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令和４年度 生涯学習課事業計画 

 

(1) 基本方針 

本市では、第６次碧南市総合計画のめざす将来像や近年の社会情勢を踏まえ、生涯学習活動

を通じて誰もが活躍できる市民協働の社会を目指しています。これを受け、令和３年度に基本理

念を「だれもが楽しく学び ともに輝くまち へきなん」とする第３次碧南市生涯学習推進計画

（令和４年から１０年間）を策定しました。 

その中では、①学びを育むきっかけつくり、②学びがつなげる地域づくり、③学びを支える体

制くりの３つの基本目標を掲げており、市民一人ひとりがいつでも、どこでも、生涯にわたって、

いきいきと学び、その成果を地域社会に活かすことで、自分らしく活躍できるまちづくりを目指

しています。 

(2) 施策及び事業計画（令和４年度）※新型コロナ感染症拡大防止等のため行事予定が変更になる場合があります。 

  ア 生涯学習推進体制の強化 

(ｱ) 社会教育委員会議、各公民館運営審議会の活性化 

(ｲ) 生涯学習課、公民館職員の資質の向上と市民への適切な支援及び情報提供の充実 

(ｳ) ボランティアの養成 

(ｴ) 生涯学習推進計画の推進体制整備 

(ｵ) 家庭・学校・地域・行政・企業などの連携強化 

イ  青少年女性教育 

   (ｱ) 青少年団体の指導・育成とリーダー養成 

    ａ 子ども会活動の推進 

子ども会相互の交流を深めるとともに、各地区の子ども会活動の活性化及び指導者の

育成に努める。 

     (a) 子どものつどい事業 

        11/27（日）開催（碧南市文化会館）参加予定約 700名 

     (b) ドッジボール大会 

        夏の大会：8/6（土）開催（碧南市臨海体育館）参加予定約 20チーム 

        冬の大会：2/4（土）開催（碧南市臨海体育館）希望チームのみ 

     (c) 育成者養成講習会 

        3/18（土）、3/19（日）開催（碧南市文化会館） 

対象者：令和５年度各単位子ども会代表者、碧南市子ども会育成連絡協議会役員 

   (ｲ) 青少年の自主的グループの育成 

ａ HEXPO STAFF（ヘキスポスタッフ）活動事業 

      昭和 60年の国際青年年に組織された実行委員会が次々と後輩に引き継がれ、ヘキスポ
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スタッフとして碧南市の青年活動の中心となり、各種事業を企画・実行し、青年の相互理

解と連帯意識の輪を広げ、青年活動の活性化を目指している。 

      (a) 水遊びイベント：8/7（日）開催（明石公園） 

(b) 長野県下伊那郡平谷村雪の交流会：1/15（日）開催（明石公園） 

     b 碧南市二十歳を祝う会（仮称）の実施 

代表者による実行委員会の企画・運営で実施する。 

1/8（日）開催（碧南市文化会館） 

対象者：約 850名（H14.4.2～H15.4.1生） 

   (ｳ) 青少年健全育成・家庭教育推進事業 

碧南市青少年問題協議会で青少年育成の基本方針が決定されると、それにもとづいて青

少年育成市民会議と青少年育成推進員連絡会のメンバーが所属する団体や地域において実

践活動を展開する。 

    ａ 青少年育成市民会議事業 

(a) 青少年の非行・被害防止に取り組む夏の運動 

「非行の芽 はやめにつもう みな我が子」 

子どもたちを非行や犯罪、事故から守る啓発活動 

期間：7/1（金）～8/31（水） 

         市内小・中・高等学校、団体、地区推進委員会等 24団体へ運動実施依頼 

(b) 青少年の非行・被害防止に取り組む冬の運動 

期間：12/1（木）～1/10（火） 

年末年始の防犯パトロールの実施、未成年者への振舞い酒禁止ＰＲ 

      (c) 「家庭の日」の普及と啓発 

        『広報へきなん』2月号に記事掲載 

機関紙『ふれあい』を年 2回発行しその中で普及啓発 

      (d) 「親子キャッチ５７５」作品募集 

       募集期間：7/1（金）～9/1（木） 

       親と子が川柳を交わすことで気持ちを伝え合う、また家庭での会話を豊かにする。 

      (e) 青少年によい本をすすめる運動 

       強化月間：10/1（土）～10/31（月） 

ｂ  青少年育成推進員連絡会事業 

(a) 青少年育成地区推進委員会（7地区）の開催 

(b) 「元気ッス！へきなん」チャレンジショップ 

(c) 愛のパトロール 

(d）青少年健全育成推進モデル地区 

       中央地区指定 
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    ｃ 地域「おやじの会」活動事業 

      (a) 年 5回程度「おやじの会」連絡会を開催する。 

      (b) 市内 7地区のおやじの会相互の情報交換を行う。 

    ｄ 親子ふれあい活動推進事業 

        親子ふれあい講座  年 2回開催（文化会館） 

     ｅ ＰＴＡ活動事業 

      子どものすこやかな成長を願い、父母と先生が手を取り合って、望ましいＰＴＡのあ

り方を求め、活発な研修と実践活動を行い、家庭教育の推進を図る。 

    ｆ 子ども・若者育成支援事業 

      ニート、ひきこもり、不登校、発達障害など、子ども・若者の抱える問題の深刻化に対

応するため、「子ども・若者支援機関マップ」の周知、ＰＲを図るとともに、相談者に関

係機関を紹介する。 

   (ｴ) 子どもの居場所づくり事業（プレイメイト活動事業） 

     子どもの余暇活動の場作りのため、平成 14年度よりヘキスポスタッフの有志が自主的に

「プレイメイトと遊ぼう！」と題して、土曜日の午前中に料理教室や工作教室、レクリエー

ション等の企画・運営を始め、今年度も引き続き若者の新しい発想で、子どもの居場所（遊

び場）作り事業を実施する。 

     年 6回程度、公民館・市民プラザ等で開催 募集：各メニュー15人程度 

   (ｵ) 放課後子ども教室事業 

放課後の子どもたちの安心安全な居場所を提供し、学習・運動などを通じて子どもたち 

    の人間関係、とりわけ異世代交流を目的として実施する。 

     棚尾小学校低学年、５月から３月までの毎週水木金の放課後 

    (ｶ) 女性団体連絡協議会事業 

     市内 7団体、代表者各 2名程度の委員で構成 

     団体相互の連絡調整や情報交換を行う。 

  ウ 公民館活動と地区コミュニティ 

   (ｱ) 公民館運営審議会（定例会 年 1回）の開催 

   (ｲ) 文化教室等開設事業 

     市民の学習意欲、技能習得意欲にこたえるため、各種教室・講座を開設し学習の場の提供

に努める。 

    ａ 文化教室の開設（地区公民館） 

      地区公民館において、地域住民の教養の向上、健康の増進を図るため地域の特性を生

かした教室を開設する。 

      (a) 7地区公民館文化教室（約 20教室） 

      (b) 文化教室作品展 



 

4 

 

