
「生涯学習市民のつどい」過去の実施状況

年度 回数

期日 場所

内 容 参加

人数

平成５年度 第１回

平成６年２月26日(土)

14:00から

中野勤労者福祉センター

・第１部 マナビィステージ

鬼獅子(草間芸能保存会)

雅楽(安源寺小内雅楽会)

・第２部 講演会

講師：原田泰治(グラフィックデザイナー)

演題：-ふる里から世界へ-「１本の道」

平成６年度 第２回

平成７年２月19日(日)

13:30から

中野勤労者福祉センター

・第１部 マナビィステージ

小沢僖久二さん製作のバイオリンによる

中山晋平曲等の演奏

出演：桑原伊づみ(歌) 倉品裕子(ピアノ)

・第２部 講演会

講師：鳴戸親方(元横綱隆の里)

演題：「努力と忍耐の相撲人生」

平成７年度 第３回

平成８年３月24日(日)

13:50から

中野勤労者福祉センター

・第１部 マナビィステージ

中山晋平作品などの合唱

出演：中野童謡・唱歌を歌う会

宮澤重雄(指揮) 大城説子(ピアノ)

・第２部 講演会

講師：ジェームス三木(作家)

演題：「ドラマと人間」

平成８年度 第４回

平成９年３月20日(土)

13:50から

中野勤労者福祉センター

・第１部 マナビィステージ

出演：箏アンサンブル

・第２部 講演会

講師：富永一朗(漫画家)

演題：「大きな素直な心と人生みな恩人」

846人

(参加要請)

平成９年度 第５回

平成10年３月15日(日)

中野勤労者福祉センター

・第１部 マナビィステージ

出演：陶友会(陶芸) 花房流中野教室(舞踏)

・第２部 講演会

講師：加藤みどり(声優)

演題：「家・人・家族」～アニメ「サザエさん」

一家族と核家族の人間模様～

平成10年度 第６回

平成11年１月31日(日)

13:30から15:35

中野市民会館ホール

・マナビィステージ

出演：朗読ボランティアせせらぎの会

松川の川崎踊り保存会

中野西高校演劇部

443人

(800人に

参加要請)
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平成11年度 第７回

平成12年３月11日(土)

14:00から16:00

中央公民館講堂

・第１部 マナビィステージ

出演：中野紬織り染めの会

・第２部 講演会

講師：草柳大蔵(評論家)

演題：みなおそう ふるさとの文化

「現代日本の潮流と文化 日本文化の分岐点

を探る」

134人

平成12年度 第８回

平成13年２月10日(土)

13:30から16:00

中央公民館講堂

・第１部 春の訪れ 中野土びなのお話し

日本土人形資料館 高田恵子さん

土人形作家 奈良久雄さん

・第２部 講演会

講師：金子辰雄(元ＮＨＫアナウンサー)

演題：「人と心のふれあい、歌の輪をひろげて

ふるさとは人情のふるさと

350人

(535人に

参加要請)

平成15年度 第９回

平成16年３月14日(日)

13:30から15:40

中央公民館講堂

・第１部 マナビィステージ

昔話の語り、読み聞かせ、パネルシアター

出演：おはなし♡びっくりばこ

・第２部 講演会

講師：松谷みよ子(作家)

演題：「今、何を語りつぐか」

250人

(537人に

参加要請)

平成16年度 第10回

平成17年１月22日(土)

13:30から15:45

中央公民館講堂

・第１部 マナビィステージ

出演：善光寺木遣り中野同好会(木遣り歌)

・第２部 講演会

講師：加賀乙彦(作家)

演題：「森と私の文学」

250人

(537人に

参加要請)

平成17年度 第11回

平成18年２月４日(土)

13:30から15:45

中央公民館講堂

・第１部 マナビィステージ

出演：赤岩高社講太々神楽

・第２部 講演会

出演：三瀬顕(弁護士)

演題：「“戦後60年”を生きてきて」

400人

(545人に

参加要請)

平成18年度 第12回

平成19年２月４日(日)

13:30から15:45

市民会館ホール

・第１部 マナビィステージ

出演：ボランティアグループ「そよかぜ」「根っこの

会」「アンサンブル♪じゃんけんぽん」

・第２部 講演会

講師：鎌田實(医師)

演題：「“がんばらない”けど“あきらめない”」

※第２回 ボランティアの輪を広げる集いと共催

700人

（495人に

参加要請)
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平成19年度 第13回

平成20年２月２日(土)

13:30から15:45

市民会館ホール

・第１部 マナビィステージ

出演：安藤夫妻(マジック)

ナチュラルムーブメント３・２・１(ダンス)

・第２部 講演会

講師：岡村譲(川口町町長)

演題：「新潟県中越地震 川口町復興への道のり」

※第３回ボランティアの輪を広げるつどいと共催

450人

(647人に

参加要請)

平成20年度 第14回

平成21年２月８日(日)

13:00から15:45

市民会館ホール

・第１部 マナビィステージ

出演：中野立志舘高校吹奏楽(吹奏楽)

高校生ボランティアグループ合唱(報告)

中野西高校ダンス部(ダンス)

・第２部 講演会

講師：山本コウタロー(フォークシンガー)

演題：「ぼくのピースメッセージ」

※第４回ボランティア・地域活動の輪を広げるつどい

と共催

600人

(647人に

参加要請)

