
 

 

 

 
        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

【問合せ先】 

能代市教育委員会   生涯学習・スポーツ振興課 
〒018-3192    能代市二ツ井町字上台１－１ 

TEL 0185-73-5285  FAX 0185-73-6459 

E-MAIL       shou-supo@city.noshiro.lg.jp 

 

（R２ ９月更新） 



 
 

 

 

 

生涯学習ボランティアとは、皆さんの「知りたい」「やってみたい」「見てみたい」という思いを
地域の方々が手助けしてくれるしくみです。ぜひこの冊子を活用してみてください。きっとあな
たの思いに合うお手伝いができると思います。 

 
 

生涯学習ボランティアの活用の流れ 

生涯学習ボランティア 

２．生涯学習ボランティア活動依頼書を提出します。 

３．生涯学習ボランティアを紹介します。 

４．終了後は、利用報告書の提出をお願いします。 

・依頼は活動の参加人数が３人以上であれば可能です。 

・ボランティア活動依頼書は、活動の１ヶ月前までにご提出ください。 

・本冊子に載っていないものでも、まずは生涯学習・スポーツ振興課へお問合せください。 

・詳しい内容の打ち合わせ等については、直接ボランティアの方とお話していただくことと

なります。 

注意 

１． メニューから希望する内容を探します。 

目  次 
幼児対象     Ｐ１ 

   小学生対象    Ｐ２、３ 
   中・高校生対象  Ｐ４、５ 
   一般成人対象   Ｐ６、７ 
   高齢者対象    Ｐ８、９ 



生涯学習ボランティア（幼児対象）

■芸術・文化
内容 内容詳細 活動区分 活動地域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

講師・公演 全域 要相談 交通費 長テーブル、マイク 遠方の場合は要交通費

お話し会 公演 全域 要相談 交通費 遠方の場合は要交通費

読書推進活動 公演 全域 要相談 無

昔話(秋田弁) 公演 二ツ井 要相談 無 要送迎

郷土史 講師・公演 全域 要相談 無 ホワイトボード、スクリーン

文化財 講師・公演 全域 要相談 無 ホワイトボード、スクリーン

■音楽・芸能
内容 内容詳細 活動区分 活動地域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

楽器 コカリナ 講師・公演 全域 要相談 無 コカリナ（各自準備）

イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

日本舞踊 講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

民謡踊り 講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

二ツ井音頭 講師 全域 午後 無

■スポーツ・レクリエーション
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

ダンス よさこい 講師・公演 全域 9:00　～　18:00 無 音響設備

■教育・学習
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

子育て 就学前指導 講師 全域 要相談 無

■家庭生活・趣味
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

手芸 洋裁 講師 全域 午後 無

着付け 浴衣着付け 講師・イベント手伝い 全域 要相談 無

■環境
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

小友沼自然観察 講師 小友沼 要相談 無

風の松原散策 講師 風の松原 要相談 無 能代市民はガイド料無料

■その他
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

地域活動 地域活動・イベント手伝い 全域 要相談 無

社会参加活動 地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

子育て支援活動 地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

各種ボランティア 地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

無
読書関係

読み聞かせ
公演 全域 要相談

各種活動

新日本舞踊

自然

舞踊等

歴史
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生涯学習ボランティア（小学生対象）

■芸術・文化
内容 内容詳細 活動区分 活動地域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

絵手紙 講師・イベント手伝い 全域 要相談 交通費

芸術 講師 全域 要相談 材料費

木工 講師 全域 要相談 材料費

紙芝居 公演 二ツ井 要相談 無 テーブル、要送迎

講師・公演 全域 要相談 交通費 長テーブル、マイク 遠方の場合は要交通費

お話し会 公演 全域 要相談 交通費 遠方の場合は要交通費

読書推進活動 公演 全域 要相談 無

昔話(秋田弁) 公演 二ツ井 要相談 無 要送迎

檜山歴史案内 講師・公演 全域 要相談 交通費

郷土史 講師・公演 全域 要相談 無 ホワイトボード、スクリーン

文化財 講師・公演 全域 要相談 無 ホワイトボード、スクリーン

歴史話 講師 全域 要相談 無

金勇ガイド 講師 金勇 要相談 無

文芸 俳句 講師 全域 要相談 交通費

■音楽・芸能
内容 内容詳細 活動区分 活動地域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

楽器 コカリナ 講師・公演 全域 要相談 無 コカリナ(各自用意)

イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

講師・公演 全域 要相談 無

民謡踊り 講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

二ツ井音頭 講師 全域 午後 無

■スポーツ・レクリエーション
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

ダンス よさこい 講師・公演 全域 9:00　～　18:00 無 音響設備

球技 卓球 講師 全域 9:00　～　17:00 無 卓球台、ネット

■家庭生活・趣味
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

着付け 浴衣着付け 講師・イベント手伝い 全域 要相談 無

作法 日常マナー 講師 全域 要相談 無

小物づくり 講師 公民館 10:00　～　12:00 材料費

洋裁 講師 全域 午後 無

調理実習 補助 公民館 9:00　～　12:00 交通費

自然食 講師 全域 要相談 材料費

■環境
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

小友沼自然観察 講師 小友沼 要相談 無

風の松原散策 講師 風の松原 要相談 無 能代市民はガイド料無料

自然農法 講師 全域 要相談 材料費

公演 全域 要相談 無

芸術

歴史

自然

食

舞踊等

新日本舞踊

手芸

読み聞かせ

日本舞踊

読書関係

ス
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生涯学習ボランティア（小学生対象）

■その他
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

地域活動 地域活動・イベント手伝い 全域 要相談 無

社会参加活動 地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

子育て支援活動 地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

地域活動・イベント手伝い 全域 要相談 交通費

福祉問題
公演・地域活動
イベント手伝い

全域 要相談 交通費

各種ボランティア
各種活動
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生涯学習ボランティア（中・高校生対象）

■芸術・文化
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

絵手紙 講師・イベント手伝い 全域 要相談 交通費

美術 講師 全域 要相談 材料費

読み聞かせ 講師・公演 全域 要相談 交通費 長テーブル、マイク 遠方の場合は要交通費

お話し会 公演 全域 要相談 交通費 遠方の場合は要交通費

昔話(秋田弁) 公演 二ツ井 要相談 無 要送迎

檜山歴史案内 講師 全域 要相談 交通費

郷土史 講師・公演 全域 要相談 無 ホワイトボード、スクリーン

文化財 講師・公演 全域 要相談 無 ホワイトボード、スクリーン

歴史話 講師 全域 要相談 無

金勇ガイド 講師 金勇 要相談 無

文芸 俳句 講師 全域 要相談 交通費

■音楽・芸能
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

歌 洋楽(歌謡曲) 講師・公演 全域 12:00　～　16:00
交通費
材料費

楽器 コカリナ 講師・公演 全域 要相談 無 コカリナ(各自用意)

イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

講師・公演 全域 要相談 無

民謡踊り 講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

二ツ井音頭 講師 全域 午後 無

■スポーツ・レクリエーション
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

ダンス よさこい 講師・公演 全域 9:00　～　18:00 無 音響設備

球技 卓球 講師 全域 9:00　～　17:00 無 卓球台、ネット 中学生のみ

■教育・学習
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

教科指導 数学・英語 講師 全域 13:00　～　16:00
交通費
材料費

■家庭生活・趣味
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

着付け 浴衣着付け 講師・イベント手伝い 全域 要相談 無

作法 日常マナー 講師 全域 要相談 無

手芸 洋裁 講師 全域 午後 無

食 自然食 講師 全域 要相談 材料費

■環境
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

自然農法 講師 全域 要相談 材料費

小友沼自然観察 講師 小友沼 要相談 無

風の松原散策 講師 風の松原 要相談 無 能代市民はガイド料無料

美術

舞踊等

自然

新日本舞踊

日本舞踊

読書関係

歴史
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生涯学習ボランティア（中・高校生対象）

■その他
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

地域活動 地域活動・イベント手伝い 全域 要相談 無

社会参加活動 地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

子育て支援活動 地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

地域活動・イベント手伝い 全域 要相談 交通費

福祉問題
公演・地域活動
イベント手伝い

全域 要相談 交通費

各種ボランティア
各種活動
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生涯学習ボランティア（一般成人対象）

