
（Ｒ４．４．１）

中富良野町学社融合推進会議

令和４年度版

『教育資源バンク』 って何？

職業・趣味・生活などで身に付けた知識・技術・経験を生かし、文化・スポーツなどの幅広い

分野における指導者やサポート役として活躍いただける方が多数登録されています。

自分のスキルを発揮し、活動のお手伝いをいただける方は、是非登録をお願いします。

また、登録者に指導・講演等を依頼したい場合は、事務局までご連絡下さい。

＜問い合わせ先＞ 中富良野町学社融合推進会議

事務局：中富良野町南町１０番１０号

ふれあいセンターなかまーる ２階

中富良野町教育委員会内 ＜電話：４４－２２０４＞

この手引きは、町民みなさんの生涯学習活動を応援

するための資料です。

中富良野町内には多種多様な分野の指導者がいま

す。

また、スポーツ・文化活動行う団体も数多くあります。

登録者として、または利用者として、新しい活動を始

める方をお手伝いをします。
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【登録】

【活用】

＜問い合わせ先＞

中富良野町学社融合推進会議

　（事務局：中富良野町教育委員会内　　電話４４－２２０４）

このバンクに関する問い合わせは、下記までお願いします。

事業実施後、依頼者
が事務局に報告

連絡

依頼

情報提供

登　録　者

ニーズ

人材バンク依　頼　者

認定

◎ご活用いただくために・・・

本誌は、皆さんの生涯学習活動を応援するための資料です。こんな時にぜひご活用下さ
い。

仲間同士でいろんな講習会を開きたい。

学校等の子どもたちにいろんな体験をさせてあげたい。

登録者の年齢等は、受付時のものです。

※交通費や報酬などが必要な場合があります。

登録希望者

事
業
実
施

調整

事　務　局

調
整

申請

依　頼　者

登録者に指導・講演等を依頼したい場合は、事務局にご連絡下さい。

どのような団体・サークルがあるのか知りたい、体験したい。

す。

掲載事項・内容については、記載内容の統一を図るため適宜整理してありま

「個人指導者」については、指導分野別に掲載しています。

人材バンク

登録

事　務　局
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26 ヨガ 女 ６０代 要相談 要相談 女性

野球 男 ６０代 土･日 要相談 幼児～中学生

バレーボール 男

ミニバレー 男 ７０代 要相談 要相談 初心者

フロアカーリング 男 ４０代 問わず 夜間 問わず

バドミントン 女 ５０代 問わず 問わず

問わず

３０代 要相談 夜間 問わず

バスケットボール 女

問わず

バドミントン 男 ４０代 要相談 要相談

バスケットボール 男 ４０代 問わず 夜間 問わず

バスケットボール 女 ５０代 要相談 要相談 要相談

５０代 土・日 問わず 問わず

バスケットボール 男 ４０代 要相談 要相談 問わず

パークゴルフ 男 ６０代 問わず 問わず 問わず

卓球 女 ２０代 問わず 問わず 要相談

卓球 男 ５０代 問わず 問わず
小・中学生
・高齢者

スキー・山スキー 男 ６０代 要相談 要相談 一般成人

スキー 男 ５０代 土・日 問わず 問わず

スキー 男 ５０代 要相談 問わず 一般成人

サッカー・フットサル 男 ４０代 要相談 要相談 問わず

サッカー 男 ４０代 土・日 夜間・問わず 幼児～小学生

問わず

コーディネーショントレーニング 男 ４０代 問わず 夜間

キンボール 男

問わず

剣道 男 ６０代 火・木 夜間

キンボール・陸上競技 男 ４０代 要相談 要相談
小学生～
一般成人

キンボール 男 ３０代 金曜日以外 夜間

対象者

４０代 要相談 要相談 要相談

問わず

個人指導者一覧（指導分野別）

〔スポーツ〕
指導内容 性別 年齢 指導可能曜日 時間帯

２０代 要相談 要相談
要相談

(小･中学生程度)

野球 男 ３０代 要相談 要相談 小・中学生

卓球 男
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7 写真・パソコン操作（基礎・実践） 男 ６０代 問わず 問わず 問わず

