
とよかわ市民協働基本方針実施計画 講座一覧 

番号 
講座名 

（主管課等） 
事業目的・実施内容 

対象者 

（定員） 
参加者 自己評価 自己評価の理由 

(例) 

NPO スキルアップ講座 

（市民協働国際課） 
 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

● ●   

ボランティア・市民活動団体向けのスキルアップ講座を行い、活動のより一層の

活性化を図った。 

「いっしょにやる、ということ 対話を通じて「共感」から「共働」へ」 

開催日：1 月 31 日（日曜） 

講師：NPO 法人日本ファシリテーション協会 フェロー 加留部 貴行 氏 

ボランティア・市民活

動団体活動者 

（定員 50 名程度） 

28 人 

４ 

受講者アンケートの結果、約 96％の方が今後の

活動の参考になったと回答があり、自身がファシ

リテーターとして、ワークショップを開きたいな

ど前向きな回答を多数いただいた。講座のテーマ

や講師の選定は良かった。しかし、講座が年度末

だったこともあり、参加したくても出来なかった

という声もあった。開催時期を受講者の参加しや

すい時期に開催するなど改善が必要である。 

１ 

手話講習会「基礎」 

（福祉課） 
 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

●    

手話の基本文法を中心に学び、手話の語彙を増やし、手話でコミュニケーション

する楽しさを学ぶことにより、聴覚障害者の生活の安定と社会参加をサポートす

る手話奉仕員の養成を行った。 

① 手話講習会「基礎」 

開催日：平成 27 年 10 月 23 日～平成 28 年 3 月 18 日 全 20 回（毎週 金曜日） 

内 容：聴覚障害に関する基礎知識、手話学習、講演会、聴覚障害者との交流 

①市内に在住する 16

歳以上の方で、社会福

祉協議会主催の手話

講習会「入門」修了者 

（定員 25 名） 

① 19 人 

５ 

受講者アンケートの結果からも開催期間をもっ

と長くして欲しいという意見や楽しく手話を学

ぶ事ができる等の高評価を得ている。社会福祉協

議会主催の入門講座終了後に開催するため、限ら

れた開催期間の中でより効果的な内容にしてい

くことが重要であり、意思疎通支援の人材育成施

策として今後も充実を図る必要がある。 

２ 

認知症予防教室 

（介護高齢課） 

 
 講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

    

参加高齢者の「脳の健康」を保ち、「仲間づくり」や「地域社会とのつながり（社

会参加）」を促進させる。また、健康づくり推進員（市民ボランティア）が「学習

サポーター」の役割を担い、学習の援助を行うことで、行政の立場だけでなく、

参加者により身近な立場から事業活動に参加し、参加者とともに双方が自発的な

介護予防に取り組めることを目的とし、グループディスカッションを用いた交流

や学習教材（読み書き、計算、すうじ盤）を用いた個別学習を通して、認知症予

防や生きがいづくりを図った。 

① 毎週１回の全 20 回（6 ヶ月間） 

② 毎週１回の全 21 回（6 ヶ月間） 

 

おおむね 65 歳の要介

護認定をうけていな

い市民（定員 20 人で

１グループ 10 人制） 

 

① 16 人 

② 12 人 

 

３ 

受講者アンケートで、「物忘れをしなくなった」

「友人ができた」など生活に変化があったと回答

する方が 28 人中 26 人（92.9％）であった。 

 会場によっては定員に達しないところもあり、

事業周知など参加者を募る事が課題である。ま

た、学習サポーター（有償ボランティア）が限ら

れており、養成講座を開催することでサポーター

数を増やしていきたい。 

３ 

高齢者の生きがいと健康づくり推進

事業 

（介護高齢課） 
 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

    

