
令和３年度第２回安城市社会教育審議会  次第  

 

 

日 時  令和４年３月１７日（木）  

    書面開催  

 

１ 協議事項  

（１）令和４年度各課事業計画案について（資料１）  

  ア 生涯学習課  

  イ スポーツ課  

  ウ 文化振興課  

エ アンフォーレ課  

（２）令和４年度社会教育団体に対する補助金の交付について（資料２） 

  ア 生涯学習課  

  イ スポーツ課  

  ウ 文化振興課  

エ アンフォーレ課  

 

２ 連絡事項  

令和４年度社会教育委員関係会議等について（資料３）  

  



 

安城市民憲章 

 

わたくしたちは、 

たがいに助け合い、住みよいまちをつくりましょう。 

きまりを守り、よい習慣を育てましょう。 

自然を愛し、きれいな水とみどりのまちをつくりましょう。 

教養を高め、若い力を育てましょう。 

健康で、明るく楽しい家庭をつくりましょう。 

 

 

 



安城市社会教育委員名簿 

令和３年６月１日現在（敬称略）  

№ 役職 氏 名 所 属 
選任区分  

（条例第２条）  

1  稲垣  英夫  安城文化協会  
学校教育及び社会教育の

関係者  

2 会長 近藤  金光  公民館連絡協議会  
学校教育及び社会教育の

関係者  

3  上原  就久   小中学校長会  
学校教育及び社会教育の

関係者  

4  久世  涼子   
小中学校ＰＴＡ連絡

協議会  

家庭教育の向上に資する

活動を行う者  

5  三井  信子  
青少年健全育成連絡

協議会  

家庭教育の向上に資する

活動を行う者  

6  早川  一雄  公民館指導員会  
学校教育及び社会教育の

関係者  

7 副会長  黒柳  厚子  さんかく２１・安城  
学校教育及び社会教育の

関係者  

8  栁澤  義雄  体育協会  
学校教育及び社会教育の

関係者  

9  瀬戸井  明人  
スポーツ推進委員連

絡協議会  

学校教育及び社会教育の

関係者  

10  塚原  和江   図書館協議会  
学校教育及び社会教育の

関係者  

11  神谷  浩  文化財保護委員会  
学校教育及び社会教育の

関係者  

委員の任期  令和２年６月１日から令和４年５月３１日まで  

 

 

 氏   名  所属及び役職等  

 石川  良一  教育長  

事務局  

永井  教彦  生涯学習部  部長  

名倉  建志  生涯学習部  スポーツ課  課長  

近藤  一博  生涯学習部  文化振興課  課長  

横手憲治郎  市民生活部  アンフォーレ課  課長  

原田  敬章  生涯学習部  生涯学習課  課長  

神谷  高典  生涯学習部  生涯学習課  生涯学習係長  

天野  信治  生涯学習部  生涯学習課  生涯学習係  専門主査  

太田  菜月  生涯学習部  生涯学習課  生涯学習係  主事補  

 



１ 協議事項 

（１）令和４年度各課事業計画案について 

ア 生涯学習課 

 

公民館講座事業 

１ 実施事業  （仮称）ロボットパークＡＮＪＯ 

２ 種  別  市制７０周年記念事業 

３ 事業目的 

子どもたちが最先端のロボット技術に触れたり、プログラミングを体験するこ

とにより、ロボットを動かすためにはプログラミングが必要であることに気付い

たり、プログラミング的思考を育むとともに、近未来社会を想像する機会となる

体験型イベントを開催します。 

４ 事業概要 

（１）日  時  令和４年１２月３日（土）、４日（日） 

（２）会  場  へきしんギャラクシープラザ、アンフォーレ 

（３）対  象  小中学生  

（４）開催内容 

   ・ロボット操作体験 

   ・プログラミング講座 

   ・ＦａｂＳｐａｃｅ体験会（レーザー加工機・３Ｄプリンター・デジタルミ

シン）       など 

   ※詳細は、公募型プロポーザルで選定した業者提案により決定します。 

（５）事 業 費  ８，２００千円 

 

