

・令和２年度講座（案）について 

３／ ２（月） 

（中止） 
第 12回定例会 

役場 

会議室３ 

・令和元年度後期講座について 

・令和２年度講座（案）について 

 

イ その他の国・県・地区関係スポーツ推進委員連絡協議会研修会への参加  

月／日 研修会 会場 内容 

６／１５（土） 
スポーツ推進

委員愛知大会 

日本ガイ

シスポー

ツプラザ 

講座 演題 「スポーツと栄養」 

講師 大塚製薬（株） 田中涼子氏 

講演 演題 「ピラティス～体の仕組みを学び感

じる新時代エクササイズ～」 

講師 ㈱ONZiii Act  

長谷川 昌弘氏、袴田 大介氏 

７／ ６（月） 

西春日井地区

スポーツ推進

委員研修会 

北名古屋

市文化勤

労会館 

講演 演題 スポーツ未実施者参加促進法 

講師 公益財団法人日本レクリエーション協会 

常任理事 河原塚 達樹氏 

９／ ７（土） 

愛知県スポー

ツ推進委員研

修会 

江南市民

文化会館 

県スポーツ推進委員 20年・10年表彰 

実践発表 名古屋市熱田区・北名古屋市 
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１１／３０（土） 

西春日井地区

スポーツ推進

委員研修会 

北名古屋

市総合体

育館 

講演 演題 「パラスポーツについて」 

   講師 愛知医療学院短期大学 教授 

      鳥居 昭久氏 

１２／２１（土） 

東尾張愛日地

区スポーツ推

進委員連絡協

議会表彰式並

びに研修会 

尾張旭市

文化会館 

愛日地区スポーツ推進委員 15年・5年表彰 

講演 演題 「運動時の事故防止」 

講師 中部大学スポーツ科学部スポー

ツ科学科教授 松本 孝朗氏 

２／１４（土） 

 ～１５（日） 

第６７回東海

四県スポーツ

推進委員研究

大会 

静岡県浜

松市 

表彰式 

講演 演題 「幅広い世代にスポーツを普及さ

せるためのクラウン流コミュニ

ケーション術」 

   講師 NPO法人日本ホスピタル・クラウ

ン協会 理事長 大棟 耕介氏 

研究発表 

 

   ウ 生涯学習講座（スポーツ）等 

    ・ノルディックウォーク教室             詳細はＰ１６参照 

 

    ・ミニテニス教室                  詳細はＰ１７参照 

 

    ・子ども運動体験教室                詳細はＰ１７参照 

 

    ・ミニソフトバレーボール教室            詳細はＰ１７参照 

 

    ・ニュースポーツ教室                詳細はＰ１８参照 

 

    ・カローリング教室                 詳細はＰ１８参照 

 

    ・健康体力測定会                  詳細はＰ１９参照 

 

   エ その他 

    ・第４８回町民体育大会               詳細はＰ２６参照 

 

    ・第１４回愛知県市町村対抗駅伝競走大会       詳細はＰ２７参照 

 

    ・第１２回とよやまエアポートビューマラソン【中止】 詳細はＰ２８参照 

 

＜まとめ＞ 

 生涯スポーツや地域の体育振興など、町民の健康づくり・体力づくりに向け、スポーツ推進委員

による講座・教室運営を行ったほか、スポーツ推進委員の技能知識向上のため各種研修会に参加し

た。 
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８ 体育振興における社会教育関係団体の活動 

（１）豊山町体育協会 （昭和４８年設立） 

   ア 運営役員体制 

役職 氏名 備考 役職 氏名 備考 

 会長 戸田 久晶 
ソフトボール

協会顧問 
 理事 圡田 健次 空手クラブ長 

 副会長 橋本 節子 
スポーツ推進

委員 
※ 理事 瀬戸 美鈴 

バレーボール

クラブ長 

 副会長 坪井 純一 
スポーツ推進

委員 
 理事 岡島 麻純 

ソフトテニス

クラブ長 

※ 会計 藤原 康臣 
ボウリングク

ラブ 
※ 理事 渡邊 美奈子 卓球クラブ長 

 書記 大島 明子 体操連盟顧問  理事 中西 正司 
ボウリングク

ラブ長 

※ 監事 柴田 祥一 
インディアカ

クラブ長 
 理事 窪田 行康 

チュックボー

ルクラブ長 

※ 監事 安藤 幸子 
バウンドテニ

ス連盟長 
 理事 熊沢 直紀 

グラウンドゴ

ルフクラブ長 

 理事 岩崎 吾妻 
スポーツ推進

委員 
 理事 戸田 智士 

サッカークラ

ブ長 

 理事 川口 謙治郎 
軟式野球連盟

長 
 理事 渡辺 博史 

ゲートボール

クラブ長 

 理事 市村 茂 
ソフトボール

協会長 
 理事 鈴木 康文 

シニアゴルフ

クラブ監査 

 理事 渡辺 登美子 卓球副連盟長  理事 川村 武 
スポーツ少年

団指導者 

※ 理事 鈴木 裕子 
バレーボール

連盟長 
 理事 山本 ヨシ子 

さわやかクラ

ブ長 

※ 理事 渡邉 博司 
バウンドテニ

ス副連盟長 
 

事務 

局長 
柴田 昌治  

 理事 堀場 光代 体操連盟長  
事務 

局員 
秋田 尚巳  

     ※印は新役員 

 

イ 加盟団体 

団体名 代表者氏名 構成 団体名 代表者氏名 構成 

軟式野球連盟 川口 謙治郎 
１８チーム 
２４３人 

バレーボール 
クラブ 

瀬戸 美鈴 １５人 

ソフトボール 
協会 

市村 茂 
６チーム 
１１６人 

サッカークラブ 戸田 智士 ２３人 

卓球連盟 渡辺 登美子 
４チーム 
１１６人 

ボウリング 
クラブ 

中西 正司 ３２人 

バレーボール 
連盟 

鈴木 裕子 
６チーム 
５７人 

インディアカ 
クラブ 

柴田 祥一 ３１人 

体操連盟 堀場 光代 
１２チーム 
１４８人 

チュックボール
クラブ 

窪田 行康 １２人 

バウンドテニス
連盟 

安藤 幸子 
３チーム  
３１人 

グラウンドゴル
フクラブ 

熊沢 直紀 ７４人 

卓球クラブ 渡邊 美奈子 １７人 
シニアゴルフ 
クラブ 

安藤 茂市 ２０人 
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空手道クラブ 圡田 肇 １２人 
ゲートボールク
ラブ 

渡辺 博史 ２８人 

ソフトテニスク
ラブ 

岡島 麻純 １６人 さわやかクラブ 山本 ヨシ子 ７４人 

   

ウ 地区体育委員 

地区名 地区体育委員名 地区名 地区体育委員名 地区名 地区体育委員名 

西之町１ 櫛田 洋江 伊勢山２ 中田 めぐみ  豊山団地１ ― 

西之町２ 桐井 直人 伊勢山３ 守屋 幸恵 豊山団地２ ― 

名栗１ 岡島 晃 諏訪 野原 美栄子 分譲住宅 芦田 真由美 

名栗２ 松山 幸二 新町南 大口 博之 栄 横山 育子 

大門 熊沢 鉄平 新町北 水谷 和利 青山下 坪井 武弘 

青塚１ 足立 務 中之町 溝口 博 中稲 田中 政康 

青塚２ 小木曽 智 新田１ 尾野 布美 九十野 河村 和重 

青塚３ 松井 尊明 新田２ 水野 朱香 上西 坂上 美穂子 

伊勢山１ 木村 なお 新田３ 比嘉 里美 上東 森 真由香 

 

   エ 総会・役員会・理事会の開催状況 

月／日 会議名 場所 

４／１７（水） 役員会 体育協会事務所 

 ４／２５（木） 理事会 社会教育センター 

 ５／２１（火） 令和元年度総会 社会教育センター 

 ６／１２（水） 役員会 体育協会事務所 

 ７／３１（水） 理事会 社会教育センター 

  ８月～２月 第 12回豊山ｴｱﾎﾟｰﾄﾋﾞｭｰﾏﾗｿﾝ実行委員会 社会教育センター 

 １／１２（日） 役員・理事・スポ少指導者交流会 河良 

 ２／２６（水） 役員会 社会教育センター 

 

