
令和元年度（2019年度）とよなか地域子ども教室  活動内容  

各校区の活動内容  
 

〇実施回数：延べ 1,899回  〇参加人数：延べ 102,427人（子ども 80,958人 大人 21,469人） 

教  室  主催団体等  主な活動  

1 泉丘  
公民分館、健全

育成会  

工作、将棋、囲碁、お話会、料理、ﾐﾆﾃﾆｽ、ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ、自転車安全教室、七夕

飾り、卓球、水鳥観察、ﾘｽﾞﾑ体操、書道、羽子板とこま遊び、ｸﾘｽﾏｽの飾り作

り、車椅子体験  

2 上野  公民分館  

ﾀﾞﾝｽ、ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ、書道、和太鼓、剣道、ﾊﾟｿｺﾝ、科学教室、工作、生

け花、空手、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、なぎなた、野鳥観察、囲碁、将棋、茶道、体操、ｻｯｶｰ、

いもほり、ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ･ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ体験、香育教室、ｸﾘｽﾏｽの飾り作り、卓球、ｿﾌﾄ

ﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾗｸﾞﾋﾞｰ  

3 大池  
公民分館、 PTA、

父親会  

算数教室、囲碁、科学教室、演劇教室、自転車安全教室、紙飛行機、お正月ﾘ

ｰｽ作り  

4 小曽根  

PTA、スポーツ･

レクリエーショ

ン振興会  

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ｽﾎﾟｰﾂ教室、手作り教室、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、ﾌﾟｰﾙ開放、映画鑑賞、ｺｰｽ

ﾀｰ作り、ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、子ども記者体験、ｽﾎﾟｰﾂ吹き矢、夏休み勉強会、花

火大会、ﾗｼﾞｵ体操  

5 北丘  PTA 
ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ、工作、昔遊び、科学教室、料理、世代間交流、地域交流、将棋、

水遊び、運動場遊び、ﾊﾟﾝﾄﾏｲﾑ 

6 北条  

校 区 福 祉 委 員

会、PTA、公民分

館、健全育成会  

将棋、囲碁､ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ､餅つき､折り紙、自転車安全教室、科学教室、正月遊び  

7 北緑丘  公民分館  
ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ、ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ、ﾃﾆｽ、ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ、かるた大会、ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ、絵手紙、防

災教室、ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ体験、七夕飾り、工作  

8 熊野田  
公民分館、校区

福祉委員会、PTA 

ｻｯｶｰ、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、踊り、お話会、自然教室、野球、こま遊び、剣道、ﾐﾆﾊﾞ

ｽｹｯﾄ、ミニ絵本教室、科学教室、地域交流  

9 克明  公民分館  
卓球、ﾗｼﾞｵ体操、合唱、実験工作、ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ、ｸｲｽﾞ大会、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、地域交

流  

10 桜井谷  

公民分館、放課

後 こ ど も ク ラ

ブ、校区福祉委

員会 PTA、子ども

会  

ｽﾎﾟｰﾂ、ﾏｰﾁﾝｸﾞ、水泳、陶芸、昔遊び、料理､ﾂﾊﾞﾒの観察、ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ、さつま

いも作り、竹の子掘り、餅つき、卓球、手芸、工作、親子ｺｰﾗｽ、吹奏楽、竹遊

び、竹林整備、ﾊﾟｿｺﾝ教室、ﾊｲｷﾝｸﾞ、盆踊り、地域交流  

11 桜 井 谷
東  

公民分館、 PTA、

校区福祉委員会  

昔遊び、工作、ｻｯｶｰ、卓球、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ、

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、野球、餅つき、自転車安全教室、葉刈り、ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ作り、お話会、

門松作り、防災教室、地域交流  

12 桜塚  

す こ や か ネ ッ

ト、公民分館、校

区福祉委員会、

健全育成会  

ﾖｶﾞ、華道、ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ、科学教室、ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ、書道、軽ｽﾎﾟｰﾂ、陶芸  

13 島田  PTA 
野球、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、ｻｯｶｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、体育館開放、遊び場開放、

防災教室、囲碁、将棋  

14 少路  

公民分館、 PTA、

父親会、健全育

成会  

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ、工作、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、餅つき、卓球、古武道、ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ、剣道、弓矢、ｶ

ﾙﾀ遊び、百人一首、折り紙、科学教室、野外遊び、茶道、将棋、野球、凧作

り、ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ観戦、芸術鑑賞、裁縫、ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ体験、地域交流  

15 庄内  
公民分館、 PTA、

校区福祉委員会  
書道、将棋、盆踊り、裁縫、陸上、こま遊び、異文化体験、地域交流  

16 庄内西  
公民分館、 PTA、

健全育成会  
将棋、囲碁、ｿｰﾗﾝ、卓球、茶道、野球、ｽﾎﾟｰﾂ、ｻｯｶｰ 

17 庄内南  
公民分館、 PTA、

校区福祉委員会  

拳法、剣道、流しそうめん、遊びの広場、ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ、餅つき、工作、鬼ごっ

