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午後３時２７分開会 

 

○事務局（中央公民館長補佐） 

  それでは、これより中央公民館運営審議会を始めます。 

 開会に先立ちまして、委員長及び副委員長の選出になります。本来であれば仮議長を

決めて選出を行うところでございますが、皆様の賛同が得られれば事務局が仮議長とし

て進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（拍手） 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 ありがとうございます。 

 それでは、中央公民館長が仮議長といたしまして進めさせていただきます。 

 高橋館長、よろしくお願いします。 

○仮議長（中央公民館長） 

 私のほうで仮議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 船橋市公民館条例施行規則によりまして、委員長、副委員長の任期というのは１年と

決められております。皆様方、委員さんの任期は２年でございますが、施行規則上１年

ということになっております。船橋市公民館条例施行規則第 14条第１項に、委員長及び

副委員長を１名置き、委員の互選により定めるということになっております。これに基

づきまして改めて今年度選出させていただくというものでございます。 

 どなたか立候補あるいは推薦したい方がいらっしゃいましたら、お願いしたいと思い

ます。 

○山中委員 

 もう決まりでしょう。席がそうなっていますから。 

○仮議長（中央公民館長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、ご推薦いただきましたので、昨年度に引き続き、伊藤委員に委員長を、ま

た、副委員長につきましても、昨年度に引き続き、沼波委員に引き受けていただきたい

ということですが、皆様方、よろしいでしょうか。 

（拍手） 

○仮議長（中央公民館長） 

 皆様方のご承認をいただきましたので、決定ということにさせていただきます。あり

がとうございました。 

 それでは、伊藤委員長、改めてご挨拶をお願いします。 

○伊藤委員長 

 ただいまから運審の委員長を仰せつかったということになります。私が委員長で沼波
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さんが副委員長ということで、このメンバーで運審をことし１年務めさせていただきま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 ありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうで進行させていただきます。 

 皆様のご協力によりまして、委員長と副委員長も決まりましたので、ただいまから平

成 31年度第１回中央公民館運営審議会を開催いたします。 

 本日の審議会は７名中７名のご出席をいただいておりますので、船橋市公民館条例施

行規則第 15条第３項の規定によりまして、半数以上の出席ということでございますので、

この会議は成立となります。 

 また、会議の公開につきましては、船橋市情報公開条例第 26条及び附属機関等の会議

の公開実施要綱の規定によりまして、当審議会も原則公開となります。なお、本日、傍

聴者はおりませんでした。 

 それでは、議事に入ります。 

 議事の進行につきましては、船橋市公民館条例施行規則第 15条第２項の規定によりま

して、委員長が議事を整理することとなっておりますので、伊藤委員長、議事進行のほ

うをよろしくお願いしたいと思います。 

 お願いします。 

○伊藤委員長 

 それでは、議事を進めるに当たりまして、31 年度の議事録署名人は鈴木委員にお願い

いたします。 

（鈴木委員 了承） 

○伊藤委員長 

 それでは、議事に入ります。各公民館からの事業計画を中央公民館から順次お願いい

たします。 

○中央公民館長 

 中央公民館のほうから、計画を説明させていただきます。４月１日から６月 26日の計

画になります。 

 まず、青少年の部門ですけれども、「ふなばしハッピーサタデー」ということで、毎月

第３土曜日がハッピーサタデーということで事業を開催いたします。内容につきまして

は、４月 20日（土）から始まりまして、順次行っていくものでございます。 

 ４月 20日は、計画の中に入っておりますけれども、映画会を開催いたしました。定員

が 100人ということでありましたけれども、実際には 52名の方が参加していただいた状

況でございます。こちらの報告につきましては、６月の運営審議会で報告させていただ

きます。参考のために今申し上げさせていただきました。 
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 続きまして、「中央公民館こどもまつり」でございます。６月 15日に開催いたします。