パンづくり 男 ４０代 月曜日 問わず 問わず

洋服のリフォーム 女 ５０代 要相談 夜間 一般成人

〔自然・科学・教養〕

外国語(中国語) 女 ３０代 問わず 夜間 問わず

美術・工芸（デザイン・造形・グラフィック） 男 ６０代 問わず 問わず 問わず

各教科指導・外国語(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語) 女 ３０代 要相談 要相談 小・中・高校生

防災一般（防災士・防災共育管理士１級講師） 男 ５０代 要相談 要相談 問わず

ヒーリング 女 ６０代 要相談 要相談 女性

演劇表現を用いた体の使い方・コミュニケーショ
ン・発声・朗読などのワークショップ 女 ５０代 問わず 問わず 問わず

指導内容 性別 年齢 指導可能曜日 時間帯 対象者

〔生活技術〕

野鳥観察 女 ７０代 問わず 午前 問わず

地図・測量・歴史（郷土史･地理） 男 ７０代 問わず 問わず 問わず

指導内容 性別 年齢 指導可能曜日 時間帯 対象者

モダンバレエ・パステル画・手芸・洋裁 女 ６０代 要相談 要相談 女性

陶芸 女 ７０代 要相談 要相談 要相談

吹奏楽指導 男 ５０代 問わず 問わず 中～高校生

吹奏楽指導 男 ５０代 問わず 問わず 小～高校生

詩吟・合唱 男 ７０代 問わず 問わず 問わず

茶道 女 ７０代 要相談 要相談 要相談

茶道（表千家） 女 ６０代 問わず 問わず 問わず

けん玉 男 ４０代 要相談 要相談 問わず

華道 女 ５０代 要相談 要相談 要相談

合唱 女 ５０代 要相談 夜間 一般成人

アロマテラピー 女 ４０代 要相談 午前・午後 問わず

編み物 女 ２０代 問わず 問わず 要相談

〔芸術・文化〕
指導内容 性別 年齢 指導可能曜日 時間帯 対象者

問わず防災・防火・救急・救助 男 ６０代 問わず 問わず

蝶の採集・標本作り 男 ７０代 問わず 問わず 小・中学生
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№ 団体名 内容 場所

1 バスケットボールクラブ バスケットボール 中学校体育館 火・木・土 毎週

2 バドミントン協会 バドミントン
中学校体育館

スポーツセンター
火・木・金 毎週

3 おおぞら バレーボール スポーツセンター 木 毎週

4 卓球クラブ 卓球 スポーツセンター 水 毎週

5 サッカー協会 サッカー・フットサル 中学校体育館 月・水 毎週

6 市街ミニバレー ミニバレーボール スポーツセンター 金 毎週

7 こぐま ミニバレーボール スポーツセンター 月 毎週

8 福原ミニバレー ミニバレーボール スポーツセンター 金 毎週

9 柔道協会 柔道 スポーツセンター 月・金 毎週

10 剣道協会 剣道 スポーツセンター 火・木 毎週

11 ゲートボール協会 ゲートボール ゲートボールコート
(冬期:スポーツセンター)

火・木・金 毎週

12 パークゴルフ協会 ゴルゲート 新町公園ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場
(冬期:スポーツセンター)

