
2018年度　らいとぴあ21　事業報告　地域ささえあい推進室

大事業項目 事業名 通称事業名 開催時期 対象 内容 参加者数 前年度実績 備考

識字支援事業 北芝よみかき教室
毎月第１、第２金曜日
19時30分から21時まで

特に地域住
民

文字等の学習が難しかった方たちを
対象に詩集作成等を行い、楽しくよみ
かきを学習する機会を提供する。

延274名
4月25名,5月19名,6月26名,7月15名
9月30名,10月26名,11月24名,12月33名
1月27名,2月24名,3月25名,

延265名

文化体験事業 よりみちコンサート
主に隔月のいずれかの土曜日
14時から15時

市民
プロ演奏者等によるコンサートを開
催。良質な音楽を地域で気軽に聴け
る機会を提供する。

延210名
5月33名,7月34名,9月30名,11月50名
1月63名

延300名

うたごえ喫茶
６月以後の隔月いずれかの水
曜日

市民
唱歌、流行歌、歌謡曲などを継続的
に楽しむ機会を提供する。

延254名
6月57名,8月50名,10月47名,12月50名
2月50名

延214名

まなびカフェ
隔月１～３回程度
＊木曜夜・土曜昼間が多い
が、日時の固定枠なし

市民

世の中の気になるトピックや話題のも
のを取り上げて、ゲストを各回ごとに
お呼びして、少人数で話したり体験し
て学びを深める場。

延530名
4月47名,5月59名,6月54名,7月45名
8月38名,9月49名,10月45名,11月35名
12月50名,1月35名,2月65名,3月8名

延198名

朝活！けんこう倶楽部
毎週土曜日
８時から９時まで

地域住民
地域住民が生活圏内で気軽に持続し
て運動ができる機会を提供する。

延779名
4月52名,5月56名,6月73名,7月66名
8月70名9月86名,10月57名,11月70名
12月65名,1月55名,2月59名,3月70名

延604名

かやのお宝人権まつり １０月2０日（土） 市民

らいとぴあ21を軸として子どもや高齢
者、障がい者市民、外国籍の方等の
みならず広く萱野地域で生活されてい
るすべての人が「であい」「つながり」
「げんき」になる大きなイベントとして
実施する。

約500名 約1000名

へいわ21 ８月６日（月） 市民
萱野小学校が平和登校日に実施する
「へいわ21」に協力し、地域で平和に
ついて考える機会を提供する。

約700名 820名

こどもピースプラン 12月から月１回開催 市民
こどもが自転車で広島を目指すピー
スサイクリング事業を後援する。

約30名（実行委員会開催数4回）

啓発事業 セミナー

11月9日（金）
11月16日（金）
12月27日（火）
12月4日（火）

2019年
2月24日（日）

市民

生き方に密接したさまざまなテーマを
とりあげ、それらについてともに考える
機会をつくる。
2018年テーマ「お肉を「つくる」人たち」
（11月）、「住まいの中だけじゃ限
界！」（11月～12月）、「あそびをテー
マにコミュニティづくりを考える」（１
月）、「アリラン峠を越えていく」（２月）

延288名
11月194名,12月27名,1月15名,2月52名,

延334名

展示コーナー活用事業 展示コーナー活用事業 展示コーナー活用事業 随時 市民

らいとぴあの玄関としての展示コー
ナーを、半オープンで気軽に立ち寄れ
る立地の特性を活かして、人・もの・情
報に触れる機会の提供や居場所提供
としての喫茶運営を行う。

延6920名
4月250名,5月400名,6月370名,7月400
名
8月550名,9月480名,10月550名
11月880名12月1100名,1月620名
2月720名,3月600名