   オ 大会等事業開催状況 

月／日 事業名 場所 

4/ 7（日）～ 

   12/17（火） 
第 21回軟式野球リーグ戦大会 豊山グランド 

4/12（金）～ 

    12/ 6（金） 
第 30回男子ソフトボールリーグ戦大会 豊山グランド 

 ５／１２（日） 第 47回町民バレーボール大会 社会教育センター 

 ６／ ２（日） 第 47回青少年空手道演武大会 志水小学校 

 ６／ ７（金） 第 6回さわやか大会 社会教育センター 

6/21（金）～ 

      9/13（金） 
第 47回春季ソフトボール大会 豊山グランド 

 ６／２３（日） 第 29回町民インディアカ大会 社会教育センター 

 ７／ ７（日） 第 48回町民卓球大会 社会教育センター 

 ７／２１（日） 第 31回町民バウンドテニス大会 社会教育センター 

 ８／２５（日） 第 43回町民ソフトテニス大会 豊山中学校、志水テニスコート 

9／16（月・祝） 第 46回町民母子ソフトボール大会 豊山グランド 

 ９／２１（土） 役員・理事ウォーキング大会下見 浜名湖ガーデンパーク 

 ９／２５（水） 第 23回町民グラウンドゴルフ大会 豊山グランド 

 ９／２８（土） 第 19回町民ゲートボール大会 豊山グランド 

１０／２０（日） 第 31回町民健康体操大会 社会教育センター 

１０／２０（日） 第 21回ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 豊山グランド 
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１１／２３（土）

～２４（日）
第 回豊山小牧学童軟式野球交流会 豊山グランド

１１／２４（日） 第 回町民ウォーキング散歩大会 浜名湖ガーデンパーク

１１／２４（日） 町民ミニサッカー大会 新栄小学校

１２／ １（日） 第 回ママさんバレーボール大会 社会教育センター

１２／１４（土） 第 回三世代ゲートボール大会 豊山グランド

１２／１５（日） 第 回町民チュックボール大会 社会教育センター

１２／２１（土） 第 回シニア・ゴルフ大会 こぶしゴルフ倶楽部

カ 体協主催教室の開催状況

月／日 事業名 主管（活動場所）

５／ ９（火）

１６（木）

２３（木）

３０（木）

生涯スポーツインディアカ教室（全４回）
インディアカクラブ

（社会教育センター）

６／ ９（日）

３０（日）
ソフトテニス教室 全２回

ソフトテニスクラブ

（志水テニスコート）

７／２４（水）

３１（水）

８／ ７（水）

２１（水）

親子バレーボール教室（全４回）
バレーボールクラブ

（社会教育センター）

９／１２（木）

１０／１０（木）

１１／２１（木）

１２／ ５（木）

ボウリング教室（全４回）

ボウリングクラブ

（コロナキャットボール小牧

店）

キ その他

月／日 事業名 備考

１０／ ６（日） 第 回町民体育大会 実行委員会主催

９ 人材育成事業

（１）スポーツ講習会

平成３年度から、ふるさとまちづくり事業の一環として、各界の専門家を招き、豊山町の将来を

担うリーダーの育成、人材育成を目的としたスポーツ講習会を開催している。

少年野球教室

日時 １２月１日（日） 午前９時～正午

場所 豊山グランド

対象 豊山中学校野球部（１０人）、スポーツ少年団（７０人）・豊山フェニックス（１９人）

合計９９人

講師 中日ドラゴンズ元選手・現役選手（鹿島 忠、川又 米利、井領 雅貴）

＜まとめ＞

町体育協会及びその傘下の連盟・協会・クラブの主催するスポーツ競技・体育振興、体力づくり

の事業活動を支援した。

＜まとめ＞

中日ドラゴンズの元選手と現役選手を講師に迎え、野球教室を開催した。プロの守備や打撃を間

近で見られることができ、子どもたちも熱心に練習に取り組んでいた。
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Ⅶ 社会教育施設・スポーツ施設の管理運営・利用状況

１ 社会教育センター

（１）社会教育センター施設利用状況月別回数 （単位：件）

室名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 月 月 月 １月 ２月 ３月 計

アリーナ

選手審判

控室

ホール

ホール

控室

研修室

視聴覚室

実習室１

実習室２

料理教室

和室・

茶室

計

※令和２年３月３日から令和２年３月３１日まで新型コロナウィルス感染症拡大防止のため自粛要請

（２）施設設備維持管理の状況

ア 施設管理体制

社会教育センター館長、事務管理職員２名（うち図書室事務兼務 名）、受付事務非常勤職員

４名（常時２名・交替勤務）、夜間管理：公益社団法人豊山町シルバー人材センター派遣４名（常

時２名・交替勤務）

イ 施設・設備改善の状況

・社会教育センター長寿命化改修基本調査委託

・外壁防水等工事

・高圧機器取替工事

・視聴覚室 映像・音響機器改修工事

（３）社会教育センター図書室

ア 図書室貸出事務等運営体制

非常勤職員５名（常時２名配置、交代勤務）

イ 図書室事業内容

① 親子読書会

実施者 読書クラブ 場所
総合福祉センターしい

の木・南館ひまわり

時間 午前１０時３０分～ 対象 幼児・児童とその保護者

月／日 内容 参加人数

４／１１（木 紙人形劇・大型紙芝居・おもちゃ作り １３人

７／１１（木 大型紙芝居・手遊び・人形劇 ２５人

１０／１０（木）紙人形劇・大型紙芝居 １６人

１／ ９（木）大型紙芝居・手遊び・人形劇 ２１人
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② おはなし会

実施者 ゆめっ子 場所
社会教育センター

幼児遊戯室

時間 午後１時３０分～

月 内容 参加人数

４／２０（土）

絵本の読み聞かせ・紙芝居・工作等

１０人

５／１８（土） ５人

６／１５（土） ４人

７／２０（土） １９人

８／１７（土） １２人

９／２１（土） １６人

１０／１９（土） １１人

１１／１６（土） ８人

１２／２１（土） ２４人

１／１８（土） ６人

２／１５（土） 中止

３／２１（土） 中止

③ 図書室だより

・「書窓」の発行 ※毎月１０日発行

ウ 図書室利用状況

① 開館日数 （単位：日）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 月 月 月 １月 ２月 ３月 合計

※令和２年３月３日から令和２年３月３１日まで新型コロナウィルス感染症拡大防止のため閉館

② 貸出冊数 （単位：冊）

月
貸出冊数 予約

冊数

参考

業務一般書 児童書 雑誌 視聴覚 紙芝居 合計

４月

５月

６月

７月

８月

９月

月

月

月

１月

２月

３月

合計
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③ 貸出利用人数           （単位：人） 

月 
貸出利用人数 

登録者数 
一般 児童 計 

４月 771 140 911 22 

５月 775 124 899 13 

６月 785 144 929 22 

７月 874 269 1,143 125 

８月 864 276 1,140 18 

９月 825 201 1,026 21 

10月 749 169 918 19 

11月 754 125 879 9 

12月 566 175 741 20 

１月 596 108 704 13 

２月 654 129 783 14 

３月 67 22 89 1 

合計 8,280 1,882 10,162 297 

 

エ 図書室蔵書構成 

分類 
冊数等 

（冊） 

構成比 

（％） 
分類 

冊数等 

（冊） 

構成比 

（％） 

図書蔵書合計 85,019 100.00 ９文学       23,955 28.18 

一   般   書 再 

 

 

 

掲 

Ｂ 文  庫 1,233 ― 

０総記 3,344 3.93 Ｒ 参考図書  3,279 ― 

１宗教･哲学       2,639 3.11 Ｌ 郷土資料 4,287 ― 

２歴史 7,636 8.98 ST 点字本等 446 ― 

３社会科学 11,171 13.14 小計 65,503 77.05 

４自然科学 4,346 5.11 児童図書 

５技術・工学       4,611 5.43 児童書 13,197 15.52 

６産業 2,220 2.61 絵本 6,319 7.43 

７芸術・体育       4,839 5.69 参考図書（再掲） 105 ― 

８言語       742 0.87 小計 19,516 22.95 

視聴覚資料（紙芝居 1,206組、ビデオ 1,663本、CD 2,452枚、カセット 862本、DVD 476枚） 
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オ 雑誌・新聞一覧表 

雑誌  ５９誌 

サンデー毎日（週） 

 週刊朝日（週） 

 週刊新潮（週） 

 週刊東洋経済（週） 

オレンジページ（月２回） 

クロワッサン（月２回）   

婦人公論（月２回） 

プレジデント（月２回） 

アサヒカメラ（月） 

アニメディア（月） 

一枚の繪（月） 

エアライン（月） 

ＥＳＳＥ（月） 

オール讀物（月） 

音楽の友（月） 

かがくのとも（月） 

家庭画報（月） 

きょうの健康（月) 

 きょうの料理（月） 

芸術新潮（月） 

航空ファン（月） 

ゴルフダイジェスト（月） 

碁ワールド（月） 

サライ（月） 

ＪＪ（月） 

ＪＴＢ時刻表（月） 

自家用車（月） 

趣味の園芸（月） 

趣味の山野草（月） 

小説現代（月） 

小説新潮（月） 

スクリーン（月） 

すてきにハンドメイド(月) 