各文化教室で作成された作品を各公民館で展示する。 

    ｂ 各種講座・講演会の開設（中央公民館） 

      市民の学習ニーズを的確に把握し、市民が「いつでも どこでも 気軽に」学ぶことが

できるよう、学習環境の充実を図る。教養講座については、より高度で専門性の高い講座

を開設するため、大学と連携しながら各種講座を開設する。 

(a) 生涯学習講演会 著名な方を碧南に呼び講演会を実施 

      (b) 教養講座（愛知教育大学連携講座） 

      ・8/27(土)開催「地層、岩石、化石から探る郷土の大地の成り立ちと特徴」星博幸教授 

・10/8(土)開催「増えてる？減ってる？あいちの両生類」島田知彦准教授 

      (c) 文化講座（未定） 

      (d) 出前講座 

       市民の要望により、市職員などが講師として団体やグループの主催する集会等に出

向き、市政の説明や専門的な知識を提供する。 

       講座の内容は、「市民生活・防災」「都市基盤・産業振興」「福祉・保健・医療」「環

境」「教育・文化」の 5分野に分かれている。小・中学生向け講座(39)、一般向け講座

(75)と合わせて 114講座を開設する。 

     (e) 学ぼまい生涯学習(6月～10月) 

       2コース 講座を開設し、深く学習のできる機会を提供する。 

       ・けん玉コース（全 6回）三河ゆるゆるけん玉くらぶメンバー 

       ・手作り革工芸コース（全 6回）鈴木絹子氏 

    ｃ 高齢者教室の開設 

      社会的能力を高めるとともに、健康で生きがいのある生活を送るための支援として、

各地区公民館において高齢者教室を開設する。 

      市内７教室（新川、中部、大浜、棚尾、鷲塚、日進、西端） 

    ｄ 公民館報及び公民館だよりの発行 

      (a) 公民館報（年 1回） 

      (b) 公民館だより（随時） 

  (ｳ) 公民館自主事業の実施 

     各公民館が地区との連携を図りながら、地区コミュニティの推進をめざして各種事業を

展開する。 

    ａ 公民館自主事業等の実施 

      公民館まつり、文芸展、芸能大会等多彩な行事を実施する。 

    ｂ 地区との連携事業 

      地区コミュニティの推進のため、地区運動会、盆踊り大会、子ども会事業など地区との

連携のもと、地区民の連帯意識を高める事業を実施・支援する。また、親子ふれあい事業
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など完全学校週 5日制に対応した事業を各公民館で実施する。 

  エ 芸術・文化活動 

   (ｱ) 文化会館自主文化事業（碧南市現代作家自選展） 

     文化会館展示室において、地元作家の作品を展示 3回（予定） 

   (ｲ) 文化団体の指導・育成 

     芸術・文化活動の担い手となる文化団体の育成とその活動の促進を図る。 

    ａ 文化祭の開催 10/28（金）～10/30（日） 

      (a) 総合美術展（公募展） 

      (b) 各種団体作品展 

      (c) 芸能発表会 

      (d) 茶会、俳句会 等 

    ｂ ODOROMAI（おどろまい）の開催 12/4（日） 

      洋舞（ジャズダンス・クラシックバレエ・ストリートダンス等）の発表会を開催する。 

    ｃ 文協祭開催に伴う指導・助言および企画協力  

    ｄ 碧南市社会教育関係団体に対する各施設の使用料半額支援 

活動紹介「へきなんのクラブ・サークル紹介」 

    ｅ 芸術文化関係全国大会等派遣事業 

      芸術・文化の分野で碧南市を代表して全国大会等に参加する出場者・団体等に対し、経

済面での補助を実施する。 

    ｆ 文化振興団体および事業に対する補助事業 

    ｇ 文化会館展示室 1・2の無料利用 

      芸術・文化団体（社会教育登録団体）に対し、作品発表の場として文化会館展示室 1・

2を無料で開放する。 

 

文化祭の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
総合美術展               芸能発表会 
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令和４年度 芸術文化ホール事業計画 

 

  (1) 基本方針 

   日本及び世界の優れた芸術文化を広く市民に紹介し、優れた舞台芸術や芸術家を世に送り

出し、また市民の芸術活動、交流の場を提供することにより、市民が主体となって芸術文化

活動を実践し、潤いのある豊かな生活を送ることができ、併せて芸術文化ホールが広く市民

に親しまれ、市民の芸術文化の拠点となることを目指す。 

 

 (2) 施策及び主要事業 

ア 事業の企画、運営 

平成 26 年 4 月 1 日より指定管理者による管理運営を導入。「劇場、音楽堂等の活性化に

関する法律」及び総合計画に基づいてホールの機能及び特性を活性化し、芸術文化ホール

の基本方針に沿った舞台芸術の振興及び普及事業を展開する。 

イ 事業計画（令和 4年度） 

(ｱ)指定管理事業：劇場、音楽堂等の活性化に関する法律をはじめ芸術文化ホールの基本方針

を理解し、ホールの特性を活かした舞台芸術の振興及び普及に関する事業を実施する。 

a.鑑賞事業：様々なジャンルの公演を実施し、楽しく親しめる文化芸術との接点を増やす。 

 ・TUKEMEN CONCERT HAPPY キッチン                  5/28(土) 

 ・愛知県芸術劇場ファミリー・プログラム「えんどうまめとおひめさま」 8/ 5(金) 

 ・へきなん落語 瀧川鯉斗独演会                      9/10(土) 

 ・侍 BRASS                  10/29(土) 

 ・三味線ロックユニット KUNI-KEN三味線ロック 2022             11/12(土) 

 ・横山幸雄と名フィルの仲間たち                    3/ 5(日) 

b.創作事業：市民参加型プロジェクトの積極的な普及活動を行う。 

 ・エメラルドピアノフェス                         1/28(土) 1/29(日) 3/12(日) 

 ・ＡＮＥＴ あそび塾「かさじぞう」                                  8/16(火) 

 ・フルート体験ワークショップ               2/18(土)午前・午後 

・シアターサウス芸術祭       2/11(土)2/12(日) 

・エメラルドホール音楽祭         12/3(土) 

c.支援育成事業：市民参加型プロジェクト及び市民ボランティア活動を継続して支援し、

積極的な普及活動を行う。 

 ・文化ボランティア事業「みんなで楽しく企てよう！」             通年 

 ・小学校音楽アウトリーチ、中学校ダンスアウトリーチ             通年 

 ・碧南ロックＧＩＧ2022                  6/12 (日) 7/17(日) 

 ・新人演奏家コンサート                        1/22(日) 

d.普及活動：舞台芸術のみならず、食文化など多彩な文化との接点を増やす。 

 ・フォーラムコンサート(年 6回) 

4/16(土) 5/8(日) 6/18(土) 9/24(土) 10/22(土) 11/19(土) 
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 ・へきなんアートフェア                             通年 

    ART POTLUCK 2022                                       10/ 9(日) 

  ハロウィンウォーク 未定 

  キラキラウォーク 12/17(土) 

  クリスマス子供映画会・スタジオで遊ぼう 12/11(日) 

