
新中央公民館の整備・ 
講座活動について 

平成２５年７月１６日 



新中央公民館の整備 

津 市 



昭和３７年４月開設 
ＩＳ値：０．３７ 
年間約４万人が利用 
           

 中央公民館の現状と新中央公民館の位置 

現在の中央公民館 

新中央公民館 
（津センターパレス２階） 

旧中央公民館 

９月１日 
移転 

津センターパレス 



公共施設利活用基本構想（旧津警察署跡地の活
用）を策定 

津市文化財保護審議会委員より施設建設を慎重
に検討する必要があるとの意見 

H22.3.31 

津市文化財保護審議会から「津城跡内堀におけ
る公共施設建設計画の撤回について」が提出 

Ｈ23.2.23 

Ｈ22.9.3 

旧津警察署跡地の利活用について再考 

 移転までの経緯① 



津センターパレスとの財産取得の仮契約を締結 

津市議会において、財産取得議案議決 
 （取得金額 ４億７７０万６千円） 

H24.5.31 

新中央公民館改修工事の完成 H25.3.25 

H24.6.27 

 移転までの経緯② 

中央公民館移転 H25.9.1 

新中央公民館改修工事に着手 H24.10.25 



中心市街地の活性化 

 移転後のメリット 

財政負担の軽減 

多様な機能の集約による相乗効果 

公共交通機関の利便性 



 位置  津市大門７番１５号 津センターパレス２階 
 面積  ２,１６０.９３㎡ 
 
 

 新中央公民館の概要① 

施設 用途 

 ホール  体操・ダンス・演奏等 

 会議室  グループでの講座等 

 研修室  小グループでの講座等 

 創作室  工芸・絵画等 

 和室  茶道・着付け等 

 調理実習室  調理実習 

 情報研修室  パソコン学習・視聴覚学習等 

現在の約１.６倍 

倉庫 

機械室 



施設又は設備器具 ９時～１２時 １３時～１７時 １８時～２２時 

 ホール 4,000 5,000 5,000 

 会議室 1,200 1,600 1,600 

 研修室 700 900 900 

 創作室 1,300 1,700 1,700 

 和室 1,200 1,600 1,600 

 調理実習室 2,500 3,400 3,400 

 情報研修室 1,300 1,700 1,700 

 情報研修室機器(一式) 2,000 2,000 2,000 

施設使用料 

※冷暖房を使用する場合は、上記施設使用料の１０分の３の額を加算 

 新中央公民館の概要② 

（単位：円） 



施設 
旧中央公民館 新中央公民館 

面積(㎡) 収容人数(人) 面積(㎡) 収容人数(人) 

