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午後２時５８分開会 

 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 それでは、ただいまから令和元年度第２回中央公民館運営審議会を開催いたします。 

 本日、山中委員より審議会におくれるとの連絡がございました。しかし、欠席の委員

はございません。本日の審議会は現在、委員６名の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、本審議会は成立いたします。 

 また、審議会の公開につきましては、船橋市情報公開条例第 26 条及び船橋市附属機関

等の会議の公開実施要綱の規定によりまして、当審議会も公開となります。 

 本日は、各公民館の事業報告、事業計画のほかに、各公民館より社会教育関係団体の

継続及び新規登録４団体、「市民の力活用事業」の提案が１件ございます。 

 なお、議事のうち、社会教育関係団体の継続、新規登録申請につきましては、船橋市

社会教育関係団体の登録基準に関する基準第４条第２号により審議会の意見を聞くこと

となっておりますので、ご審議をお願いいたします。 

 また、情報公開条例第７条第２号の不開示情報を審議するため、社会教育関係団体の

継続、新規登録並びに「市民の力活用事業」は非公開となります。 

 これより議事に入りますが、議事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、委員長が議長となり、議事を整理すると規定されてお

りますので、委員長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○伊藤委員長 

 それでは、議長を暫時務めさせていただきます。 

 早速ですが、４月１日から６月 26日までの事業報告を各公民館にしていただきます。 

 中央公民館からお願いします。 

○中央公民館長 

 中央公民館から、４月 1日～６月 26 日の事業報告をさせていただきます。 

 初めに、「ふなばしハッピーサタデー」でございます。この期間におきまして、ハッピ

ーサタデーは４月 20日、６月 15日の「こどもまつり」と２回ございました。４月 20日

については映画を実施しました。６月 15日の「こどもまつり」につきましては、その下

に「中央公民館こどもまつり」ということで別に記載させていただいております。当日、

雨ということで、天候が非常に悪い状態で、屋外で行う予定でありました模擬店につき

ましては、公民館の館内で行いました。 

 地域の方々、特に子供たちの交流だとか親子の関係ということで、毎年行っているも

のでございます。今年度も運営のお手伝いに、湊中学校の吹奏楽部の生徒がボランティ

アで協力していただきました。各団体の協力により各コーナーを開催いたしましたが、

そこに一緒について行っていただきました。湊中学校の生徒の評判が非常によく、積極
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的に一生懸命やってくれたということで、各団体の方も非常に喜んでおられました。雨

でしたけれども、成功に終わったというものでございます。 

 続きまして、「社会教育関係団体研修会」でございます。４月 23 日に行いました。団

体数については、登録予定の２団体含め、147団体のうち 128団体の参加があり、登録申

請等についてご説明をいたしました。 

 続きまして、高齢者の部です。「中央ふれあい学級」でございます。この期間について

は２回開催いたしました。開講式から始まりまして、５月、６月と実施いたしました。

内容については記載のとおりでございます。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」でございます。４月 17 日から毎月とい

うことで行っております。参加者数については記載のとおりでございます。 

 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。１回目、２回目と

いうことで、６月に行われました。参加者人数が記載してございません。お手数ですが

記載をお願いいたします。６月 11 日、全体で 53 名、男 21 名、女 32 名でございます。

６月 21日、全体で 116名、男 46名、女 70名でございます。 

 続きまして、その他の部「青年教室『若草の会』」でございます。こちらは、市内の小

中学校の特別支援学級及び特別支援学校を卒業した方々で構成されているものでござい

ます。４月 14 日の総会・新入会員歓迎会を含め、年間９回実施するものでございます。

内容につきましては、記載のとおりでございます。参加者人数ですが、４月 14日の内訳

が間違ってございます。訂正をお願いいたします。全体で 134 名は変わりませんが、男

99名、女 35名でございます。大変申しわけございません。 

 続きまして、「子育てひろば」でございます。子育ての知識や経験などを、親子で来て

いただいて、そこで学んでいただくというところでございます。５回実施いたしまして、

内容については記載のとおりでございます。参加者の感想といたしましては、「身近なも

のを使った各種の遊びで親子がいつの間にか引き込まれていって、楽しく過ごすことが

できた」、また「親子の触れ合い、あるいは母親同士がグループになっていろいろな情報

の交換ができた」と、いろいろ得るものが大きかったということで５回を終了したもの

でございます。 

 続きまして、「卓球開放」でございます。毎月第１水曜日に開催しているものでござい

ますが、利用者につきましては記載のとおりでございます。 

 続きまして、「サンデー・コンサート」でございます。５月 19日に実施いたしました。

こちらは市民楽団の４団体が毎年各１回ずつ開催していただくものでございます。人数

については記載のとおりでございます。 

 続きまして、「巡回児童ホーム事業」でございます。こちらの地域に児童ホームがない

もので、公民館に来ていただいて、児童ホームを開設していただいているものでござい

ます。内容については記載のとおりでございます。こちらも人数の訂正がございます。
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５月 17 日、合計 57 名となっておりますが、29 名に訂正してください。申し訳ございま