正論（月） 

壮快（月） 

たくさんのふしぎ（月） 

短歌研究（月） 

中央公論（月） 

鉄道ファン（月） 

テニスマガジン（月） 

東海じゃらん（月） 

特選街（月） 

日経ＰＣ２１（月） 

ひよこクラブ（月） 

武道（月） 

文藝春秋（月） 

ＶＥＲＹ（月） 

マート（月） 

ミセス（月） 

メンズクラブ（月） 

モア（月） 

山と渓谷（月） 

ＬＥＥ（月） 

歴史街道（月）  

暮しの手帖（隔月） 

住まいの設計（隔月） 

美しいキモノ（年４回） 

会社四季報（年４回） 

プラスワンリビング（年４回） 

新聞   ９紙 

 

） 

中日新聞（朝・夕） 

読売新聞（朝）  

日本経済新聞（朝・夕）           

朝日新聞（朝・夕）     

中日スポーツ（朝） 

教育新聞    

毎日新聞（朝・夕） 

毎日小学生新聞  

官報 

 

（４）子ども読書活動推進 

   ア 子ども読書活動推進委員会 

・構成員 豊山町小中学校の図書館教育担当教員 ４名  町図書室担当職員 ２名 

①委員会の開催状況 

月／日 会議名 場所 内容 

５／２８（火） 
第１回読書活動 

推進委員会 

社会教育ｾﾝﾀｰ  

選手審判控室 

・令和元年度子ども読書活動推進計画 

の取り組みと情報交換について 

９／１１（水） 
第２回読書活動 

推進委員会 

社会教育ｾﾝﾀｰ  

選手審判控室 

・秋の読書週間における各学校の取り 

組み内容について 

１／１７（金） 
第３回読書活動 

推進委員会 

社会教育ｾﾝﾀｰ  

選手審判控室 

・秋の読書週間に実施した取組の報告 

について 

 

   イ 子ども読書活動推進計画 

・平成２８年３月に第２次子ども読書活動推進計画を策定。計画期間は平成２８年度から令

和２年度までの５年間 
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２ 学習等供用施設

（１）施設概要

名称 住所 電話 完成年月日

東部学習等供用施設 豊場字諏訪２６１ ２８－３１７１ Ｈ１６． ２．２７

新栄学習等供用施設 豊場字新栄６４ ２８－００１６ Ｈ１７．１０．２８

冨士学習等供用施設 豊場字下戸５１ ２８－３８０２ Ｈ１５． ３．２０

（２）利用状況 上段・利用件数 下段・利用人数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 月 月 月 １月 ２月 ３月 合計

東

部

件

人

新

栄

件

人

冨

士

件

人

合

計

件

人

※令和２年３月３日から令和２年３月３１日まで新型コロナウィルス感染症拡大防止のため自粛要請

（３）指定管理

学習等供用施設の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、平成１９年度から指定管理者制度

を導入した。

第３期 平成２７年度から令和元年度の５年間

①指定管理者会議

引き続き、第３期の指定管理者になった公益社団法人豊山町シルバー人材センターと打合せ

会を開催し、情報交換及び業務の調整を図った。

月／日 会議名 場所 内容

５／２３（木） 第１回会議
役場

会議室３

・平成３０年度事業報告

・学習等供用施設運営管理上の問題点

９／２６（木） 第２回会議
役場

会議室２

・学習等供用施設運営管理の進捗状況

・学習等供用施設運営管理上の問題点

１２／１８（水） 第３回会議
役場

会議室５

・学習等供用施設運営管理の進捗状況

・学習等供用施設運営管理上の問題点

３／１８（水） 第４回会議
役場

会議室５

・令和２年度事業計画

・学習等供用施設運営管理上の問題点
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イ 伊勢山スポーツ広場 単位：件

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 月 月 月 １月 ２月 ３月 合計

利用件数

※令和２年３月３日から令和２年３月３１日まで、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため自粛要請

ウ 豊山グランド

①昼間 単位：件

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 月 月 月 １月 ２月 ３月 合計

～ 時

②夜間 単位：件

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 月 月 月 １月 ２月 ３月 合計

時～

時～

※令和２年３月３日から令和２年３月３１日まで新型コロナウィルス感染症拡大防止のため自粛要請

豊山スカイプール

単位：人）

区分 ７月 ８月 ９月 合計

プール開場日数 日 日 日 日

入

場

者

数

幼児

小学生・中学生

高校生・一般

その他

合計

○ 開場期間 令和元年７月６日（土）～令和元年９月８日（日）

休場日 ７月１０日（水）、８月２１日（水）の２日

○ 施設・設備改善の状況

プール現況調査及び施設整備検討業務を委託

豊山スカイプールの管理業務を効果的かつ効率的に行うため、平成１９年度から指定管理者制度

を導入した。

第３期 平成２７年度から令和元年度の５年間

①指定管理者会議

引き続き、第３期の指定管理者になったハマダスポーツ企画株式会社と、夏季期間を中心に打

合せ会を開催し、情報交換及び業務の調整を図った。

月／日 会議名 場所 内容

５／１５（水） 第１回会議
役場
会議室５

・平成３０年度収支報告
・開場準備・開場期間中の業務計画

７／ ２（火） 第２回会議
社会教育センター
選手審判控室

・プール開場に伴う準備の進捗状況
・水泳監視員等の配置計画

８／２１（水） 第３回会議
役場
会議室２

・７月の利用状況
・７月・８月の運営管理上の問題点

９／２５（水） 第４回会議
役場
会議室３

・プール営業報告
・プール休場中の運営管理

３／１８（水） 第５回会議
役場
会議室５

・令和２年度事業計画

４

（１）利用状況

（２）指定管理
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５ 学校体育施設開放

（１）開放する学校体育施設 （単位：㎡）

区分 運動場 体育館

豊山中学校
体育館 ・柔剣道場

テニスコート（屋上）

豊山小学校

新栄小学校

志水小学校

（２）利用登録団体

登録団体 ７６団体

（３）利用状況

ア 運動場・体育館 単位：件

区分 豊山中学校 豊山小学校 新栄小学校 志水小学校 合計

運動場

体育館

柔剣道場

テニスコート

合計

※令和２年３月３日から令和２年３月３１日まで新型コロナウィルス感染症拡大防止のため利用停止

イ 夜間照明施設（豊山中学校運動場 （単位：件）

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 月 月 合計

件数

ウ 夜間管理指導員

氏名 所属

川口 謙治郎 軟式野球連盟

伊藤 邁 軟式野球連盟

増田 昌司 ソフトボール協会

鈴木 二郎 体育協会推薦

関 友良 体育協会推薦

＜まとめ＞

生涯スポーツ振興を図るため、学校体育施設の開放を実施し、地域スポーツ活動の場の提供を行

なった。

0　　0　　1　　0　　0　　6　　9　　8　　 24
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Ⅷ 家庭教育に関する事業報告 

 

１ 乳幼児学級事業 

乳幼児を持つ保護者を対象にした講座で、若いお母さん方の子育てをサポートしている。 

（１）乳幼児学級  

テーマ 
子育てする自分をほめよう 

～子どもの心と向き合って～ 

場所 

しいの木児童センタ

ー・ひまわり児童館・

さざんか児童館 

対象・ 

定員 
乳幼児を持つ保護者 

時間 
午前１０時～午前１１時 

午前１０時３０分～午前１１時３０分 
申込者数 ― 

月／日 プログラム 講師 参加者数 

 ７／１０（水） 絵本で子育て楽しみませんか？ 清水 美智子 １０組２１人 

１１／ ８（金） 
「はじめてのアートセラピー 

～パステルアートを描いてみよう～」 
土田 晶子 １３組２６人 

３／ ４（木） 「子どものアレルギーの基礎知識とケア」 
名古屋市立大学 

山口 知香枝 
中止 

 

＜まとめ＞ 

 乳幼児学級は、子育てに役立つ講演会を行い、若い母親たちに家庭教育の重要性を訴えることが

できた。また、各回のポスターを作成し、町内の公共施設の他、スーパー等の商業施設にも掲示し、

周知に努めた。 

 

２ 家族ふれあい事業 

「家族のふれあい」をテーマとした講座や観劇、コンサートなどを通じ家庭教育の大切さを啓発

している。 

（１）家族ふれあい講座（親子でクッキング） 

テーマ ～大切な人に日頃の感謝を込めて～ 場所 
社会教育センター 

料理教室 

時間 午前１０時～正午 

定員 １０組 

申込者数 
① ９組２２人 

② ５組１１人 

月／日 プログラム 講師 参加人数 

１１／３０（土） お菓子のプレゼントを作ろう 
愛知文教女子

短期大学 

管理栄養士 

山口 由貴 

９組２２人 

 １／２５（土） アレルギー対応のお菓子作り ５組１１人 

 