全館挙げてのこどもまつりでございますので、地域の子供たちが大勢集まりまして、各

ブース、各部屋の模擬店も含めまして子供が集まる機会ということでございます。これ

につきましても毎年行っているものでございまして、本年度も６月 15日に行うものでご

ざいます。 

 続きまして、成人の部です。「社会教育関係団体研修会」でございます。社会教育関係

団体につきましては、登録期間が２年でございます。その２年目ということで更新の説

明会あるいは研修会ということで、「社会教育関係団体とは」というところも含めまして、

書類等の提出もございますので、全体の研修会を行ったということでございます。ここ

に書いてございますように、今、社会教育関係団体は 145 団体ございまして、運営審議

会委員の皆様方の意見をいただきまして中央公民館に登録した団体でございます。４月

23 日に行いまして、145 団体のうち 128 団体の出席がございました。都合が悪くて出席

されなかった団体には、書類等を個別にお渡しするような形をとっております。 

 １ページあけていただきまして、次は高齢者の「中央ふれあい学級」でございます。

高齢者学級ということで５月８日から毎月行っていくものでございます。定員 200 名と

いうことで、まだ募集しております。５月８日の開講式から始まり 1 年間行うものでご

ざいます。これは例年の事業でございますが、内容につきましてはいろいろ変えていっ

ている状況でございます。 

 続きまして、「中央地区老人クラブ連合会支援事業」でございます。中央地区の老人ク

ラブ連合会と共催で、６月 11日から３回で事業を行うものでございます。 

 続きまして、その他の部分、「青年教室『若草の会』」でございます。こちらの会は、

市内小中学校の特別支援学級及び特別支援学校を卒業した青少年で構成されているもの

でございます。４月 14日の総会等から始まりまして、１年間行っていくものでございま

す。134名の方が対象者としていらっしゃいます。特別支援学校等を卒業した方々の社会

での仲間づくりということを含めまして１年間行っていくものでございます。 

 続きまして、「子育て広場」です。こちらは子育てに対する知識や経験をさらに増やし

ていただくということで、５月 13日から６月 17日まで５回実施するものでございます。

参加費として 700 円を納めていただく形になります。こちらは、教材費が 400 円、保険

料が 300 円ということで、小さいお子さん、親子ということもありますので、保険を掛

けさせていただいて実施するものでございます。 

 続きまして、「卓球開放」でございます。毎月原則第１水曜日の夜に実施しているもの

でございます。地域の方に卓球を楽しんでいただくということで、夜開放して実施しま

した。４月３日から毎月ということで年間行うものでございます。４月３日につきまし

ては 17名の方がいらっしゃいました。こちらについても次回に報告として出させていた

だきます。 
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 次に、「サンデー・コンサート」でございます。市民文化ホールや中央公民館で活動さ

れている団体の演奏を、地域の方に聴いていただくということで実施するものでござい

ます。４団体が１回ずつ公演を行っていただいて、地域の方に無料で音楽を聴く機会を

設け楽しんでいただくということで、これも例年行っているものでございます。 

 続きまして、「巡回児童ホーム事業」でございます。中央公民館には児童ホームがござ

いませんので、中央公民館に児童ホームから来ていただいて、児童ホーム的なものを行

っていただくものでございます。内容につきましては次ページに書いてございます。 

 続きまして、「出張子育て支援事業」でございます。南部は南本町子育て支援センター

との共催で、子育てに対する支援を行っていくものでございます。内容につきましては

記載のとおりでございます。 

 中央公民館からの６月 26日までの計画は以上でございます。よろしく願いいたします。 

○伊藤委員長 

 それでは、次に、浜町ですか。 

○浜町公民館長 

 浜町公民館の４月１日から６月 26日までの事業計画についてご説明いたします。 

 まず、青少年の部です。「遊びの学校・ハッピーサタデー」ですが、青少年課、湊町地

区スポーツ推進委員との共催をいただきまして、今年度も実施してまいります。まず、

４月 28日（日）のなかよしウォーキングですが、別にその他事業のほうに入れさせてい

ただきましたので、後ほどご説明させていただきます。５月 18日（土）は、湊町地区ス

ポーツ推進委員さんを講師にスポーツ雪合戦を実施いたします。６月 15日（土）は、若

松地区青少年健全育成会さんを講師に、豆腐づくりを実施いたします。 

 続きまして、「海とのふれあい講座 親子海洋教室」ですが、船橋海洋少年団との共催

で、子供たちに三番瀬や東京湾を通じて自然・海について学んでもらう、また、親子参

加ということで親子のふれあい、参加者同士の交流を目的としまして全７回の開催を予

定しております。１回目が６月 23日（日）で、開講式とロープワーク等を学びます。 

 続いて、女性の部に入ります。「女性セミナー」は、生活の課題や教養の向上に関する

学習に取り組み、地域における女性の交流と自立を図ることをねらいとした女性のため

の教養講座でございます。1 回目は６月 19 日（水）、「パドル体操でリフレッシュ！」と

いうタイトルでパドル体操を実施いたします。 

 続きまして、高齢者の部です。「いきいき健康大学」ですが、高齢者の方の健康と生き

がいづくりを目的に、浜町公民館では「いきいき健康大学」の名前で今年度も実施いた

します。１回目は５月 14日（火）で「みんなで歌おう」、２回目は６月 11日（火）でお

なかの健康に関する「健康教室」を実施します。 

 続きまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」でございます。船橋市保健所健康

づくり課と共催事業で、市民同士の支えによる健康づくり、介護予防、生活の質の向上・
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維持を目指します。１回目は４月 11日（木）に実施済みですが、39人の参加がございま