  シアターサウス映画館 

5/21(土) 7/23(土) 9/3(土) 12/17(土) 2/19(日) 3/18(土) 

 ・0才からのおんがくかい                        8/ 7(日) 

 ・市内施設連携公演                             通年 

 ・オンライン配信                              通年 

e.共催事業：文化事業組織・団体と共催または協力し、事業の拡大に努める。 

 ・ピティナ・ピアノステップ（碧南夏季地区、秋季地区）      6月、11月 

 ・県下ピアノ独奏コンクール                         11月 

 ・刈谷国際音楽コンクール ガラコンサート in碧南         2月 

 ・碧南映画の会（映画上映会＆監督トークショー）                     11月 

 ・中日個人重奏コンテスト                              2月 

 ・愛知県芸術劇場オペラ鑑賞教室                          6月 

(ｲ)自主事業：これまで碧南市芸術文化ホール指定管理者として実施してきた人気の高い事業

を自主事業化し、指定管理者自らが市民の皆様に楽しんでいただける事業を実施する。 

 ・子ども向けスポーツスクール biima sports                      通年 2曜日 

 ・エメラルドカルチャー教室                            通年 

 ・Jazz in Theater ＆ Bar                   予定 
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        令和４年度 市民図書館事業計画 

 

(1) 基本方針 

「そこへ行くのが楽しくなるような図書館をめざして」を基本方針に文化創造と生涯学習の一

拠点として資料と場を提供するため、図書館資料の充実と図書館活動を積極的に推進し、市民等

に親しまれ、利用しやすい図書館運営に努める。 

 

(2) 施策及び事業計画（令和４年度） 

ア 施策 

・利用者の欲求、動向を的確に捉え、おはなし会、展示会、講座等各種事業を開催する。 

・子どもの読書活動を推進するため、保健センター、小中学校、幼稚園、保育園等との関係強化

に努める。 

・「碧南の図書館サービス計画」に基づく具体的な取り組みを実施する。 

・図書館友の会、おはなしボランティア、音声訳ボランティア等の図書館ボランティア活動を支

援する 

 

イ 事業計画 

(ｱ) 全  館 

行 事 名 内      容 

おはなし会 幼児・児童を対象にした紙芝居や絵本の読み聞かせ 

おひざにだっこのおはなし会 乳幼児とその保護者を対象に、絵本の読み聞かせや、わらべうたを楽しむ 

絵本の時間 
１歳未満児とその保護者に、絵本の読みきかせや選び方を紹介し、わらべうた

を楽しむ 

学校訪問 学校の授業等でブックトークの実施 

図書館訪問 園児・児童等へのおはなし会や、図書館見学会等の実施 

図書館体験学習 依頼による中学校等の職場体験学習生や、図書館実習生の受け入れ 

廃棄雑誌の無料配布 保存期間切れの雑誌の配布 

子ども一日司書 小学生対象の司書の仕事体験 

保護者向け読み聞かせ講座 
幼稚園・保育園に図書館司書が出向き、保護者に読み聞かせの大切さについて

話し、読み聞かせに向く本を紹介する 

市民病院ミナミルーム訪問 
市民病院に図書館司書が出向き、新生児の保護者に向けて、絵本の読み聞かせ

やわらべうたを実施 

図書の貸出無制限 年末年始に図書の貸出冊数を無制限とする 
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（ｲ) 本  館 

行 事 名 内      容 

子ども読書の日記念行事 
子ども読書の日（4月23日）にちなみ、おはなし会スペシャル「おおきくなった

ら」を開催 

ゴールデンウィーク 

かんたん工作 
「へきにゃごのサイコロ」作りと「図書館すごろく」の配布を行う 

おはなしボランティア 

養成講座（全３回） 

学校や園で活動するボランティアや、これからボランティアとして活動してみ

たい人を対象に、読み聞かせの基礎やコツなどを学ぶ 

こどもとしょかんまつり おはなし会スペシャル、工作教室等を開催 

ＡＥＬネット 

スタンプラリー 
県と連動した環境学習のスタンプラリーを開催 

夏休み行事 調べ学習講座、工作教室、おはなし会スペシャル、図書館探検等を開催 

ＲＥＡＤポスター・図書館

キャッチコピーコンテスト 
ヤングアダルト（中高校生）から一般成人を対象に読書推進の作品募集 

音声訳ボランティア 

養成講座 
音声訳ボランティアを対象に講座を開催 

図書館講座 大人を対象とした講座を開催 

音楽と朗読のつどい 

（友の会主催行事） 
音楽と朗読を楽しむ会を開催 

へきにゃごまつり 

～秋の読書月間～ 
読書クイズ、りかあそび、雑誌の付録抽選会等を開催 

としょかん福袋 テーマに沿った本を中身がわからないように包装して貸出 

クリスマスイベント クリスマスにちなんだイベントを開催 

新春！図書館で開運 おすすめの本を載せたおみくじを配布する 

福袋の中身大公開 「としょかん福袋」で貸出した図書を公開する 

リサイクル本バザー 

（友の会主催行事） 
図書館の廃棄本や市民から提供された図書を安く販売する 

春休み工作教室 春休み期間中に工作教室を実施 
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(ｳ) 南 部 分 館 

行 事 名 内      容 

子ども読書の日特別企画 子ども読書の日（4月23日）に合わせて工作教室「紙コップでＵＦＯをつくろ

う」を開催 

おりがみたいむ 幼児から低学年児童を対象に、簡単な折り紙を楽しむ 

えほんといっしょに 幼児から低学年児童を対象に、絵本の読み聞かせと簡単な折り紙を楽しむ 

こどもとしょかんまつり 読書クイズやかんたんな工作、へきにゃごおはなし会等を開催  

七夕おはなし会 七夕にちなんだおはなし会を開催  

夏休み行事 夏休み工作教室、アリーナでのおはなし会等を開催 

へきにゃごまつり 

～秋の読書月間～ 

アリーナでおりがみタイムスペシャル、工作教室、おはなし会等 

クリスマスおはなし会 クリスマスにちなんだおはなし会 

新春じゃんけん大会 本を借りた幼児・児童とじゃんけんをし、勝った子にプレゼントを配布 

大人のための工作教室 英字新聞を使って工作を楽しむ 

 

(ｴ) 中 部 分 館 

行 事 名 内      容 

子ども読書の日記念行事 子ども読書の日（4月23日）に合わせて「へきにゃごのまちがいさがし」を開催 

行 事 名 内      容 

G.W.のおたのしみ 読書クイズ「ごちゃまぜタイトル事件」を開催 

こどもとしょかんまつり テーマ別本セットの貸出、工作教室、おはなし会と造形遊び等開催 

夏休み行事 「夏休みおすすめ本セット」の貸出、ポスター教室、雑誌の付録抽選会等開催  

へきにゃごまつり 

～秋の読書月間～ 
読書クイズ、工作教室等開催 

大人のための工作教室 自分だけの干支の人形をつくる教室を開催 

クリスマスイベント クリスマスにちなんだイベントを開催 

春休み工作教室 春休み期間中に工作教室を実施 
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令和４年度 文化財課事業計画 