せん。 

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

ーとの共催で実施しているものでございます。子育て支援センターで行っているサービ

スの一部をこちらに来てやっていただいているものでございます。内容については記載

のとおりでございます。 

 中央公民館からは以上でございます。 

○伊藤委員長 

 それでは、浜町公民館、お願いします。 

○浜町公民館長 

 浜町公民館の４月１日から６月 26日までの事業報告をさせていただきます。 

 まず、青少年の部、「遊びの学校・ハッピーサタデー」ですが、全 12 回のうち３回目

までを実施いたしました。内容は記載のとおりですが、第１回目の「なかよしウォーキ

ング」につきましては、子供の参加者が５名と少し参加者が少ない結果となってしまい

ました。ゴールデンウイークに入ったばかりということも参加に影響があったのかなと

考えております。後ほどご報告いたします「春のふれあいウォーキング」とあわせて実

施したということもありますけれども、次回は日程のほうは考えていきたいと思ってお

ります。 

 続いて、「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た全７回の講座で、第１回目

を６月 23 日に実施いたしました。募集定員、親子 20 組 40 名に対し、16 組 37 名の申し

込みがあり、第１回目は当日欠席が出まして、14組 30名、男 17名、女 13名の参加がご

ざいました。資料のご記載のほうをよろしくお願いします。 

 なお、参考のご報告になりますけれども、当日はＪ:ＣＯＭ、ケーブルテレビの取材が

ございました。放映は６月 24日に終わってしまいましたが、ご報告させていただきます。 

 また、これも参考のご報告ですけれども、市の広報の子供記者さんが参加者におりま

して、この講座について取材をしたいとの申し込みを受けております。当日は、千葉海

上保安部さんに海の安全についてお話をしていただきましたが、この海上保安部さんの

ほうに取材をしておりました。 

 続きまして、女性の事業です。「女性セミナー」ですが、募集定員 45 名に対し、89 名

の申し込みをいただきまして、抽選により受講者を決定いたしました。全８回の講座で、

第１回目は残念ながら欠席が出まして、39 名の出席となりました。内容のほうは記載の

とおりでございます。 

 次ページにいきまして、高齢者の部、「いきいき健康大学」ですが、全 10 回の講座の
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うち第１回目、２回目を実施いたしました。募集定員 150 名で、随時募集を受け付けて

おりますが、第２回目が終了した時点では 129名の申し込みをいただいております。 

 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

づくり課と共催で月１回、全 12 回のうち３回を実施いたしました。定員 80 名となって

おりますが、事前申し込みは不要で、直接公民館に来ていただくようになっております。

参加数は資料に記載のとおりでございます。 

 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。当日は自由参加となっております。参加者等は資料のとお

りでございます。 

 続きまして、その他事業になります。「こんさーと in 風のまち浜町」ですが、地元出

身在住のシンガー、恭子さんのコンサートを開催いたしました。ちょっとお天気がよく

なかったため、お客様の入りを心配しましたが、121名のご来場をいただきました。来場

者からは、「歌声に心が洗われる思いだった」「ぬくもりのあるコンサートだった」等の

言葉をいただいておりまして、ご来場の皆様には楽しんでいただけたのかなと思ってお

ります。 

 次に、「すくすく広場」ですが、湊町地区社会福祉協議会との共催事業で、月１回、全

12 回の実施で、今月までに３回実施いたしました。６月 25 日の第３回目は 18 組 36 名、

男７名、女 29名の参加でございました。年月日の欄の天気は晴れでございます。恐れ入

りますが、資料へご記載をお願いいたします。 

 続いて、「子育て応援講座『おおきくなぁれ♪』」ですが、保健所地域保健課、西部保

健センターとの共催事業で、第１回目を６月 20日に実施、参加者は 13組 26名でござい

ました。 

 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、

44名の申し込みがあり、当日、体調不良等により欠席が出まして、38名で実施いたしま

した。なお、参加者 38名には先ほど報告いたしましたハッピーサタデー「なかよしウォ

ーキング」の５名を含めての参加人数となっております。怪我や気分が悪くなった等の

方も出ずに、全員が歩き切ることができまして、楽しいウォーキングとなりました。次

は秋に予定をしております。 

 次に、「地域交流グラウンドゴルフ大会」です。募集定員 50 名の申し込みがありまし

たが、当日、体調不良により１名が欠席、49 名の参加者で実施いたしました。参加者の

皆さん、楽しくプレイされておりまして、ご高齢の方に人気のスポーツであることがよ

くわかりました。 

 次に、「社会教育関係団体登録説明会」ですが、浜町公民館での登録団体の研修会とい

うことで、社会教育関係団体登録申請書の作成、サークルのあり方、公民館利用の注意

事項等のお話をさせていただきました。45団体の参加がございました。 
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 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。今年度は５月 29日

に、千葉県立関宿城博物館、キユーピー五霞工場の見学をしてまいりました。 

 最後に、「浜町公民館だより かもめ通信」でございます。１カ月おくれとなってしま

いましたが、お手元にお配りさせていただきました。５月に 7,500 部を発行いたしまし

て、主には今年度の事業計画、サークルのご紹介をさせていただきました。 

 浜町公民館からは以上でございます。 

○伊藤委員長 

 宮本公民館、お願いします。 

○宮本公民館長 

 宮本公民館の４月１日から６月 26日までの事業報告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、両日とも宮本児童ホームに協力を

いただき、児童ホーム体育室で実施しております。１回目は６月８日（土）、宮本地区社

会福祉協議会の協力のもと、ゲーム大会を行い、参加者 63名、男 26名、女 37名でした。

２回目は６月 15 日（土）、宮本地区スポーツ推進委員の協力のもと、軽スポーツ大会を

行い、参加者 16名、男７名、女９名でした。 

 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回を実施、

６月１日から定員 38 名で募集をしました。１回目は６月６日（木）、きりなし文庫の川

瀬紀子先生に「語りの世界を訪ねて」とし、書籍から千葉の歴史と船橋の歴史を紹介い

ただきました。参加者 36名、男 12名、女 24名でした。２回目は 13日（木）、船橋地名

研究会会長の滝口昭二先生に、千葉県の地名の由来について、主に東総地区を中心にご

講話いただきました。参加者は 35 名、男 10 名、女 25 名でした。３回目は 20 日（木）、

バス研修で「東総壇林巡り」として、多古町の日本寺と匝瑳市の飯高寺へ古刹の壇林を

見学しに行きました。参加者数欄が抜けております。ご記入をお願いいたします。天候

は晴れ、参加者 34 名、男 10 名、女 24 名でした。４回目は６月 27 日、本日行っており

ます。船橋大神宮境内をめぐります。 

 次に、２ページ目、「音楽講座『フラの世界』」です。１回目は６月８日（土）、参加者

107 名、男 15 名、女 92 名でした。２回目は 15 日（土）、参加者 78 名、男 23 名、女 55

名でした。この日は天候にも恵まれず、参加者人数が大分落ちてしまったところでござ

います。 

 次に、「スマホ写真講座」は全３回で開催、全て金曜日で５月 17日、24 日、31日と開

催しました。スマートフォンのカメラ機能向上により、うまく使いこなせるよう、撮影

する際のスマートフォンの構え方や、意識すべき心構えなどを学ぶことができました。

参加者数は表のとおりです。 

 続きまして、３ページ目、「社会教育関係団体登録説明会」は、４月 18 日（木）に実
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施、42団体、51名の参加がありました。 