天文普及事業 

１ 実施事業  天文普及事業 

２ 種  別  継続 

３ 事業目的 

平成３０年１１月にリニューアルしたプラネタリウムは、より自然な星空を

通じて、未来を担う子どもたちに宇宙に関する興味を抱かせるとともに、学校

授業の理解向上に繋がる番組を投映します。また、実際の星空に触れる天体観

望会の開催や天文関連グッズの販売、模型などの展示を行い、天文を身近に感

じてもらえるよう広く天文普及を実施します。 

４ 事業概要 

（１）プラネタリウム投映等  

・一般投映 

・団体投映（20名以上） 

・学習投映 

・特別投映 

資 料 

 １ 



（２）天体観望会 

（３）天文関連グッズ販売 

（４）天文関連模型など展示 

（５）事業費  ３７，１１５千円 

 

令和４年度事業予算案（生涯学習課） 

目 事 業 名 予算額 

社会教育総務

費 

生涯学習課総務事務 

生涯学習計画推進事業 

生涯学習市民参画推進事業 

（市民企画講座、市民出前講座の実施） 

家庭教育・子育て支援事業 

（講演会、子育ち・親育ち広場の実施） 

生涯学習情報提供事業 

（生涯学習情報誌「あんてな」年４回発行） 

1,542 千円 

588 千円 

1,741 千円 

 

1,400 千円 

 

6,567 千円 

 

公民館管理費 公民館施設管理事業 526,928 千円 

公民館事業費 

公民館事業総務事務 

公民館講座事業 

（公民館講座、高齢者教室、家庭教育学級、乳幼

児学級、シルバーカレッジ） 

公民館地域ふれあい事業（公民館地域ふれあい事

業、公民館まつり事業、公民館文化事業） 

天文普及事業 

講座等参加支援事業（託児世話人の配置） 

5,553 千円 

25,764 千円 

 

 

10,983 千円 

 

37,115 千円 

5,338 千円 

青少年の家管

理費 
青少年の家管理運営事務 19,880 千円 

青少年の家事

業費 

少年団体支援事業 

青年講座事業 

成人の日記念事業 

青年指導者養成事業 

青少年健全育成事業 

青少年ボランティア活動支援センター事業 

子ども運動広場補助事業 

7,652 千円 

1,647 千円 

6,558 千円 

454 千円 

9,096 千円 

1,204 千円 

17,739 千円 

安祥閣管理費 安祥閣施設管理事業（指定管理者への委託） 7,562 千円 

市民会館管理

費 
市民会館施設管理事業（指定管理者への委託） 81,202 千円 

合計 776,513 千円 

 



イ スポーツ課 

 

地域スポーツ振興事業 

１ 実施事業  特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会 

２ 種   別  市制７０周年記念事業 

３ 事業目的  

当日は、午前６時００分から特別巡回ラジオ体操・みんなのラジオ体操会を

開催ます。また、その様子は午前６時３０分からＮＨＫラジオ第１放送で全国 

に公開生放送されます。 

４ 事業概要 

・日程：令和４年５月２２日（日） 午前６時００分～ 

  ・場所：安城市陸上競技場 

  ・予算：会場装飾委託料等２,３６０千円 

 

シティマラソン・市民駅伝大会事業 

１ 実施事業  安城シティマラソンをゲストランナーと走ろう 

２ 種   別  市制７０周年記念事業 

３ 事業目的  

 ゲストランナーを招き、安城シティマラソンで一緒に走っていただき、大会

を盛り上げます。また、ランニングクリニックを実施します。 

４ 事業概要 

・日程：令和４年１２月１１日（日）（安城シティマラソン） 

  ・場所：安城市陸上競技場周辺他 

  ・予算：１,２００千円 

 

国際・全国大会推進活動事業 

１ 実施事業 プロレスイベント  

２ 種   別 市制７０周年記念事業 

３ 事業目的  

   新日本プロレス所属・本市出身の人気レスラー「オカダ・カズチカ」氏の凱 

旋試合と市民とのふれあいイベントを実施します。 

４ 事業概要 

・日程：令和４年１１月中（予定） 

  ・場所：東祥アリーナ安城 

  ・予算：５,０００千円 

 