（２）家族芸術劇場 

   ・ 日時  ６月８日（土） 午前１０時の部 入場者数１０５人 

午後 ２時の部 入場者数 ７５人 

   ・ 場所  社会教育センター ホール  

   ・ 内容  俳優館 うつくしいニッポンのおはなし 

             むかしばなし「こぶとりじいさん」 

             新美南吉「手袋を買いに」 
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（３）家族ふれあいコンサート 

① ５月１６日（木） ぴよぴよコンサート「フルートと歌とピアノ」 

総合福祉センターしいの木     

参加者７組１４人 

② ９月 ５日（木） ぴよぴよコンサート「ヴァイオリン・フルート・ピアノ」 

総合福祉センター南館ひまわり   

参加者１７組３４人 

③ １月１６日（木） ぴよぴよコンサート「アコーディオン・フルート・ピアノ」 

総合福祉センター北館さざんか 

参加者１３組２６人 

 

３ 家庭教育講演会 

家庭教育の必要性に鑑み、専門家による参加型の専門的かつ実践的な講演会を児童・生徒の保護

者及び家庭教育関係者を対象に開催している。 

  ・ 日時  １月１７日（金） 午後２時から   

  ・ 場所  社会教育センター３階 視聴覚室  

・ 内容  演題 「どうすれば人が輝くのか」 

        講師 株式会社てっぺん代表取締役 大嶋啓介 氏 

  ・ 対象  小中学校のＰＴＡ、保育園の保護者、家庭教育関係者 

・ 参加者 ５６人 

 

＜まとめ＞ 

今年度の家庭教育講演会の講師として依頼した大嶋啓介氏は、自身の学びをより多くの人に伝え

るべく「人間力大學」を開講し、企業講演だけでなく、学校講演を中心に全国で活動しており、今

回は子育てや子どもの関わりをテーマとした講演会となった。 

 

＜まとめ＞ 

家族芸術劇場は、昨年度より入場者が減少した。今後はニーズにあった演劇内容を公演する必要

がある。 

家族ふれあいコンサートは、お子さんと保護者が一緒になって楽しめるミニコンサートを提供し、

子育て中の母親のリフレッシュ、子どもたちの情操発達の醸成を図った。 

乳幼児学級 親子でクッキング 
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４ ふれあいひろば事業 

近年、家庭での核家族化や少子化現象が進み、また、地域の人々との人間関係も希薄になってき

ている。その結果、子どもたちが様々な人たちとのふれあいの場をもつことが少なくなってきてい

る。こうした社会の変化が、子どもたちの主体性や社会性のかん養に大きな影響を及ぼしている。 

子どもたちの望ましい人間形成を図るために、子どもたちが家庭や学校で身につけた資質や能力

を発揮しながら、地域社会で様々な自主的・主体的な体験活動を積み重ねることが望まれる。その

ために、学校週５日制に伴う土曜日の居場所づくりとして「ふれあいひろば」を開設し、地域のボ

ランティア指導者の協力のもと、子どもたちの地域での活動を支援している。また、子どもに限ら

ず、その保護者・祖父母、さらに地域の大人も参加できる多世代型として発展させ、家族及び多世

代でのふれあい・交流の場となるよう事業内容の充実を行っている。 

（１）指導者打合せ会 

    ４月２６日（金） 社会教育センター 研修室１ 

    内容 ① 前年度の評価・反省について 

② 平成３１年度の活動計画について 

③ その他 

 

 （２）活動状況（令和元年度実施状況、１５種目）※は保護者等も参加できる種目 

クラブ名 指導クラブ名 日時 場所 

※ 
バウンドテニ

ス 

バウンドテニ

ス連盟 

第２土曜日    

午前９時～午前１１時 

社会教育センター 

アリーナ 

※ 
チュックボー

ル 

チュックボー

ルクラブ 

第３土曜日    

午前１０時～正午 

社会教育センター 

アリーナ 

※ 
ミニソフトバ

レー 

インディアカ

クラブ 

第４土曜日     

午前９時３０分～午前１１時３０分 

社会教育センター 

アリーナ 

 陶芸 陶芸クラブ 
第１土曜日    

午前９時３０分～午前１１時３０分 

社会教育センター 

実習室１ 

※ 
アレンジフラ

ワー 
山田 久美子 

第２土曜日    

午前１０時～正午 

社会教育センター 

実習室１ 

 昔のあそび 加藤 宏樹 
第１土曜日    

午前１０時～午前１１時３０分 

社会教育センター 

研修室１ 

 茶道 茶道クラブ 
第２土曜日    

午後１時～午後３時 

社会教育センター 

茶室・和室 

※ 銭太鼓 橋本 節子 
第２土曜日    

午前１０時～午前１１時 

社会教育センター 

和室 

※ あみもの 関谷 房恵 
第２・４土曜日  

午後１時３０分～午後３時３０分 

新栄学習等供用施設 

会議室 

※ ハンドベル 柴田 香織 
第 1土曜日    

午前１０時～午前１１時３０分 

東部学習等供用施設 

会議室１ 

※ 三味線 岡島 千代子 
第２土曜日    

午前１０時～午前１１時３０分 

東部学習等供用施設 

会議室１ 

※ 将棋 将棋クラブ 
第２・４土曜日   

午前１１時～正午 

東部学習等供用施設 

休養室 

※ 太鼓 
豊山太鼓研究

会 

第４土曜日    

午前１０時～正午 

豊山中学校 

柔剣道場 

※ ソフトボール 
ソフトボール

協会 

第２・４土曜日   

午前９時～午前１１時 

志水小学校 

運動場  

 ソフトテニス 
ソフトテニス

クラブ 

第１・３土曜日   

午前９時３０分～午前１１時 
志水テニスコート 
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（３）参加者児童生徒数   ※は保護者等も参加できる種目          （単位：人） 

クラブ名 
豊山小 新栄小 志水小 豊山中 保護者等 合計 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

※ ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ 3 8 11 4 1 5 1 2 3     0   6 6 8 17 25 

※ ﾁｭｯｸﾎﾞｰﾙ   1 1 2 2 4 2 3 5      0 1   1 5 6 11 

※ ﾐﾆｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 5 3 8   1 1 2 5 7     0 2 9 11 9 18 27 

 陶芸 4   4     0 3 2 5     0     0 7 2 9 

※ ｱﾚﾝｼﾞﾌﾗﾜｰ   5 5 2   2 1 3 4     0   9 9 3 17 20 

 昔のあそび 2 8 10 4   4 1 2 3     0     0 7 10 17 

 茶道 2 3 5 1   1   5 5   2 2     0 3 10 13 

※ 銭太鼓     0   1 1     0     0     0 0 1 1 

※ あみもの   5 5     0     0     0   1 1 0 6 6 

※ ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ   4 4   1 1   4 4     0   1 1 0 10 10 

※ 三味線   1 1 3 2 5   1 1     0 1 1 2 4 5 9 

※ 将棋 5   5 3   3 6   6     0   1 1 14 1 15 

※ 太鼓 4 6 10 6 6 12     0 1   1   6 6 11 18 29 

※ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 6   6     0 9   9     0   5 5 15 5 20 

 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 4 3 7     0 2 3 5     0     0 6 6 12 

合計 35 49 84 25 14 39 26 30 56 1 2 3 4 40 44 91 135 224 

  

＜まとめ＞ 

 子どもたちだけでなく、保護者や家族・地域の大人たちも参加できる多世代参加型の事業である

「ふれあいひろば」は、多世代参加を促進するとともに、土曜日の子どもの「居場所づくり」事業

の趣旨並びに青少年健全育成体制の整備の一環として、地域のボランティア指導者の協力のもと事

業を推進した。 

  

 

 

陶芸 バウンドテニス 
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５ 放課後子ども教室事業 

（１）豊山町放課後子どもプラン運営委員会 

月／日 会議名 場所 内容 

 １／３０（木） 
第１回 

運営委員会 

役場 

会議室３ 

・概要及び令和元年度の利用状況等について 

・令和２年度の取り組みについて  

・「放課後子ども教室」と「放課後児童クラブ」

の在り方について 

  

（２）豊山町放課後子ども教室設置状況  

  ・設置数  １校区（豊山小学校） 

   ・対象者  小学校１年生から３年生まで 

  ・開講日  給食のある月曜日と木曜日の下校から午後４時まで 

         ４月１１日～３月１６日（延べ６９回） 

  ・登録者 

 １年生 ２年生 ３年生 合計 利用率 

対象者 ６８人 ６８人 ６９人 ２０５人 
３１．７％ 

登録者 １９人 ２０人  ２６人 ６５人 

 