ホール ３１９ ２９２ ３１６ ２００ 

会議室 ９０ ４０ １０２ ６３ 

研修室Ａ ４５ ３６ ７５ ４５ 

研修室Ｂ ２７ １４ ７２ ４５ 

研修室Ｃ ４５ ３６ ４５ １８ 

創作室 ７３ ３７ ７１ ２４ 

和室 ４２ ３８ １００ ８０ 

調理実習室 － － １０３ ３７ 

情報研修室 － － １３４ ４２ 

その他 ７１６ － １，１４３ － 

合計 １，３５７ ４９３ ２，１６１ ５５４ 

新中央公民館の面積・・・旧中央公民館の約１．６倍 

 新旧中央公民館の比較 



椅子：２００、机：３５ 
【設備】  
・天井付プロジェクター×2 
・100ｲﾝﾁ電動スクリーン×2 
・音響機器 
・ホワイトボード 

椅子：６３、机：２１ 
【設備】 
・天井付プロジェクター 
・100ｲﾝﾁ電動スクリーン 
・音響機器 
・ホワイトボード 
・液晶テレビ 

 新中央公民館内の施設① 

椅子：１８、机：８（円卓） 
【設備】 
・ホワイトボード 
・液晶テレビ 
・ブルーレイプレーヤー  
  

椅子：４５、机：１５ 
【設備】 
・ホワイトボード 
・液晶テレビ 
・ブルーレイプレーヤー  

会議室 ホール 
 

研修室Ａ・Ｂ 研修室Ｃ 



 新中央公民館内の施設② 

椅子：２４、机：６（工作用） 
【設備】  
・ホワイトボード  

机：１０ 
【設備】  
・炉 
・水屋  

創作室 

椅子：４２、机：２１ 
【設備】  
・音響機器 
・100ｲﾝﾁマルチディスプレイ 
・パソコン（30台） 

固定調理台：７ 
【設備】  
・ＩＨコンロ 
・オーブンレンジ収納 
・ホワイトボード 

和室 

調理実習室 情報研修室 



 津都ホテルとの連絡通路の開設 

ア
ゼ
リ
ア 

浜千鳥 中央公民館 

津都ホテル 

㈱津センターパレスが津センター
パレス２階部分に中央公民館と
津都ホテルの連絡通路を開設 

中央公民館利用者が 
津都ホテルロビーに 

９月１日から通り抜け可能 

連絡通路 

津センターパレス 
２階平面図 

中央公民館側から 
見たイメージ写真 



新中央公民館の講座活動 

津市教育委員会 



現在の公民館 
～生涯学習を通じた自己実現の場～ 

地域課題の解決 
《地域振興・防災・ 

子育て・多文化共生等》 

 地域力の 
向上 

公民館を人づくり・ 
まちづくりの拠点に 

中央公民館のあり方 

行政関係部局・ＮＰＯなど各種団体・ 
学校との連携・協働 



今までの公民館講座 

 

課題講座 
 

福祉・子育て等 
５講座 

 

教養講座 
 

語学等 ６講座 

 
 
 
 

平成２５年４月 平成２５年９月 

地域力創造 
セミナー 

 

福祉・高齢者・ 
子育て等５講座 

地域力創造 
セミナー 

教養セミナー 
 

語学・創作・健康づくり等 ６講座 

中央公民館の講座の仕組み 

さらにまちづくり、
人づくりの講座を 
追加開講 

  会場：西橋内中学校（別棟） 等 
 
 



・まちかど博物館で津のまち再発見！ 

・大門の名店シェフに学ぶ！ 

・大門の達人に学ぶ 等 

新中央公民館の講座 

・手話ボランティア養成セミナー 
・文化の違いを楽しもう！ 
       ・パソコンの魅力を伝えよう！ 
             ・はじめての経営セミナー 
               ・健康レシピで学ぶ男の料理  等 

・津市民防災大学 
・日本語講座 
・ファミリーサポートセンター養成講座 
・自治会リーダー養成講座 等 

・福祉ボランティア養成講座 
・ＰＴＡリーダー養成講座 
・放課後児童クラブ指導者研修 
・ジュニアリーダー養成講座 等 

ＮＰＯ等各種団体
との連携 

人づくり まちづくり 

行政関係部局との
連携 

地域力創造 
セミナー 



地域力創造セミナー 講座受講生募集 

講座名 日時 場所 内容 

まちかど博物館で津のまち
再発見！ 

９月１０日、１０月８日、１１月１２日、 
１２月１０日、来年１月１４日 
いずれも火曜日９時３０分～１１時３０分 

まちかど博物館、
中央公民館 

大工や畳屋など伝統的な仕事をしてきた職
人の体験談を、まちかど博物館で聞いてみ
ませんか。 

大門の名店シェフに学ぶ！
（材料費：1,000円程度必要） 

９月２４日（火）１０時～１２時 
（試食含む） 

中央公民館 
津都ホテル伊藤昌毅料理長プロデュース！
秋の食卓を彩るオリジナルレシピで料理長と
一緒に作ってみませんか。 

文化の違いを楽しもう！ 
９月２７日（金）、１０月２４日（木）、１１月２２
日（金）、来年１月２３日（木）、２月２７日（木） 
いずれも１３時３０分～１５時３０分 

中央公民館 

小学校の英語の授業補助、在住外国人へ
の日本語教授、各種イベントでの外国人の
案内など、さまざまな異文化理解での活動
をしてみませんか。 

パソコンの魅力を伝えよう！ 

①１０月１２日、１１月３０日、来年２月１５日 
いずれも土曜日１０時～１２時 
②１２月１５日、来年３月２日 
いずれも日曜日９時３０分～１６時 

①中央公民館 
②高田短期大学 

「学ぶ」から「教える」へ。自分で使うだけで
なく、便利で楽しいパソコンの魅力を伝える
人になってみませんか。実際にパソコン講座
で教える体験もします。 

健康レシピで学ぶ男の料理
（男性のみ、材料費500円
程度必要） 

１０月１６日、１１月２０日、１２月１１日 
いずれも水曜日９時３０分～１１時３０分 

中央公民館 

料理作りに性別はありません。男性だけのク
ラスで、初めての一歩を踏み出してみません
か。最初はできなくても、きっとすぐに上達し
ますよ。 

受講料無料 
対象 市内に在住・在勤・在学の人 

各講座 ２０人（抽選） 定員 

申し込み 往復はがきで中央公民館へ 

８月１６日 
必着 



式典      １０時３０分～１１時００分 
アトラクション（津商業高校吹奏楽部による演奏） 
                         １１時１０分～１１時３０分 
内覧会     １１時３０分～１２時００分 