■芸術・文化
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

絵手紙 講師・イベント手伝い 全域 要相談 交通費

美術 講師 全域 要相談 材料費

木工 講師 全域 要相談 材料費

読書関係 紙芝居 公演 二ツ井 要相談 無 テーブル、要送迎

昔話(秋田弁) 公演 二ツ井 要相談 無 要送迎

檜山歴史案内 講師 全域 要相談 交通費

郷土史 講師・公演 全域 要相談 無 ホワイトボード、スクリーン

文化財 講師・公演 全域 要相談 無 ホワイトボード、スクリーン

歴史話 講師 全域 要相談 無

歴史人物(家系) 情報交換 全域 要相談
交通費
材料費

文芸 俳句 講師 全域 要相談 交通費

■音楽・芸能
内容 内容詳細 活動区分 活動地域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

洋楽(歌謡曲) 講師・公演 全域 12:00　～　16:00
交通費
材料費

歌唱指導 講師・イベント手伝い 全域 要相談 無 要送迎 指導時アコーディオン使用

講師・公演 全域 要相談 無 コカリナ(各自用意)

公演・イベント手伝い 全域 日中 無

オカリナ演奏 公演 全域 10:00　～　15:00 無 CDラジカセ、スタンドマイク

大正琴演奏 公演 全域 要相談 無 音源、マイク

銭太鼓 講師 全域 13:00　～　15:00 無 CDプレイヤー

音楽交流 地域活動 全域 要相談 無 要送迎

講師・公演 全域 10:00　～　15:00 無

イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

講師 一部 13:00　～ 無

講師・公演 全域 10:00　～　15:00 無

講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

講師・公演 全域 要相談 無

講師 一部 13:00　～ 無

講師・公演 全域 10:00　～　15:00 無

講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

講師 一部 13:00　～ 無

二ツ井音頭 講師 全域 午後 無

どじょう掬い 講師 全域 13:00　～　15:00 無 CDプレイヤー

■スポーツ・レクリエーション
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

ダンス スコティッシュカントリーダンス 講師 全域 10:00　～　12:00 無

武術 太極拳 講師 全域 要相談 無

■教育・学習
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

子育て 就学前指導 講師 全域 要相談 無

コカリナ

美術

新日本舞踊

民謡踊り

日本舞踊
舞踊等

歌

歴史

楽器

ス
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生涯学習ボランティア（一般成人対象）

■家庭生活・趣味
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

着付け 浴衣着付け 講師・イベント手伝い 全域 要相談 無

作法 日常マナー 講師 全域 要相談 無

洋裁 講師 全域 午後 無

藤・つる作品作り 講師 一部 要相談
交通費
材料費

食 自然食 講師 全域 要相談 材料費

園芸 生産園芸 地域活動 全域 13:00　～　16:00
材料費
交通費

■環境
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

小友沼自然観察 講師 小友沼 要相談 無

風の松原散策 講師 風の松原 要相談 無 能代市民はガイド料無料

自然農法 講師 全域 要相談 材料費

■その他
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

社会参加活動 地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

子育て支援活動 地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

地域活動・イベント手伝い 全域 要相談 交通費

福祉問題
公演・地域活動
イベント手伝い

全域 要相談 交通費

地域活動・
イベント手伝

い
全域 要相談 無

各種活動

各種ボランティア

手芸

自然

地域活動
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生涯学習ボランティア（高齢者対象）

■芸術・文化
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