＜まとめ＞ 

 支援コーディネーターと支援員の個に応じたきめ細かな温かい指導により、放課後の安心安全な

居場所を年間通じて提供することができ、子どもたちの健全育成に貢献することができた。 

また、地域ボランティアの方々の熱心な指導によって、和太鼓、三味線、卓球・ミニソフトバレ

ー、紙芝居工作、昔の遊びなど、多種多様な活動を鑑賞・体験することができた。 

 

６ 青少年育成 

（１）県青少年健全育成県民会議の主唱する県民運動を通じた育成指導事業   

   ア 事業の活動経過 

     ２１世紀を担う青少年が心身ともにたくましく、健やかに成長することを願い、豊山町青

少年育成会議に所属する青少年育成団体との活動連携により、愛知県青少年健全育成県民会

議の主唱する５つの県民運動への積極的な参加、また、それぞれの青少年育成団体の独自活

動を中心に、青少年の健全な育成のための環境整備及び非行防止活動を行う。 

 

イ 県民運動への参加 

     ① 「青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動（夏期）」 

（期間） ７月 １日～８月３１日 

７月１９日  合同街頭指導（少年補導委員・学校・ＰＴＡ） 

８月２２日  合同街頭指導（少年補導委員・学校・ＰＴＡ） 

＊アピタ名古屋空港店前での啓発活動 

（標語入りティッシュペーパーの配布） 

     ② 「青少年によい本をすすめる県民運動」 

       （期間） １０月１日～１０月３１日 

     ③ 「子ども・若者育成支援県民運動」 

スローガン「育てよう 自分に勝てる子 負けない子」 

       （期間） １１月１日～１１月３０日 

＊期間中、社会教育センター・役場にポスター掲示 
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④ 「青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動（冬期）」 

（期間） １２月２０日～１月１０日 

１２月２３日  合同街頭啓発（少年補導委員・学校・ＰＴＡ） 

１月１４日  合同街頭啓発（少年補導委員・学校・ＰＴＡ） 

＊１２月２３日アピタ名古屋空港店前、１月１４日ヨシヅヤテラス豊山店前 

での啓発活動（標語入りティッシュペーパーの配布） 

     ⑤ 「家庭の日県民運動」 

       （期間）  ２月 １日～２月２８日 

             １月１７日 家庭教育講演会 

 

＜まとめ＞ 

 愛知県の主唱する県民運動に沿って、各種の健全育成事業を行った。合同街頭指導については、

小中学校の生徒から標語の募集を行い、そのうちの代表作品をティッシュペーパーの啓発メッセー

ジに活用することにより啓発の効果を高めた。 

 

（２）青少年育成会議における育成指導事業 

   ア 豊山町青少年育成会議の開催 

月／日 会議名 場所 内容 

 ７／ ４（木） 第１回会議 
役場３階  

会議室３･４ 

・令和元年度青少年健全育成巡回指導（夏季・

冬季パトロール）事業計画（案）について 

・令和元年度各団体による青少年育成活動事

業計画（案）について 

・啓発メッセージについて 

   

   イ 青少年健全育成会議への賛同団体（順不同） 

     社会福祉協議会、民生委員協議会、少年補導委員、保護司、更生保護女性会、子ども会連

絡協議会、防犯協会、保育園父母の会、小中学校生徒指導推進協議会（豊山中学校・同ＰＴ

Ａ、豊山小学校・同ＰＴＡ、新栄小学校・同ＰＴＡ、志水小学校・同ＰＴＡ）豊山自主パト

ロール隊、スポーツ少年団 

   

ウ 青少年育成巡回指導事業  

夏季と冬季に各小中学校、公共施設、青塚山古墳、八剣神社、アピタ名古屋空港店、神明

公園、コンビニ等を巡回指導した。また、「とよやまＤＥないと」開催時の巡回指導（7/27）

は台風接近により中止となったため、巡回指導も中止した。 

     ① 夏季巡回指導  7/23,7/24,8/20,8/21の計 4回実施（延べ 16人参加） 

     ② 冬季巡回指導 12/24,12/25,1/8,1/14の計 4回実施（延べ 16人参加） 

 

＜まとめ＞ 

 青少年育成会議によるアピタ名古屋空港店、ヨシヅヤテラス豊山店での合同街頭指導や町内の巡

回指導がほぼ定着・浸透してきている。巡回指導では子どもたちが集まりそうな神明公園、コンビ

ニ、などを中心に巡回することにより非行防止の効果がうかがえた。 

また、巡回指導には小中学校の生徒から標語の募集を行い、そのうちの代表作品を巡回指導時の

啓発メッセージに活用することにより啓発の効果を高めた。 
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（３）そのほかの青少年育成指導団体の活動 

   ア 小中学校生徒指導推進協議会（町教育委員会交付金事業） 

     各小中学校及びＰＴＡで構成される小中学校生徒指導推進協議会（会長：豊山中学校長）

では、生徒指導の具体化を図るため、次の活動が実施されている。 

① 小中学校生徒指導推進協議会の委員構成 

学校名等 氏名 職名 

教育委員会 

北川 昌宏 教育長   

安藤 憲司 事務局長   

栗山 直樹 生涯学習係長  

豊山小学校 

中田 めぐみ ＰＴＡ副会長 

千田 秀樹 校長 

大野 琢也 生徒指導主任 

新栄小学校 

坪井 悦子 ＰＴＡ副会長  

小出 芳子 校長 

櫻井 利家 生徒指導主任  

志水小学校 

夏山 杏子 ＰＴＡ副会長  

長瀧 隆司 校長 

藤井 良太 生徒指導主任 

豊山中学校 

愛敬 豊 ＰＴＡ会長 

飯田 義秀 校長（会長） 

山下 ゆかり 教頭 

鈴木 絢介 生徒指導主事  

 

② 総会・会議  

月／日 場所 内容 

 ６／ ４（火） 豊山中学校 

・豊山町小中学校生徒指導推進協議会事業実施要領につ 

いて 

・平成３０年度事業報告・決算報告 

・令和元年度事業推進計画（案）・予算(案) 

・教育講演会について 

・生徒指導・非行防止標語作品募集について 

・「夏休みの目あて１０ポイント」の作成・配布について 

・「非行防止しおり」の作成・配布について 

・各学校の現状について 
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③ 事業報告 

月／日 事業内容 

６／ ４（火） 豊山町小中学校生徒指導推進協議会総会 

６月中旬 
・生徒指導・非行防止の標語募集 

（各校で児童生徒一人ずつ標語を書く。） 

６／２１（金） ・標語の集約（代表作品を各校２点選出） 

７月中旬 町内生徒指導推進委員会（夏休みに向けての情報交換ほか） 

７月中旬 
・「夏休みの生活について」配布 

・「夏休みの生活の１０ポイント」配布 

７月下旬～ 

８月下旬 

・教員による夏季休業中の街頭補導（夏休み期間中随時） 

・ＰＴＡ合同街頭補導  

・夜間パトロール（とよやま DEナイトなど） 

７月 社会を明るくする運動共催映画会 

７月下旬～ 

８月上旬 
・非行防止・交通安全の「栞」「立て看板」配布 

９月  教育講演会 

１２月中旬 町内生徒指導推進委員会（春休みに向けての情報交換ほか） 

１２月中旬 「冬休みの生活について」配布 

１２月下旬～ 

１月上旬 

・教員による冬季休業中の街頭補導（冬休み期間中随時） 

・ＰＴＡ合同街頭補導 

３月中旬 町内生徒指導推進委員会 

３月下旬 「春休みの生活について」配布 

通年事業 

・登校指導（毎朝、校門にて） 

・下校指導（毎日、校門にて） 

・町内パトロール（他校生の来校、不審者情報、地域からの通

報が入ったときなどに町内を巡回する） 

 

イ 少年補導委員による少年補導パトロール 

     毎月第１木曜日（７・８・１２・１月は除く） 神明公園、志水ふれあい広場、冨士社、

八所神社、八剱神社などを中心に、地域巡回、青少年への声かけを実施 

 

   ウ 豊山町スポーツ少年団の青少年育成活動 

     スポーツ少年団では、スポーツを通じた青少年育成はもちろんのこと、空き缶・ゴミ拾い

の清掃奉仕活動、他地域スポーツ少年団との交流活動、野外体験活動などにより、青少年健

全育成活動が 実施された。 

 

＜まとめ＞ 

 学校、ＰＴＡ、少年補導委員（西枇杷島警察より委嘱）、教育委員会が互いに連携しながら事業を

進めた。また、小中学校生徒指導推進協議会を中心に、小中学校の生徒指導・情報交換などの連携

活動の強化に努めた。 

また、巡回パトロールの実施や自主防犯パトロール隊との連携を深めながら事業の充実を図り、

地域の青少年生活指導、育成環境の整備に努めた。 
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１０／ ９（水） 
第２回 