高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を生かし、

生涯を健康で、かつ生きがいをもって社会活動ができるよう、地域の各団体の参

加と協力の下に、高齢者の生きがいと健康づくり推進の実践活動を総合的に展開

することを目的とし、老人クラブ連合会に委託し、高齢者の社会活動についての

広報活動、三世代交流活動、健康増進活動、教養講座の開催など総合的な企画、

運営を図った。 

① 高齢者大学：全６回開催 

② 三世代交流事業 

③ スポーツまつり 

① 

② 老人クラブ会員 

③ ②については、地

域住民を含む。 

① 361 人 

（卒業生） 

② 16,534

人 

③ 613 人 ３ 

昨年度と比較し、①高齢者大学卒業生数、②三世

代交流事業参加者数、③スポーツ祭り参加者数す

べて増加していた。しかし、老人クラブのクラブ

数・会員数は減少した。このことから、高齢者の

生きがいと健康づくり推進事業に一定の成果は

あったと考えられるが、今後、事業の更なる推進

のために老人クラブの基盤強化が必要であり、会

員の加入促進を図ることが課題である。 
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４ 

認知症サポーター養成講座 

（介護高齢課） 

 
 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

● ●   

認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を見守り、支援する「認知

症サポーター」を多数養成し、認知症になっても安心して暮らせる地域をつくる

ことを目的に、認知症サポーター養成を主眼に認知症の症状や認知症高齢者への

接し方などを学び、本事業に賛同していただける方に認知症サポーターの証とし

てオレンジリングを付けていただき、認知症高齢者の見守り及び支援に参加・活

動していただいた。 

開催総数： 63 回 

（うち土日開催数： 8 回） 

事業に賛同する者 

 

総数 1,503

人 

（うち土日

開 催 214

人） 
４ 

 受講者アンケートより、サポーターとしてでき

ることを各自考えるきっかけとなっている。複数

回受講している方もいて関心の高い講座である。 

 課題としては、養成講座を実施するキャラバン

メイトの活用と認知症地域支援推進員と連携す

ることで新規参加者の拡大を図っていく。 

５ 

６５歳これから講座 

（介護高齢課） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

    

市民一人ひとりが介護予防に取り組めるようにすることを目的に、概ね 60 歳代

の市民を対象に、「自分のこれからの余命約２５年間をどのように暮らしていく

か」を介護予防の視点から生活設計の再建築を考える機会とするとともに活動機

会や学習機会を提供した。 

１クール８回（総論編４回・実践編４回）年４クール 

 

概ね 60 歳代の市民 

（定員 30 人／1 クー

ル） 

総数 464 人 

（実人数 82

人） 

３ 

 健康づくり推進員（市民ボランティア）ととも

に教室を開催する事で参加者目線での意見を頂

き、一方的な情報提供ではなく、参加者間で自ら

介護予防のヒントに気づく機会となったり健康

観や価値観を共有する事ができたりした。課題と

しては、前期高齢者を中心により多くの方に参加

していただくことを考えていきたい。 

６ 

健康づくり推進員養成講座 

（保健センター） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

●    

市民の健康づくりを組織的かつ継続的に支援する人材として「健康づくり推進

員」を養成した。 

開催日：  11 月 13 日、11 月 27 日、12 月 11 日、12 月 25 日、1 月 8 日 

1 月 22 日、2 月 5 日の全 7 回 

 

 

  

一般市民 

 

 

