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午後３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４回中央公民館運営審議会を開催いたします。 

 本日は、鈴木委員、中野委員が欠席となります。本日の審議会は現在、委員の方５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「市民の力活用事業」の提案が１件ご

ざいます。また、議事のうち、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、

「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、議事を進行する規定とされてお

りますので、委員長、議事進行をお願いいたします。 

○伊藤委員長 

 それでは、議長の指名をいただきましたので、暫時、議長を務めさせていただきます。 

 早速ですけれども、９月26日から12月18日までの事業報告から参りたいと思います。

最初に中央公民館からお願いします。 

○中央公民館長 

 まず、１ページ目を開けていただきまして、中央公民館より事業報告をさせていただ

きます。 

 初めに、青少年の「ふなばしハッピーサタデー」につきましてご説明いたします。 

 この期間については２回のハッピーサタデーを行っております。「手話体験」「クリス

マスアレンジ作り」ということで、両方とも小学生を対象として実施いたしました。手

話体験のほうは、６名ということで、もう少し参加していただけるとよかったなという

ところはございますが、全体の評価としては、12 回終わったときに書かせていただきま

す。 

 前回の運営審議会でもお話しさせていただきましたが、11月につきましては、「ふなば

しハッピーサタデー」は実施しないで、一番最後のほうでまたご説明いたしますけれど

も、南部ブロックの公民館合同事業で、スポーツフェスタを 30日に開催するということ

で、これをもって「ふなばしハッピーサタデー」に代えて実施しております。詳しい内

容については、後ほど合同事業のところで報告させていただきます。 

 次に成人の「手話入門」でございます。初心者向けの手話講座を開設するということ

で、５回のうちの３回目、４回目、５回目ということで、10月 15日をもって終了いたし
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ました。聴覚障害者の方のことにつきましてお話をいただいたり、手話で実際に自分の

名前や誕生日や趣味などを表したり、自己紹介ができるようになることを目的として学

習したものでございます。こちらにつきましては、５回ということでやらせていただき

ましたが、だんだんわかってくるともっと続けたいというぐらいの状況で最終的には終

わりました。６回、７回というのは難しかったので、入門ということで５回で実施して、

好評のうちに終了したものでございます。 

 次のページでございます。「21 世紀・明日へつなぐ」ということで、21 世紀に際して

社会情勢が加速的に変化していくのをいろいろな観点から見ていくということで、５回

の講座を実施したものでございます。感想としては、「いろいろな角度から見れたことが

よかった」という方もいらっしゃいましたし、「同じものを続けたいと思った」という人

もいました。ここについては、21 世紀をいろんな観点から見るということで実施したも

のでございますので、いろいろな感想を持っている方がいらっしゃいましたけれども、

それなりに時代に即した講座ができたのかなというところでございます。 

 続きまして、「就学時健診における子育て学習」ということで、中央公民館管区の小学

校、３校ございますが、３校で実施いたしました。内容につきましては、記載のとおり

でございます。講師等から親子の関わり方とか、家庭教育の重要性について話をしてい

ただいて、就学を迎える子供の親を対象に心構えということを基本に行ったものでござ

います。「よい機会であった」という感想がございました。 

 続きまして、「本館家庭教育セミナー」です。こちらは今回、湊町小学校のＰＴＡを対

象として「子供の安心ネット・ＳＮＳ利用教室」ということで行いました。全部終わり

ましてから評価をさせていただきたいと思います。 

 次に、「女性講座 楽しく和のこころに触れる週末を」いうことで、女性向けに下記の

内容で実施したものでございます。このような内容で大変好評で、申し込み開始後、す

ぐに定員に達して、大変人気があったものでございます。こういう実績を含めまして、

翌年度以降も実施していきたいと考えております。 

 次に、「市民の力活用事業」でございます。こちらは、「中高生のお母さんの為の思春

期世代とのコミュニケーション講座」ということで実施したもので、内容につきまして

は記載のとおりでございます。評価につきましては、４回終わった後に報告させていた

だきます。 

 続きまして、「ロコモティブシンドローム予防教室」でございます。こちらは現在の自

分の体の状態を知るということで、ロコモ度テストを実施いたしました。定員的には大

勢の方を対象としましたけれども、16 人の参加に終わってしまい、今後、周知的なこと

が課題に上っておりますので、その辺については、今後の対応を考えていきたいと思っ

ております。 

 次に、「中央ふれあい学級」でございますが、年 10 回のうちの３回を実施しました。
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こちらは年間事業でございます。10回終了しましたら評価をさせていただきます。 