指導者協議会 

社会教育センター 

研修室２ 

・野外活動の反省及び来年度の野外活動

計画（案）について 

・町民体育大会の反省について 

・第２回空缶拾い清掃奉仕活動・運動適

性テスト（案）について 

・合同新春交流会（案）について 

１／ ８（水） 
第４回 

指導者長会 

社会教育センター 

選手審判控室 

・令和元年度事業報告について 

・令和２年度事業計画（素案）について 

・令和２年度新入団員募集・入団式（素

案）について 

・令和２年度第１回空缶拾い清掃奉仕活

動・運動適正テスト（素案）について 

１／１４（火） 
第３回 

指導者協議会 

社会教育センター 

研修室２ 

・令和元年度事業報告について 

・令和２年度事業計画（案）について 

・令和２年度新入団員募集・入団式（案）

について 

・令和２年度第１回空缶拾い清掃奉仕活

動・運動適正テスト（案）について 

   

エ 主な事業 

月／日 事業名 内容 場所 

４／ ７（日） 令和元年度入団式 
入団者・保護者・来賓を迎え式

典を実施及び救命講習指導 

社会教育センター 

ホール 

５／１９（木） 

第１回空缶拾い清

掃奉仕活動及び運

動適性テスト 

空缶拾い清掃奉仕活動及びス

ポーツ少年団規定の体力テス

トを実施 

豊山小学校 

運動場・体育館 

７／１３（土）～ 

７／１５（月） 
野外活動 

団員・指導者で２泊３日の野外

活動及び関市上之保スポーツ

少年団との交流 

岐阜県関市上之保 

奥山キャンプ場 

８／ ４（日）～ 

９／３０（月） 
愛日地区競技大会 

東尾張支部愛日地区大会種目

別競技大会に参加 

空手 清須市 

卓球 豊山町 

ｻｯｶｰ 北名古屋市 

野球 春日井市 

剣道 春日井市 

９／２３（月） 
町民体育大会練習

会 

入場行進 

競技種目：棒取り合戦 
豊山小学校運動場 

１０／ ６（日） 町民体育大会 
参加と協力（競技種目：棒取り

合戦） 
豊山グランド 

１０／２０（日） 

第２回空缶拾い清

掃奉仕活動及び運

動適性テスト 

空缶拾い清掃奉仕活動及びス

ポーツ少年団規定の体力テス

トを実施 

新栄小学校 

運動場・体育館 

１／１２（日） 新春交流会 

レクリェーション活動により、

他種目との交流を図る。とん

汁、おにぎりなどによる昼食

会。午後に野球種目の交流試合 

社会教育センター 

豊山グランド 

  ３／ １（日） 

とよやまエアポー

トビューマラソン 

【中止】 

参加と協力 豊山町青山地内 
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オ 単位団（活動種目） 

種目 対象 場所 活動日 登録人数 

空手 １年生以上(男女) 豊山小講堂 毎週木曜日 ２９人 

卓球 １年生以上(男女) 志水小体育館 毎週日曜日 ４７人 

バレーボール １年生以上(男女) 新栄小体育館 毎週日曜日 １２人 

野球 １年生以上(男女) 志水小運動場 毎週日曜日 ７５人 

サッカー １年生以上(男女) 豊山小運動場 毎週日曜日 ５９人 

剣道 １年生以上(男女) 豊山小講堂 毎週日曜日 １０人 

合計 ６種目 ２３２人 

    

カ 登録指導者                              

団名 氏名 備考 団名 氏名 備考 

空手 

𡈽田 肇 指導者長 

野球 

大坪 正和  

水野 節郎  小寺 桂仁  

河村 永治  岡村 崇宏  

土田 裕一郎  三輪 芳久  

坪井 敏彦  川西 和寿  

南藤 良旭  河村 倫明  

卓球 

橋本 節子 指導者長 大隅 雄介  

西脇 愛子  矢島 吾朗  

川崎 ひろ子  風早 薫  

伊丹 智子 
 

鹿末 謙太  

渡辺 登美子  坪井 一弘  

高木 菜々子  

サッカー 

坪井 純一 指導者長 

玉城 かおり  小川 淳之  

バレーボール 

松元 愛 指導者長 石原 和義  

岡本 智史  市村 彦幸  

坪井 歩  安藤 敦  

野球 

永末 猛 指導者長 松田 祐一  

川村 武  佐藤 真吾  

伊藤 邁  胸元 公平  

小塚 肇  伊藤 銑  

川合 いつ子  植島 拓也  

永井 良雄  

剣道 

後藤 哲也 指導者長 

山﨑 利彦 
 

河合 晴美  

森川 幸二  吉田 一浩  

田端 一輝  井上 宜昌 
 

南 幸宏  成瀬 和憲  

森元 秀典    
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キ 登録団員の推移 

年 小学生の数（Ａ） 団数  団員数（Ｂ） 加入率（Ｂ／Ａ） 

昭和４７年 １，２６８人 ４団   １１７人    ９．２％ 

４８年 １，３４８人 ５団   ２６９人   ２０．０％ 

５９年 １，５５７人 ６団   ６４４人   ４１．４％ 

平成 元年 １，１２５人 ６団   ４３１人   ３８．３％ 

６年   ８９０人 ６団   ３７８人   ４２．５％ 

  １１年   ８２６人 ６団   ３１９人   ３８．６％ 

  １６年   ７７５人 ６団 ３１８人 ４１．０％ 

  ２１年   ８２０人 ６団 ３３１人 ４０．４％ 

  ２２年   ８４８人 ６団 ３３０人 ３８．９％ 

  ２３年   ８８５人 ６団 ２９０人 ３２．８％ 

  ２４年   ９０４人 ６団 ２６６人 ２９．４％ 

  ２５年   ９２１人 ６団 ２７０人 ２９．３％ 

  ２６年   ９４６人 ６団 ２６２人 ２７．７％ 

  ２７年   ９９５人 ６団 ２５３人 ２５．４％ 

  ２８年 １，０２０人 ６団 ２５５人 ２５．０％ 

  ２９年 １，０４５人 ６団 ２４０人 ２３．０％ 

  ３０年 １，０８６人 ６団 ２３３人 ２１．５％ 

令和 元年 １，０９０人 ６団 ２３２人 ２１．３％ 

 

＜まとめ＞ 

 本年度も、スポーツ活動、清掃奉仕活動、他地域のスポーツ少年団との交流活動を通じて、小学

校児童を中心に、体力づくり、スポーツ技能向上、健全育成のためのスポーツ少年団事業を行った。 

愛日地区競技大会（卓球） 野外活動 
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（２）子ども会活動 

   ア 子ども会連絡協議会役員構成 

役職 氏名 役職 氏名 役職 氏名 

会長 鈴木 育生 会計 山田 英紀 理事 水野 可奈子 

副会長 中村 里美 監査 服部 加奈子 理事 清水 真紀 

副会長 渡邉 勝利 監査 冨澤 千春 理事 坪井 孝仁 

書記 坪井 貞子 理事 礒田 奈麻実   

  

  イ 子ども会連絡協議会の主な事業 

月／日 事業内容 場所 

４／ ４（木） 第１回合同役員会 社会教育センター 

４／１２（金） 豊山町子ども会連絡協議会総会 社会教育センター 

４／２５（木） 子ども会大会組み合わせ抽選会 社会教育センター 

５／ １（土） 子ども会大会（ドッジボール） 豊山グランド 

６／１５（土） カローリング交流会 社会教育センター 

７／ ７（日） どろんこ教室 社会教育センター 

８／２４（土） 阿智村･豊山町子ども会交流会 長野県下伊那郡阿智村 

１１／ ８（金） 

～１０（日） 
文化展参加 

 (どろんこ教室作品搬入・展示・撤収) 
社会教育センター 

１２／ ５（木） 第２回合同役員会 社会教育センター 

１／１８（土） 茶話会 社会教育センター 

３／ ７（土） 子どものつどい【中止】 社会教育センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜まとめ＞ 

 町子ども会連絡協議会が、子どもの心身共に健全な発達を願い開催したドッジボール大会、どろ

んこ教室などの地域での活動と、遠隔地の長野県阿智村清内路の子どもたちとも緑多い自然の中で

交流を深める事業を支援した。 

また、中高生を中心としたジュニアリーダークラブが平成３０年４月に設立され、町の子ども会

行事のサポートや運営スタッフとして活動している。 

ドッジボール大会 どろんこ教室 
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Ⅸ 文化財に関する事業報告