した。２回目を５月９日、３回目を６月 13日に実施いたします。 

 次に、「ふれあい いきいきサロン華の会」でございますが、湊町地区社会福祉協議会

との共催事業でございます。老若男女どなたでも参加ができ、お茶を飲みながら楽しい

ひとときを過ごしていただくことで、高齢者同士の交流や仲間づくりに寄与することを

目的とします。１回目は４月３日に実施済みで、19 人の参加がございました。２回目を

５月８日、３回目を６月５日に実施いたします。 

 続いて、その他の部でございます。まず、「こんさーとin風のまち浜町」は、こんさー

とin風のまち浜町実行委員会、湊町地区社会福祉協議会との共催事業で、年３本のコン

サートを行っております。６月８日（土）開催のコンサートは 40回目となります。 

 次に、「すくすく広場」です。０歳児の親子の交流、情報交換、子育て相談等を実施し

ます。こちらも湊町地区社会福祉協議会との共催事業となっており、４月は 23日に実施

済みでございますが、12 組の参加がございました。２回目は５月 28 日、３回目は６月

25日に実施いたします。 

 次に、「子育て応援講座『おおきくなあれ♪』」です。1歳から３歳児までの親子を対象

として、運動を通じた親子のふれあいや子供の健康について学びます。保健所地域保健

課、西部保健センターとの共催事業で、１回目を６月 20日に実施いたします。 

 次に、「春のふれあいウォーキング」です。湊町地区スポーツ推進委員との共催事業で、

浜町公民館と長津川親水公園を往復し、公民館に帰着後、お昼にカレーを食べて解散と

なります。４月 28（日）に実施いたしますが、現在募集定員 50 名に対し 48 名の応募と

なっております。安全に配慮し、事故のないように実施してまいりたいと思います。 

 次に、「地域交流グラウンドゴルフ大会」です。こちらも湊町地区スポーツ推進委員と

の共催事業となります。５月５日（日）に実施いたしますが、募集 50名が既に定員とな

っており、募集は終了しております。 

 次に、「社会教育関係団体登録説明会」です。４月 27 日（土）に実施いたしますが、

申請書類の作成方法、社会教育関係団体のあり方や公民館の使用方法、注意事項等を研

修の形で行ってまいります。 

 次に、「公民館利用サークルバス研修会」ですが、浜町公民館利用サークル連絡会との

共催で、サークル間の親睦を図る目的で毎年実施しているものです。ことしは５月 29日

（水）に千葉県立関宿城博物館、キユーピー五霞工場の見学を予定しております。 

 最後に、「浜町公民館だより かもめ通信」ですが、年３回、公民館の事業等の案内と

いうことで、7,500部を新聞折り込みで地域の皆様に配布予定でございます。 

 浜町公民館からは以上でございます。 

○伊藤委員長 

 それでは、宮本公民館。 
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○宮本公民館長 

 宮本公民館の４月１日から６月 26日までの事業計画をご説明いたします。 

 初めに、青少年事業です。「ハッピーサタデー」は、地域の子供たちにスポーツや文化

活動に触れる機会を提供し、豊かな心や健全な精神を培うことができるよう地域の団体

と協力して行うもので、１回目は宮本地区社会福祉協議会の協力により、６月８日（土）

にゲーム大会、２回目は宮本地区スポーツ推進委員の協力のもと、６月 15日（土）に軽

スポーツ大会を開催いたします。当初、１回目の開催は５月 25日に予定しておりました

が、近隣の小学校の運動会と日程が重なったことから、６月に変更して実施することと

いたしました。 

 続きまして、成人事業です。「みやもと生涯学習セミナー」は、全４回中３回を開催い

たします。各木曜日に開催し、１回目は６月６日、「語りの世界を訪ねて」として、きり

なし文庫の方を講師に書籍から千葉の歴史と船橋の歴史を紹介いただきます。２回目は

６月 13日、「千葉県の地名の由来」とし、船橋地名研究会会長の滝口昭二先生を講師に、

東総地区を中心に地名の由来についてご講話いただきます。３回目は６月 20 日、「東総

壇林巡り」とし、バス研修を行います。飯高寺の飯高檀林では匝瑳市観光協会のご協力

のもと、日本寺の中村檀林では日本寺の住職にご講話をいただきます。壇林とは、簡単

に言うと僧侶の学校のことで、仏教における学問所があったとのことです。事業計画の

期間外ではありますが、４回目は６月 27日に船橋大神宮を散策する予定です。 

 次に、「音楽講座『フラの世界』」です。こちらは全２回で実施、６月８日と 15日の各

土曜日に行います。フラダンスの歴史を学びながら、すてきな歌と踊りをお楽しみいた

だきます。 

 次に、「スマホ写真講座」です。ページがまたがっています。講師にフォトグラファー

の山崎明子先生をお招きして、全３回、５月 17 日、24 日、31 日の各金曜日に実施しま

す。１回目はスマートフォンのカメラ機能の基礎と技術を学びます。２回目は葛西臨海

公園へ出向き、フォト散歩を行い、３回目は撮影した写真の発表会を行う予定です。 

 次に、「社会教育関係団体登録説明会」は、４月 18 日（木）に実施、宮本公民館の登

録団体 51 団体中 42 団体、51 名が参加いたしました。活動報告書等の記入方法、社会教

育関係団体のあり方、施設利用の注意点等について説明を行いました。 

 次に、「はじめてのスマートフォン講座～シニア向け～」です。４月 25日（木）、本日

ですが、スマートフォンを安心安全に利用していただくために、KDDIの認定講師にスマ

ートフォンを人数分持ってお越しいただき、インターネット検索をしたり、写真や動画

の撮り方を紹介していただきます。また、実際に起こり得る詐欺メールや架空請求への

対処方法も話に組み込む予定です。本日実施をしましたので、これも報告の際にお話し

いたしますが、男９名、女 10名、19名の参加がありました。 

 続きまして、高齢者事業です。「宮本寿大学」は、高齢化社会の中で充実した生活を送
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れるよう健康の保持・増進、歴史・文化などを学ぶ場として、また交流の場として、４