ホームチームサポーター事業 

１ 実施事業 地元企業スポーツチームふれあい事業 

２ 種   別 市制７０周年記念事業 

３ 事業目的  

   市内の保育園及び認定こども園へ安城市を拠点に活動しているトップアスリ 

ートチームの選手が訪問し、園児と交流を図ります。 

４ 事業概要 

 ・日程：通年 

 ・場所：市内保育園ほか 

 ・予算：１,０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オカダ・カズチカ氏 

インカレおもてなしの様子 

インカレ優勝校 園田学園女子大学 



屋外体育施設管理事業 

１ 実施事業  和泉公園運動広場グラウンド改修 

２ 種  別  新規 

３ 事業目的 

和泉公園運動広場のグラウンドの水はけが悪く、利用できない時間が多くな

っています。グラウンドの土壌改良と整地を実施することで、雨後の利用再開

時間を短縮し、利便性を向上します。また、防球ネットの低い部分よりボール

が飛び出し、民家へ飛び込む事例が発生していることから、防球ネットを改修

することで、ボールの飛び出しによる事故を防止します。 

４ 事業概要 

  ・土壌改良及び整地 面積：10,950 ㎡  

・防球ネット 高さ：14.95ｍ 長さ：47.0ｍ 

・工期 令和４年１０月～令和５年３月（予定） 

・予算 改修設計委託（予算額：9,900 千円） 

      改修工事（予算額：82,000 千円） 

＜和泉公園運動広場グラウンド＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラウンド改修 10,950㎡ 

和泉公園運動広場グラウンド改修内

容 

防球ネット増設  高さ 14.95ｍ 長さ 47.0ｍ 



令和４年度事業予算案（スポーツ課） 

目 事 業 名 予算案 

保健体育総務

費 

スポーツ課総務事務 

 

地域スポーツ振興事業 

・地域スポーツ振興事業 

・「おはよう！ふれあいラジオ体操会」開催 

・市民地域スポーツ交流会事業 

・学校施設スポーツ開放事業 

ほか 

 

スポーツ振興計画推進事業 

 

野外センター開放事業 

 

シティマラソン・市民駅伝大会事業 

 

競技スポーツ振興事業 

・安城選手権大会 

・スポーツスクール 

・教室の開催事業 

ほか 

 

スポーツ活動表彰・激励事業 

 

ホームチームサポーター事業 

 

国際・全国大会推進活動事業 

・インカレ事業 

ほか 

6,616 千円 

 

19,831 千円 

 

 

 

 

 

 

1,586 千円 

 

131 千円 

 

11,562 千円 

 

31,639 千円 

 

 

 

 

 

2,407 千円 

 

4,000 千円 

 

12,298 千円 

体育施設管理

費 

屋外体育施設管理事業 

・和泉公園運動広場グラウンド改修工事 

・テニスコート人工芝張替修繕 

・総合運動公園トイレ改修設計委託 

ほか 

244,142 千円 

体育館管理費 

体育館施設管理事業 

・アリーナ排煙窓オペレータ修繕 

ほか 

80,471 千円 

レジャープー

ル管理費 
レジャープール施設管理事業 111,503 千円 

スポーツセン

ター管理費 
スポーツセンター施設管理事業 204,641 千円 

合計 730,827 千円 



ウ 文化振興課 

 

市民ギャラリー企画展事業  

１ 実施事業  市制７０周年記念特別展「砺波市・安城市交流美術展－砺波市美

術館所蔵作品より－」 

２ 種  別  市制７０周年記念事業 

３ 事業目的 

  災害時相互応援協定及び市民交流協定を結ぶ砺波市より砺波市美術館収蔵作 

品を借用し、両市にゆかりのある作家の作品を併せて展示することで、美術交流 

を図ります。 

４ 事業概要 

（１）事業費  ５，５３１千円 

（２）事業内容 

砺波市美術館より借用した収蔵作品、市民ギャラリー 

収蔵作品（安美展審査員等現在活躍中の安城市にゆかり 

のある作家作品）を併せてご覧いただきます。 

・会 期：令和５年１月２８日（土）～２月２６日（日） 

・会 場：安城市民ギャラリー展示室ＡＢＣＤＥ 

（３）関連事業   

講演会、ワークショップ 

 