実 19 人 

延 95 人 

３ 

・参加者 19 名中 8 名が登録し、推進員活動に結

びついた。今後、活動意欲を維持、向上し、継

続的に活動できるよう支援していく。 

・参加者の平均年齢が 73.7 歳で、40-65 歳の参

加者は 4 人だった。活動を希望する登録者は実人

数の半数以下だった。より多くの市民に推進員活

動を周知するとともに、主体的に活動できる年齢

層へのアプローチも検討していく。 

７ 

健康づくり推進員学習会 

（保健センター） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

●    

「健康づくり推進員」が主体的に活動を実践するための、具体的な健康づくり知

識の提供および活動意欲の向上、継続を図った。 

テーマ：血管力を高めよう～動脈硬化のヒントを、生活習慣から探ろう～ 

開催日： 11 月 25 日、12 月 17 日、1 月 14 日の全 3 回 

健康づくり推進員 延 101 人 

４                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

例年通り、推進員が学習できる場を提供でき

た。今年度は特に本市の課題である糖尿病だけで

なく、血管の老化を防ぐための具体的な学び（食

生活：糖・油・塩の摂取と運動）を通じて理解を

深めた。次年度も具体的な健康づくり情報を提供

し、意欲的な活動につながるよう、推進員ととも

に学びを深めていく。 

８ 

環境学習出前講座 

（環境課） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

●    

社会活動への興味・関心を抱かせ、活動への参加意識を高めるため、地球温暖化

防止、生活排水、自然環境などを題材とした環境学習の出前講座を実施した。 

開催回数：「地球温暖化防止」    児童クラブ  ８回 ２９２人 

                  小学校     ２回 １１７人 

「生活排水を考える」   児童クラブ  ５回 １０７人 

「自然環境講座」     児童クラブ  ５回 １８０人 

「EV（電気自動車）体験」 小学校    ２回 １０６人 

小学生又は一般 総数 

８０２人 

３ 

主に、児童クラブで出前講座を実施した。小学

生に問題意識を持たせ、今後環境活動に興味を持

ってもらえるような講座内容とした。 
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９ 

環境学習体験講座 

（環境課） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

● ●一部  ●一部 

社会活動への興味・関心を抱かせ、活動への参加意識を高めるため、環境学習体

験講座を実施した。 

① 子ども向け 

開催日： ７月２２日（水）地球温暖化とエネルギー  ２５人      

７月２３日（木）赤塚山公園探検隊     １５人 

７月２９日（水）三河湾の身近な生き物    ２４人 

② 親子参加 

開催日：  ７月 ５日（日）酸性雨を調べよう         １３組（２６人） 

１２月 ５日（土）エコクッキング体験講座  １６組（３２人） 

③ 一般向け 

開催日： ６月２０日（土）廃食油でエコキャンドルを作ろう！  ２６人 

１０月２５日（日）秋の里山で身近な生き物を探そう   ２６人 

３月２１日（月）春の里山の身近な生き物を探そう      ７人 

 

小学生又は一般 １８１人 

（うち土日

祝日開催１

１７人） 

３ 

小学生及び一般を対象に、環境学習体験講座を

実施した。講座への参加をきっかけに、環境に関

する活動や問題に興味・関心を持っていただける

ような内容とした。 

10 

地域生涯学習講座 

（生涯学習課） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

● ●  ● 

各生涯学習会館等で、各種講座を開催し、市民の生涯学習の活性化を図った。 

開催回数：７０５ 

（うち土日開催数：２１８） 

市民一般 

（各講座により定員

が異なるため記載せ

ず） 

総数５，３

４３人 

（うち土日

開催１，７

９４人） 

４ 

平成２６年度に比べ、受講者数の減少がみられ

る。特に啓発方法が課題である。 

11 

親子ふれあい工房 

（生涯学習課） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

   ● 

親子など家族で参加できる講座の企画・開催した。 

開催回数：６回 

小学１～３年生の

児童とその保護者（各

回１５組、１組２名ま

で） 

１６６名 

（ 計 ８ ４

組） 

  ４ 

平成２６年度に比べ、当日キャンセル等によ

り、参加者数は減ったものの、男の子女の子双方

から人気の講座内容となった。 

12 

ものづくり教室 

（生涯学習課） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

 ●   

学校週５日制の実施に伴い、余暇を利用した様々な体験活動を実施することによ

り子どもの地域活動を推進するため、豊川少年少女発明クラブ、豊川工業高校ボ

ランティア部と協働し、ものづくり教室を開催した。 

開催回数：１２回 

 

小学４～６年生の

児童（各回３２名） 

３３７名 

 

  ４ 

平成２６年度よりも申込者数は３６１名と増加

したが 

当日キャンセルが目立つ。今後は市内各校からバ

ランスよく参加者が出るように呼びかけていく。 
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13 

東三河演劇祭上演のためのワークシ

ョップ講習 

（文化振興課） 

 講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

● ●   

市民に広く参加を募り、演劇専門講師の指導のもと演技力・表現力を培う講習を

行った。 

開催日：4 月から 8 月まで計 60 回 

    本番上演は平成 27 年 8 月 7~9 日 

小学生以上 延べ 1,260

名 

４ 

年代的にも経験的にも幅広い参加者を獲得した

うえで、充実した内容のワークショップを展開す

ることができ、公演も成功裡に終えることができ

た。 

14 

防犯ボランティア講座 

（人権交通防犯課） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

● ●   

防犯ボランティアの育成、防犯活動の充実及び防犯意識の向上を図ため、講師を

招き研修会を開催した。 

開催日：平成２７年１１月８日（日） 愛知県主催 

会場：豊川市勤労福祉会館 大研修ホール 

講師：全国読売防犯協力会 飯室 眞奈美 氏 

 

市内防犯ボランティ

ア団体 

64 名 

４ 

地域活動や防犯パトロールの意義やポイントを

確認することができ、防犯意識を高めるのに効果

があった。 

15 

男女共同参画の推進に関する講座 

（人権交通防犯課） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

● ● ●  

家庭や職場、地域などで社会的・文化的な男女の習慣に囚われることなく、「自分

らしく」生きることのできる男女共同参画社会の実現を図った。 

① 人権・男女共同参画講演会 ・・・ 中止 

 開催日： 

 会場： 

 講師： 

② エンパワーメント講座「夢を叶えるために頑張っている女性応援セミナー」

３回 

③ 男女共同参画協働型事業Ⅰ「Nobody’s Perfect 完璧な親なんていない！」６回 

④ 男女共同参画協働型事業Ⅱ「ﾊｯﾋﾟｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをつくるコツ」５回 