こ、地域交流  

18 新田  実行委員会  
野球、空手、伝統文化を学ぶ、竹の子掘り、そうめん流し、地域清掃、ｷｬﾝﾌﾟ、

餅つき、地域交流  



令和元年度（2019年度）とよなか地域子ども教室  活動内容  

教  室  主催団体等  主な活動  

19 新田南  
公民分館、 PTA、

健全育成会  

園芸、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、伝統文化を学ぶ、昔遊び、茶道、工作、野球、

漢字教室、あおぞら文庫、和太鼓、地域交流  

20 千成  
公民分館、 PTA、

子ども会  
陸上、昔遊び、水泳、遊びの広場、からだ遊び、ｽﾎﾟｰﾂ体験、遠足  

21 高川  

公 民 分 館 ､ PTA ､

校 区 福 祉 委 員

会、連合自治会、

防犯協議会、民

生児童委員会  

しめ縄づくり、ｽﾎﾟｰﾂﾊｲｸ、餅つき、ものづくり教室、ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ、地域交流  

22 豊島  公民分館  吹奏楽、いけばな教室、野球、ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ、ﾀﾞﾝｽ、ﾃﾆｽ、地域交流  

23 豊島北  実行委員会  英語、手芸、吹奏楽、書道、音楽ﾘｽﾞﾑ教室  

24 豊島西  公民分館、 PTA 
廃品回収、学習、ｻｯｶｰ、和太鼓、ｽﾎﾟｰﾂ吹き矢、水泳、盆踊り、ｶﾙﾀ遊び、囲

碁、餅つき、地域交流  

25 寺内  PTA 

読書、絵画、工作、ﾀﾞﾝｽ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、野球、ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、

陸上、科学教室、自然観察教室、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊｰﾌﾞ、折り紙、天体観測、将棋、

自転車安全教室  

26 東豊台  
公民分館、 PTA、

校区福祉委員会  

茶道、野球、理科教室、工作、陶芸、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ、絵画、書道、校庭

遊び、ｻｯｶｰ、剣道、野球、園芸  

27 刀根山  実行委員会  餅つき、とねっ子 Day、ｺｰﾗｽ、地域交流  

28 中豊島  公民分館  
工作、将棋、囲碁、野球、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、卓球、学習、地域交流、料

理、ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ体験、ﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、ﾌｯﾄｻﾙ、野外遊び、防災教室、餅つき  

29 西丘  
公民分館、 PTA、

父親会  

地域清掃、体力測定、剣道、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、空手、卓球、ｷｯｸﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ、ﾗｼﾞｵ

体操、お話会、ｻｯｶｰ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ、能楽、遊びの広場、工作、縄跳び、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ

ｰﾙ、ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ体験、ｸｲｽﾞ大会、地域交流  

30 野田  
公民分館、 PTA、

健全育成会  

書道、音遊び、昔遊び、ｽﾎﾟｰﾂ大会、ｽﾗｲﾑ作り、清掃活動、体育館･室内遊び、

読み聞かせ、ﾀﾞﾝｽ、盆踊り、地域交流  

31 野畑  

公民分館、 PTA、

校 区 福 祉 委 員

会、民生児童委

員会、連合自治

会、防犯協議会、

健全育成会  

さつまいも作り、ｶﾙﾀ遊び、野球、卓球、ﾌﾟｰﾙ開放、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、

料理、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、工作、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、ﾍﾟﾀﾝｸ、餅つき、

もち花作り、こどもと遊ぼう、凧あげ、縄跳び、地域交流  

32 原田  公民分館、 PTA  
野球、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、工作、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、読み聞かせ、ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞ

ｰﾙ、お話会、こま遊び、ｻｯｶｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｶｰﾘﾝｸﾞ 

33 東泉丘  実行委員会  ｻｯｶｰ、体育館開放、古武道  

34 東丘  公民分館、 PTA 囲碁、将棋、土と親しむ、科学教室、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、野球、七夕飾り、地域交流  

35 東豊中  
公民分館、 PTA、

民生児童委員会  
茶道、華道、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、ﾀﾞﾝｽ、工作  

36 豊南  実行委員会  ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ､ｿｰﾗﾝ 

37 螢池  公民分館、 PTA 和太鼓  

38 南桜塚  実行委員会  
茶道、華道、ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、防犯教室、防災訓練、工作、料理、体操、漢字教室、異

文化体験、こま遊び、演劇鑑賞、 CD鑑賞、社会見学、ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ、ﾌｯﾄｻﾙ 

39 箕輪  公民分館、 PTA ﾀﾞﾝｽ、ﾃﾆｽ、算数教室  

40 緑地  
公民分館、 PTA、

校区福祉委員会  

餅つき、ﾌﾟｰﾙ開放、野球、消防教室、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、清掃活

動、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、工作、ｻｯｶｰ、卓球、自転車安全教室、和太鼓、野

外遊び、地域交流  
 