絵手紙 講師 全域 要相談 交通費

美術 講師 全域 要相談 材料費

茶道 表千家 講師 全域 13:00　～　15:00 無

紙芝居 公演 二ツ井 要相談 無 テーブル、要送迎

公演 全域 要相談 無

講師・公演 全域 要相談 交通費 長テーブル、マイク 遠方の場合は要交通費

お話し会 公演 全域 要相談 交通費 遠方の場合は要交通費

昔話(秋田弁) 公演 二ツ井 要相談 無 要送迎

檜山歴史案内 講師 全域 要相談 交通費

郷土史 講師・公演 全域 要相談 無 ホワイトボード、スクリーン

文化財 講師・公演 全域 要相談 無 ホワイトボード、スクリーン

歴史話 講師 全域 要相談 無

歴史人物(家系) 情報交換 全域 要相談
交通費
材料費

文芸 俳句 講師 全域 要相談 交通費

■音楽・芸能
内容 内容詳細 活動区分 活動地域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

洋楽(歌謡曲) 講師・公演 全域 12:00　～　16:00
交通費
材料費

歌唱指導 講師・イベント手伝い 全域 要相談 無 要送迎 指導時アコーディオン使用

講師・公演 全域 要相談 無 コカリナ(各自用意)

公演・イベント手伝い 全域 日中 無

公演 全域 10:00　～　15:00 無 CDラジカセ、スタンドマイク

公演 全域 要相談 無

大正琴 講師・公演 全域 10:00　～　15:00 無

大正琴演奏 公演 全域 要相談 無 音源、マイク

銭太鼓 講師 全域 13:00　～　15:00 無 CDプレイヤー

音楽交流 地域活動 全域 要相談 無 要送迎

講師・公演 全域 10:00　～　15:00 無

講師 全域 10:00　～　15:00 無

公演 全域 要相談 無

イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

講師 一部 13:00　～ 無

講師・公演 全域 10:00　～　15:00 無

講師 一部 13:00　～ 無

講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

講師・公演 全域 要相談 無

講師・公演 全域 10:00　～　15:00 無

公演 全域 要相談 無

講師・イベント手伝い 県内 要相談 無

講師 全域 10:00　～　15:00 無

講師 一部 13:00　～ 無

二ツ井音頭 講師 全域 午後 無

どじょう掬い 講師 全域 13:00　～　15:00 無 CDプレイヤー

オカリナ演奏

読み聞かせ

新日本舞踊

舞踊等

歴史

楽器

読書関係

歌

日本舞踊

民謡踊り

美術

コカリナ

ス
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生涯学習ボランティア（高齢者対象）

■スポーツ・レクリエーション
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

ダンス よさこい 講師・公演 全域 9:00　～　18:00 無 音響設備

球技 卓球 講師 全域 9:00　～　17:00 無 卓球台、ネット

武術 太極拳 講師 全域 要相談 無

■家庭生活・趣味
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

着付け 浴衣着付け 講師・イベント手伝い 全域 要相談 無

洋裁 講師 全域 午後 無

藤・つる作品作り 講師 一部 要相談
交通費
材料費

調理実習 補助 公民館 9:00　～　12:00 交通費

自然食 講師 全域 要相談 材料費

■環境
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

自然農法 講師 全域 要相談 材料費

小友沼自然観察 講師 小友沼 要相談 無

風の松原散策 講師 風の松原 要相談 無 能代市民はガイド料無料

■その他
内容 内容詳細 活動区分 対応区域 活動時間 実費負担 必要機材等 備考

地域活動 地域活動・イベント手伝い 全域 要相談 無

社会参加活動 地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

子育て支援活動 地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

地域活動・イベント手伝い 二ツ井 要相談 無

地域活動・イベント手伝い 全域 要相談 交通費

福祉問題
公演・地域活動
イベント手伝い

全域 要相談 交通費

各種活動
ボランティア

手芸

自然

食
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