 次に、「初めてのスマートフォン講座～シニア向け～」は、実際にスマートフォンに触

れながらの講座となり、インターネットの使い方や写真の撮り方、撮った写真の見方な

どを学べる有意義な講座となりました。参加者は 19名、男９名、女 10名でした。 

 続きまして、高齢者事業です。「宮本寿大学」は、４月と８月を除いた第３水曜日、全

10回中１回目と２回目を開催、５月 15日は開校式と「ダーツを楽しもう」を実施。参加

者は 57名、男 16名、女 41名でした。６月 19日は「楽しく身体を動かそうⅠ」を実施、

参加者数欄等が抜けております。ご記入をお願いします。天候は晴れ、参加者は 48 名、

男９名、女 39名でした。 

 続きまして、４ページ目、「介護予防教室」は、原則毎月第２水曜日に在宅介護支援セ

ンターとの共催で、「げんき体操」を行っています。参加人数は表のとおりです。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操普及事業」です。こちらは、原則毎月第４水曜

日に、保健所健康づくり課との共催で、参加者数は表のとおりです。６月 26日（水）だ

け参加者数欄等が抜けております。天候は晴れ、参加者は 26 名、男２名、女 24 名でし

た。 

 次に、その他事業です。「春のグラウンドゴルフ大会」は、宮本地区スポーツ推進委員

と共催で、５月 12 日（日）に峰台小学校のグラウンドで実施。参加者は 49名、男 24名、

女 25名でした。 

 続きまして５ページ目、「楽しく元気に歩こう」です。こちらも宮本地区スポーツ推進

委員と共催で、６月 23日（日）に実施。船橋大神宮を出発し、海老川沿いを健康のため

に歩きました。参加者数欄が抜けております。ご記入をお願いいたします。天候は曇り、

参加者は９名、男２名、女７名でした。こちらの事業は前回の公運審で事業計画として

掲載をしていなかったものです。この場をかりておわび申し上げます。 

 次に、「みやもと三百人劇場」です。５月 25日（土）、「情熱のジャズ＆タンゴ」、参加

者数 297名、男 89名、女 208名でした。 

 次に、「宮本地区社会福祉協議会バス研修」です。参加者数は表のとおりです。 

 次に、「宮本卓球開放」です。毎月、第１・第３火曜日の夜に講堂を開放、６月 18 日

までの合計参加者数の記入をお願いいたします。参加者数は 66名、男 42名、女 24名で

した。 

 続きまして６ページ目、「宮本公民館ほんの森」です。水曜日と土曜日の午後２時から

４時で、図書ボランティアの協力により図書の貸し出し、返却業務を行っています。５

月までの利用状況は表のとおりです。 

 次に、「クリーンアップみやもと」は、毎月第２・第４木曜日に宮本四和自治会の共催

で、近隣公園等の美化活動に努めています。 

 次に、「宮の森ギャラリー」は、宮本公民館３階の通路を活用してサークルの作品等を
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展示する機会を提供しています。 

 最後に、「公民館報 みやもとかわら版発行」は、表のとおりです。 

 宮本公民館からは以上です。 

○伊藤委員長 

 それでは、海神公民館、お願いします。 

○海神公民館長 

 海神公民館の４月１日から６月 26日までの事業報告をさせていただきます。 

 青少年「ハッピーサタデー」です。５月 18 日（土）、子供卓球教室は初めての企画で

したが、卓球に興味を持ち、楽しく１時間半、講師の指導のもと頑張っていました。初

心者、中級者にクラス分けをしての指導により、参加者が皆さん楽しんでいるように見

えました。これからのオリンピック競技でもある卓球に興味を持ち、将来の選手を目指

していただければと思っております。６月８日（土）、「スポーツチャンバラ」は、装具

を使って楽しむチャンバラです。ルールの説明を受けて、基本打ちを練習し、試合を行

いました。低学年も高学年もそれぞれ楽しんでいました。個人戦とチーム戦を行ったた

め、最初から最後まで集中して参加していました。 

 次に、「一輪車教室」です。児童ホームとの共催事業で、全２回のうち２回が終了いた

しました。定員に達する申し込みがありました。一輪車協会の講師のもと、大半はサポ

ートなしで乗れるようになり、全く乗れなかった子も、片手を壁につけて乗れるように

なっていました。 

 次に、「親子いけばな教室」は継続事業です。全９回のうち２回を実施いたしました。

定員を超える申し込みがありました。生け花の基礎から学び、最終的には一人で生けら

れるようになることを目指しております。親子対象となっておりますが、子供のみの参

加も受けております。６月 22日は晴れで、男性１名、女性 18名、全 12組の参加となり

ました。 

 次に、成人事業、「楽しい体験講座 ～大正琴～」です。こちらは４名の申し込みがご

ざいました。サークルの方々のきめ細やかな指導を受け、最終日には「荒城の月」の合

奏ができるようになり、大正琴を楽しむ機会となったようです。 

 次に、「社会教育関係団体研修会」は、社会教育関係団体の登録の申請に関する書類作

成の説明を行い、海神公民館の利用に当たって、公民館を多くの方々により気持ちよく

利用してもらうために、協力やサークルの活動を図るためになどの説明をいたしました。

社会教育関係団体報告書の作成方法を説明するとともに、公民館での活動のあり方、利

用についての再確認をして、とても有意義な研修会になりました。 

 次に、「二葉幼稚園家庭教育セミナー」です。こちらは前回、セミナーの名についてご

指摘がございましたが、事業の開催は船橋市教育委員会社会教育課に申請を行い、許可

が出ているものでありまして、社会教育課に確認をしたところ、「二葉幼稚園家庭教育セ
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ミナー」という名での開催で問題がないということでございました。こちらは平成 29年