中央公民館開設式・内覧会 

  平成２５年８月２６日（月） １０時３０分～ 日時 

  津センターパレス２階 中央公民館ホール 場所 

  内容 



展覧会・・・引札展、津城パネル展 
高校生レストランが中央公民館にやってくる！ 
～相可高校食物調理科の皆さんとの料理教室～ 

各種体験イベントコーナー 
 

中央公民館移転記念事業 

  
平成２５年８月２９日（木）・３０日（金）  
         １３時３０分～１６時００分 

日時 

  津センターパレス２階 中央公民館 場所 

  内容 

  
来て！見て！触れて！ 
新たな中央公民館を体験しよう！ 

事業名 



展覧会 
月日 内容 場所 

 ８月２９日（木） 
   ～９月３０日（月） 

 特別展覧会「引札展」  中央公民館ギャラリー 

 津城パネル展  中央公民館エントランス 

月日 内容 定員 応募方法 

 ８月２９日（木）  高校生と減塩で作る楽しい和食 
いずれも 
抽選３６人 

応募方法等は 
広報津 

（７月１６日号）を
ご覧ください  ８月３０日（金） 

 高校生と作る子ども料理教室 
 夏野菜を食べよう！ 

高校生レストランが中央公民館にやってくる！ 
～相可高校食物調理科の皆さんとの料理教室～ 

中央公民館移転記念事業 



日時 内容 定員（先着） 

 ８月２９日（木） 
  １３時３０分～ 
    １６時００分 

 やさしいマジックとバルーンアート  バルーンアート ２００人 

 健康体操と自彊術でリフレッシュ！  健康体操 なし 

 手づくりアート体験（伊勢型紙、折り紙） １００人 

 和の心に触れる体験  抹茶 １００人 

 ８月３０日（金） 
  １３時３０分～ 
    １６時００分 

 やさしいマジックとバルーンアート  マジック １５０人 

 健康体操と自彊術でリフレッシュ！  自彊術 なし 

 手づくりアート体験（伊勢型紙、折り紙） １００人 

 和の心に触れる体験  煎茶 １００人 

体験イベント 

中央公民館移転記念事業 



今後の取り組み 

新中央公民館では、今後も他の地区公民館に
先駆けて、人づくり・まちづくりの拠点となるよう
先導的に地域力創造セミナーに取り組む 

他の地区公民館へ     順次拡大 



平成２５年７月１６日 

みほん 

中心市街地 来街 感謝券を発行 
～おいない ようけこうてな ごひいきにしてな～ 



  中心市街地 来街 感謝券の発行 

人の流れを中心市街地へ ! 

中心市街地 来街 感謝券の発行 

平成24年11月1日    津市まん中老人福祉センター オープン 
     〃          津市障がい者相談支援センター オープン 
平成25年７月１日   津市まん中こども館 オープン 
平成25年９月１日   津市中央公民館 オープン予定 

みほん 



中心市街地の商店
（商店街） 

津センターパレス内 

公共施設 

施設利用者 
（講座受講者・窓口来訪者等） 

値引き、プレゼント等 
のサービス提供 

感謝券を利用
した商品の 
購入促進 感謝券の配布 

施設利用 

商店街イベント等のＰＲ 

各種事業等のＰＲ 

中心市街地 来街 感謝券配布から利用までの流れ 

みほん 

平成２５年９月１日から 感謝券配布開始！ 



中心市街地 来街 感謝券参加店の登録募集 

参加店登録募集 開始 

参加店登録募集 一次締切 
 （当初開始対象分。今後も随時募集） 

H25.7.16 

中心市街地 来街 感謝券 配布開始 H25.9.1 

H25.8.2 

津市 商工観光部 商業振興労政課 
電話059-229-3169／FAX059-229-3335 

リスト・マップ作成後  広報津・ホームページ等によりお知らせ 

申し込み 
問い合わせ 


