
様式第１号 

 

遊佐町生涯学習まちづくり 

出前講座申込書 

 

平成  年  月  日 

 

遊  佐  町  長  殿 

 

団 体 名  

住  所  

代表者名  

ＴＥＬ     －       

 

遊佐町生涯学習まちづくり出前講座を受講したいので、次のとおり申し込みます。 

希望日時 
   年   月   日 （  ） 

時   分 ～    時   分    

場  所  

希望講座 番号（    ）講座名（                     ） 

参加人数 人 

担当講師 
 

備  考 
 

 

教育委員会 教育課 課        係 

課長 補佐 係長 係 課長 補佐 係長 係 

        



平成30年度 生涯学習まちづくり出前講座 
 

 生涯学習まちづくり出前講座は、町がおこなっている仕事の中で、町民の皆さん

が聞きたい内容を、町職員等が地域に出向いて説明し意見交換を行う事業です。

どうぞお気軽にご利用ください。 

 

申し込み 

できる方 

町内に在住、在勤、在学している５人以上の団体、 

グループ等 

開催時間 午前９時 ～ 午後９時までの２時間以内 

開催場所 町内に限ります 

講  師 
町職員（講座の内容によりスポーツ推進委員等の 

対応となります） 

講 師 料 無料（内容によっては実費がかかる場合があります） 

申し込み先 

遊佐町教育委員会 教育課 社会教育係 

（遊佐町生涯学習センター内） 

ＴＥＬ：７２－２２３６   ＦＡＸ：７１－１２２２ 

 