月～金 毎週

13 空手道協会 空手 スポーツセンター 水 毎週

14 老連フロアカーリングクラブ フロアカーリング スポーツセンター 月 ②・④

15 友ＹＯＵ元気クラブ シェイプアップ スポーツセンター 火 毎週

16 ＫＯＯＬ（クール） ミニバレーボール
小学校体育館

スポーツセンター
月・木 毎週

17 スキークラブ － －

18 弓道会 弓道場 －

19 陸上クラブ － －

20 朝野球協会 － －

21 タグラグビー愛好会 タグラグビー スポーツセンター 水 冬期のみ毎週

№ 団体名 内容 場所

1
野球スポーツ少年団
　（ホワイトドラゴンズ）

野球
（通常）町営野球場
（冬期）中富小体育館
　　　　スポーツセンター

(通常)月･水･金～日
(冬期)火･木･金 毎週

2
バレーボール少年団
　（フェニックス）

バレーボール
スポーツセンター

旭中小体育館
月・水・金 毎週

3 サッカースポーツ少年団 サッカー
（通常）中富小グラウンド
（冬期）中富小体育館
　　　　スポーツセンター

(通常)週３～４日
(冬期)月～水･金･土 毎週

4 柔道少年団 柔道 スポーツセンター 月・金 毎週

5 剣道少年団 剣道 スポーツセンター 火・木 毎週

6
男子ミニバスケットボール少年団
　（シャイニングリングス）

ミニバスケットボール 中富小体育館 月・水・金・土 毎週

7
女子ミニバスケットボール少年団
　（リトルスターズ）

ミニバスケットボール
スポーツセンター

中富小体育館
月・水～土 毎週

8 スキースポーツ少年団 スキー(冬期のみ) 町営スキー場 火・木・土 毎週

8 タグラグビー少年団 タグラグビー スポーツセンター
火

（10～4月に活動） 毎週

※活動場所及び曜日は変更になる場合があります。

〔スポーツ団体・サークル〕

各種団体一覧

曜日

曜日

〔町内スポーツ少年団〕
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№ 団体名 内容 室名

1 ヘタでいい会 絵手紙 中会議室1 月 第①

2 琴友会 琴 中会議室1 火 第③

3 銀大同窓会カラオケクラブ カラオケ 中会議室2･3 月 月3回

4 ルルベクラブ クラシックバレエ 中会議室2･3 月・木 毎週

5 フォークダンスサークル フォークダンス 中会議室2･3 月・金 毎週

6 手話の会 手話 小会議室2 月 毎週

7 健康囲碁サロン 囲碁 小会議室2 水 毎週

8 ナニ・ナープア フラダンス 中会議室2･3 火 毎週

9 詩吟会 詩吟 小会議室2 水 毎週

10 琴麗会 琴 中会議室1 水 毎週

11 七宝焼サークル 七宝焼 趣味の部屋 水 第②・④

12 カンパニュラの会 コーラス 中会議室2･3 木 隔週

13 コール・フローラ 合唱 中会議室2･3 木 毎週

14 陶芸サークル 陶芸 趣味の部屋 金・土 毎週

15 棋進会 囲碁 小会議室2 土 毎週

16 銀大同窓会ダンスクラブ ダンス 中会議室2･3 土 月3回

17 潮音会 短歌 小会議室1 土 第②

18 進声会 民謡 小会議室2 火 毎週

19 三味線愛好会 三味線 小会議室１ 水
11～3月

毎週

№ 団体名 内容 室名

1 しな～る ヨガ 営農研修室 水 月1回

2 すてっぷ倶楽部 農業者若妻会 生活研修室Ｂ 火 第①

3 葵太鼓 和太鼓 多目的ホール 木 毎週

4 あじゃら YOSAKOIソーラン 多目的ホール 火 毎週

5 こぶしダンスサークル 社交ダンス 営農研修室 月 毎週

※活動室名及び曜日は変更になる場合があります。

〔公民館使用文化団体・サークル〕
曜日

〔農村環境改善センター使用文化団体・サークル〕
曜日
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○