平成21年度 第15回

平成22年２月13日(土)

13:30から15:45

市民会館ホール

・第１部 マナビィステージ

出演：おはなし遠足の会・中野オカリナの会

・第２部 講演会

講師：古川精一(歌手・元ＮＨＫアナウンサー)

演題：「人生いつもありがとう」

※第５回ボランティア・地域活動の輪を広げるつどい

と共催

650人

(647人に

参加要請)

平成22年度 第16回

平成23年２月26日(日)

13:30から15:45

市民会館ホール

・第１部 マナビィステージ

出演：朗読ボランティアの会せせらぎ

中野西高校ダンス部

・第２部 講演会

講師：笠井信輔(フジテレビアナウンサー)

演題：「局アナ夫婦子育て奮闘記～アナウンサーか

ら見た生涯学習～」

・特別披露：日和山神社鬼獅子

(日和山神社芸能保存会)

※第６回ボランティア・地域活動の輪を広げるつどい

と共催

700人

(647人に

参加要請)
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平成23年度 第17回

平成24年２月26日(日)

13:30から16:20

市民会館ホール

・第１部 マナビィステージ

出演：岩手県災害支援ボランティア

中野手話サークル及びてのひらの会

・第２部 講演会

講師：矢崎節夫(金子みすゞ記念館館長、童話作家)

演題：今、こだますとき～みすゞさんのまなざし～

※ボランティア・地域活動の輪を広げるつどいと共催

350人

(647人に

参加要請)

平成24年度 第18回

平成25年２月17日(日)

13:15から15:45

市民会館ホール

・第１部 マナビィステージ

出演：バラボランティア、レインボーズ中野

・第２部 実演(揮毫)及び講演会

講師：金澤泰子(書家)

演題：ダウン症の子と共に生きて

※ボランティア・地域活動の輪を広げるつどいと共催

950人

(647人に

参加要請)

平成25年度 第19回

平成26年２月16日(日)

13:30から14:20

市民会館ホール

・第１部 マナビィステージ

出演：ママさんブラス やまぴよカラーズ(吹奏楽)

メア フラ スタジオ(ハワイアン・フラ)

・第２部 講演会 大雪による交通障害のため中止

※ボランティア・地域活動の輪を広げるつどいと共催

330人

(647人に

参加要請)

平成25年度 (講演会のみ)

平成26年３月22日(土)

14:00から15:45

豊田文化センターホール

・講演会

講師：ダニエル・カール(タレント)

演題：人のつながり、ふるさとってすばらしい

250人

平成26年度 第20回

平成27年２月21日(土)

13:30から16:00

市民会館ホール

・表彰・発表 子ども読書活動「ファミリー賞」

・第１部 マナビィステージ(活動発表)

保健補導員によるのびのび体操

・第２部 講演会

講師：相田一人(相田みつを美術館館長)

演題：肩書のない人生～父 相田みつをを語る～

400人

(647人に

参加要請)

平成27年度 第21回

平成28年２月21日(土)

13:30から16:00

市民会館ホール

・表彰・発表 子ども読書活動「ファミリー賞」

・第１部 マナビィステージ

出演：エンジョイダンス「ダンススポーツ」

・第２部 講演会

講師：清水宏保(元スピードスケート選手)

演題：ハンディを乗り越えての金メダル

400人

(706人に

参加要請)
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平成28年度 第22回

平成29年２月26日(日)

13:30から16:00

市民会館ホール

・表彰・発表 子ども読書活動「ファミリー賞」

・第１部 マナビィステージ(活動発表)

信州中野ふるさと交流団

・第２部 講演会

講師：オスマン・サンコン(日本ギニア友好協会広

報官・ギニア大使館顧問)

演題：サンコンのあふりか物語

300人

(586人に

参加要請)

平成 29 年度 第 23 回

平成 30 年２月 25 日(日)

13:30 から 16:00

市民会館ホール

・表彰・発表 子ども読書活動「ファミリー賞」

・第１部 マナビィステージ(活動発表)
津軽三味線愛好会

・第２部 講演会

講師：立川 談慶(落語家)
演題：笑いと健康～談志から学んだこと～

約 270 人

(604 人 に

参加要請)

平成 30 年度 第 24 回

平成 31 年２月 23 日(土)

13:30 から 16:00

市民会館ホール

「学んで育てる市民のつ

どい」に改称

・表彰・発表 「明るい家庭・地域を築くための作文」

・活動発表 豊田故郷太鼓の皆さん

・トークイベント

出演：杉浦太陽（俳優）、沢井美和（アナウンサー）

ﾃｰﾏ ：子育て・中野市食の大使を通して学んだこと

・アトラクション じゃんけん大会

約 280 人

(618 人 に

参加要請)

令和元年度 第 25回
令和元年 11月 30日(土)
14:00 から 16:30

中央公民館講堂

・表彰・発表「明るい家庭・地域を築くための作文」

・講演会「子どものスマホ・ゲーム機利用のあり方」

～ネットいじめ・ネット依存を考える～

講師：子どもとメディア信州代表

松本市立菅野中学校校長 松島 恒志氏

・トークイベント

飯山高校野球部員が語る「甲子園出場を果たして」

約 220人
(586 人 に

参加要請)