【その他】 

１） この講座は、町行政が担当する業務を説明することを目的にしており、 

説明に関する質疑や意見交換を含みますが、専ら苦情等を言う場ではあり

ませんので、ご理解ください。また、町行政が担当する業務以外の講座内容

を希望された場合、対応しかねる事がありますのでご了承願います。 

２） 業務の都合により担当職員が対応致しかねる場合は、日程を調整させてい

ただくことがありますのでご了承願います。 

３） 政治、宗教、営利を目的にした催し等の場合は、職員の派遣をお断りする場

合がありますのでご了承ください。 

４） 出前講座申込書はコピーしてお使いください



平成 30 年度 生涯学習まちづくり出前講座 

分類 番号 講 座 名 担当課 備考 

町政 

１ 遊佐町の財政状況について 総務課  

２ 統計資料から見る遊佐町 総務課  

３ 水資源保全について 企画課  

４ 遊佐町まちづくり基本条例について 企画課  

まちづくり 

５ 協働のまちづくりについて 企画課  

６ 遊佐町の国際交流について 企画課  

７ 地域おこし協力隊から見た遊佐町 企画課 地域おこし協力隊 

８ 遊佐町の定住支援について 企画課  

９ もしも空き家になったなら～空き家バンクのすすめ～ 企画課  

１０ みんなで作ろうジオパーク 企画課  

１１ 男女
み ん な

のプラン（第 2次遊佐町男女共同参画計画）について 企画課  

選挙 １２ 明るい選挙について 総務課 選挙管理委員会 

税金 １３ 税金のお話 町民課  

暮らし 

１４ 交通安全教室 総務課 交通安全専門指導員 

１５ 戸籍のあらまし 町民課  

１６ 国民年金 Q＆A 町民課  

１７ 行政相談について 総務課  

１８ マイナンバー制度について 総務課  

１９ 個人情報保護・情報公開制度について 企画課  

福祉 

２０ 国民健康保険制度について 健康福祉課  

２１ 後期高齢者医療制度について 健康福祉課  

２２ 介護保険料のしくみ 健康福祉課  

２３ 介護サービスと利用（申請～受給まで） 健康福祉課  

２４ 各種介護保険施設の利用案内 健康福祉課  

２５ 「ノーマライゼーション」ってなあに？～障がい福祉制度の概要～ 健康福祉課  

健康 

２６ メタボリックシンドロームにご用心！ 健康福祉課  

２７ おいしく食べて健康に！ 健康福祉課  

２８ 「がん」にならないためにできること 健康福祉課  

２９ インフルエンザと風邪の予防 健康福祉課  

３０ 快適おふろの入浴術 健康福祉課  

３１ こころの健康について 健康福祉課  

３２ 熱中症の予防 健康福祉課  

３３ いい歯でいきいき 歯（は）っぴーライフ 健康福祉課  

３４ とめと花子の寸劇 「肺炎予防」 健康福祉課  

３５ とめと花子の寸劇 「入れ歯ばなし」 健康福祉課  

３６ とめと花子の寸劇 「歯周病編」 健康福祉課  

３７ 何でも健康講座 健康福祉課 テーマは相談の上 

スポーツ 
３８ 健康ウォーキング実践法 教育委員会 スポーツ推進委員  

３９ ニュースポーツ（軽スポーツ）体験教室 教育委員会 スポーツ推進委員  

観光 

４０ 遊佐町観光施設の利用について 企画課  

４１ 遊佐町の観光の見どころ・イベント紹介について 企画課  

４２ しらい自然館の体験利用について 企画課  



分類 番号 講 座 名 担当課 備考 

水道 

４３ 下水道のしくみ 地域生活課  

４４ 水が生まれ変わるしくみ ～施設見学～ 地域生活課 浄化センター 

４５ 水道施設の管理と料金のしくみ 地域生活課  

環境 

４６ ごみの減量とリサイクル 地域生活課  

４７ 環境を考えた買い物 「グリーン購入」 地域生活課  

４８ 家庭の省エネルギー 地域生活課  

４９ 環境にやさしい再生可能エネルギー 地域生活課  

５０ みんなで取り組もう 「ゆざ町民エコチャレンジ」 地域生活課  

教育 

５１ 悪質商法！被害に遭わないために 産業課  

５２ 特別支援教育とは？ 教育委員会 特別支援教育アドバイザー 

５４ 地域でたくましい子どもを育てる ～子ども会の育成～ 教育委員会  

５５ 絵本の読み聞かせ 教育委員会  

５６ のぞいてみよう とんぴんかだりの部屋 教育委員会  

５７ 図書館ってどんなところ？ （図書館ガイダンス） 教育委員会  

５８ 簡単にできる「手づくりおもちゃ」講座 健康福祉課 乳幼児期 

５９ 子育て講座 健康福祉課 乳幼児期 

６０ リズム遊び・手遊び 健康福祉課 乳児期 

歴史 

６１ 文化財の宝庫・遊佐町 教育委員会  

６２ 国指定史跡「鳥海山」 教育委員会  

６３ 旧青山家住宅から学ぶ庄内の建築様式 教育委員会 入館料が必要です 

６４ 遊佐町の民俗芸能伝承行事 教育委員会  

６５ ユネスコ無形文化遺産提案「来訪神：仮面・仮装の神々」〈新〉 教育委員会  

６６ 小山崎遺跡から見えてくる縄文の風景・くらし〈新〉 教育委員会  

建設 
６７ 遊佐町の都市計画区域について 地域生活課  

６８ 若者定住促進住宅建設の支援制度について 地域生活課  

産業 
６９ 中小企業、雇用助成事業について 産業課  

７０ 遊佐町創業支援センターの紹介について 産業課  

農業 
７１ 農業者年金制度について 農業委員会  

７２ 松くい虫対策等の現状について 産業課  

防災 

７３ 地震災害に備える 総務課  

７４ 火災予防の知識と実践 総務課  

７５ 自主防災組織に期待する役割 総務課  

７６ 遊佐町避難行動要支援者の避難行動支援に関する全体計画について  総務課  

７７ ゲリラ豪雨に備える 総務課  

７８ 津波災害に備える 総務課  

７９ 遊佐町地域防災計画について 総務課  

８０ 避難所の開設・運営について 総務課  

８１ 土砂災害に備える 総務課  

議会 ８２ 議会運営について 議会事務局  

その他 ８３ 特製メニュー  調整いたします 

※ 太字は平成３０年度の新メニューです 