１ 文化財保護審議会

月／日 会議名 場所 内容

３／ ３（火） 第１回審議会
役場

会議室４

・豊山町の文化財保護行政について

・令和２年度の取り組みについて

２ 指定文化財の状況

（１）愛知県指定文化財

区分 名称 員数 指定年月日 所在地 所有者又は代表者

有形 鋳造誕生仏立像 １躯 Ｓ 豊場字木戸 常安寺

有形 木造地蔵菩薩立像 １躯 Ｓ 青山 延命寺

（２）豊山町指定文化財

区分 名称 員数 指定年月日 所在地 所有者又は代表者

有形 葬儀絵巻 １巻 Η 青山 延命寺

有形 狛犬 １対 Η 豊場字木戸 八所神社

有形 薬師如来坐像 １躯 Η 豊場字中之町 長寿寺

記念物 いちい樫 ４本 Η 青山 河村 米光

記念物 楠 １本 Η 青山 千松寺

無形 木遣 － Η 豊場字諏訪 木遣保存会

無形 神楽 － Η 豊場字城屋敷 神楽保存会

無形 伊勢山神楽 － Η 豊場字中之道 伊勢山神楽保存会

３ 郷土資料室の整備

・企画展の開催

テーマごとに企画展の開催 前期：昭和御大禮の図 展示 後期：お勝手（キッチン）展

４ 郷土資料室利用者への説明

・小学生など見学者への対応（文化財アドバイザー）

５ 歴史講座の開催

・ 内容 歴史講座 ～平成の３０年間を振り返ってみよう～

・ 期間 １０月～２月（全５回）

・ 講師 郷土資料室 文化財アドバイザー（加藤武）

・ 詳細はＰ１４参照

＜まとめ＞

文化財保護審議会において、県・町指定文化財の保存状況を確認した。特に町指定文化財の「楠」

は近年衰弱しているため、今後の対応について委員に意見を求めた。

＜まとめ＞

郷土資料について、テーマごとに企画展を開催するなど情報発信に努めた。しかし現在の郷土資

料室は老朽化で室内が薄暗く入室しづらい雰囲気になっていることや一部展示資料の未整理など

もある。このため、気軽に入室できる雰囲気づくりとともに将来的な改修に向けた資料の調査研究

を進める。
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６ 文化財保護啓発・郷土文化保存に努める社会教育関係団体の活動支援 

（１） 豊山町文化財研究会 （昭和５３年設立） 

ア 運営役員体制 

役職 氏名 役職 氏名 

会長 岡島 ひかる 経理 安藤 範子 

副会長 鈴木 征美 
監査 

岡島 鈐子 

庶務 
坪井 佐智子 岡島 登紀恵 

坪井 寅秀 顧問 井上 とよほ 

 

   イ 事業報告 

月／日 事業名 会場 内容 

５／２８（火） 総会 キッチンくま 
前年度事業・決算報告、本年度事

業計画・予算、「東海寺社案内」を

配布 

６／２６（水） 現地研修会 
幸田長/本光寺 

岡崎市/大樹寺 
名刹の拝観・歴史等学習 

８／２７（火） 
郷土資料の

整理 
社会教育センター 

郷土資料室 
保存衣類虫干し、資料整理 

９／１７（火） 学習会 白雲山 正法寺 
晋山式を終えられた横田住職か

ら、正法寺に関する説明を聞く 

１０／１７（木） 学習会 
社会教育センター 

料理教室 

郷土料理/おはぎ３種 

味噌汁、フルーツヨーグルト 

１０／２８（月） 
放課後子ど

も教室 
豊山小学校 放課後子ども教室で昔遊びを指導 

１１／１５（金） 現地研修会 
津島市/津島神社 

北名古屋市/旧加藤家

住宅・回想法センター 

名刹の拝観 

他地域の歴史民俗の研修 

１／２５（土） こども広場 
社会教育センター 

視聴覚室 
ボランティアグループ「おひさま」

による紙人形劇と大型紙芝居等 

２／１２（水） 臨時総会 
社会教育センター 

研修室 

文化財研究会の今後について話合

い 

２／１５（土） 現地研修会 萬松山 常安寺 根釈迦浧槃会参詣 

令和元年度 

「豊山町の

神社・仏閣」

の冊子作成 

町内すべての神社 

と寺院（14箇所） 

平成 7年発行の町史復刻版 

を基に内容を確認し、現在の状況

を写真に収めた冊子を作成 

 

＜まとめ＞ 

文化財研究会による研修会・学習会の開催や特色ある諸活動など、精力的な取組により、文化財

保護意識の醸成に大いに寄与した。 

文化財研究会は設立当初の目的を達成したため、令和２年３月末をもって解散した。今後は「文

化財友の会」として町の文化財保護行政の支援活動を行う。 
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７ 豊山町史編さん事業 

  豊山町制５０周年を迎える令和４年を機会に豊山町の行政史はもとより経済、生活、文化等多分

野にわたる本町の歩みを記録することにより、本町の一層の発展に資することを目的とし、新たな

町史を発刊するものである。 

 （１）豊山町史編さん委員会 

   ア 会議 

月／日 会議名 場所 内容 

１１／１８（月） 第１回  町史編さん委員会 
役場 

会議室５ 

協議事項 

・組見本について 

・目次構成案について 

報告事項 

・資料収集について 

・編さんスケジュール 

２／２６（水） 第２回 町史編さん委員会 
役場 

会議室５ 

協議事項 

・組見本について 

・目次構成案について 

報告事項 

・今後のスケジュールについて 

 

   イ 資料収集・整理 

    ・基礎資料の収集：９人から３４点収集 

    ・資料収集の周知：広報７,９,２月号に募集記事を掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜まとめ＞ 

令和３年度末の刊行を目指し、町の行政史をはじめとした豊山町史の編さんを平成３０年度から

行っている。令和元年度は町史編さん委員会を２回開催し、目次構成及び組見本案の作成を行った。

また、資料も広報とよやまで３回呼びかけ、３４点の資料を収集した。 
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Ⅹ に関する事業報告

１ 文化振興事業

・ 日時 ２月１６日（日）午後２時開演

・ 場所 社会教育センター ホール

・ 内容 「ぐっさんのハッピーオンステージ 豊山町」 出演：山口 智充

・ 入場者 大人３１９人、小人９人の計３２８人

（１１月１０日からチケット大人３２６枚、小人１０枚の計３３６枚を販売）

・ 協働 文化振興事業サポーター（公募８人）による企画・運営段階からの参画

サポーター会議を３回開催（ 、 、 ）

２ お昼のときめきコンサート

日時 内容／出演者 入場者

第１回 ６／１２（水）

午後０時１５分～午後１時

「きらめく夏と愛のうた」

演奏：斉藤 麻記（ソプラノ）、重左 竜二（ピアノ） ５０人

第２回 ９／１１（水）

午後０時１５分～午後１時

「伝えたい想い、大切な人へ」

演奏：重左 竜二（バリトン）、金田 紗希里（ピアノ）
５４人

第３回 １２／１１（水）

午後０時１５分～午後１時

「雪の音、鈴の音」

演奏：中川 香、松本 一策（ヴァイオリン）、

海老原 優里（ピアノ）

６８人

第４回 ３／１１（水）

午後０時１５分～午後１時

【中止】

＜まとめ＞

文化振興事業は、公募によるサポーターの意見や住民アンケートの要望を積極的に取り入れながら

町民に質の高い芸術文化に直接触れる機会を提供することができた。

＜まとめ＞

お昼のときめきコンサートは令和元年度から事業の通称をサロンコンサートから改め、ポスター

の作成や広報とよやま及び町ホームページなどを積極的に活用することにより、さらに町民が気軽

に文化・芸術をふれることができる貴重な機会を提供することができた。

お昼のときめきコンサート文化振興事業

芸術・文化
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３ 文化事業

（１）文化展・芸能発表会（文化協会主催事業）

日時 １１月 ９日（土）午前９時～午後７時

１１月１０日（日）午前９時～午後４時

場所 社会教育センター

ア 文化展

展示会場 所属 参加団体名

アリーナ

文化協会
陶芸、俳句、華道真豊会、愛草会、小品盆栽「季風会」、

絵画、手芸、国際交流の会、写真ほか

学校関係
豊山中学校、豊山小学校、新栄小学校、志水小学校

豊中 、 豊小 、 新栄 、 志水

その他

学生書道、包括支援センター、デイサービス、マウス

マウス、そんぽの家、子ども会、フラワーマリア、

女性の会ほか

アリーナ 呈茶サービス（宗美会、豊好会）

ホワイエ 将棋大会（１１月９日）

幼児遊戯室 ふれあいひろば

・総出品数 約７５０点

・呈茶サービス ４００人分（２つの茶道クラブ）

イ 芸能発表会

日時 場所 参加団体名

１１ ９日（土）

午前１０時４０分

～午後３時００分

社会教育センター

ホール

ふれあいひろば・三味線、太鼓、銭太鼓、

ハンドベル、豊山保育園、豊山中による発表

１１ １０日（日）

午後０時１５分

～午後３時３０分

社会教育センター

ホール
文化協会加盟１５団体による芸能発表

・出演者数 約３５０人（９日・１０日延べ人数）

ウ 同時開催

・環境フェスティバル フリーマーケット 緑化木の配布など

・商工会朝市

＜まとめ＞

町民の自主的な運営による文化展や芸能発表会、文化フォーラムでの盛会は、芸術・文化による潤

いのあるまちづくりの振興に大いに貢献している。

子ども会

（どろんこ教室）

ふれあいひろば

（あみもの）

ふれあいひろば

（アレンジフラワー）
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４ 文化振興のための社会教育関係団体の活動 