⑤ デートＤＶ防止研修会 ２回  

⑥ パートナーシップ推進出前講座 ９回  

⑦ 男女共生セミナーⅠ「ロジカルシンキング講座｣ 

⑧ 男女共生セミナーⅡ「パパのための休日朝食クッキング」            

①市内在住・在勤・在学

の方 1,300（名） 

②市内在住・在勤の女性

（各回 20 名） 

③1歳から 2歳半の子を

子育て中の親（各回

12 名程度） 

④市内在住・在勤・在学

の女性（各回 30 名） 

⑤宝陵高校 1~3 年生 

 御津高校 1~2 年生 

⑥市民活動団体、事業所

等 

⑦市内在住・在勤の方

（30 名） 

⑧市内の小中学生とそ

の父親（12 組 25 人） 

①  ― 名 

②  44 名 

③  67 名 

④  69 名 

⑤ 585 名 

⑥ 199 名 

⑦  30 名 

⑧  25 名 

 

＜託児＞ 

①  ― 名 

③  66 名 

④  13 名 

⑦   3 名 

⑧   0 名 

４ 

人権・男女共同参画講演会については、予定して

いた講師（阿藤快）の急死により中止となった。 

各種講座については、「パパのための休日朝食ク

ッキング」など父親と子どもを対象とした講座な

ど、男女を対象としたバライティーにとんだ講座

を実施し、男女共同参画意識の啓発を行うことが

できた。 



とよかわ市民協働基本方針実施計画 講座一覧 

番号 
講座名 

（主管課等） 
事業目的・実施内容 

対象者 

（定員） 
参加者 自己評価 自己評価の理由 

16 

NPO スキルアップ講座 

（市民協働国際課） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

● ●   

ボランティア・市民活動団体向けのスキルアップ講座を行い、活動のより一層の

活性化を図った。 

「いっしょにやる、ということ 対話を通じて「共感」から「共働」へ」 

開催日：1 月 31 日（日曜） 

講師：NPO 法人日本ファシリテーション協会 フェロー 加留部 貴行 氏 

①ボランティア・市民

活動団体活動者 

（定員 50 名程度） 

28 人 

４ 

受講者アンケートの結果、約 96％の方が今後の

活動の参考になったと回答があり、自身でもワー

クショップを開きたいなど前向きな回答をいた

だいた。講座のテーマや講師の選定は良かった。

しかし、実施日が悪く参加したくても出来なかっ

たという声もあった。開催時期を受講者の参加し

やすい時期にするなど改善が必要である。 

17 

ボランティア・市民活動体験・養成

講座 

（市民協働国際課） 

 講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

● ● ●  

「とよかわ市民協働基本方針」に基づき、ボランティア・市民活動へ理解や参加

を促進するため、様々な分野で積極的に活動している、ボランティア・市民活動

団体に、講座の企画・運営を委託して、体験・養成講座を実施した。 

① 「マジックでみんなを驚かそう！！」 

実施団体：小坂井マジッククラブ 

開催日：3 月 12 日（土曜） 

①市内在住・在勤・在

学者 

（定員 30 人） 

 

① 17 人 

（託児） 

※幼児参加

も可能な講

座のため、託

児は行わな

かった。 

５ 

受講者アンケートの結果、約 95％の方から面白

かったとの評価をいただいた。企画した「小坂井

マジッククラブ」とも意思疎通がしっかりとで

き、よい協働ができた。今後も団体と協働して、

講座を実施していきたい。 

18 

コミュニティリーダー養成講座 

（市民協働国際課） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

● ●   

コミュニティ活動のさらなる充実のために、コミュニティ活動におけるリーダー

に対して、コミュニティ事業の企画・運営に必要な知識や技能を身につけ、地域

活動組織の中核となる人材を育成することを目的として、講座を実施した。 

「ひとりの百歩より、百人の一歩。～できることから未来のタネをまく～」 

開催日：9 月 26 日（土曜） 

講師：まち楽房有限会社 代表取締役 加藤 武志 氏 

コミュニティ組織及

びボランティア・市民

活動団体の役員等 

（150 名程度） 

128 名 

５ 

町内会役員のほとんどが１年交代なので、気が付

いたことをコミュニティ活動等に反映できるよ

うな動機付けができる講座を企画。参加型講座と

分かりやすい説明で受講者アンケートの結果、約

98％の方からたいへんよかった、よかったとの

評価をいただいた。 

 