 

 

(1) 基本方針 

文化財は、長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産であ

る。しかし今日の社会構造や国民の意識の変化等を踏まえ、文化財行政が新たな課題に直面

していることも事実である。 

私たちは当市に残されている貴重な文化財を発掘、保存、活用することで、文化財の魅力

を伝え、その重要性を啓発する。 

 

(2) 主要事業（令和 4年度） 
ア 文化財保護審議会運営事業 

    文化財の保護・活用に関する重要な事項を、調査・審議をする。 

(ｱ) 定例会・臨時会の開催（5回程度開催） 

(ｲ) 委員視察研修 

  イ 市史資料調査事業 

    市史資料、民俗資料等の収集・整理・調査などを行う。 

(ｱ) 碧南市史料第 74集発行 

(ｲ) 市史資料収蔵品展の開催 

ａ テーマ 学制 150周年 ～碧南の教育の歩み～ 

ｂ 会 期 令和 4年 8月 4日（木）～9月 1日（木） 

    ｃ 会 場 文化会館 

  ウ 文化財調査事業 

    市内に保存・伝承されている文化財を調査・研究し、必要に応じて指定を行う。また、

文化財展等を通じて、広く市民に文化財に対する理解と関心を高めるよう努める。 

   (ｱ) 文化財の調査及び新指定 

   (ｲ) 文化財展の開催 

ａ テーマ 碧南人が生きた古代の海辺 ～南霞浦遺跡（製塩）を中心として～（仮称） 

ｂ 会 期 令和 4年 11月 12日（土）～ 12月 8日（木） 

ｃ 会 場 文化会館 

(ｳ) 歴史的建造物の調査 

 ａ 実施日・場所 検討中 

    ｂ 内 容 実測、写真撮影、調書作成等 

(ｴ) 文化財防火デー行事の実施 新川地区 

(ｵ) 古文書入門講座の実施 

エ 指定文化財保存事業 

    碧南市文化財保存事業補助金交付規程及び碧南市伝統文化保存継承事業補助金交付規

程に基づき、指定文化財の保存を支援する。 
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オ 施設維持管理事業 

    大浜陣屋広場、旧大浜警察署の維持・管理を行う。 

カ 歴史系企画展開催事業 

(ｱ) テーマ 衣浦湾を行き交うヒト・モノ・コト（仮称） 

(ｲ) 会 期 令和 5年 1月 28日（土）～3月 2日（木） 

(ｳ) 会 場 文化会館 
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        令和４年度 藤井達吉現代美術館事業計画 

 

(1) 基本方針 

美術の振興を図るため、本物の美術に触れる機会づくりに努め、もって教育、学術及び文

化の発展に寄与します。また、施設を活用して市民のニーズに対応した事業の展開を進める

とともに、市民活動の拠点づくりや機会づくりを図ります。 

 

(2) 主要事業（令和 4年度） 

  ア 美術館協議会運営事業 

    博物館法第 20条及び碧南市藤井達吉現代美術館の設置及び管理に関する条例第 4条の 

規定により協議会を設置し、必要な調査・研究そして審議を行う。 

  イ 企画展開催事業 

    収蔵庫等増設・施設改修工事に伴う休館のため実施しない。 

  ウ 常設展開催事業 

    収蔵庫等増設・施設改修工事に伴う休館のため実施しない。 

 エ 共催展等開催事業 

    収蔵庫等増設・施設改修工事に伴う休館のため実施しない。 

  オ 収蔵品管理事業 

   収蔵美術品を調査・研究及び管理・保存する。 

 カ 教育普及事業等 

    市内小中学校への出前講座を始め、多様なワークショップ及びアートイベント等を開

催し、教育普及を図る。 

  キ 彫刻のあるまちづくり事業 

    野外彫刻作品に対し、『観る・触れる・感じる』機会を提供し、市民の美術への見識の

向上と文化都市を目指す香り高いまちづくりに資する。 

野外彫刻絵画コンテストの開催 

     期間 夏休み期間中 

     入賞作品の展示 令和 4年 11月 26日～12月 9日（会場：文化会館） 
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令和４年度 哲学たいけん村無我苑事業計画 

 

（1）基本方針 

哲学たいけん村無我苑は、明治から昭和にかけて全国に向けて「無我愛」を提唱した宗 

教思想家伊藤証信翁がこの地に建てた無我苑を、市に寄付されたことを契機として、「心の健

康と精神文化の醸成」を基本テーマに建設したものであることから、当施設は旧無我苑の思

想的背景を生かし、＜心の時代＞に対応した哲学的かつユニークな諸施策を推進する。 

 

（2）施策及び事業計画（令和４年度） 

ア 自主事業の企画・運営 

    哲学の語源はギリシア語でフィロソフィア、つまり《知を愛すること》を意味する。 

当施設では様々な講座等を開催し、愛知の精神に沿った全人的な情操教育をめざす。 

開催日 事業名 定員 備考 

4/24(日) 蓮如ウォーク協賛イベント ‐ 中止※１ 

4/30(土) 哲学講座①（対話 人はなぜ自由を求めるのか） 15名 ZOOM開催 

5/14(土) 
春のコンサート（琵琶と三味線と玉虫厨子の秘

密）2部制 
各 28名  

6/3(金) 

6/4(土) 

和の歳時記教室① 

（野草茶の作り方と楽しみ方を学ぶ） 
各 10名  

6/5(日) 

6/19(日) 

指ヨガ教室 全 2回 

（コロナ禍で縮こまった身体と心を解きほぐそ 

う） 

14名  

6/18(土) 
哲学講座②（対話 人は生きているだけで価値

はあるのか） 
15名 ZOOM開催 

7/2(土) 

7/3(日） 
和紙で蓮の花つくり 各 10名  

7/16(土) なんば提灯つくり 2部制 各 5名  

7/23(土) 
哲学講座③（座学と対話 なぜ世代間で特徴が

異なるのか） 

ZOOM参加

10名 

来苑参加

10名 

ZOOM＋無我

苑 

8/6(土) 納涼落語会 2部制 各 28名  

8/21(日) 折り紙教室 10名  

9/17(土） 哲学講座④ 

ZOOM参加

10名 

来苑参加

10名 

ZOOM＋無我

苑 

10/8(土) 観月の会（月あかりシネマ） 50名  

10/14(金） 

10/15(土） 

和の歳時記教室② 

（植物の葉で籠を編む） 
各 10名  

11/20（日） 競技かるた入門講座 12名  
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11/23 

(水・祝） 
万華鏡製作講座 10名  

12/3 (土） 哲学講座⑤ 15名 ZOOM開催 

12/23(金) 

12/24(土) 