月と８月を除いた月の第３水曜日に開催いたします。１回目は、５月 15日に開校式の後、

ダーツ大会を行います。競技を通じて受講生同士の交流を図ります。２回目は６月 19日、

千葉県生涯スポーツ公認指導員の山岸玲子先生による「楽しく身体を動かそうⅠ」を行

います。椅子に座っていても簡単にできる運動などを行います。 

 次に、「介護予防教室」です。毎月第２水曜日に、宮本在宅介護支援センターとの共催

で健康を維持するためのげんき体操を行っています。１回目は４月 10日に行われました

が、参加者は 34名でした。 

 次に、３ページ目、「ふなばしシルバーリハビリ体操普及事業」です。毎月第４水曜日

に、健康寿命の延伸、介護予防、生活の質の向上を目的とし、保健所健康づくり課との

共催で実施いたします。椅子に座って簡単にできる運動、腰痛や肩こり予防の体操を行

います。１回目は４月 24日（水）に 19名の参加がありました。 

 続きまして、その他事業、「春のグラウンドゴルフ大会」です。峰台小学校の校庭をお

借りして、５月 12 日（日）に宮本地区スポーツ推進委員と共催により実施いたします。

地域住民の交流を図りながら競技を行います。 

 次に、「みやもと三百人劇場」です。質の高い音楽を提供し、地域住民の文化・芸術に

触れる機会をつくるため、５月、７月、９月、11 月、12 月の全５回実施する予定です。

５月 25 日（土）は、「情熱のジャズ＆タンゴ」として、MeiM（メイム）のお二人、黒川

実咲さんと土屋恵さんによるチェロとアコーデオンのすてきな音楽をお楽しみいただき

ます。定員は既にいっぱいとなっております。 

 次に、「宮本地区社会福祉協議会バス研修」です。社会教育課の借り上げバスを利用し

て、４月 16日（火）に実施してまいりました。天候にも恵まれ、鹿島神宮ではボランテ

ィアガイドに１時間 30分、施設内の案内をしていただきました。また、なめがたファー

マーズヴィレッジでは、お芋の工場でお芋菓子をつくる工程を見学いたしました。地域

住民の交流と研修を行ってまいりました。参加者は 42名でした。 

 次に、４ページ目、「宮本卓球開放」です。こちらは通年事業とし、第１・第３火曜日

の夜間に講堂を開放し、地域の皆様に卓球を楽しんでいただいています。 

 次に、「宮本公民館ほんの森」です。通年事業として毎週水曜・土曜日の午後２時から

４時に図書の貸出をしておりす。業務は図書ボランティアの協力を得て行っています。 

 次に、「クリーンアップみやもと」です。毎月第２・第４木曜日に宮本地区の自治会と

一緒に公民館周辺にある公園等の清掃を行うことで、地域の美化に努めるとともに、地

域住民との交流を図ります。 

 次に、「宮の森ギャラリー」です。宮本公民館３階の通路を活用してサークルの作品等

を展示する機会を提供することで、交流と活性化を図ります。昨年度までは文化団体の

みが絵画や俳句などを展示していましたが、今年度からは文化団体だけに限らず、ほか
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の団体も活動状況を模造紙などに書いて展示していただく予定で、サークルにお声かけ

していきたいと思っております。 

 最後に、「公民館報 みやもとかわら版発行」です。本日お手元に配付させていただき

ましたが、１回目は５月８日に１万 3,000 部を発行、地域の町会へ配布し、回覧してい

ただく予定です。５月号では新しい職員の紹介も行い、職員の似顔絵を山中委員に描い

ていただきました。実際にはB4 サイズで各町会に配布させていただく予定です。山中委

員には大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 宮本公民館からは以上でございます。 

○山中委員 

 開館以来ずっとですから、30年以上描いています。 

○伊藤委員長 

 プロなの。 

○山中委員 

 いえいえ。頼まれるからやるだけです。あとは描かないです。 

○伊藤委員長 

 それでは、海神。 

○海神公民館長 

 それでは、資料に基づきまして海神公民館の事業計画（４月１日～６月 26日）につい

て、説明いたします。 

 まず最初に、青少年対象の「ハッピーサタデー事業」です。海神公民館地区の子供た

ちにスポーツや文化活動に参加してもらいことを目的に、全 12回を開催いたします。１

回目は５月 18日、海神公民館で登録、活動されている社会教育関係団体「卓球サークル

KTC」の方々にお願いいたしまして、子供卓球教室を実施いたします。「未来のオリンピ

ック選手を目指せ！」は大げさですが、オリンピック種目であります卓球です。小学生

にはなかなか体験できる場がないということで開催いたします。２回目は昨年と同様に

海神児童ホームでスポーツチャンバラを実施いたします。海神公民館地区の海神小学校、

西海神小学校、海神南小学校の子供たちにチラシを配布いたしまして参加を募っている

ところでございます。ハッピーサタデーの事業は３月までの全 12回の事業を実施いたし

ます。 

 次に、「一輪車教室」です。こちらは一輪車に乗れない子供を中心に、初心者を対象に

実施いたします。６月１日、２日の全２回、海神児童ホームとの共催でございます。 

 次に、「親子いけばな教室」です。昨年に引き続き、文科省の文化芸術振興費補助金事

業となります。いけばなの歴史、道具の使い方などを教わり、基礎から丁寧に伝統文化

のいけばなを学ぶ全９回の事業です。 

 めくっていただきまして、成人対象の「楽しい体験講座」です。社会教育関係団体の
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活性化のために初心者向けに大正琴体験事業を、５月 18日、25日、６月８日の全３回実