○

〒071-0753 南町１０番１０号（ふれあいセンターなかまーる内）

〒071-0753 南町１０番１１号

小会議室2

趣味の部屋

27㎡

27㎡

休館日

◆中富良野町農村環境改善センター◆　～昭和57年開館～

ところ

設　備　等

38㎡ 440400 基本的にはフリースペースとして開放

☆公民館・農村環境改善センター使用申込方法☆

多目的室

62㎡ 600 660

91㎡

年末年始（１２月３１日～翌年１月５日）

中会議室1

中会議室2

中会議室3

小会議室1

800

800

880

800

ＴＥＬ 0167-44-2204 ＦＡＸ 0167-44-2954 Email：syakai@nakafurano.jo

開館時間 8：30～21：00

88083㎡

社会教育関連施設

◆中富良野町公民館◆　～平成26年開館～

ところ

880

基本使用料（円/ｈ）
面　積室　名

昼　間 夜　間

（机・イス収納）、放送設備有、スタンドミラー有
中会議室１・２・３とつなげて使うことも可能

300 330

330

1,1001,000

300

机・イス常設
小会議室１・２とつなげて使うことも可能

研磨機、陶芸窯など。机・イス常設

事前に教育委員会に、使用状況等の確認をして申し込み下さい。長期もしくは定期的に利用
する場合は書類の提出が必要になりますのでご相談下さい。

利用は基本的に申し込み順となりますのでご了承下さい。

基本使用料（円/ｈ）
設　備　等

昼　間 夜　間

休館日 年末年始（１２月３１日～翌年１月５日）

室　名 面　積

多目的ホール 472㎡ 1,500 1,650

生活研修室Ａ

62㎡ 600 660

調理実習室 55㎡ 700 770

生活研修室Ｂ

（机・イス収納）、ホワイトボード

視聴覚室 83㎡ 800 880 （机・イス収納）

営農研修室 115㎡ 1,200 1,320

開館時間 8：30～21：00

（机・イス収納）、放送設備有、ステージ

座布団・テーブル有
生活研修室Ａ・Ｂとつなげて使うことも可能

調理器具他

展示コーナー 54㎡ 600 660

80㎡

78㎡
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休館日

その他

〒071-0753 南町１０番１０号（ふれあいセンターなかまーる内）

9：00～18：00（土曜日は17：30まで）

日曜日・祝日・年末年始（12月31日～翌年1月5日）

２階資料展示には、原始時代から近代までの中富良野のあゆみ、自然・生活などあらゆる分野の
資料を揃えわかりやすく展示している。

開館時間 9：00～18：00（土曜日は17：30まで）

日曜日・祝日・年末年始（12月31日～翌年1月5日）

◆中富良野町郷土館◆　～平成元年開館～

ところ ＴＥＬ ０１６７-４４-２９５９〒071-0753

◆中富良野町児童館◆　～平成元年開館～

ところ ＴＥＬ ０１６７-４４-２９５９

休館日

〒071-0753 南町１０番１号

午前中は未就学時と保護者の利用。午後からは「留守家庭児童クラブ」として小学生以上が利用してい
ます。敷地内コミュニティ広場では遊具を設置。2階には教育相談室を設置。

南町１０番１号

図書整理期間（毎年1回7日を超えない範囲）、年末年始（12月31日～翌年1月5日）

35,259冊（平成31年3月末時点）　最大50,000冊まで所蔵

図書貸出

DVD貸出

ＴＥＬ

開館時間

0167-44-4310 ＦＡＸ 0167-44-4311 Email：toshokan@nakafurano.jp

◆中富良野町図書館◆　～平成26年開館～

月曜日・祝日（月曜日が祝日の場合は火曜日も）

ところ

9：00～18：00（水曜日は20：45まで）

1人10冊　2週間　※本を借りるには利用者カードが必要となります。

蔵書数

1人1本　2泊3日　※年6回入れ替え有

設備 学習スペース（10席）、AVブース（3席）、パソコン利用（2席）

レファレンスサービス：調べものに最適な本を紹介したり、知りたい情報を探し出すお手伝い

複写サービス：著作権の範囲内で、ひとり1部、1枚につき白黒10円

開館時間

休館日
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○

○

※月曜日は管理休業（祝日の場合は火曜日）

※使用料・用具貸出無料

２コース　１８ホール　１０００ｍ　パー６６

使用期間 ５月上旬～１０月下旬

使用時間 8：00～19：00（終了時間は時期で変動）

管理棟あり（トイレ完備）　用具の貸し出し有

※団体利用する場合は、事前に教育委員会に申し込み下さい。

開館時期 ５月上旬～１０月下旬

管理棟あり（トイレ完備）

◆新町公園パークゴルフ場◆　～平成１６年開設～

南町９番地４

ところ ＴＥＬ 0167-44-3633

ところ ＴＥＬ 0167-44-2204

１コース　９ホール　３８３ｍ　パー３３

〒071-0753

■健康体力相談室 利用は基本的に申込順となりま
すのでご了承下さい。

各種トレーニングマシーン（中学生以下使用禁止）

■会議研修室

２０名程度の会議等（イス・テーブル有）

◆南町公園（パークゴルフ）◆　～平成８年開設～

■プール

２５ｍプール、歩行用プール、幼児用プール
　　　※３歳以下、またはオムツの取れていない子は使用不可

〒071-0771 字中富良野1130番31

年末年始（１２月３１日～翌年１月５日）

■アリーナ（東西） ☆使用申込方法☆

バスケットボール１面、バレーボール２面、バド
ミントン４面、フットサル１面、ドッヂボール３
面、コンサート、公演会等（パイプイス２００
脚）

事前に教育委員会かスポーツセ
ンターに、利用状況等の確認を
してお申込み下さい。長期もし
くは定期的に利用する場合は書
類の提出が必要になりますので
ご相談下さい。