和の歳時記教室③ 

（稲藁でお正月飾りを作る） 
各 10名  

1/7(土) 新春コンサート（2部制） 各 28名  

1/27(金) 碧南の歴史を学ぶ 12名  

1/28(土) 哲学講座⑥ 

ZOOM参加

10名 

来苑参加

10名 

ZOOM＋無我

苑 

2/18(土) はじめての聞香教室 10名  

3/5(日) 茶の湯文化講座 28名  

企画展示 

4/1～5/29 若月陽子展『草むら・考』 

入場料無料 

6/5～6/19 
ＨＥＫＩＮＡＮ・ＯＢＡＲＡから 

それぞれのスピリッツ展 

6/22～7/18  油ヶ淵写生大会入賞作品展 

6/25～7/31  
碧南高等学校美術部第４回作品展 

『のこるもののこすもの展』 

8/4～10/2  ユイ・ステファニー展 

10/5～11/27 野々山ちさと展『影の色の壁』 

12/4～1/28 
小島雅生展『廻る記憶 心象の

森』 

2/7～3/24 
サカオ・ケンジ展 『日本神話を

造形する―天地初發之時』 

瞑想回廊展示ワークショップ（企画展作家によるワークショップ） 

5/7 (土) 

5/8 (日) 

講師 若月陽子氏（身近なものを刷る楽しみ／ポストカード作

り） 
各 5名 

未定 

（会期中） 
講師 ユイ・ステファニー氏（内容未定） 未定 

未定 

（会期中） 
講師 野々山ちさと氏（内容未定） 未定 

未定 

（会期中）   講師 小島雅生氏（内容未定） 未定 

※１ 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 

イ 茶室を利用した自主事業 

    立礼茶席では、来苑者のために日々呈茶業務を行う。小間を持つ本格的な茶室では毎

月（7・8月除く）市民茶会を開く。その他、茶道に因んだ事業に取り組み、茶の湯の思

想と文化を市民に広める。 

(ｱ) 立礼茶席での日常呈茶業務 

※令和３年４月１日より立礼茶席会員証発行開始（２０服利用につき１服進呈） 
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(ｲ) 立礼茶席での点茶（自分でお抹茶を点てる）体験（希望者向け対応） 

※新型コロナウィルス感染防止のため現在は対応を見合わせ 

   (ｳ) 市民のための「涛々庵茶会」に併せて「三曲定期演奏会」を開催。 

     開催日：毎月第４日曜日、12月のみ第３日曜日。 

ただし、7・8月の涛々庵茶会は開催しない。 

※10月は無我苑開村 30周年記念茶会を開催予定 

(ｴ) 茶の湯に因んだ文化講座（3月 5日） 

ウ 視聴覚に関連した事業 

  瞑想回廊展示ギャラリーでは、無我苑に適した作品を展示する。 

リラクゼーションルーム、瞑想の部屋など心身の休息、精神
せいしん

涵養
かんよう

の場を提供する。 

平成 23年 10月に設置した伊藤証信と故名誉村長梅原猛氏の常設コーナーでは、伊藤証

信の遺品、梅原氏の著書に関連する作品・資料等を展示する。 

エ パンフレット等の発行 

(ｱ) 施設案内リーフレット 

(ｲ) 瞑想回廊企画展示と自主事業の年間スケジュール 

(ｳ) 瞑想回廊哲学的言葉一覧 

オ 村民登録制度の推進 

(ｱ) 哲学たいけん村を支援する証として村民登録証を発行する。 

(ｲ) 登録者へは、無我苑自主事業等の案内を掲載した「村民通信」を発行する。 

(ｳ) 各種自主事業の優先予約が受けられるサービスの提供。 

カ その他 

(ｱ) 哲学の小径 

無我苑と蓮如上人ゆかりの寺「応仁寺」及び「花しょうぶ園」とを結ぶ「小径」（総

延長 690ｍ）を歩きながら哲学・文学・歴史・自然を体験できる散歩道として周知す

る。 

(ｲ) キャッシュレス決済の導入 

利用者の利便性の向上、外国人など新たな利用者拡大のため呈茶料等の支払いに導 

入している。 

※各種ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ、交通系電子ﾏﾈｰ、ﾃﾞﾋﾞｯﾄｶｰﾄﾞ（2019年 10月 8日～）、Paypay（2020

年 7月 8日～）、ｵﾝﾗｲﾝ決済（2021年 7月 20日～） 

   (ｳ)日本庭園及び瞑想回廊中庭での写真撮影（令和２年４月開始） 

     庭園の景観を写真撮影に利用したいとの要望を受け、行政財産目的外使用料納付に 

より、日本庭園等での写真撮影を可能としている。 

 



 

１７ 

 

ススポポーーツツでで  元元気気ををつつくくるる  健健康康都都市市  へへききななんん  

～ 目指そう週一回 スポーツ実施率６０％ ～  

  

 

令和４年度 スポーツ課事業計画 

 

 (1) 基本方針 

   本市の社会体育振興の基本は、第６次碧南市総合計画(2020－2030)のキャッチフレーズであ

る「新たな力とともに創る 笑顔と元気のみなとまち へきなん」にふさわしい元気あふれる

健康都市を築きあげることにある。具体的には平成２６年度に策定したスポーツ推進計画(201

5－2024)、また令和元年度に行った中間見直しの内容に沿って、市民の誰もが気軽に集い、楽

しめる生涯スポーツ社会の実現を目標とする。 

   市民の要望に応じた身近な施設の整備と、主体的、継続的にスポーツに親しみながら意識的

な健康づくりに取り組めるように情報の提供とスポーツ推進体制の充実に努める。 

 (2) 施策及び事業計画（令和４年度） 

   市民一人ひとりが心身ともに健康で潤いのある日常生活を送るため、生涯スポーツ、競技ス

ポーツ及びレクリエーションの普及・振興に努め、スポーツ活動の日常化を図るため以下の事

業を開催し、碧南市スポーツ推進計画を推進する。 

 

 

 

 

 

「元気ッス!運動」の推進 

  ア 「する」元気ッス！ ～スポーツをすることで、からだを元気にしましょう。～ 

   (ｱ) スポーツをする機会の創出 

     いつでもだれでも気軽に各自の興味・関心や年齢・体力・技術に応じて継続的にスポー

ツに親しむことができるように努める。 

    ａ チャレンジデー２０２２へ参加する。（１１回目の参加） 

      令和４年５月２５日（水）０時～２１時 この間に１５分以上運動した人の人口に対

する参加率を競う。 

      碧南市の過去の成績：H29 94.6％、H30 81.9％、R1 83.8％、R02 中止、R03 67.3％ 

    ｂ 中学生期のスポーツ活動充実のため、部活動支援事業を実施する。 

    ｃ 自宅でできる簡単な運動など、誰でも気軽に実施できる運動をホームページなどを通

じて発信する。 

   (ｲ) スポーツイベントや大会の開催によるスポーツ人口の拡大 

     スポーツ人口の増加につながるよう幅広い層の市民が参加できる大会を開催する。 

碧南市スポーツ推進計画のスローガン 
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＜碧南市、碧南市教育委員会主催（共催）行事＞ 