度にも同様のセミナーを開催しておりまして、家庭教育セミナーのまとめの冊子等にも

掲載されております。また、５月 29 日に行われたセミナーには、親子 50 名の参加があ

り、二葉幼稚園の職員、二葉幼稚園に通園している児童の保護者の協力のもとに、「離乳

食の食べさせ方」「靴の選び方」などの指導の説明がございました。 

 次に、高齢者「シルバー料理教室」全９回中の３回を実施いたしました。４月、５月

は記載にあるようなメニューでございました。６月 20 日は晴れで、男性 13 名、女性 13

名、計 26名の参加となりました。「じゃがいもとベーコンの煮合わせ」「ツナとわかめの

サラダ」「オクラととろろ汁」をつくりました。 

 次に、「シリーズ健康（認知症）講座」は全５回中の３回を実施いたしました。認知症

についての講義と柔軟体操や頭の体操と軽い運動を行い、６月 20日は晴れで、男性２名、

女性 16名、計 18名の参加でした。 

 次に、「海神シルバー体操教室」は、全 12 回のうち２回を実施いたしました。健康管

理士、一般指導員を講師に、体操やダンス、歌を歌うなど生涯自立の生活を送ることを

目標に実施しております。 

 次に、「海神寿大学」は全 10 回のうち２回終了いたしました。定員 150 名には満たな

かったものの、118 名の申し込みがございました。開講式では、ピアノとバイオリンのコ

ンサートを行い、クラッシックはもとより最近の朝ドラの主題歌のメドレーなどの演奏

があり、１年間のよいスタートとなりました。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、多くの参加者が出席しております。

事前の申し込みもなく、気軽に自由に参加できるのが人気の理由だと思います。「海神シ

ルバー体操教室」と両方参加している方も多いです。 

 次に、「卓球開放事業」です。当日、自由参加できる教室で、気軽に卓球を楽しむこと

ができるので人気の事業の一つです。 

 次に、「親子リトミック教室」です。海神児童ホームとの共催事業です。多くの申し込

みがあり、人気の事業であります。いろいろな楽器に触れながら、親子の笑顔あふれる

楽しい事業となりました。備考に１／１とありますが、こちら、１／２に訂正をお願い

いたします。９月に２回目を行う予定でございます。申しわけございませんでした。 

 次に、「ちびっこ広場」は 12回のうち３回を実施いたしました。６月 26日（水）は晴

れで、男性５名、女性９名、14名の方が参加されました。とても人気の事業です。 

 「海神公民館ボランティア活動支援事業」は、計画では年 10回の活動としており、「緑

のカーテンコンクール」への積極的な参加のため、ゴーヤの棚づくりや、苗植え、水ま

きを行っております。また、庭の草取りなどの美化活動を行っております。 

 最後に、「海神公民館だより」は、年３回の発行のうち、１回を５月 26 日に発行いた

しました。年間の公民館事業の紹介やサークルの紹介を中心に掲載し、１万 2,500 部を
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新聞折り込みで配布いたしました。 

 海神公民館事業の報告は以上でございます。 

○伊藤委員長 

 ありがとうございました。 

 ４館が終わったところで、委員の皆さんからご質問、内容等について何かございまし

たらお伺いしたいと思います。 

○山中委員 

 遅くなって申しわけございません。会議があったものですから。 

 それで、宮本と海神さんにお尋ねします。どうしてなんだろうなと。高齢者の健康体

操というか、いろいろ言い回しがありますけれども、宮本の場合「介護予防教室」と、

それから「ふなばしシルバーリハビリ体操普及事業」、この数字を見ていると定員は 40

名で両方同じです。こちらは第２の水曜日ですか。それとこちらが第４水曜ということ

で、同じ水曜日で、天候も似たり寄ったりといった感じですけれども、参加者人数の差

異がちょっとあるなと。「介護予防教室」は男２、１、２、「シルバーリハビリ体操」の

ほうは１、１、２ということで、この参加された男の方は恐らく同じ方なのかなと想像

してしまいましたけれども、このあたりどうですか。 

○宮本公民館長 

 参加者が同じかどうかまでは、ちょっと記憶が定かではないです。 

○山中委員 

 そうですか。在宅介護支援センターのものは随分前からやっているわけですけれども、

来られたときに、来られた方の名前を登録されているんですよね。 

○宮本公民館長 

 その都度の申し込みで、その日ごとでの受け付けという形になっていると思います。 

○山中委員 

 そうだよね。同じように「ふなばしシルバーリハビリ体操」もそうですよね。 

○宮本公民館長 

 はい。 

○山中委員 

 ということはつけ合わせすればすぐわかることですよね。 

○宮本公民館長 

 はい。 

○山中委員 

 それと、海神さんもほぼ同じだろうと思いますが、こちらのほうは差異がもう少しあ

るのかな。「海神シルバー体操教室」という酒井先生のほうは、参加費 300 円なんだけれ

ども人数が多くて、下の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」、これは無料なのに 31
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名、31名、20名で、「海神シルバー体操教室」は 59名、66名ということ。恐らく参加さ

れている方は重複の方がかなりいらっしゃると思いますけれども、重複の方がいらっし

ゃればいらっしゃるほど、宮本の場合と海神の場合と「ふなばしシルバーリハビリ体操」

がなぜかもう一つのものと比べると人気がないなと。ここから見始めたものですから、

その前はちょっとわからないのですが、何か思い当たるふしがございますか。 

○海神公民館長 

 「海神シルバー体操教室」のほうは、かなり昔からやっている事業で、この指導員の

方の体操がちょっと魅力的というか人気があるということをお聞きしております。それ

で、参加費というのは保険代ということでいただいておりまして、毎回楽しみにしてい

る方が多いようです。ただ、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」のほうは、いつでも

自由参加ということで、予定をしていない方が多く来れる日には来れるというようなこ

とで、参加のばらつきがあるのかと思われます。 

○山中委員 

 何かわかったような、わからないような……。 

 酒井先生のやつは昔からやられていて、一定の人気があるなと毎回の報告で感じてい

るんですけれども、シルバーのほうが、宮本でも海神でもほかのものと比べて低い。も

しリピートの人が多いとすれば、かなり近い数字になるはずではないかと思うんですよ

ね。しかも男の参加が圧倒的に少ないですけれども、これはしょうがないとして、この

点、シルバーリハビリ体操教室の方は何かおっしゃっていますか。あっちのほうには結

構来るけれどもこっちには少ないみたいな、よそはよそで全然情報がないとか。 

○宮本公民館長 

 そうですね、曜日も第２・第４ということで、昨年度はちょっとかぶってしまうよう

な状況があったりして、今年度はこちらのほうからの提案で第２・第４に変えさせてい

ただきました。もしかしたらその変えたことでの影響も多少参加者に出ている可能性は

あるかもしれないですけれども、公民館側としては、ロビーの中に同じような形で周知

はさせてもらっております。ただ、お互いに情報共有はしているわけではないので、参

加者の関係について、こっちが少ないね、あっちが多いねというところに関してまでは、

特に何か言っているということはございません。自由参加というところもあるので。 

○山中委員 

 今、高齢化がどんどん進んできていますでしょう。だからこういう事業というのはす

ごく意味のある事業だし、ましてや参加者が多くなれば、それだけロコモティブ症候群

予防にもなるわけだし。だから、やりますからというのでその団体に任せっ切りで情報

共有も関係ない、もうどうぞご勝手にということだけではなくて、例えば、僕は一時は

宮本の介護予防教室は参加していたんですよ。メニューの問題と内容、そういったもの

の魅力の差があるのか、そこら辺のところはどうお感じになるのか。少しでもリハビリ
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のほうが高いというのなら別だけれども、どちらかというと市が主導でもってやり始め