施いたします。 

 次に、「社会教育関係団体研修会」です。社会教育関係団体の登録申請方法や今年度の

事業の協力、公民館施設の使用についての説明を中心に行う予定です。 

 次に、「二葉幼稚園家庭教育セミナー」です。船橋市教育委員会が開設しています家庭

教育セミナーの事業として、海神公民館地区にございます二葉幼稚園の副園長に講師を

していただき、１回目は５月 29日、二葉幼稚園で行う全３回の事業でございます。１回

目は子育て相談、靴の選び方等、２回目はリトミック、３回目は絵本作家の方を迎え、

読み聞かせの予定でございます。 

 次に、「シルバー料理教室」です。既に１回目は４月 18 日に行われました。23 名の参

加でした。海神地区社会福祉協議会と共催の全９回の事業でございます。昨年度は平均

25 人ほどの参加があり、メニューもバラエティーに富み、毎回楽しみに参加していただ

いている事業でございます。 

 次に、「シリーズ健康（認知症）講座」です。ここで開催日の日程と講師についての訂

正をお知らせいたします。６月６日と記載がございますが、６月６日、13日、20日、27

日、各木曜日の開催でございます。また、講師は、株式会社コナミスポーツクラブ運動

指導員の方を迎えて行います。健康づくり課との共催で全５回の事業となります。次回

の報告の際に内容は詳しくご報告させていただきます。 

 次に、「海神シルバー体操教室」です。高齢者の健康維持、体力の増進を図り、参加者

同士の交流、仲間づくりを目的とした事業でございます。今年度は前年度と同様で 88名

の申し込みがございました。１回目は明日 26 日の予定でございます。全 12 回の事業と

なります。 

 次に、「海神寿大学」です。１回目の５月 15 日に開講式を行い、ここではピアノコン

サートを行います。２回目は６月 19日ですが、訂正をお願いいたします。空白になって

おります時間は、１回目と同様の 13時 30分～15時となります。また、「市民防災講座」

と記載がございますが、これは防犯講座の誤りでございます。申しわけございませんで

した。防災につきましては 10月を予定しております。「海神寿大学」は全 10回の事業に

なります。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」です。昨年から健康づくり課との共催で、

事前に申し込みが要らない気軽に参加できる事業でございます。初回の４月５日は 31名

の参加でした。全 12回の事業になります。 

 次に、「卓球開放事業」です。こちらも訂正がございます。「年８回」とございますが、

今年度は 11回の開放事業となりました。第１土曜日と記載がありますが、祝祭日の関係

で５月と３月は第２土曜日に変更になっております。また、１月は開放はお休みとなり

ます。問い合わせや参加が多く、昨年の８回から３回増やしまして全 11回となりました。 
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 次に、「親子リトミック教室」です。こちらは海神児童ホームと共催で実施いたします。