№ 行  事  名 期 日 会  場 

1 第1･2回PROTOSTARS CUP 4月2･3日 碧南緑地ビーチコート 

2 第3･4回PROTOSTARS CUP 
4月30日 

5月1日 
碧南緑地ビーチコート 

3 春季市民囲碁大会 ※中止 
5月22日 

中止※ 
文化会館 

4 チャレンジデー２０２２ 5月25日 市内一円 

5 市民体力テスト 6月19日 臨海体育館 

6 令和４年度市民バドミントン選手権大会 6月25日 臨海体育館 

7 新体操競技会 6月26日 臨海体育館 

8 第17回らくらくソフトボール大会 7月上旬～ 玉津浦ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

9 第48回市長杯争奪家庭婦人バレーボール大会 7月17日 東部市民プラザ 

10 第70回中日杯争奪西三河優勝卓球大会 8月7日 臨海体育館 

11 大型ヨット体験乗船 7月31日 新川港 

12 第29回碧南市秋季市民インディアカ大会 8月7日 南部市民プラザ 

13 第10回やろまいペタボード大会 8月27日 臨海体育館 

14 令和４年度秋季市民スポーツ大会（16種目） 9月～ 臨海体育館等 

15 碧南市長杯ビーチサッカー大会 9月4日 碧南緑地ﾋﾞｰﾁｺｰﾄ 

16 障害者グラウンド・ゴルフ大会 10月1日 臨海公園ドーム 

17 第18回ディスクドッヂ大会inへきなん 10月15日 碧南緑地ﾋﾞｰﾁｺｰﾄ 

18 秋季市民囲碁大会 11月20日 文化会館 

19 新体操発表会 11月23日 臨海体育館 

20 ＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教室」 10月～11月 市内小学校 

21 第57回へきなんマラソン 12月18日 臨海公園周辺 

22 
トヨタ自動車野球部選手による野球教室 

（小学生対象） 
1月下旬 臨海公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

23 市民スキー教室 
1月下旬～2月上

旬 
未定 

24 第63回碧南市民卓球選手権大会 1月29日 南部市民プラザ 

25 第49回碧南市民駅伝大会・碧南小学生駅伝2022 3月5日 市内一円 

     ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

   (ｳ) スポーツや健康の情報提供による市民の意識改革 

     広報やホームページの充実に努め、多様な情報媒体の活用により、市民が身近でスポー

ツ活動の情報が得られるような環境を整備する。 

 

  イ 「観る」元気ッス！ ～スポーツを観ることで、心を元気にしましょう。～ 

   (ｱ) スポーツ観戦による精神的高揚と技術的向上 

     全国大会や企業クラブチームによる試合などのより高い技術のスポーツを観戦できる機

会の増加に努める。 
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 行  事  名 期 日 会  場 

1 ＨＥＫＩＮＡＮカップ（ＢＳ(※2)）２０２２ 4月23,24日 碧南緑地ﾋﾞｰﾁｺｰﾄ 

2 第17回全国女子軟式野球選抜交流碧南大会 5月3,4日 
臨海・玉津浦 

グラウンド 

3 第2回全国中学生ＢＶ(※3)選手権大会 8月20,21日 碧南緑地ﾋﾞｰﾁｺｰﾄ 

4 ジャパンＢＶ(※3)ツアー2022サテライト 碧南大会 10月1,2日 碧南緑地ﾋﾞｰﾁｺｰﾄ 

5 Ｗリーグバスケットボール碧南大会 2月25,26日 臨海体育館 

6 Ｖリーグ碧南大会 11月12,13日 臨海体育館 

7 Ｖリーグ碧南大会 12月3,4日 臨海体育館 

8 Ｖリーグ碧南大会 1月14,15日 臨海体育館 

     （※2、3）ＢＳ＝ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ、ＢＶ＝ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 

   (ｲ) スポーツ観戦への参加促進と家族での観戦機会の創出 

     碧南市ゆかりの選手出場の大会情報の発信、スポーツ観戦ができる環境づくりに努める。 

 

  ウ 「学ぶ」元気ッス！ ～スポーツの基礎を学んで、頭脳を元気にしましょう。～ 

   (ｱ) 健康づくり講座やスポーツ教室等の開催による健康運動の推進 

     初心者向けの各種スポーツ教室・講座を開催しスポーツ人口の拡大を図る。 

    ａ スポーツ教室 

      初心者や運動に親しんでいない人が手軽に参加できる教室を開催する。 

教室名 回数 場所 曜日 時間 対象 人数 

昼 

      

間 

卓   球 
前期・後期 

各10回 
臨海体育館 水 

 9:30～

11:30 

15歳以上 

（中学生を除く） 
30名 

バドミントン 
前期・後期 

各10回 
臨海体育館 火 

 9:30～

11:30 

15歳以上 

（中学生を除く） 
30名 

水中 

ウォーキング 

前期・後期 

各10回 

水上 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
火 

13:30～

14:30 
30歳以上 20名 

親子体操＆ママエ

アロ（水曜） 

前期・後期 

各15回 
臨海体育館 水 

10:00～ 

11:30 

就園前の子と 

保護者 
20組 

親子体操＆ママエ

アロ（金曜） 

前期・後期 

各15回 

東部 

市民プラザ 
金 

10:00～ 

11:30 

就園前の子と 

保護者 
20組 

夜 

間 

太 極 拳 
前期・後期 

各10回 

南部 

市民プラザ 
金 

19:30～

21:00 
中学生以上 30名 

バドミントン 
前期・後期 

各10回 
臨海体育館 木 

19:00～

21:00 
中学生以上 30名 

テニス 
前期・後期 

各10回 
港湾ﾃﾆｽｺｰﾄ 水 

19:30～

21:00 

15歳以上 

（中学生を除く） 
35名 

ソフト 

バレーボール 

前期・後期 

各10回 

南部 

市民プラザ 
水 

19:00～

21:00 
小学生以上 40名 

ヨガ 
前期・後期 

各10回 
文化会館ｰ 金 

19:30～

21:45 

小学生以上 

（小学生は保護者同

伴） 

20名 



 

２０ 

 

