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公民館及び公民館類似施設の休館日の変更について

公民館及び公民館類似施設の休館日について、下記のとおり変更いたします。

記

1．変更点

【旧条文】

（休館日）

第3条　公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があ

ると認める場合には、これを変更することができる。
（1）月曜日（その日が国民の寧日に関する法律（昭和♀3年浜律第178号）に規定する

休日に当たるときは、その翌日）

（2）12月29日から翌年の1月3日までの日

（3）教育委員会が管理上必要と認める日

・IT土＝／一一・一

（休館日）

第3条　公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があ

ると認める場合には、これを変更することができる。

（1）月曜日

望一撃苧竺祝聖関する法律（昭甲23年法律第1＿78号）に規定する休早
（3）毎月第3日曜日

皿12月29日から翌年の1月3日までの目

上旦教育委員会が管理上必要と認める日

参考：島田市立公民館条例施行規則

＿竪捷墜旦里変更に上り・年間の休館日は10日程度増加する星込杢」

2．変更理由

・効率的な勤務俸制を組めるようにする。

。施設の稼働日数の辣少により、光熱水費の節約につながる。

・開館日への利用が集中し、稼働率の上昇につながる。

・家庭の日の趣旨を尊重し、近隣市と同様に第3日曜日を休館日とする。

3．今後のスケジュール（案）

※市民への周知方法軋広報（2月号）、HP、公民館だより、チラシ掲示、申込時チラシ配布

にて周知する。



伊久身農村環境改善センター部屋別利用人数推移

20年度 �#�D�7��22年度 �#9D�7��24年度 �#YD�7��26年度 

多目的ホール �#3�R�2089 �#�s"�1323 ��S�"�1596 ��S3��

農事研修室 �3SB�226 �#���206 �#���228 �3�r�

生活研修室 ����b�866 都#��772 田�R�510 鼎���

調理実習室 都b�57 田2�66 �����108 ��#��

テニスコート �#SB� ��85 �� ��

合計 鼎�迭�3238 �3�cb�2452 �#S澱�2442 �#3モ�

・伊久身農村環境改善センター利用人数推移 
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部屋別利用割合（平成20～26年度）