（１）豊山町文化協会 （昭和４８年設立） ３月準備委員会設立 ４９年３月再発足 

   ア 運営役員体制 

役職 氏名 役職 氏名 

会長 安藤 敏夫 
会計 

坪井 邦夫 

奥田 和代 副会長 安藤 定雄 

副会長（事務局長） 服部 恒子 
会計監査 

安藤 順次 

坪井 雅仁 

書記 
井上 勝美 

柴田 扶美子 幹事 
坪井 春美 

篠田 幸代 

顧問 岡島 齋 

 

イ 主な事業内容（※事業途中につき省略） 

  ・ 総会、役員会、理事会など運営機関の開催状況 

  ・ 事業 

  ・ 県文化協会連合会関係事業 

 

ウ 加盟団体 （２７クラブ、３３８人） 

№ クラブ名 
理事 活動日 

備考 
氏名 曜日・時間 場所 

１ 
豊山 

木遣保存会 
水野 仁美 

毎週(火) 

午後７時３０分～ 

午後９時３０分 

東部学習等供用施設 芸能部 

2 
豊山 

民謡クラブ 
岡島 千代子 

毎週(土) 

午後１時～午後４時３０分 

総合福祉センター南館

ひまわり 
芸能部 

3 民踊研究会 尾野 よし子 
毎週(金) 

午前１０時～正午 
東部学習等供用施設 芸能部 

4 
豊山 

太鼓研究会 
尾野 康雄 

毎週(月・火) 

午後７時３０分～午後９時 
豊山中学校武道場 芸能部 

5 神楽保存会 熊沢 直紀 
毎週(木) 

午後７時３０分～午後９時 
東部学習等供用施設 芸能部 

6 コール山茶花 岡島 順子 
毎週(土) 

午後２時～午後４時 
志水小学校 芸能部 

7 
新舞踊 

れんげ会 
佐藤 多津子 

毎週第１・３(木) 

午後７時３０分～ 

午後９時３０分 

東部学習等供用施設 芸能部 

8 尾張豊山太鼓 森嶋 千鶴子 
毎週(日・水) 

午後６時～午後９時 

社会教育センター 

豊山中学校武道場 
芸能部 

9 音照研クラブ 森永 岳夫 特定日なし  芸能部 

10 豊謡会 安藤 彰敏 
毎月第３・４(土) 

午後１時～午後５時 

カラオケ喫茶 

総合福祉センター南館

ひまわり 

芸能部 

11 楓 賀 河村 和之 
毎週(木・土) 

午後６時～午後９時 
社会教育センター 芸能部 

12 
神道一刀流 

鶴風・新栄 
柴田 幹江 

毎週(金) 

午後１時～午後４時 
新栄学習等供用施設 芸能部 
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13 詩吟教室 尾内 俊雄 

毎週(月) 

午後８時３０分～ 

午後９時３０分 

毎週(火) 

午後６時～午後８時 

東部学習等供用施設 芸能部 

14 
豊山町よさこ

いチーム「仁」 
寺村 照子 

毎週(水) 

①午後７時～午後９時 

②午後８時～午後１０時 

①新栄小学校 

②東部学習等供用施設 
芸能部 

15 
剣詩舞 

富士支部 
河村 みさを 

毎週(水) 

午後３時３０分～ 

午後６時３０分 

冨士学習等供用施設 芸能部 

16 陶芸クラブ 岡島 麻純 
毎週(火) 

午後１時～午後５時 
社会教育センター 文化部 

17 
豊山俳句クラ

ブ 
坪井 径子 

毎月第２(土) 

午後１時３０分～ 

午後３時３０分 

東部学習等供用施設 文化部 

18 
囲碁・将棋 

クラブ 
河合 一整 

囲碁・毎週(日) 

将棋・月２回（土） 

午後２時～午後６時 

東部学習等供用施設 文化部 

19 華道真豊会 鈴木 英子 

毎月第２・４(木) 

午前９時３０分～午前１１時 

毎週(日)  

午前９時３０分～ 

東部学習等供用施設 

伊藤宅 
文化部 

20 愛草会 小出 寿枝 年１～２回 不定期 東部学習等供用施設 文化部 

21 茶道Ⅰ豊好会 伊藤 千歳 
毎月第２・４(木) 

午前９時～午後１時 
社会教育センター 文化部 

22 絵画クラブ 堀江 達子 
毎月第４(日) 

午後１時～午後３時 
社会教育センター 文化部 

23 手芸スクール 関谷 房恵 

毎週(月・金) 

午前１０時～正午 

毎週(火・木) 

午後１時３０分～ 

午後３時３０分 

関谷宅 文化部 

24 宗美会 鈴木 征美 
毎週(月) 

午前９時～午前１１時３０分 
鈴木宅 文化部 

25 
豊山写真クラ

ブ 
岡島 武彦 

毎月第１(火) 

午後６時３０分～ 

午後７時３０分 

社会教育センター 文化部 

26 
小品盆栽 

「季風会」 
小出 朝男 

毎月第１(土) 

午後２時～午後４時３０分 
社会教育センター 文化部 

27 
豊山 

国際交流の会 
小出 正文 特定日なし  文化部 

 

＜まとめ＞ 

文化芸術の発展と振興のため、活動している文化振興団体に対して支援を行った。 

文化協会会員の高齢化に伴い、クラブ数、会員数が減少している。広報とよやま、町ホームページ、

とよやまチャンネルなどのメディアを活用して加入促進と次世代の育成を図っていく必要がある。 
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  (２) 小中学校ＰＴＡグループ活動 

   ア 豊山中学校ＰＴＡサークル活動 

グループ名 会員数 回数 活動場所 内容 

教養部 １５人 ５回 
豊山中学校 

社会教育センター 

ミニテニスやその他のスポーツを体験

したほか、社会見学への参加を通して会

員相互の教養向上と親睦を図った。 

手芸部 １８人 ３回 
豊山中学校 

家庭科室 

アロマワックスサシエの製作などを体

験したほか、社会見学や文化展などへの

参加を通して会員相互の教養向上と親

睦を図った。 

園芸部 ２０人 ３回 
豊山中学校 

ランチルーム 

クリスマスリース作りなどを体験した

ほか、社会見学や文化展などへの参加を

通して会員相互の教養向上と親睦を図

った。 

  

イ 豊山小学校ＰＴＡサークル活動 

グループ名 会員数 回数 活動場所 内容 

教養部 ９人 ３回 豊山小学校 

モザイクアート体験やシルクスクリー

ン印刷による手ぬぐい製作体験を行っ

た。夏休みには親子ジェルキャンドル作

り教室を開催したほか、町文化展への出

品など幅広く取り組み、会員相互の親睦

を図った。 

料理部 １９人 ５回 社会教育センター 

ロシア料理教室や親子料理教室、ハロウ

ィン料理教室など、様々な料理を講師の

指導により学び、会員の親睦を図った。 

茶道部 １２人 ９回 
豊山小学校 

社会教育センター 

毎月講師を招いて茶道を学び、社会見学

などを通じて会員の親睦を図った。 

※コロナの関係で、予定していた回数

（10回）実施できなかった。 

 

ウ 新栄小学校ＰＴＡサークル活動 

グループ名 会員数 回数 活動場所 内容 

文化部 ８７人 ６回 
社会教育センター 

新栄小学校 

講師の指導により、アロマキャンドル作

り、黒ストローでのヒンメリ作り、ハー

バリウム作り、ガラス工芸、寄せ植え作

りなどに取り組み、文化展に出品した。

また、佐布里緑と花のふれあい公園やＭ

ＲＪミュージアム、あいち航空ミュージ

アムの見学を開催し、会員相互の教養向

上と親睦を図った。 

 

エ 志水小学校ＰＴＡサークル活動 

グループ名 会員数 回数 活動場所 内容 

ハンドメイ

ドの会 
 ２４人 ３回 

志水小学校 

社会教育センター 

講師の指導により、ソープカービング、

リボンバッグ作り、パンと味噌作りなど

を学んだほか、町文化展などへの参加を

通して会員相互の教養向上と親睦を図

った。 

どんぐり 

読書会 
１８人 ４回 志水小学校 

低学年の児童に対して本の読み聞かせ

を行い、教養向上と親睦を図った。 
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生涯学習施設案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