ているでしょう。それなのに、そうでないところのほうが魅力があるというのは、メニ

ューのリニューアルじゃないけれども、バージョンアップさせることもアドバイスとし

て公民館側からあっていいのではないかなというのが印象としてありました。勝手なこ

とを言ってます。すみません。 

○伊藤委員長 

 男の人がやたらに少ないね。 

○山中委員 

 そうなんですよ。 

○伊藤委員長 

 あきらめちゃってるのかな。女性のほうが熱心なんだもの、全然。 

○山中委員 

 全てにおいて女性のほうが熱心。ただ、不思議なのが海神の「シルバー料理教室」で

す。今回は男性と女性が拮抗しちゃったね。以前は男性がもっと多かったですけれども。 

 いずれにしても、男性は全体的に参加が少ないです。これだけではなくて、サークル

もそうですよね。サークル全体でいったときでも、男性が多いところもあるけれども、

例えば囲碁であったりとか、将棋であったりとか、あるいは刻字であったりとか、何か

男好みのものは。でも、圧倒的に女性好みの団体が多いですものね。 

○伊藤委員長 

 では、よろしいですか、きょうはまだいっぱいあるので。 

○中野委員 

 すみません、一つだけいいですか。社会教育関係団体の登録申請が今回ございました

が、全体としては、やはり何回か新しい申請もありますので、増えている方向ですか。

それとも、高齢化というのもあるので、その辺は……。 

○中央公民館長 

 中央で言うと、２年更新ですけれども、２年前に継続申請をしていただいたのも 145

団体、今回も 145 団体です。やはり解散のところもございます。新規が中央で言うと、

この２年間に皆様方に審査していただいたのが６件、解散も同じく６件ありました。解

散するときには解散の届け出をいただきます。そうすると、やはり高齢で存続が難しく

なってきましたというのがほとんどでございます。どうしてもずっと続けていても全体

的に高齢になってきます。大勢いるところよりも、一桁ぐらいの人数のところが、ある

程度リーダー的な人が高齢でできなくなってくると、減少します。存続は難しいという

話になりました、というようなことが多いです。 

○中野委員 

 全体の数としては、大体同じぐらいの数で来ているという感じですね。 
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○中央公民館長 

 そうです。 

○中野委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

○山中委員 

 例えば、今回（資料を）いただいていますよね。この１年間で新規で入ってきたとこ

ろに網を入れるとか、ついでに消滅したところ、どういうところが消えたかというのも、

参考資料としてご提示いただけると大変ありがたいなと思います。 

 ほかの公民館も大体似たり寄ったりという感じですか。 

○伊藤委員長 

 全体のほうはまた後で出てきますから、事業報告のところはこれで終わりにして、計

画のほうに入ります。 

 それでは、また中央公民館からお願いします。 

○中央公民館長 

 中央公民館から６月 27日から９月 25日までの公民館事業の計画をご報告します。 

 まず、「ふなばしハッピーサタデー」事業でございます。内容につきましては、記載の

とおりでございます。３回目から６回目ということで、順次行ってまいります。 

 次に、「サイエンスファンタジー」ということで、７月 20 日に行うものです。非常に

活発に行われる事業でございまして、県立船橋高等学校の「たちばな理化学会」という

サークルの生徒たちが来て、いろいろなコーナーをつくっていただいて、そこに参加者

が来て体験をしていただくというもので、化学について、午前中、午後と 40 名 40 名で

実施するものでございます。毎回大勢の方が来て、高校生が参加者を教えていくという

ようなことで、非常に中身が濃いと感じている事業でございます。 

 続きまして、次のページになります。「夏休み子ども卓球教室」です。卓球を通して、

子供たちの経験と育成を図るということで実施するものでございます。社会教育関係団

体２団体の協力を得まして実施してまいります。 

 次に、「読書感想文講座」でございます。こちらも３年生から６年生を対象に、夏休み

期間中に感想文の書き方ということを実施するものです。 

 次に、「中学生ボランティア養成講座」でございます。船橋市社会福祉協議会と共催で

実施するもので、２日間にわたりボランティアというものに対して学んでいただくとい

うものでございます。 

 続きまして、「こども将棋教室」です。将棋の魅力、日本古来のものでので、それを学

んでいただく、覚えていただくというもので、夏休みに行うものでございます。以前、

委員さんのほうから、夏休みに２つやって、夏休みで全部終わってしまうのはというこ

とだったので、夏休みに全部終えるのではなくて、９月にずらしたのですが、夏休み期
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間中に全て実施したほうがいいというご意見をいただきまして、将棋につきましても夏