文化芸術協働事業 

１ 実施事業  市民文化芸術団体アートマネージメント講座 

２ 種  別  新規 

３ 事業目的  

安城市文化振興計画に基づき、市内で文化芸術活動を行う個人又は団体に管理・

運営や文化芸術団体の組織経営、そのために必要な知識・技術・方法論を学ぶ機

会とし、文化芸術の普及を図ります。 

４ 事業概要 

（１）事業費 ３７２千円 

（２）事業内容 

文化芸術に携わる個人や団体に参加を募り、７回の講座を通して自らの活動を

振り返り、課題認識から解決の糸口を見つける手法等を学ぶ機会を提供します。 

講師には、ホール事業に携わる自治体職員、専門家など実践で活動する方を迎 

えます。 

   

平松弘子《夏の使者》 



歴史博物館展示事業 

１ 実施事業  特別展・企画展開催事業 

２ 種  別  市制７０周年記念事業 

３ 事業目的 

   地域の歴史資源や資料の調査研究を進め、その成果を子どもから大人までわ

かりやすく感動して学んでもらえるよう、特別展・企画展を年５回開催する。 

４ 事業概要 

（１）事業費  ２７，０７６千円 

（２）事業内容 

 ア 市制施行 70 周年記念企画展 安城太郎満 70 歳 

会 期：令和４年４月９日（土）～６月２６日（日） 

観覧料：無料 

内容：70 年間の安城市の歴史を、擬人化した「安城太郎」を通して市民生活

の過去から現在の変遷、大きく変化した環境や景観を紹介。 

 イ 特別展 怖～い浮世絵展 

会 期：令和４年７月１６日（土）～９月４日（日） 

観覧料：６００円 

内 容：江戸時代後期におこった「お化け」ブームにより描かれた幽霊・妖

怪の浮世絵・肉筆画を展示。 

 ウ 市制施行 70 周年記念特別展 養生から健康へ 

   会 期：令和４年９月２３日（金・祝）～１１月６日（日）  

   観覧料：５００円 

   内 容：養生・健康観の変遷を探ることで、現代の私たちの生活に映し、生

かす術を紹介。 

 エ 企画展 学制発布 150 年 勉強って面白い？ 

   会 期：令和４年１１月２６日（土）～令和５年１月１５日（日） 

   観覧料：無料 

   内 容：江戸時代の寺子屋から明治時代の学生発布にはじまる近代教育につ

いて、市域の教育資料から紹介。 

 オ 特別展 家康と一向一揆 

   会 期：令和５年２月４日（土）～３月１９日(日) 

   観覧料：５００円 

   内 容： 家康の三大危機に一つとも言われる三河一向一揆の実像と、その後

の一向宗との関わりを紹介。 

  



歴史博物館展示事業・文化財啓発事業 

１ 実施事業  シティプロモーション事業 

２ 種  別  新規 

３ 事業目的 

   令和５年（２０２３年）放送予定ＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」を活用

し、安城市の魅力や観光名所を広く発信していきます。 

４ 事業概要 

（１）事業費  ４，４０５千円（文化振興課分） 

（２）事業内容 

  ・歴史解説動画作成（市内高校の放送部に動画制作を依頼） 

  ・観光ガイドによる歴史解説（「どうする家康」観光ガイドを養成） 

  ・歴史博物館等を活用したＰＲ（メディアやＳＮＳを使ったプロモーション） 

 

史跡整備事業 

１ 実施事業  国史跡本證寺境内保存活用整備事業 

２ 種  別  継続 

３ 事業目的 

   戦国時代に三河一向一揆で徳川家康と争った、国指定史跡 本證寺境内を保

存、整備するとともに、市民参加による「歴史まちづくり」を行うことで、地

域に対する誇りや連帯感を醸成します。 

４ 事業概要 

（１）事業費  ２１５，９５４千円 

（２）事業内容 

・（仮称）本證寺史跡公園用地の買収 

・歪みの進んだ石垣の修理の実施（石垣の解体修理工事） 

・整備基本計画の策定 

・ワークショップから生れた団体の支援（本證寺フェスティバルなど） 

・史跡整備の基礎情報収集のための発掘調査（堀や土塁などの発掘調査） 

 