子育て中の親子が自由に遊び、情報交換や仲間づくりの場を提供いたします。 

 次に、「ちびっこ広場」です。こちらも備考欄の訂正をお願いいたします。「11 回」と

ございますが、12 回になりました。昨年は５月からの事業でしたが、４月より和室を開

放しまして、親子が自由に遊び、ほかの親子と情報交換や仲間づくりの場所として提供

いたしました。リトミックや読み聞かせなどの全 12回の事業となります。 

 次に、「海神公民館ボランティア活動支援事業」です。今年度も昨年同様に緑のカーテ

ンコンクールへ参加する予定でございます。４月 23日に棚づくりと草取り、清掃を行い

ました。５月はゴーヤの苗が届きましたら植える予定でございます。全 10回の活動を予

定しております。 

 最後になりますが、「海神公民館だより」でございます。５月、10月、３月の全３回と

なります。初回は５月の下旬に新聞折り込みで配布をする予定でございます。 

 海神公民館の事業計画は以上でございます。 

○伊藤委員長 

 ご苦労さまでございました。 

 ４館から、今４月から６月までの計画の説明がございましたが、委員の皆さんから何

かご指摘するようなことがございますでしょうか。 

 沼波さん。 

○沼波副委員長 

 私が聞き落としたのかどうか、宮本の音楽講座「フラの世界」というのは、定員が 300

名となっているのですが、場所はあるんですか。 

○宮本公民館長 

 ２階の講堂で行います。 

○沼波副委員長 

 そのぐらいは入れるんですか。 

○宮本公民館長 

 はい。 

○伊藤委員長 

 ホールが 300人だから。 

○山中委員 

 三百人劇場をやったところですね。 

○沼波副委員長 

 その上になるんですか。 

○伊藤委員長 

 同じところ。 
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○宮本公民館長 

 いつもコンサートを実施しているところで開催いたします。 

○沼波副委員長 

 わかりました。ありがとうございます。 

 でも、すごい数ですね。集まるといいですね。浜町のほうで発表みたいなものをやり

ますね。お祭りのときに。 

○山中委員 

 これは見るだけですね。 

○宮本公民館長 

 今回は学級講座とさせてもらっているので、一応学習要素を含めた形でフラの歴史と

かをご講話していただきながら……。 

○山中委員 

 だから、聞くだけですねと聞いているんです。 

○宮本公民館長 

 そうです。 

○三宅委員 

 踊らないんですね。 

○宮本公民館長 

 踊りもあります。 

○山中委員 

 参加できるかどうかどうかです。 

○宮本公民館長 

 一緒に踊ったりということはないです。 

○沼波副委員長 

 私はそれを想定して、300人で踊れるのかなと思って。 

○三宅委員 

 私もそれを想像していました。 

○宮本公民館長 

 体験はできないです。 

○三宅委員 

 「歌う・踊る」になっているから。 

○山中委員 

 本当は聞くだけ、見るだけではおもしろくないんだよね。 

○沼波副委員長 

 踊れたらね。 
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○三宅委員 

 踊れたらいいですね。 

○山中委員 

 ちょっとでも参加して体を動かせたほうが絶対いいんだけれども、あそこにスペース

があるから、本当だったら半分の人数にすればフロア半分使えるんですよ。 

 一つ上の「みやもと生涯学習セミナー」というのは、参加費 500 円となっていますけ

れども、これは６月 20日だけですか、それとも、４回分通しての 500円ですか。 

○宮本公民館長 

 基本的には６月 20日のバス研修で保険代と、あと、日本寺というところで壇林を見学

させてもらうのですが、住職さんにお電話したところ、住職さんが直接ご説明していた

だくのに、拝観料をとっていないので、拝観料にかわる料金をできたらお支払いいただ

きたいというようなお話があったものですから。 

○山中委員 

 要するにお布施ということね。 

○宮本公民館長 

 はい。一人 300円ずつということで今回は参加費をとらせていただいております。 

○山中委員 

 ここは書くべき場所は、６月 20日のところに参加費というのが入るべきですね。誤解

を招きますから。 

○宮本公民館長 

 そうですね。のみで大丈夫かと思います。あとは保険代も含まれておりますので、こ

こには４回目を載せておりませんが、宮本の大神宮散策というところが含まれているこ

とになります。 

○中野委員 

 同じく宮本さんです。「スマホ写真講座」の参加費 100円というのは、これは印刷代と

かそういうことですか。 

○宮本公民館長 

 こちらも、たしか保険代だったと思います。今回、葛西に行きますので、保険代を徴

収させていただいております。 

○山中委員 

 宮本の 4/4 の真ん中、「クリーンアップみやもと」、これはきれいにすることはとても

いいことなんだけれども、宮本公民館が主体でやって付近の住民が参加してやるという

ことなのか、それとも、自治会に協力を仰いでいるということなんですか。 

○宮本公民館長 

 もともと自治会様のほうが近隣の公園の清掃活動をしていただいた中に、宮本公民館
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の立地的な部分で、公園が目の前と裏手のほうに 2 カ所あるものですから、児童ホーム