19 

本のリサイクルフェア 

（図書館） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

 ●   

図書館の蔵書で一定の基準に基づいて除籍された本や寄贈本について、リサイク

ルを図るため、市内の学校や保育園、公民館等の公共施設及び、市民や図書館利

用者等個人を対象に、リサイクルブックフェアを開催して、図書資料を無償で提

供し、有効利用を図る。 

また、ボランティアの協力を得ることで、図書館サービスの協力体制を作り、市

民との協働を図る。 

  

実施なし 

平成２７年度より事業自体廃止。 

20 

子ども読書のつどい 

（図書館） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

 ●  ● 

４月２３日の「子ども読書の日」～５月１２日までの「こども読書週間」にち

なみ、子どもたちが本・読書・図書館に親しみ、積極的に読書活動を行う機会を

つくるため、子どもから大人まで楽しめる「子ども読書の日のつどい」を開催。 

① 「いつでもおはなし会」 

開催日：４月１０日（金）～１２日（日） 

協働団体：読み聞かせボランティア７団体 

② 「手づくり絵本教室」        

開催日：４月１１日（土） 

協働団体：すみれ絵本の会 

① 子ども～大人 

（定員各回１００人） 

② 子ども～大人 

（定員３０人） 

① ２１ ６

名 

② ３０名 

３ 

「期間中は、いつの時間帯でもお話が楽しめる」

というコンセプトで、午前・午後とおはなし会を

開催しているが、通常のおはなし会と時間帯が違

うこともあり、特に午後の部は午前に比べ参加者

が少ない傾向にあった。（平成２８年度からは、

１日１団体が日替わりでおはなし会を開催する

「まいにちおはなし会」に変更。）手作り絵本教

室は、親子でコミュニケーションを図りながら独

創的な絵本を作っていた。 



とよかわ市民協働基本方針実施計画 講座一覧 

番号 
講座名 

（主管課等） 
事業目的・実施内容 

対象者 

（定員） 
参加者 自己評価 自己評価の理由 

21 

文字・活字文化の日のつどい 

（図書館） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

 ●  ● 

１０月２７日の「文字・活字文化の日」～１１月９日までの「秋の読書週間」

にちなみ、市民に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めて頂くため、

子どもから大人まで楽しめる「文字・活字文化の日のつどい」を開催。 

① 「いつでもおはなし会」 

開催日：１０月２４日（土） 

協働団体：読み聞かせボランティア７団体 

② 「朗読会」 

開催日：１１月３日（日） 

協働団体：豊川朗読の会 

① 子ども～大人 

（定員各回１００人） 

② 大人 

（定員５０人） 

① １１ ６

名 

② ５５名 

３ 

「期間中は、いつの時間帯でもお話が楽しめる」

というコンセプトで、午前・午後とおはなし会を

開催しているが、通常のおはなし会と時間帯が違

うこともあり、特に午後の部は午前に比べ参加者

が少ない傾向にあった。（平成２８年度からは、

１日１団体が日替わりでおはなし会を開催する

「まいにちおはなし会」に変更。）朗読会は耳か

らのお話を参加者は楽しんでいるようで、受講後

のアンケートは特に高齢者からの満足度が高か

った。 

22 

手作り絵本講座 

（図書館） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

 ●   

世界に１つだけのオリジナル絵本を作ることで、本に興味を持ってもらう。 

講座で仕上げた作品は 3 月にエントランスホールで開催する「すみれ絵本作品

展」で展示。 

「手づくり絵本」講座 

開催日：１２月１２日（土） 

協働団体：すみれ絵本の会 

市内在住の小学生 

（定員２０名） 

１８名 

４ 

小学校１年～６年生まで、幅広い子どもたちが想

像力を駆使したオリジナル絵本を作っていた。 

作成後は作品を図書館に展示するため、子どもた

ちは自分の作品を大事に取り扱っていた。 

23 

親子紙工作教室 

（図書館） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

   ● 

夏休みに親子で植物や動物などの自然をモチーフにした立体工作を作ることで、

親子間のコミュニケーションを図る。 

「親子紙工作」講座 

開催日：８月２０日（木） 

講師：黒宮節子 

市内在住の小学生親

子（定員１８組（親１

人に子ども２人まで） 

１８組３９

名 

４ 