■トレーニング室（南北）

柔道、剣道、軽スポーツ等

ところ ＴＥＬ 0167-44-2323 ＦＡＸ 0167-44-2636

開館時間 9：00～21：00（日曜日・祝日は17：00まで）※プールは10：00～（５～９月のみ）

休業日

〒071-0771 東１線北１１号

◆中富良野町総合スポーツセンター◆　～平成１４年開館～

■個人使用料（富良野圏域・１回券）

【町内の中学生以下は無料】

小・中・高・身障者～５０円、一般～１００円

※団体・その他使用はお問い合わせください。

■個人使用料（富良野圏域・１日券）
【町内の中学生以下は無料】
小・中･高･身障者～１００円、一般～３００円
用具貸出～１００円
※団体・その他使用はお問い合わせください。
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（相撲場、ゲートボール場は18時まで）

○

○

○

開設時期 ５月上旬～１０月下旬（弓道場は通年利用可）

開設時間 ８：００～２１：００

※使用については、事前に教育委員会に申し込み下さい。

施設 弓道場、相撲場、ゲートボール場、テニスコート（全天候２面）

〒071-0752 本町９番地７

◆町営野球場・町営ゲートボールコート◆

勤労者会館（懇談会・会議等）役場税務住民課　0167-44-212４

旭中農産物処理加工施設（食品の調理・加工等）※冬期間のみ管理人駐在

役場農林課　0167-44-2402（冬期間は、44-3902）

北星スキー場（リフトの運転、ゲレンデの安全管理等）観光協会　0167-39-3033

◆その他の公共施設◆

◆運動広場◆　～昭和５９年開設～

ところ

5月上旬～10月下旬

使用時間 5：00～19：00（日照時間による）

※使用については、事前に教育委員会に申し込み下さい。

町営野球場は、昭和４７年の役場野球部高松宮賜杯全国優勝を記念して翌４８年に設置された。

ところ 〒071-0751 北町９番地３

使用期間
■基本使用料
【野球場：１時間】 小･中･高～５００円、一般～１,０００円
【ゲートボールコート：１面】 １,０００円

■基本使用料（１時間）
１,０００円（弓道場は17時～１,１００円・冬期加算あり）
※テニスコートは夜間照明料、１時間３００円加算

8



（文化財の指定は、教育委員会が文化財専門委員会に諮問して決定する）

■郷土館

■文化財専門委員会

　中富良野町の区域内に存する文化財の調査及び研究に関する事務を担当し、教育委員会の諮問に
応じその意見を答申する。現在５名の委員で構成。町内の埋蔵文化財等の調査保存活動をおこなっ
ている。
   町内の歴史・文化財に関する講演や学習会の協力などの活動も行っている。

大注連縄
お お し め な わ

S52.1.15

大正１４年頃、有志が中心とな
り古老の指導で神社大鳥居に大
注連を供え、敬信の念を表して
いる。４年に１度、北海道神宮
に大注連縄を奉納している。最
近、大きさ、重量、できあがり
に美術的考慮もなされている。

大注連縄保存同志会

津軽獅子舞
つ が る し し ま い

S54.9.12

中富良野では昭和４年頃、古老
や有志によって伝承された。曲
目は５曲。楽器は、笛太鼓、天
ぴら金等である。ねらいは、悪
しきを倒し、平和な明るい社会
をつくることである。

津軽獅子舞保存同志会

　昭和43年「中富良野町文化財保護条例」が制定され、以下の３件が「中富良野町無形文化財」
に指定されている。

名　　　称 指定年月日 摘　　　　要 団　体　名

雅楽
が が く

S45.5.1 中富良野雅楽会

平成１６年

北海道文化財保護功労者表彰受賞

中富良野の文化財

　町内の各遺跡からの出土品や開拓の歴史を物語る生活用品及び用品、生産器具、古文書、その後
の時代の変遷を伝える写真、器物、文書記録などを収集し保存することにより、町民の町の歴史に
対する認識を深めるとともに郷土愛が啓発されるように平成元年(1989)に建設された。

現在使用している楽器は、大太
鼓、篳篥（４）、龍笛（６）、
鉦鼓（１）、鳳笙（１）、諫鼓
（１）等である。昭和９年頃、
中富良野法栄寺の儀式法要に奏
し、現在に至る。伝授は口伝に
よる。
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