延3829名

生涯学習事業

生涯学習推進事業

地域コミュニティ推進事業 地域団体・住民交流事業

人権啓発事業

平和学習事業



総合生活相談事業 総合生活相談事業 随時実施 市民 生活全般に関する相談を受ける。

延920名
4月64名,5月84名,6月70名,7月59名
8月94名,9月74名,10月72名,11月74名
12月87名,1月88名,2月79名,3月75名

延1053件

生活課題改善事業 生活課題改善事業 随時実施 市民

７月：14時から20時まで：年金なんでも
相談会
11月：1日ハローワーク
１月2月：就労支援講座
3月：PC支援講座

延106名
7月11名,11月15名,1月2月32名,3月48
名

延54名

仕事サポート事業 仕事サポート事業 随時実施 市民
対象者に就労へ向けた軽作業等を随
時実施する。

延574名
4月39名,5月60名,6月64名,7月53名
8月39名,9月38名,10月46名,11月38名
12月43名,1月53名,2月52名,3月49名

延422名

当事者活動・ネットワーク形成事業
当事者活動・ネットワーク
形成事業

随時実施 市民

学校授業の終了後又は長期休暇（夏
休み）などに、生活能力向上のための
必要な訓練、社会との交流促進など
の支援を行う。

延201名
4月7名,5月21名,6月15名,7月21名
8月16名,9月11名,10月24名,11月13名
12月16名,1月16名,2月21名,3月20名

延120名

相談・若者支援事業



2018年度　らいとぴあ21　事業報告　地域教育推進・子育て支援室

大事業項目 事業名 通称事業名 開催時期 対象 内容 参加者数 前年度実績 備考

子どもの居場所開放事業 ぴあぴあルーム

毎週火曜日から土曜日（祝日
を除く）
平日：放課後から17時30分まで
土曜日：９時から17時まで

小学生

子ども達が安心して過ごせる居場所
を提供する。特に学校や家庭だけで
はしんどくなりがちな子ども達の参加
を促していく。

同じ空間で実施している放課後等デ
イサービス「麦の子」と合同プログラム
を実施する。

延5916名
4月505名,5月381名,6月276名,7月555名
8月946名,9月579名,10月445名,11月322名
12月505名,1月425名,2月410名,3月567名

延5824名

子ども食堂事業 ぴあぴあ食堂
長期休み時のぴあぴあルーム
開室日

小学生～
高校生
市民

長期休暇中の食事提供を実施する。
延1718名
4月155名,7月292名,8月749名,12月192名
1月89名,3月241名

延1485名

子ども・若者の居場所開放事業ナイトピア 毎週水・金・土の18時～21時
中学生以上
の子ども・若
者

家や学校などに安心して過ごせる場
がない子どもたちに安心して過ごせる
居場所を提供する。

延1816名
4月200名,5月156名,6月120名,7月74名
8月66名,9月104名,10月106名,11月108名
12月185名,1月226名,2月204名,3月267名

やろっか
ぴあぴあルーム開室日に随時
実施

小学生
さまざまな体験活動の機会を提供す
る。

延800名
4月65名,5月48名,6月95名,7月77名
8月143名,9月60名,10月77名,11月64名
12月45名,1月45名,2月51名,3月30名

延1398名

ぴあぴあスポーツクラブ
学校開催期間中の毎週月曜日
15時30分～18時

小学4年生～
6年生

高学年の子ども達のスポーツを通して
気持ちの発散・スポーツスキルを磨
き、自信をつける場を提供する。

延143名
6月3名,7月8名,11月6名,1月45名,2月51名
3月30名

キッズスパーク
学校開催期間中毎週火曜日15
時30分～17時15分

小学1年生～
3年生

将来困った時に頼ったり頼られたりす
るスキルを身につけるための集団遊
びの活動を行う。

延374名
4月31名,5月45名,6月44名,7月40名
8月24名,9月84名,10月73名,11月33名

子どもの外出応援事業 やってみよっか
長期休み及び土日祝日に随時
実施

小学生から若
者層

非日常的な活動で、様々なひと・もの・
ことに出会う社会体験を提供する。

延77名
7月18名,9月5名,11月4名,12月50名

延34名

子ども・若者の自己選択応
援事業

ボランティタイム 毎週土曜日13時から15時まで
中学生から若
者層

不登校や引きこもりの子ども・若者の
外出機会をつくる。

延164名
4月15名,5月12名,6月12名,7月15名,8月7名
9月21名,10月13名,11月8名,12月11名
1月15名,2月15名,3月20名

延127名

居場所・生活サポート事業

子どもの活動応援事業

社会体験・参画サポート事
業



まーぶハローワーク 各月２回程度実施
未就学～
若者層

18歳くらいまでの子どもたちが仕事体
験をするイベントを実施する。

延4799名
4月705名,5月560名,6月319名,7月336名
9月530名,10月814名,11月564名,12月239名
1月30名,2月436名,3月266名