20年度

76

田多目的ホール1農事研修室

琵生活研修室　抱調理実習室

22年度

63

琉多目的ホール・農事研修室

蘭生活研修室　星調理実習室

24年度

盛
呵多目的ホール・農事研修室

礪生活研修室　盟調理実習室

26年度

121

、

㌧

1

鰐多目的ホール■農事研修室翌生活研修室整調理実習室

21年度

57

競多目的ホール　　　・農事研修室

206

町多目的ホールt農事研修室

ぷ生活研修室　汽調理実習室

25年度

228廟

耶多目的ホール・農事研修室

開生活研修室　皐調理実習室

平成20～26年合計

1832感12606

鮎多目的ホール1農事研修室

鈷生活研修室　厨調理実習室



平成27年度　改善センター利用状況（4～8月）

【件数】
一区分 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��

多目的ホール 冲ﾉ{��3 迭�3 �2�4 免除 釘�2 釘�3 迭�

合計 途�7 途�．6 湯�

農事研修室 冲ﾉ{�� �� �� 免除 ���2 釘�4 ���

合計 ���2 釘�4 ���

生活研修室 冲ﾉ{�� �� �� 免除 �2�1 澱�5 �2�

合計 �2�1 澱�5 �2�

調理実習室 冲ﾉ{�� �� �� 免除 ��� ��1 ��

合計 ���0 ���1 �"�

計 ��"�10 ��r�16 ��2�

前年度 ��2�10 ��B�17 �#��

増減 ��ﾃ��0 �2�－1 ��ﾃr�

対前年度比 涛(�2�100％ ��#��2�94％ 田X�2�

区分 �4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 

多目的ホール 冲ﾉ{����S3��33 �#��22 �3��免除 �92 ����40 �#r�つ 　67 

A El 偖ﾂ�122 鼎2�69 鼎��97 

農事研修室 冲ﾉ{����� �� ��免除 �6 ��2�18 �#R�8 

A rコ 偖ﾂ�6 ��2�18 �#R�8 

生活研修室 ���tﾉ{���� �� ��免除 �38 ����42 田��18 

・合 ��38 ����42 田��18 

調理実習室 冲ﾉ{��ﾂ��� �� ��免除 �10 �� 途� 

∠ゝ 【コ ��10 ���0 途�0 

計 �176 �����cb�129 ��C��123 

前年度 姪�c���951 ��3���139 

増減 途�－29 ��ﾃ"�2 ��ﾃc��

対前年度比 ���H�2�69％ 涛��2�101％ 田H�2�



平成27年度　社会教育講座実施状況

○実施したもの

日 俎Xﾜ�kﾂ�内容 俎X蹌�

1 滴ﾈ���?｢�ホウ酸だんこ作り ��センター職員：井上 

2 度ﾈ�#�?｢�夏休み科学教室 仭8ｴ9d8/�ﾞﾈ,�,Hｿ8ｴ8,ﾉ|ﾒ�/�]xｺﾘ+X.h*B�中山隆雄先生 

3 嶋ﾈ緤?｢�陶芸教室 佝��ﾂ�藤枝市陶芸センター 

4 祷ﾈ�#9?｢�陶芸教室 ��iWH*��藤枝市陶芸センター 

5 ��(ﾈ�)?｢�ベーコン作り（塩漬け） ��センター職員 

6 ��(ﾈ紵?｢�フラワーアレンジメント �4�8ｨ5�7ﾘ5�4�8ﾈ985r�お花屋TONTUU 

7 ��(ﾈ緤?｢�ベーコン作り（燻製） 偃萎ﾈ.�7��ｸ5(98,�*y�ﾒ�大津改善センター職員 

8 ��ﾈ�(h��簡単パン作り ��堀井利絵さん 

9 �(ﾈ���?｢�お菓子作り �6�8ﾈ985�4898,ﾈ*�倡�� 

10 �(ﾈ��9?｢�男の料理教室① �&ｩ�ｸ/����ｸ,h+X+ﾙ{�ﾘｻ8��塩沢春美先生 

11 �8ﾈ��)?｢�男の料理教室② �&ｩ�ｸ/����ｸ,h+X+ﾙ{�ﾘｻ8��／J 

12 �8ﾈ陋ｨ��茶道教室 �*�(8,��X+X-��児玉宗康さん 

13 �8ﾈ陋ｨ��春休み科学教室 ��中山隆雄先生 

14 冕).��ファミリーバドミントン ��大橋俊晴さん 

15 �� �� 



平成27年度　高齢者学級実施状況
○実施したもの

月 �?｢� �>���������vR�

1 滴ﾈ��16日 俘)~竟(ｧxｸ亊Hｸ俾�� 

2 店ﾈ��＼ �� 

3 塗ﾈ��5日 俘)~竟(ｧxｸ冩�醜橙�移動学習の実施について 

4 度ﾈ��7日 �ｩ:隗x���邊�甲斐善光寺・武田神社 

5 嶋ﾈ��＼ �� 

6 祷ﾈ�� 丿Y&霎i_(覃ｨ�:�� 

7 ���ﾈ�� 俘)~竟(ｧxｸ俎Xﾜ��（楽しい人生」笑って歌って） 

8 ���ﾈ�� 俘)~竟(ｧxｸ��やまびこセンターまつり 

9 ��(ﾈ�� 俘)~竟(ｧxｸ俎Xﾜ��（鑑賞教室） 

10 ��ﾈ�� �.(-ﾈ*(.�*逢�+X-ﾘ橙�やまびこクラブと共催事業 

11 �(ﾈ�� 俘)~竟(ｧxｸ冩�醜橙� 

12 �8ﾈ�� �� 



平成26年度

や手びこセンター手つり
11月16日

（日）

伊久身農村環境改善センター「やまびこ」は・昭和59年10月15日に設置され、今年で3

0周年を迎えます。そこで今年の「やまびこセンターまつり」臥昨年以上に地域の皆様に楽
しんでいただけるように・楽しい演芸や地域の皆様の出番も考えました。

また・例年通り地域の皆様の作品展示も行います○伊久身幼稚園児・伊久美小学校・神座小
学校（川島地区）の児童の絵画や習字・伊久身地区の皆さんの趣味や特技の作品、編み物教室

の皆さんやデイサービス利用者の皆さんの作品など、多数の方々の力作を展示します。

下記のような計画（案）で開催しますので、ぜひ当日は多くの皆様がこ来場くださいますよ

☆プログラム☆
伊久身幼稚園児の歌、遊戯

伊久美小学校オペレッタ
「さいもんさん」

地域の方の特技、演芸等

伊久身幼稚園教諭の演技

伊久美小学校職員の演技
G＆Gのみなさんによる演芸

了）ト・′一、・一．一一　　　　一　　　　＿＿＿＿

モ宣享′一）☆サービスコーナ＿☆

ヤロビー、玄関にて～

具沢山味噌汁、おしるこ、わたがし
おかしのつかみ取り（小学生以下）

保健委員さんによる

体組成計、健康マイレージ広報

紬問い合わせ》センター手つ順行重責会∴℡39－0002

伊東鼻農村囁囁改善センター