子 

ど 

も 

バスケット 

ボール 

前期・後期 

各15回 

新川小学校 

体育館 
土 

18:00～

20:00 
小学生３～６年生 50名 

ジュニア 

ソフトテニス 

前期・後期 

各15回 
臨海ﾃﾆｽｺｰﾄ 火木 

19:00～

21:00 
小学４～６年生 40名 

ラクロス 
前期・後期 

各15回 
臨海公園ドーム 月 

18:30～ 

20:00 
小学生 30名 

空   手 
前期・後期 

各15回 
臨海体育館 土 

18:30～

20:00 
年長～中学生 30名 

剣   道 
前期・後期 

各15回 
臨海体育館 金 

19:00～

20:30 
小中学生 30名 

柔   道 
前期・後期 

各15回 
臨海体育館 金 

19:30～

21:00 
年長～中学生 45名 

水   泳 
前期・後期 

各15回 

コパンスポーツ

クラブ碧南 
土 

17:15～

18:15 
小学生 30名 

新 体 操 
前期・後期 

各15回 
臨海体育館 金 

18:00～

19:00 
年中～小学生 30名 

卓   球 
前期・後期 

各15回 
臨海体育館 水 

19:00～

21:00 
小学４年～中学生 30名 

キッズ！ 

ニュースポーツ 

前期・後期 

各10回 

中央小学校 

体育館他 
土 

9:00～ 

11:00 
小学２～４年生 30名 

陸上スポーツ 

前期・後期 

各15回 ２号地多目的 

グラウンド他 
土 

9:30～

11:30 

小学２～３年生 30名 

前期・後期 

各15回 
小学４～６年生 30名 

短

期 
ヨット 

前期のみ 

１０回 
新川港 ※ 

9:00～

12:00 
小中学生 30名 

  ※７月中の学校の休みの日 

    ｂ トレーニング講習会の実施 

      トレーニング室（臨海体育館内）利用にあたり、利用上の安全及びトレーニング効果

をより高めるために講習会を実施し、自己管理による健康の保持増進に努める。 

   ［開講日］ 水曜日もしくは木曜日（午後７時～８時）：２回／月 

         土曜日もしくは日曜日（午前９時～１０時）：１回／月 

   ［指導者］ スポーツ課職員１名 

   ［内 容］ トレーニング方法及び器具取り扱い説明 

   (ｲ) 指導者の資質向上をめざした講習会・研修会の開催 

     指導者のレベルアップを図るため、企業チームや各種競技協会等とも連携を図りながら

様々な技術・知識習得をテーマとした講習会を実施する。また、スポーツ医科学など、指

導者として身につけるべき様々な内容を習得できる機会の創出に努める。 

   (ｳ) スポーツ推進委員の充足と活動機会の増加 

     各種研修会に参加し、スポーツ振興者、コーディネーターとして資質の向上を図る。ま

た、地域におけるスポーツ活動の普及・振興を図る。 
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  エ 「極める」元気ッス！ ～技術や指導方法を極めて、みんなで元気になりましょう。～ 

   (ｱ) 市独自のスポーツ選手の育成と支援 

    ａ スポーツ選手強化事業（碧南市スポーツ協会委託）を行い、競技力向上を図る。 

    ｂ 各競技団体において、主にジュニア層（小・中・高校生）を対象とした強化練習会や

記録会の実施を支援する。 

    ｃ スポーツ少年団加入団体への練習場所が確保できる体制を整える。 

    ｄ ２０２６年のアジア大会を意識したスポーツ選手への支援を実施する。 

   (ｲ) 市独自のスポーツ指導者の育成と支援 

    ａ 各スポーツ団体等で実施する指導者講習会を支援し、参加を促進する。 

    ｂ 市独自の公認スポーツ指導者認定制度の整備に向け調査研究する。 

   (ｳ) 全国大会等への出場に対する奨励金制度の充実 

     競技力の向上及び普及を図るため、全国大会等へ出場する選手に奨励金を支給する。 

 

  オ 「支える」元気ッス！ ～スポーツの環境を整え、地域で支えて元気になりましょう。～ 

  〔もので支える〕 

   (ｱ) 日常的な健康づくりやスポーツ活動のための身近な施設の効果的な整備 

     新たなスポーツの掘り起こしによるスポーツ機会の創出と、スポーツ活動の機会を確保

できるよう既存施設の計画的な修繕による長寿命化を図る。また、将来的なスポーツ施設

整備のための財源確保及びスポーツ振興基金の設置を検討する。 

   (ｲ) 公共スポーツ施設や学校体育施設の効率的活用 

     グラウンド・体育館等の学校体育施設を開放し、スポーツの普及・振興を図るとともに

生涯スポーツ推進の基盤とする。 

    ａ 学校施設開放   ＜開放校＞  小学校７校、中学校５校、高校２校 

（小学校） 

開放校 開放日時 開放施設 

新川小学校 
土・日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド、体育館 

月～日曜の夜間（19～22時） 体育館 

中央小学校 
土・日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド、体育館 

火～日曜の夜間（19～22時） 体育館 

大浜小学校 
土・日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド、体育館 

月～日曜の夜間（19～22時） 体育館 

棚尾小学校 
土・日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド、体育館 

月～日曜の夜間（19～22時） 体育館 

日進小学校 
土・日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド、体育館 

火～日曜の夜間（19～22時） 体育館 
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鷲塚小学校 

土・日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド、体育館 

火～日曜の夜間（19～22時） 体育館 

西端小学校 
土・日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド、体育館 

金曜の夜間（19～22時） 体育館 

  （中学校） 

開放校 開放日時 開放施設 

新川中学校 

日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド（不定期） 

月～日曜の夜間（19～22時） 
体育館、卓球場、武道場 

グラウンド、テニスコート 

中央中学校 

日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド（不定期） 

火～日曜の夜間（19～22時） 
体育館、武道場 

グラウンド、テニスコート 

南中学校 
日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド（不定期） 

月～日曜の夜間（19～22時） 体育館、卓球場、武道場 

東中学校 

日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド（不定期） 

火～日曜の夜間（19～22時） 
体育館、卓球場、武道場 

グラウンド、テニスコート 

西端中学校 

日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド（不定期） 

火～日曜の夜間（19～22時） 
体育館、卓球場 

グラウンド 

  （高 校） 

開放校 開放日時 開放施設 

碧南高校 毎月第１日曜日（9～12時、13～17時） グラウンド 

碧南工業高校 日曜の昼間（9～12時、13～17時） グラウンド（不定期） 

 〔ひとで支える〕 

   (ｴ) 子どもたちが将来の指導者となる好循環の形成 

     次代を担う指導者として、幼少期・小中学生期に指導をうけた子どもたちが将来的に指

導者として帰ってくる好循環の形成に努める。 
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 (ｵ) 既存スポーツ・レクリエーション団体の充実と自主活動の推進 

     市内で活動するスポーツ・レクリエーション団体の主体的な活動を支援し、補助金を交

付する。 

     碧南市スポーツ協会 運営補助金        １，８００，０００円 

     へきなん総合型スポーツクラブ         ２，１００，０００円 

     （内訳）クラブ運営補助金          １，６００，０００円 

         全国スラックラインクラス別大会     ２００，０００円 

         スケートボード大会           ２００，０００円 

         ダンスコンテスト            １００，０００円 

     碧南市スポーツ少年団 運営補助金       ２７０，０００円 

     碧南市レクリエーション協会 運営補助金      ２４３，０００円 

   (ｶ) 総合型地域スポーツクラブの育成と周知 

     活動内容を広く市民に周知し、会員数の増加とクラブの安定的運営のため多様なスポー

ツ教室の活動を支援する。 

   (ｷ) 障害者・高齢者のスポーツ機会の創出 

     各種スポーツ団体、総合型スポーツクラブなどの支援・協力により、高齢者の健康寿命

の延伸、パラスポーツへの理解に努める。 

   (ｸ) スポーツ交流の推進 

    ａ 市内地域間の積極的交流 

      スポーツを通じた地域交流や世代間交流を促進する。 

    ｂ 市外の自治体・団体との積極的交流 

      市外のスポーツ団体や自治体との広域的なスポーツ交流を推進する。 

    ｃ 海外の都市やスポーツ団体との積極的交流（※令和４年度は中止） 

      スポーツ振興及び国際的相互理解を深める少年スポーツ海外派遣を支援する。（令和

４年度は中止）（平成２９年度から隔年実施（補助金３００万円）を毎年実施（補助金

１５０万円）とした） 

     ※碧南市スポーツ協会や碧南市スポーツ少年団などの団体に対して、周知チラシの配布

を行うほか、ホームページや広報を通じて事業周知を行う。 

     【制度概要】交付規程の別表に定める種目で、少年を含めた１０名以上の派遣団（３分

の２は少年であること。）に対して、１人あたり補助対象経費の３分の２

（上限額１０万円）を助成する。 
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         令和４年度 海浜水族館事業計画 