を併設している中で、公民館利用の子供たちがそこの公園も含めて公民館みたいな形で

お使いいただいているという部分もあるので、今回は四和自治会様のほうですが、そち

らの公園の清掃活動に宮本公民館が協力をさせていただくという形でお話をさせていた

だきました。 

○山中委員 

 ということは、やっぱり共催事業だよね。きちんと入れておいたほうが、この「クリ

ーンアップみやもと」を見たときに、会長がきっと気を悪くすると思う。あの人は積極

的に夜のパトロールだとか、そういうことをやっているので。 

○伊藤委員長 

 会の名前を入れるわけね。 

○山中委員長 

 やっぱり共催で四和自治会というのを入れたほうが。ほかではいろんなものをきちん

と入れているわけですから。どちらかというと、主体が向こうになっているんでしょう 

。 

○宮本公民館長 

 はい、そうです。 

○山中委員 

 それで、一つ気になるのが、海神公民館さんの 2/6ページの下から２つ目、「二葉幼稚

園家庭教育セミナー」というタイトル。これは今までも毎年ずっとこうやってきていま

したか。二葉幼稚園というのは行ったことありますか。 

 割と昔からある、大きい幼稚園ですよね。 

○伊藤委員長 

 病院の前のね。 

○山中委員 

 これは０歳児から２歳児までのお子さんの親を対象にしたセミナーというのかしら、

公民館としてはどういうかかわりなんですか。 

○海神公民館長 

 まず、こちらが船橋市の教育委員会から家庭教育セミナーの開設ということで、千葉

県が中心となっているのですが、ＰＴＡ、保護者等の方を通してこういった教育機関で

の活動をしていただきたいということでの通知が出ておりまして、そこにこちらの二葉

幼稚園様のほうが申し出ていただきまして、そこで海神公民館も地域にあるということ

で一緒にということになっております。 

○山中委員 

 会場も二葉幼稚園ですよね。 
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○海神公民館長 

 はい、幼稚園になります。こちらの幼稚園と一緒にやるというのは今回が 3 回目でご

ざいます。 

○山中委員 

 何か妙な感じ。公民館の中でセミナーをやって二葉幼稚園の副園長さんが来て、例え

ば、０歳児から２歳児の家庭教育セミナーというのであればすごくわかりやすいのだけ

れども、二葉幼稚園家庭教育セミナーで、会場が二葉幼稚園、講師も二葉幼稚園の副園

長さん、アシスタントする人も恐らく幼稚園の保育士さん。何か釈然としない。 

○伊藤委員長 

 幼稚園の行事になってしまう。 

○山中委員 

 そうなんですよ。しかも私立の幼稚園。それが公民館事業としてこういう形で表現さ

れるのは、果たして適切なのかどうか。 

○伊藤委員長 

 「二葉幼稚園」を。 

○山中委員 

 「０歳児から２歳児のための家庭教育セミナー」にして。タイトルさえ変更すれば、

まあいいんじゃないかなと思います。中身的には、そういう親御さんたちに非常に役に

立つし、海神公民館からも職員さんが行って、公民館の利用を促すこともできるし、ほ

かにも小さい子を対象にこういう企画がありますよということでアプローチできるわけ

だから、意味はあると思うんですよ。 

○三宅委員 

 例えば、よく若松小学校家庭教育セミナーという……。 

○山中委員 

 あれは違うもの、あれは公立の小学校がやるから問題ない。 

○三宅委員 

 公立だからということですか。今回、二葉幼稚園さんが申し出てくれたと言っていま

したけど、そのときに、ほかの小学校が出てくれなかったからここがやってくれたとい

う話を前回聞いた気がするのですが、だからくくりとしては一緒なのではないですか。

違うんですか。 

○山中委員 

 ０歳児から２歳児対象だからね。要するに、就学年齢のやつではないから。 

○伊藤委員長 

