
事業区分 事　　業　　名 内　　　容 場　　　　所 共　　　　　催

⓵開講式　お花見 4月13日 （水） 信更公民館      子育て支援

②おやつ作り 6月8日 （水） 〃 〃

③読み聞かせ 7月6日 （水） 〃 〃

④親子クッキング（郷土食） 8月10日 （水） 〃 〃

⑤ニュースポーツ 10月5日 （水） 〃 〃

⑥読み聞かせ 11月9日 （水） 〃 〃

⑦餅つき体験 12月11日 （日） 〃 〃

⑧クリスマス会　 12月23日 （金） 〃 〃

①「長生きの秘訣」発生の基本
　と健康な体

（　） 信更公民館 家庭・地域学びの課

②「素敵な生き方のコツ」 （　） 〃 〃

書道➀：14:00～16:00 11月9日 （水） 信更公民館

書道②：14:00～16:00 11月30日 （水） 〃

書道③：14:00～16:00 12月7日 （水） 〃

書道④：14:00～16:00 12月21日 （水） 〃

書道⑤：14:00～16:00 1月11日 （水） 〃

書道⑥：14:00～16:00 1月25日 （水） 〃

書道⑦：14:00～16:00 2月8日 （水） 〃

書道⑧：14:00～16:00 2月15日 （水） 〃

篆刻①：13:30～16:30 8月23日 （火） 信更公民館

篆刻②：13:30～16:30 8月30日 （火） 〃

マイバックや籠を作ろう➀
　　　　　　14:00～17:00

7月5日 （火） 信更公民館

マイバックや籠を作ろう②
　　　　　　14:00～17:00

7月12日 （火） 〃

マイバックや籠を作ろう③
　　　　　　14:00～17:00

7月19日 （火） 〃

自分色に染めてみよう 6月23日 （木） 信更公民館

　　　　　　〃　　　 8月　　 （　） 〃

七色色鉛筆でぬる 4月20日 （水） 信更公民館

〃 2月9日 （木） 〃

お届け芸術館 （　） 信更公民館 住自協

文化講演会 満蒙開拓団 11月6日 （日） 〃 〃

さし芽、苗づくり 5月13日 （金） 信更小学校

苗の移植（鉢上げ） 6月9日 （木） 〃

定植（三本仕立て） 6月21日 （火） 〃

花芽選定、肥料と増土 7月14日 （土） 〃

肥料の止め方 8月26日 （金） 〃

脇芽摘み、輪台付け 10月7日 （金） 〃

星座を楽しむ （土） 信更小学校

ホタル観賞会 6月18日 （金） 〃
ホタル保全会
若者会議

春の寄せ植え　：10:00～12:00 5月20日 （金） 信更公民館

夏の花を楽しむ：10:00～12:00 7月15日 （金） 〃

秋の寄せ植え　：10:00～12:00 9月30日 （金） 〃

冬の花を楽しむ：10:00～12:00 12月9日 （金） 〃

作品展に向けて：10:00～12:00 2月3日 （金） 〃

信更地区マレットゴルフ大会　 9:30～11:30 7月2日 （土）
高野マレット
ゴルフ場

地域公民館委員会

ソフトバレーボール大会　　　　　8:00～12:00 7月24日 （日） 信更体育館
地域公民館委員会
青少年育成委員会

第37回信更町球技大会 バレーボール 11月20日 （日）
信更小・中学校
体育館 信更体
育館

地域公民館委員会

第32回信更町体育祭 9:00～15:00 10月23日 （日） 信更中学校
住自協
地域公民館委員会

①：13:30～15:00 9月3日 （土） 信更体育館

②：13:30～15:00 9月10日 （土） 〃

③：13:30～15:00 10月1日 （土） 〃

④：13:30～15:00 10月15日 （土） 〃

⑤：13:30～15:00 11月23日 （水） 〃

①：9：00～11:00 4月15日 （金） 南長野運動公園 塩崎スポーツクラブ

②：9:00～11:00 6月11日 （土） 塩崎スポーツクラブ

開　催　時　期

籐でかごづくり③　　　　　　　　　　　　

季節の花を作って楽しもう
ガーデニング教室 ⑤

信更の自然を観る会②

文化芸術芸能

趣の書　⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

七彩のえんぴつ画②

篆刻②

草木染め③

趣味の園芸講座（菊づくり）⑥

環境教育

次世代育成

高齢者学習 歌と健康セミナー

すぎなほっとパーク④
（すぎな子育て楽座）

　　　　　　　　　　　　　令和４年度　　　　　　　　　　長野市立信更公民館事業計画（案）一覧表　                     　　             

バドミントン⑤

スポーツ
リクリェー

ション

ポールウォーキング
（フレイル予防講座）



事業区分 事　　業　　名 内　　　容 場　　　　所 共　　　　　催開　催　時　期

ふるさとウォーキング　　　　　　9:00～15:00 　11月 2日 （水） 下平方面
信更小学校
地域公民館委員会
青少年育成委員会

注連縄づくり 正月飾り 12月11日 （日） 信更公民館
信更小ＰＴＡ
地域公民館委員会

男女共同参画 男女共同参画講演会 　月　日 （　） 信更公民館
住自協
地域公民館委員会

人権教育 信更地区人権住民集会 講演会、小中学生の発表  12月 3日 （土） 信更公民館

人権教育促進委員会
社会を明るくする運動
推進委員会
信更公民館

チーズ料理 5月10日 （火） 信更公民館

そば打ち 11月26日 （土） 〃

スイーツ （　） 〃

パスタ （　） 〃

多国籍 （　） 〃

郷土料理 （　） 〃

町誌を紐解く① 6月15日 （水） 信更公民館

　　　　〃　　　② 7月13日 （水） 〃

　　　　〃　　　③ 10月20日 （木） 〃

　　　　〃　　　④ 11月10日 （木） 〃

12月14日 （水） 信更公民館

12月28日 （水） 〃

1月11日 （水） 〃

1月18日 （水） 〃

成人式祝賀 信更町成人式 祝賀式典等　9:30～13:00  　1月 2日 （月） 〃
住自協
地域公民館委員会

年度の計画立案 6月　日 （　） 信更公民館

年度の反省とまとめ 3月　日 （　） 〃

館内展示 随時 〃

広報 館報「信更」の発行

※　日程につきましては変更になることがあります。

６月、９月、１２月、３月の２０日頃　　　　

料理教室

大人の社会見学

パソコン④
ワードによる文章作成、表計
算、インターネット・スマホ活
用など
9:30～11:30

（金）

住自協
地域公民館委員会

公民館運営委員会運営委員会②委員会

情報教育

地滑り資料館 10月28日 信更公民館

地域向上
町誌講座

食育

次世代育成
(学公社連携事

業)