休み期間中に実施するということで日程調整をして実施するものでございます。 

 続きまして、「はじめての手話講座」ということでございます。今後ボランティアも含

めまして、例えばパラリンピックもやってまいります。そういうことで、初心者向けの

手話講座を開催するものでございます。 

 続きまして、高齢者の「中央ふれあい学級」です。年間 10回のうち３回目、４回目を

実施するものでございます。 

 続きまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」です。年間 12回のうち、４、５、

６回を行うものでございます。 

 その他の部分です。「青年教室『若草の会』」でございます。先ほど報告もさせていた

だきましたけれども、特別支援学級、特別支援学校を卒業した方々を対象に実施するも

のです。９回のうち３回目、４回目を実施するものでございます。 

 続きまして、「卓球開放」です。これは毎月やっております卓球開放につきまして行う

ものでございます。 

 続きまして、「サンデー・コンサート」です。８月 25 日に年４回を考えているうちの

２回目を実施す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。年９回のうちの７月、９月と行う

ものです。 

 続きまして、「出張子育て支援事業」でございます。こちらも報告をさせていただいた

ものの続きでございまして、年間 11回のうちの４回目、５回目ということで、南本町子

育て支援センターと共催で実施するものでございます。内容については記載のとおりで

す。 

 以上でございます。 

○伊藤委員長 

 それでは、浜町公民館、お願いします。 

○浜町公民館長 

 浜町公民館の６月 27日から９月 25日までの事業計画をご説明申し上げます。 

 まず、青少年事業です。「遊びの学校・ハッピーサタデー」ですが、すみません、先に

資料の訂正をさせていただきます。備考欄は 3/12、4/12、5/12となっておりますが、申

しわけありません、４回、５回、６回でございます。ご訂正のほうをお願いいたします。 

 ご報告に戻ります。「遊びの学校・ハッピーサタデー」ですが、全 12 回のうち第４回

目「ペットボトルロケットづくり」を７月 13日に、第５回目「水鉄砲づくり」を８月 17

日に、第６回目「ボードゲーム」を、これは内容、定員等の詳細は、これから若松地区

青少年健全育成会さんと詰めてまいりますが、９月 21日に予定しております。 

 続きまして、「海とのふれあい講座 親子海洋教室」は、全７回のうち、第２回目を船
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橋海浜公園での「バードウォッチング」を７月 14 日に、第３回目「海と船の教室」を８

月 25日に、これは東京海洋大学にお邪魔しまして、学生さんたちにお話を聞くような内

容となっております。第４回目、「ハゼ釣り」は、船橋市漁港協同組合の前で行いますが、

９月 15日に予定しております。 

 続きまして、「小学生落語教室」ですが、プロの落語家さんの解説と落語を聞きまして、

また、日本伝統芸能のすばらしさに触れてもらうことを目的に、若松小学校４年生を対

象に授業時間内に行います。講師は船橋市在住の落語家、三遊亭圓福さんをお願いして

おります。 

 次ページになります。成人事業です。「若松小・中学校家庭教育セミナー」ですが、若

松小学校後援会、若松中学校後援会との共催事業となります。全３回の実施で、第１回

目は７月９日に災害時に役立つロープワークとＡＥＤ講習を若松小学校で実施いたしま

す。 

 続いて、女性の事業です。「女性セミナー」は、全８回のうち第２回目を７月 17 日、「人

生 100 年時代～心をゆたかに生きるために～」とのタイトルで麗澤大学大学院准教授、

川久保剛先生に講師をお願いし、お話をしていただきます。第３回目は９月 18 日、「使

える、役立つメディカルアロマ」と題しまして、アロマのお話とアロマづくりを行って

まいります。 

 続いて、高齢者の事業です。「いきいき健康大学」ですが、全８回のうち、第３回目を

７月９日に歴史愛好家の井上正記先生に講師をお願いし、「江戸の地域社会を支えた町火

消」についてのお話をいただきます。第４回目は９月 10 日になります。健康講座を予定

していますが、テーマ等の詳細は未定でこれから詰めてまいります。 

 次に、「ふれあいいきいきサロン 華の会」です。湊町地区社会福祉協議会との共催事

業で、全９回のうち第４回目を８月 14日に、第５回目を９月４日に実施いたします。 

 続いて、その他の部になります。「音楽フェスティバル」は、近隣小学校の小中学校の

音楽発表と交流の場を設けるとともに、音楽を通して地域住民の潤いあるくらしと豊か

なまちづくりに役立てることを目的に、湊町地区社会福祉協議会さんとの共催で、７月

７日に実施いたします。ことしが２回目の実施となります。当日は湊中学校、若松中学

校、湊町小学校、南本町小学校が参加いたします。また、この「音楽フェスティバル」

のポスター、チラシですが、湊中学校美術部の生徒さんがデザインされております。当

日は、音楽部だけでなく美術部さんも参加いたしまして、美術部員さんが描いたデザイ

ン画のほうも展示をあわせて行ってまいります。 

 次に、「みんな de ラジオ体操」は、湊町地区スポーツ推進委員との共催で毎年行って

おります。８月の毎週土曜日、４回実施いたします。 

 次に、「すくすく広場」ですが、湊町地区社会福祉協議会との共催事業で、全 12 回の

うち、第４回目「ベビーマッサージ」を７月 23日に、第５回目「身体測定、栄養士講話、
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手形・足型スタンプ」を８月 27日に、「親子でリトミック」を９月 24日に実施いたしま

す。 

 次に、「子育て応援講座『おおきくなぁれ♪』」は、保健所地域保健課、西部保健セン

ターとの共催事業になりますが、第２回目「心理士のさんのおはなし」を６月 27日、本

日ですが、これはもう実施いたしました。 

 次に、「卓球台一般開放」です。７月 28日の日曜日、12時から 15時で実施いたします。

開催については、とりあえず決まっているのは１回だけですけれども、一応空いてる施

設の有効活用ということで考えておりますので、体レク室のほうの空き状況を見ながら

不定期開催とはなりますが、次回また実施していきたいと思っております。 

 次に、「浜町公民館だより かもめ通信」の発行ですが、年３回発行のうち２回目を９

月に予定しております。内容といたしましては、公民館文化祭のご案内、プログラム等

を紹介する予定でおります。7,500 部を発行予定でございます。 

 浜町公民館からは以上でございます。 

○伊藤委員長 

 では、宮本公民館、お願いします。 

○宮本公民館長 

 それでは、宮本公民館の６月 27日から９月 25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「ハッピーサタデー」です。全 10回のうちの３回目と４回目を開

催いたします。８月３日（土）は「茶道の体験」、８月 17 日（土）には、山中委員の協

力のもと「空手の体験」を実施いたします。日本の伝統的な文化と武道に親しむ機会と

いたします。 

 続きまして、成人の事業「みやもと生涯学習セミナー」は、全４回のうち４回目を６

月 27日、本日実施いたしました。船橋大神宮の境内をめぐりました。 

 次に、「船橋を歩く」です。郷土史研究家の滝口昭二先生を講師に全３回を開催。全て

木曜日で、９月５日は講義形式、９月 12日、そして、期間外ではありますが 10月 10日

は散策を行います。今回は、宮本公民館周辺と船橋駅南口一帯を２日間に分けて散策し、

その地域の歴史を学ぶ予定です。 

 続きまして、２ページ目、高齢者の事業です。「宮本寿大学」は、７月 17日（水）「カ

ーレットを楽しもう」を開催。８月はお休みで、９月 18日（水）は「太極拳を体験しよ

う」を開催いたします。 

 次に、「認知症予防講座」です。保健所健康づくり課と共催で開催、東京体育機器株式

会社を委託講師とし、認知症についての講話や認知症を予防するための体操や脳トレ、

全４回を実施いたします。 

 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共催で

実施しております。 
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 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操普及事業」です。こちらは、毎月第４水曜日に、