文化財啓発事業 

１ 実施事業  市制施行７０周年記念（仮称）西三河棒の手選抜大会 

２ 種  別  市制７０周年記念事業 

３ 事業目的 

   伝統文化の発表の場を設けることで、伝承とともに市民の理解を深めます。 

４ 事業概要 

（１）事業費  ２，３１８千円 

（２）事業内容 

  ・西三河地方の棒の手保存会７団体を招き、演武と相互交流の機会とする 



令和４年度事業予算（文化振興課） 

目 事 業 名 予算案 

文化振興費 文化活動団体支援事業 

（文化協会の活動補助など） 

文化芸術協働事業 

（市民芸術祭・安美展・演劇祭を開催、市民に

よる舞台芸術事業の補助） 

芸術鑑賞会事業 

（音楽・伝統芸能などの鑑賞会の開催） 

市民ギャラリー企画展事業 

（郷土作家・収蔵品などの美術展開催） 

市民ギャラリー美術品購入事業 

（地元作家の作品の購入） 

市民ギャラリー講座事業 

（銅版画、リトグラフ、陶芸、子ども芸術創造

講座などを開催） 

2,400 千円 

 

10,866 千円 

 

 

8,820 千円 

 

6,672 千円 

 

3,972 千円 

 

1,980 千円 

歴史博物館管

理費 

文化振興課総務事務                               

歴史博物館等施設管理事業（指定管理事務、修繕） 

500 千円 

142,085 千円 

歴史博物館事

業費 

歴史博物館運営事業 

（展示室・収蔵庫環境の維持管理業務、収蔵品等

のくん蒸作業、歴史博物館として必要な資料の

購入） 

歴史博物館展示事業 

（常設展、特別展・企画展、次年度以降開催する

展覧会の調査） 

歴史博物館講座等開催事業              

（歴博講座・連続講座等の実施） 

16,182 千円 

 

 

 

27,076 千円 

 

 

1,096 千円 

 

文化財保護費 文化財保護事業  

（文化財保護委員会開催、指定文化財管理調査

等の実施、有形文化財・無形民俗文化財の保

存支援、建造物等の文化財調査） 

史跡整備事業 

（本證寺境内をはじめとした史跡整備の実施） 

文化財啓発事業 

（各種教室講座の実施、各種イベントの実施） 

埋蔵文化財調査事業  

（発掘調査及び出土品の整理の実施、報告書作

成） 

史料整理活用事業 

（歴史民俗資料の整理） 

18,479 千円 

 

 

 

252,449 千円 

 

6,801 千円 

 

84,405 千円 

 

 

15,594 千円 

丈山苑管理費 丈山苑管理事務                    

（指定管理事務、修繕） 

37,896 千円 

合計 637,273 千円 



 

 

エ アンフォーレ課 

 

読書活動推進事業 

１ 実施事業  第３回安城市新美南吉絵本大賞 

２ 種  別  市制７０周年記念事業 

３ 事業目的 

南吉の作品に親しんでいただくとともに新しい絵本を作り、南吉の顕彰と普

及に努めます。 

４ 事業概要 

安城ゆかりの童話作家・新美南吉の顕彰と市制施行７０周年及び令和５年度

の南吉生誕１１０年を記念して、第３回安城市新美南吉絵本大賞を実施します。 

事業期間は令和３年度から令和５年度までの３年間。令和４年度は、４月から

９月まで作品を募集します。応募された作品を審査し、令和５年２月に表彰式を

実施します。 

５ 事業費 

  予算額 ３，５２０千円 

 

図書情報館ＩＣＴ活用事業 

１ 実施事業  電子雑誌閲覧サービス 

２ 種  別  新規 

３ 事業目的 

  新型コロナウイルス感染拡大状況下での図書情報館非来館型の利用に活用しま

す。 

４ 事業概要 

安城市図書情報館の「安城市電子図書館」に新たに「電子雑誌」閲覧サービス

を追加します。 

（１）対 象：安城市図書情報館の利用者カードを持つ市内在住者 

（２）内 容：「電子雑誌」１００タイトル以上が読み放題 

       （最新号は、アンフォーレ内のみ閲覧が可能） 

※１人が同時に読むことができるのは１冊のみ 

（３）アクセス方法：安城市電子図書館のサイトから「ＴＲＣ-ＤＬマガジン」に 

アクセス 

５ 事業費 

予算額 ６６０千円 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和４年度事業予算案（アンフォーレ課） 