親子でコミュニケーションを図りながら楽しい

部屋飾りの作品を作っていた。仕上がった作品

は、夏休みの宿題として兼ねている子どももお

り、子どもたちは自分の作品を大事そうに持ち帰

っていた。 

24 

絵本で子育て講座 

（図書館） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

   ● 

ブックスタートから次にステップアップするために、4 カ月～12 カ月までの赤ち

ゃんとその親を対象とした、絵本を使って親子のコミュニケーションを図る講座

を開催。 

① 前期「絵本で子育て楽しんでみませんか」講座     

開催日：６月５日（金）、１６日（火）、２５日（木）全３回 

協働団体：子育てネットワーカー 

② 後期「絵本で子育て楽しんでみませんか」講座  

開催日：１１月２６日（木）、１２月３日（木）、９日（水）全３回 

協働団体：子育てネットワーカー 

市内在住の、4 カ月～

12 カ月までの赤ちゃ

んとその保護者、妊娠

中の方 

① 定員各回２５組 

② 定員各回２５組 

① ６９組 

② ６８組 

４ 

定員以上の募集があったため、前期・後期ともに

抽選を行った。受講者からは、「絵本を選ぶ自信

がついた」「同年代の子どもを持つ、ママ友の輪

が広がった」といった感想が寄せられた。 



とよかわ市民協働基本方針実施計画 講座一覧 
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事業目的・実施内容 

対象者 
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25 

赤ちゃんひろば 

（図書館） 
 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

   ● 

赤ちゃん向けの絵本などの育児情報の提供の場として、また、親同士の交流の情

報交換の場として、ボランティアによる絵本の読み聞かせや手遊び、育児相談を

開催。 

開催日：毎月第２金曜日（平成２７年５月～） 

講師：子育てネットワーカー 

未就園児の親子 

定員各回３０組 

６２６名 

４ 

毎回参加者も多く、読み聞かせ以外にも、お子さ

んの手形・足形スタンプを取るなど、工夫をこら

した内容を実施した。 

26 

ボランティア養成講座 

（図書館） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

●    

図書館での読み聞かせをして頂くことを目的として、定期的に読み聞かせボラン

ティアのための養成講座やスキルアップ講座を開催。 

※昨年度は講師との調整が出来ず未実施。事業としては継続。 

 

  

実施なし 

平成２７年度未実施 

27 

本の修理講座 

（図書館） 

 

講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

●    

市内の図書館の本の修理をして頂くことを目的として、定期的に修理本ボランテ

ィアのための養成講座やスキルアップ講座を開催。 

①初心者向けの本の修理講座」 

開催日：１０月２３日（金）・３０日（金） 

講師：田中稔 

②「修理本ボランティア復習＆ＱＡ講座」 

開催日：３月３日（木）・１７日（木） 

講師：田中稔 

 

①修理本ボランティ

アとして活動する意

思のある方 

②修理本ボランティ

ア対象 

 

① ４８名 

② ３８名 

 

４ 

中央図書館の修理本ボランティアとして平成２

３年度に１期生、平成２５年度に２期生、平成２

７年度に３期生を募集し、毎月約３００冊の本の

修理をして頂くまでに成長し、職員の業務負担の

軽減につながった。今後は、ボランティアの技術

の向上とモチベーション維持に努める必要があ

る。 

28 

防災ボランティアコーディネーター

フォローアップ研修 

（防災対策課） 

 講座の特性 

人材育成 土日開催 託児 親子参加 

● ●   

大規模災害時、災害ボランティアセンターでボランティアと被災者との調整

を行うボランティアコーディネーターを対象に、習得した知識及び技術の維

持・向上を目的に防災ボランティアコーディネーターフォローアップ研修を

行った。 

開催日：１１月４日（水）、１１月１１日（水）、１１月１８日（水） 

１月１７日（日） 

防災ボランティアコーデ

ィネーター養成講座修了

者 （３０名程度） 

１７名 

 

２ 

受講者を増やすことを目的として豊川市防災

ボランティアの会、豊川市社会福祉協議会、及び

市民協働国際課と日程や内容の見直しを行った

が、受講者増にはつながらなかった。今年度は昨

年度とは違う内容で計画中である。 

 

 

 