 「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」につきましても、12 回のうち、７、８、９と

回を重ねたものでございます。こちらにつきましても、全て終わりましたら評価の報告

をさせていただきたいと思います。 

 次に、「シニアボランティア研修会」でございます。こちらは船橋市社会福祉協議会、

船橋市ボランティア連絡協議会と共催で実施したものです。「施設が求めるボランティア

の役割と課題」と題したものを淑徳大学の名誉教授に講義をいただき、そののち、ボラ

ンティア活動の実際やっている内容を発表していただいたりして、ボランティア同士の

交流等が図られた事業であったと思います。 

 続きまして、次のページでございますが、「中央地区老人クラブ連合会支援事業」でご

ざいます。こちらは、中央地区の老人クラブと共催いたしまして、ダーツ大会、輪投げ

大会を実施いたしました。老人クラブに加入されている方々が一堂に会しまして、交流

を持てた事業でございます。 

 次に「介護予防教室」でございます。こちらは４回のうちの第１回目を開催いたしま

した。高齢者が介護を受けることなく生き生き生活できるように、認知症の予防に焦点

を当てて、簡単な体操等を実施して介護予防をするということでございます。こちらも

評価につきましては、４回終わりましたら報告させていただきます。 

 次に、その他で、「青年教室『若草の会』」ですが、こちらについても、９回のうちの

５回目、６回目を実施いたしました。 

 続きまして、「卓球開放」でございますが、毎月第１水曜日、夜の時間にやっているも

のでございます。こちらにつきましても、９回までを実施したものでございます。 

 続きまして、「中央公民館文化祭」でございます。文化祭は、11 月１日（金）から 11

月 3日（日）まで行いました。第１日目の金曜日はフォークダンスの集いということで、

フォークダンスのサークルのみ実施し、２日、３日で全体の文化祭ということを実施し

たものでございます。こちらも多くの方がお見えになって、各サークルの日頃の活動成

果を見ることができました。また、サークル同士の交流、あるいは、「違うサークルの活

動状況を参考にできた」というようなことも聞かれました。天気もよく、大勢の方が楽

しんだり、あるいは勉強になったものと考えております。 

 続きまして、「巡回児童ホーム事業」でございますが、こちらは児童ホームと共催で実

施したものでございます。内容については記載のとおりでございます。こちらについて

も、最終回のときに評価させていただきます。 

 続きまして、「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

と共催で実施したものでございます。子育て支援センターの職員の方が見えまして、講

師となってやっていただいたものです。こちらについても、11 回終わりましたら評価を

報告させていただきます。 
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 続きまして、「南部ブロック公民館合同事業」でございます。こちらにつきましては、

南部ブロックの４館、中央、浜町、宮本、海神の公民館で共催で行ったものでございま

す。こちらは、小学校とその家族を対象として、子供だけでなく、大人と一緒に混ざっ

てスポーツができるというイベントを実施したものでございます。内容的にはふわどっ

ち、スポーツ雪合戦、グラウンドゴルフ等を実施したものでございます。こちらは青少

年会館でやって、親子の交流、あるいは友達との交流等が図れて、大変好評で終えたも

のでございます。 

 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９月 26日から 12月 18日までの事業報告をさせていただきます。 