前年度はボラン
ティア数を報告した
ため、参加者数報
告なし。

まーぶボランティア 随時実施
中高生から若
者層

らいとぴあ内外で発生するボランティ
ア活動を大人と一緒に取組むことで、
子どもの「ちょっとかまってほしい」「話
したい」に寄りそう他、お礼として地域
通貨まーぶを渡し、ボランティア活動
のモチベーションを維持する。

延342名
4月47名,5月11名,6月11名,7月33名,8月35名
9月32名,10月56名,11月14名,12月47名
2月11名,3月45名

延214名

子ども・若者商店
外部から依頼のあったイベント
や、らいとぴあ周辺のお祭り等
が開催するとき

小学生～若
者

子ども若者が地域内外で出店するこ
とで自信を付けていく機会をつくる。

延18名
5月11名,7月1名,10月3名,11月1名,1月2名

防災体験事業 子どもと防災 随時実施
小学生から
若者層

防災にちなんだ催しに参加する。
延7名
1月7名

個別学習事業 随時実施 小学生
個別に学習支援を実施することで、基
礎学力の定着を図る。

延14名
5月2名,6月4名,7月2名,10月3名,12月3名

延128名

小学生集団学習事業
長期休み時のぴあぴあルーム
開室日

小学生
長期休みに宿題やプリント学習を毎日
行うことで学習の習慣を継続する。

延167名
7月53名,8月103名,12月11名

延91名

中学生学習会 毎週水曜日及び金曜日 中学生
継続的に学習する場を提供すること
により、学力の向上を図る。

延860名
4月58名,5月61名,6月54名,7月63名,8月78名
9月78名,10月93名,11月80名,12月76名
1月59名,2月65名,3月95名

延1103名

高校中退・不登校向けアプ
ローチ事業

高校中退・不登校向けア
プローチ

対象者の都合に合わせて、週1
回2時間の実施

高校生から若
者層

高卒資格取得に向けた学習会や通信
制高校のレポート作成のサポートをす
る。

延6名
2月6名

延19名

サークル支援事業 子ども・若者サークル

月曜日から土曜日9時から21時
まで
（サークルによって実施時間が
異なる）

小学生から若
者層

小学生から若者までの「やりたいこと」
を形にするため、サークル活動を実施
する。

延437名
4月50名,5月11名,6月38名,7月112名,8月40
名
9月26名,10月48名,11月20名,12月18名
1月22名,2月38名,3月14名

延1343名

サポーター活動応援事業 サポーター活動 随時実施 中学生以上
学習会やまーぶハローワーク等、事
業の中で子ども～若者に関わるボラ
ンティア活動をコーディネートする。

延431名
4月71名,5月30名,6月68名,7月71名,9月66名
10月50名,11月50名,12月25名

学校連携事業 人権総合学習サポート事業 人権・総合学習応援隊 依頼に応じて随時実施
幼稚園・小学
校・高校

成長段階に応じて「まちづくり」「人権
問題」に関心を持てるような学習機会
の提供。らいとぴあ21の仕事内容や
事業についてを対象児童に分かりや
すく伝える。

延2013名
6月126名,7月47名,8月153名,9月220名
10月112名,11月147名,12月138名,1月179名
2月503名,3月388名

指定管理管轄外の事業

障害児通所支援事業 放課後等デイサービス事業 麦の子
毎週火曜日から土曜日（祝日
を除く）

小学生～
高校生

学校授業の終了後又は長期休暇（夏
休み）に実施。地域で障害児の居場
所づくりや交流活動・自立支援など行
う。

延1728名
4月141名,5月149名,6月139名,7月147名
8月167名,9月147名,10月146名,11月138名
12月150名,1月125名,2月135名,3月144名

延1663名

地域資源を活用
し、ぴあぴあルー
ムを拠点として居
場所・社会体験事
業に比重をおく。

子ども・若者のはたらく体験
事業

学びサポート事業

子どもの学習サポート事業

自主活動応援事業