 講師とか会場は二葉でいいんですけれども、タイトルのところに私立のものが載って

いるのは、ほかの幼稚園だってできるわけだから、みんなできるんですよ。 
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○三宅委員 

 たしか、そういうふうに話を聞いた気がする。 

○海神公民館長 

 教育委員会のほうからは、ＰＴＡ、保護者等を主体として、小・中・特別支援学校Ｐ

ＴＡ、保護者と市内の幼稚園、認定こども園の保護者等による家庭教育セミナー開設と

いうことでお願いをしている…… 

○三宅委員 

 何回か前の公運審でその話を聞きました。 

○中央公民館長 

 どちらかというと、先に学校等に案内が行って、ＰＴＡとかで家庭教育に関する事業

をやってもらって、地域の公民館等に申し込んで一緒にというような形で最初は行って

います。ですので、それを受けて公民館がやっているような事業ではあります。公民館

自体も消極的な話ではないのですが、地域の学校のＰＴＡの方たちと話をしたり、ＰＴ

Ａの方たちで家庭教育セミナーを一緒にやっていただけませんかというようなところが

あったり、例えばなかなか難しいという話になれば、地域の家庭教育セミナーを、公民

館主体で、必要ですのでということでやっているのが全公民館に行っているようなもの

でございます。ですので、学校は学校としてＰＴＡに行ったりしているので、そこから

申請があったり、地域の公民館に話を持ってきていただいたりということで、ＰＴＡ等

のほうで主体的にやっていただいたりするようなところもございます。 

○山中委員 

 タイトルなんですよ。僕が言っているのはそれなんですよ。家庭教育セミナーは、ほ

かの小学校のやつも全部それでやっておいて、内容でもって宮本小学校だとか何々と。 

○三宅委員 

 全部そうした方がいいと。 

○山中委員 

 そう。 

○三宅委員 

 なるほど。 

○山中委員 

 これは、こんな大きく出しちゃっていたら。 

○伊藤委員長 

 このまま放っておくと、運審は何をやっていたのと。 

 二葉さんはものすごく努力してやってくれて協力者なんだから、悪いことは何もない

の。ただ、段取りをしているこういう会議がということ。 

○山中委員 
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 そうです。 

○伊藤委員長 

 だから、タイトルだけ変えてもらって、あとは応援してくれていることは何も、この

ままでいいことですからね。そこは誤解を招かれないように、直したことが、これは公

のこういう流れなので、ご配慮はしないといけないねということで、それだけです。 

○山中委員 

 そうです。さすがですね、委員長。完璧。 

○伊藤委員長 

 では、そんなことで。 

○中央公民館長 

 はい、ありがとうございます。 

○伊藤委員長 

 ほかにご意見は。 

○沼波副委員長 

 今のところで、定員というのはあるんですか。 

○海神公民館長 

 定員はないです。 

○沼波副委員長 

 なしでいいですかね。 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。 

 では、計画については、これで審議を終わります。よろしくお願いします。 

  

○伊藤委員長 

 次は、関根さんのほうかな。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 皆様、お疲れさまでございました。 

 次回の会議につきまして、ここでご説明させていただきます。６月 27日、木曜日、午

後３時から、中央公民館のこちらの部屋、４階第２集会室で行います。出席をお願いし

たいと思います。 

 以上でございます。 

 

午後５時１７分閉会 

 

                  