保健所健康づくり課と共催で実施しております。 

 続きまして、３ページ目、その他事業です。「消防訓練」は７月 27 日（土）に実施い

たします。 

 次に、「秋のグラウンドゴルフ大会」は、宮本地区スポーツ推進委員と共催で９月 14

日（土）に開催、地域住民が軽スポーツを楽しみながら交流する機会といたします。 

 次に「みやもと三百人劇場」です。７月 13 日（土）「珠玉の名曲コンサート」では、

デュオ・エピファニーのお二人によるピアノとヴァイオリンをお楽しみいただきます。

９月 14日（土）は「明るく楽しいデキシーランドジャス」として、楠堂浩己とファイネ

ストジャズメンの４名に公演をいただき、ジャズの世界を堪能していただきます。こち

らは、申し込みを８月１日から予定しております。 

 次に、「宮本卓球開放」です。こちらも通年事業とし、第１・第３火曜日の夜間に講堂

を開放して開催しています。 

 次に、４ページ目は「宮本公民館ほんの森」です。図書ボランティアの協力を得て、

こちらも通年事業として毎週水曜日、土曜日に図書の貸し出しをしています。 

 次に、「クリーンアップみやもと」です。毎月第２、第４木曜日に宮本四和自治会との

共催で、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。 

 最後に、「宮の森ギャラリー」です。宮本公民館３階の通路を利用して、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。 

 宮本公民館からは以上です。 

○伊藤委員長 

 では、海神公民館、お願いします。 

○海神公民館長 

 海神公民館の６月 27日から９月 25日までの事業計画を報告いたします。 

 初めに、青少年、「ハッピーサタデー」は、青少年課、海神児童ホームとの共催事業で、

全 12回のうち３回目から５回目を実施します。８月１日は公民館の講堂で「子ども映画

鑑賞会」を行います。８月 10 日は船橋レクリエーション協会の方にご協力をいただき、

夏休み工作教室を予定しています。９月 21日は親子でおかしづくりを行う予定です。 

 次に、「子供将棋教室」、全３回のうち３回を行います。礼儀作法から駒の動かし方、

対局を行い、レベルアップを目指します。 

 次に、「親子いけばな教室」です。こちらは全９回のうち３回目から４回目までを実施

いたします。１月までの継続事業です。 

 成人事業、「地域交流講座」は、全３回のうち３回を実施いたします。こちらは公民館

内にございます海神地区社会福祉協議会との共催となります。９月７日、「誤嚥性肺炎予
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防の視点・口腔ケアの必要性」について、口腔ケアセンター長の講演になります。 

 14日には女流講談師・神田すみれさんの講談、21日は「笑顔で元気に」をテーマに、

フェイスストレッチングを行う予定でございます。 

 次に、「二葉幼稚園家庭教育セミナー」は、全３回のうち２回目、３回目を行います。 

 次に、高齢者、「シルバー料理教室」です。全３回のうち４、５回目を実施する予定で

ございます。毎回終了後に当日のできばえ等の報告をしてくれる参加者もいらっしゃり、

楽しい仲間づくりの場となっているようです。 

 次に、「シリーズ健康（認知症）講座」、全５回のうち４、５回目を実施いたします。

こちら、記入漏れがございます。健康づくり課と共催で、講師は１～３回目と同様で、

コナミスポーツ株式会社の運動指導員の方になります。申しわけございませんでした。 

 次に、「海神シルバー体操教室」、全 12回のうち３～４回目を実施いたします。高齢者

向けの健康体操を１回目から同様の指導員の方に行っていただきます。 

 次に、「海神寿大学」、10回のうち３回目、４回目の２回を実施いたします。７月は映

画鑑賞、９月は文学講座となります。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、12回のうち４、５、６回目を健康づ

くり課と共催事業で行います。 

 その他です。「卓球開放事業」は、全８回のうち４～６回目を実施いたします。社会教

育関係団体の４団体の協力のもと、継続していく事業でございます。当日自由に参加で

き、人気がある事業でございます。 

 「親子リトミック教室」は、海神児童ホームとの共催事業で、全１／１と記載がござ

いますが、こちらも全２回の事業となります。訂正をお願いいたします。内容は、親子

でのリズム遊び、ふれあい遊び、楽器を使った遊びを楽しむものでございます。 

 次に、「ちびっこ広場」、11 回中４～６回目を実施いたします。月１回の開催で実施し

ております。内容としましては、西部保健センターの協力のもと、年齢に応じた健康に

ついての話や仲間づくり、情報交換、また、遊びや絵本の読み聞かせなどを予定してお

ります。 

 最後になりましたが、「海神公民館ボランティア活動支援事業」は、全 10回のうち３、

４回目を行う予定でございます。緑のカーテンの手入れや館内の美化活動を積極的に行

っていく予定でございます。 

 海神公民館の事業計画は以上です。 

○浜町公民館長 

 委員長、申しわけありません。よろしいでしょうか。浜町公民館です。 

○伊藤委員長 

 はい。 

○浜町公民館長 
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 先ほどの報告の中で、浜町公民館の計画ですけれども、高齢者の部のところで、シル