 

(1)基本方針 

     本市の地形が衣浦湾、矢作川、油ヶ淵と水に囲まれ、海と深い関わりをもって発展し 

   てきたことから、海をテーマとして遊びの中に海に対する基本的な知識と探究心を育て 

   るとともに自然と人間との関わりを学習し、自然を大切にする豊かな人間性を養うこと 

   や、小中学校のカリキュラムをベースにした校外学習の場として有効活用を図ることを 

   目標にしている。 

 

(2) 事業計画（令和４年度） 

ア 特別展およびイベントの開催  

＜特別展＞ 

夏 開館４０周年記念特別展 

「スタッフが選んだ４０の出来事」展 

春「（仮称）クマノミの世界」展 

 

7月2日～10月30日 

 

令和 5年 3月18日～ 5月 7日 

＜イベント・催事＞ 

1 ＧＷ水族館コンサート 

2 サメのからだ秘密探検！ 

3 謎解きイベント～生きもの大好きキャンペーン① 

4 ビオトープ夕方の打ち水タイム※雨天中止 

5 謎解きイベント～生きもの大好きキャンペーン② 

6 夜の水族館 

7 岡崎市東公園動物園がやってくる！ 

8 サッカーワールドカップ水族館 

9 水族館の年末の大そうじ（潜水清掃公開） 

10 Xmas水族館デコレーション 

11フォトコンテスト 

12 Xmasアクアコンサート 

13干支展（兎） 

14受験応援水族館 

15こたりうむ 

16新年餅つき大会 

17節分！アナゴの恵方巻水槽 

18フォトコンテスト作品展 

19春の特別展関連イベント  

 

 

4月29日 

5月 1日 

5月3,4,5日 

7月16日～9月30日 

8月13,14,15日 

10月15日 

10月23日 

11月1日～12月18日 

12月 1日 

12月1日～25日 

12月1日～1月31日 

12月24日 

1月2日～15日 

1月2日～29日 

1月2日～2月26日 

1月15日 

2月1日～26日 

2月1日～26日 

3月21,26,4月 2日 
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イ 教育普及活動 

事 業 名 開催時期 定員(人) 参加 費 

＜バックヤードツアー＞ 毎週土日・祝日 

11:00,14:00 
各回 

10人以内 
100円 

＜自然観察会＞ 
1干潟の生きもの観察 
2ダンゴムシ探検隊 
3コロコロどんぐりで遊ぼう 
4油ヶ淵でバードウォッチング 

 
5月14日 
6月11日 
11月 5日 
12月17日 

 
30 
10 
10 
10 

 
無料 
100円 
100円 
100円 

＜サマースクール＞ 
1 ミクロ探検隊 
2 夜の水族館探検隊 
3 調べてみよう！蜂の巣の中身 

 
7月30日,8月11日 
7月23日,8月 6日 

7月27日 

 
20×2 
15×2 
4組 

 
100円 
100円 
300円 

＜工作教室＞ 
1 傘つくり 
2ストーンペイント 
3エッグペイント 
4正月かざり 
5タコのたこ作り 
6 船作り 

 
5/7,21,6/4 

7/18,9/24,2/25 
8/27,10/29,3/25 

12月 3日 
1月 8日 

7/10,8/9 

 
各 20 
各 20 
各 20 
各 10 
10 

各 20 

 
300円 
200円 
200円 
200円 
200円 
200円 

＜アクアカウンタープログラム＞ 
１ペーパーキャップ 
２アニマルクラフト 
３折り紙セット 
４ワークシート 

随時受け入れ 随時 

 
100円 
250円 
300円 
無料 

＜写生大会＞ 
作品展 

10/1,2,15,16 
11/1～30 

なし 
無料 

＜ビオトープ関連＞ 
1 観察会 
(1)春の植物観察会 
(2)水辺の生きもの観察会 
(3)夏の動植物観察会 
(4)トンボのくらしをのぞいてみよう 

2 体験イベント 
 (1)ニホンイシガメエサやり体験 
 (2)生き物探しの目を鍛えよう！ 
 (3)ビオトープのお米で餅つき体験 
3 ボランティア活動 

 (1)外来植物の駆除 
 (2)田植え 
 (3)防鳥ネット張り 
 (4)稲刈り 
  (5)池水抜きガマの駆除 
  (6)脱穀 
 (7)餅つき補助 
 (8)自由活動 

 
 

4月23日 
6月 4日 
7月16日 

8月27日（予28日） 

 
4/29～10/16 

7/23～8/28の土日祝 
1月15日 

 

4月17日 
5月21日 
9月 4日 
10月22日 
10月30日 
11月 6日 

令和5年1月15日 
6～8月、11～12月 

 
20人程度 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
２(1)以外 

入館料

のみ 

 

 

 

100円 
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ウ 学校教育における校外学習の受入れ 

(ｱ)学年別受入れ人数（校外学習） 

学 年 学級数 児童数 受け入れ期間 

2 20 623 6～7 月 

4 21 641 9～10 月 

6 20 656 9～11 月 

合 計 61 1,920  

(ｲ) その他 

エ 学校等への訪問指導 

オ 実習および体験学習等の受入れ 

カ 主な展示・調査・生物収集活動 

(ｱ)展示生物の収集活動（年 4～5回程度） 

(ｲ)三河湾・伊勢湾生物収集（年 3回程度） 

(ｳ)油ヶ淵水生動物相調査 

(ｴ)希少淡水魚保護事業（通年） 

(ｵ)ビオトープボランティア活動（年 7回） 

キ 主な施設改修 

(ｱ)水族館瓦屋根改修工事 

(ｲ)潮間帯水槽濾過槽修繕 

(ｳ)受電設備（LBS、DS）取替修繕 

 

(ｴ)展示水槽（円柱・クラゲコーナー）改修委託 

(ｵ)水族館空調機更新事業設計委託 

ク 出版物等の発行 

ケ 研究会・会議等の開催 

(ｱ)碧南海浜水族館協議会（年 2回）5/25 及び 2月中旬 

     (ｲ)碧南海浜水族館運営研究会議（年 2回）5/6及び 2月上旬 

   (ｳ)日本動物園水族館協会中部ブロック園館長オンライン会議 4/21 

 

 