目 事 業 名 予算額 

図書情報館費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書情報館総務事務 

・図書館協議会委員報酬（委員は公募２名を含む

７名） 

・会計年度任用職員報酬、期末手当、費用弁償 

・図書館協会等負担金 

 

図書情報館資料貸出事業 

・図書購入費（図書・紙芝居・ＡＶ資料・デイジ

ー図書、学校連携用図書） 

・新聞、雑誌等購入費 

・公民館等並びに学校及び児童クラブへの図書配

送業務 シルバー人材派遣 

 

読書活動推進事業 

・図書情報館講座等 講師等謝礼 

・第３回安城市新美南吉絵本大賞 作品募集等 

・南吉絵本大賞絵本等販売手数料 

 

図書情報館ＩＣＴ活用事業 

・図書情報ネットワーク保守管理委託料 

・図書館システム運用保守委託料 

・図書情報館情報機器類保守委託料 

・カラクリＢＯＯＫＳアプリ運用保守委託料 

・利用者用パソコンデータベース使用料 

・利用者用電子新聞使用料 

・利用者用電子書籍使用料 

・利用者用電子雑誌使用料 

132,041 千円 

 

 

 

 

 

98,392 千円 

 

 

 

 

 

 

7,070 千円 

 

 

 

 

57,744 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 295,247 千円 

 

 



１ 協議事項 

（２）令和４年度社会教育団体に対する補助金の交付について 

 ア 生涯学習課        

事業名 対象となる社会教育関係団体 令和４年度予算 

家庭教育・子育て支援事業 小中学校ＰＴＡ連絡協議会 254 千円 

中央公民館(文化センタ

ー）講座事業 
少年少女発明クラブ 2,600 千円 

少年団体支援事業 

子ども会育成連絡協議会 4,099 千円 

単位子ども会 3,094 千円 

スカウト連絡協議会 320 千円 

イ スポーツ課 

事業名 対象となる社会教育関係団体 令和４年度予算 

シティマラソン・市民駅伝

大会事業 

シティマラソン・市民駅伝大会

実行委員会 
11,562 千円 

競技スポーツ振興事業 

体育協会加盟団体 1,904 千円 

体育協会 1,400 千円 

スポーツ少年団 350 千円 

ウ 文化振興課 

事業名 対象となる社会教育関係団体 令和４年度予算 

文化財保護事業 

安城の三河万歳保存会 140 千円 

桜井町下谷棒の手保存会 80 千円 

桜井神社まつり囃子各保存団体 140 千円 

文化活動団体支援事業 安城文化協会 2,100 千円 

エ アンフォーレ課 

  該当なし 

＜参考＞社会教育法 

第１０条（社会教育関係団体の定義） 

 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に

属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 

第１３条（審議会等への諮問） 

 国または地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合

には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が審議会等（中略）で政令で定める

ものの、地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員の会議（中略）の意見

を聴いて行わなければならない。 

資 料 

２ 



 

２ 連絡事項 

令和４年度社会教育委員関係会議等について 

 

会議名 日時・会場 内容 

愛知県社会教育委員連絡協議会
総会・評議員会 

６月３日（金） 

へきしんギャラクシープラザ 

令和３年度事業報告・決算

報告、令和４年度事業案・

予算案 

講演会等 

第１回安城市社会教育審議会 
６月 

へきしんギャラクシープラザ 

令和３年度各課事業報告
等 

愛知県社会教育委員連絡協議会
西三河支部 

総会・第１回地区研修会 

未定 
令和３年度事業報告・決算
報告、令和４年度事業案・

予算案、研修会等 

東海北陸社会教育研究大会 
１０月１３日（木）～ 
１４日（金） 

愛知県東海市 

記念講演、分科会等 

愛知県社会教育委員連絡協議会
西三河支部 
第２回地区研修会 

未定 事例発表等 

第２回安城市社会教育審議会 
３月 
へきしんギャラクシープラザ 

令和５年度主要事業概要・
事業案等 

 

予定ですので、変更となる可能性があります。 
 
 

資 料 

３ 