バーリハビリ体操の日程が、すみません、まるまる漏れておりました。「ふなばしシルバ

ーリハビリ体操教室」は、月１で全 12回ですので、７月、８月、９月も実施してまいり

ます。ちょっとここの計画が漏れてしまいました。 

○山中委員 

 落ちているんですね。 

○浜町公民館長 

 はい。「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」が漏れております。申しわけございませ

ん。７、８、９月の記載が漏れてしまいました。内容的には同じ内容で継続します。 

○伊藤委員長 

 それでは、委員の皆さんから、どうですか。三宅委員。 

○三宅委員 

 中央公民館さんの子供の夏休み中の行事ですけれども、「読書感想文講座」と「夏休み

子ども卓球教室」、それから、「読書感想文講座」と「こども将棋教室」の日にちのかぶ

りがありますけれども、両方とも出たいなと思っている子供たちは、両方出られないで

すよね。 

○中央公民館長 

 そうなんです。 

○三宅委員 

 こういうのに興味のある子って、意外といろいろなものをやりたいなと思っていると

思うので。 

○中央公民館長 

 ８月２日ですよね。 

○三宅委員 

 ８月２日と、あと、８月８日が将棋のほうとかぶっているんです。感想文を書きたい

けど、将棋もやりたいなと思っている。これってどうなんですか。 

○中央公民館長 

 そうなんですよ。後から。 

○三宅委員 

 気がついたんですか。 

○中央公民館長 

 すみません。担当がみんな分かれてしまっていて、講師の都合等で申しわけないです。 

○三宅委員 

 とてもいい企画が３つ入っているのに、残念だなと思いました。 

○山中委員 
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 卓球は場所がはっきりしているのでね。だから、両方含めて、特にこの読書感想文は

集会室でできる。人数も 15名だし。あるいはほかの部屋でもいいわけだから。 

○三宅委員 

 そう。曜日を決めているわけではないので。 

○山中委員 

 これは別に、これだけ変えられませんなんて、そんな頑固にならずに、調整できるも

のなら。 

○三宅委員 

 読書感想文は先生の都合ですか。水、金、木という、曜日もばらばらになっているの

で、どうしてもそこしかだめだったのかと。 

○沼波副委員長 

 でも、元先生だから、今は結構お時間のある方かもしれない。 

○三宅委員 

 まあ、そうですよね。だから、すごくもったいない気がしました。 

○中央公民館長 

 これは反省材料ですけれども、担当のほうで、講師あるいはサークル団体等とやりと

りをする中で、その最初の段階でちょっと調整がまずかったなと、反省材料でございま

す。ご指摘のとおりです。 

○山中委員 

 「こども将棋教室」もかぶりがあったものね。 

○三宅委員 

 あります。 

○山中委員 

 将棋をやりたいな、読書感想文もやりたいな、となるから。 

○三宅委員 

 夏休みの宿題が終わっちゃうんだ、ここで。もったいない。 

○中央公民館長 

 そうなんですよね。読書感想文って苦手な子は本当に苦手にしているので、今回３年

生から６年生ということで、ある程度そこら辺が全体的にできるようになりました。１

年生まで入れてしまうとレベルが大分違ってしまいますが。そこら辺で講師ともやりと

りをしてやっている中で、ちょっと都合というのがあって、そうなってしまいました。

今後はそこら辺もかぶらないようにやっていきたいと思います。 

○三宅委員 

 ぜひ。 

○伊藤委員長 
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 去年はそんなことはなかったんですか。 

○沼波副委員長 

 こんな盛りだくさんではなかったです。 

○中央公民館長 

 夏休みにどんどん子供に対していろいろやっていこうとして新しく入れたものでした

から、そこで早めに早めに動いて。 

○三宅委員 

 でも、いいですよね。 

○伊藤委員長 

 去年、おととしあたり、校長先生に勉強をやってもらうみたいなことに……。 

○三宅委員 

 ああ、行いましたね。 

○伊藤委員長 

 誰も習いに来なかった。 

○中央公民館長 

 夏休みの学習で「子供の自習スペース提供事業」がありましたけれども、社会教育課

の事業で、去年は５公民館で実施しました。５公民館で２週間やったんですけれども、

今年度はどこの公民館も実施いたしません。 

○伊藤委員長 

 それは正常ですよ。やらなくなったのは正常だと思います。 

○山中委員 

 まず、費用対効果からいったって、あれは全然無駄ですしね。 

○中央公民館長 

 はい。 

○伊藤委員長 

 無駄遣いですよ。 

○山中委員 

 もともとそれをわかっていて我々は大反対したのに、決めたことだからって強引にや

って、それで今こういうふうになってきて、これが正常ですよ。 

○伊藤委員長 

 当たり前に戻ったのならいいですよ。 

○山中委員 

 皆さんの責任ではないですけどね。 

○伊藤委員長 

 今度は、子供のやりたいことをいっぱいやり過ぎちゃったんですか。 
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○三宅委員 

 楽しいことはいっぱいだけど、日にちがちょっとね。 

○山中委員 

 そう。せっかくこれだけ楽しいのに、かぶっちゃってというやつで。 

○伊藤委員長 

 まあ、それは子供に選んでもらうしかないね。 

○三宅委員 

 そうですね。 

○山中委員 

 ちなみに、海神さんの「子供将棋教室」はえんだい。中央もえんだいです。恐らく同

じ方が指導されるのかなと。これは日にちが見事にこういうことになっていますよね。

だから、読書感想文を中央でやりたい、将棋をやりたいというのは、将棋は海神で。 

○三宅委員 

 なるほど。そういうふうに勧めるといいかもしれないですね。 

○中央公民館長 

 いい案をありがとうございます。 

○伊藤委員長 

 そうだ。もしそこまで熱心な子が言ってきたら、ご紹介してあげれば。近いからね。 

○沼波副委員長 

 中央あたりのお子さんだったら、きっと海神も距離的には問題ないですね。 

○山中委員 

 今、小学生の将棋の熱、すごいですよね。 

○伊藤委員長 

 そう。今、将棋ブームだね。 

○沼波副委員長 

 男女ともに、すごいです。 

○山中委員 

 うちの空手の子供たち、１人がやり始めたら、また次と、今３人ですよ。３人将棋に

行っちゃって、「先生、来週はおれ将棋の大会があるから休む」なんて言われて、「そう

か、頑張ってこい」と。 

○伊藤委員長 

 休むのはいい。やめなきゃいいんだ。 

○山中委員 

 去年まではそんなの一言もなかったのにね。 

○伊藤委員長 
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 よろしいですか。では、館長さん、よろしくお願いしますね。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 次回は、９月 26 日（木）、午後３時から、中央公民館のこちらの第２集会室で開催い

たしますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○伊藤委員長 

 それでは、そういうことで、運審のほうはこれで閉じさせていただきます。きょうは

協力をありがとうございました。 

 

午後５時１３分閉会 

 

 