 まず、青少年の部です。「遊びの学校・ハッピーサタデー」ですが、第６回目を９月 28

日に、第７回目を 10月 19日に実施いたしました。11月 16日に、第８回目のパドル体操

を予定しておりましたが、参加者が集まらなかったため中止とさせていただきました。

子供たちにパドル体操がどういうものかうまく伝わらず、内容がわからず敬遠されてし

まったのかなと思っています。どういうことをやるのか、内容がうまく伝わるよう、募

集チラシ等を工夫したいと考えております。 

 続きまして、「海とのふれあい講座 親子海洋教室」ですが、９月 29 日に第５回目、

11月 17日に第６回目、12月 15日に第 7回目、最後の回を実施いたしました。第２回目

からは外に出ての講座でしたが、けが等もなく、無事に終了いたしました。 

 また、教室の一番の目玉といいますか、子供たちも楽しみにしていたと思うのですけ

れども、第５回目の講座は、当初、ヨット乗船を企画しておりました。ところが台風の

ためヨットが破損してしまい、ジェット船での三番瀬見学に変更となりました。これは

これで子供たちは楽しんでいたと思います。 

 参加者からは、「貴重な体験ができた」「海のことをたくさん学べてよかった」とご好

評をいただき、また、「親子の対話も増えた」との声をいただきました。自然の怖さや厳

しさ、自然を守り大切にすることを学んでくれたと思います。 

 すみません、12月 15日ですが、天気は晴れでございます。参加者は 12組 29名、男性

16名、女性 13名です。追加記入をお願いいたします。 

 続きまして、「浜町雑学講座・『時代を生きる』」ですが、10月 17日の第１回目から 12

月 12日まで、全５回の講座を実施いたしました。江戸時代の医療や福祉、自治、ボラン

ティアなどについて学び、今現在の福祉、自治、医療を考えるきっかけになったと思っ

ております。 

 恐れ入ります、資料の訂正がございます。11月 14日の行ですが、時間が 10時から 12
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時半となっておりますが、13 時半の誤りです。ご訂正をお願いいたします。それと、12

月 12日は、天気は曇り、参加者 20名、男性６名、女性 14名でございます。備考欄が４

/５となっておりますが、５回目ですので、５/５でございます。ご訂正をお願いいたし

ます。 

 続きまして、「そば打ち教室」です。こちらは３回実施する予定でしたが、１回目の 10

月 13日は台風の翌日で、晴れてはいたのですが、台風の影響で宅急便が動かないという

ことで、材料のそば粉が届きませんで、こちらは中止とさせていただきました。２回目

は 11 月 10 日に、３回目は 12 月８日に実施いたしました。２回とも定員 16 名で全員参

加されまして、毎年参加されている方、初めて参加された方、一緒に楽しくそば打ちを

されており、参加者同士で交流を図っておりました。 

 次に、「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

援会との共催事業で、全３回のうち、第２回目「スマホ・インターネット安全教室」を

10 月 29 日に、第３回目「アンガーマネジメント」を 12 月３日に実施いたしました。参

加者からは、「日常に生かしたい」との声を多くいただいており、今後も生活に役に立つ

学習内容を検討し、継続して実施していきたいと考えております。 

 次に、「就学時健診等における子育て学習」ですが、11月６日、若松小学校で実施いた

しました。内容は、「親子のコミュニケーション」について、親業訓練協会シニアインス

トラクターの式場敬子先生にお話をいただきました。参加者からは、「わかりやすい」

「実践したい」との声を多くいただきました。 

 次に、「女性セミナー」ですが、全８回のうち、第４回目のバス研修を 10月 16日に行

い、神奈川県立歴史博物館と岩崎ミュージアムに行ってまいりました。第５回目「名画

で学ぶ主婦業」を 11 月 20 日に、第６回目「ＰなっつじゃなくてＱなっつ」を 12 月 18

日に実施いたしました。12 月 18 日ですが、天気は晴れ、参加者 36 名、全て女性でござ

います。追加記入をお願いいたします。 

 続いて、高齢者の部です。「いきいき健康大学」ですが、全 10 回のうち、第５回目を

10 月８日に、第６回目を 11月 12日に、第７回目を 12 月 10日に実施いたしました。講

座の内容、参加者等は資料のとおりでございます。12月 10日は、天気は曇り、参加者は

82名、男性 12名、女性 70名でございます。追加記入をお願いいたします。 

 次に、「シニアのための健康講座」ですが、10月 23日から 11月 13日までの水曜日に、

全４回を実施いたしました。内容、参加者は資料のとおりでございます。参加者からは、

「楽しく体験ができた」「現状を維持できるよう努力をしたい」というお声をいただきま

した。今後も、毎日の生活の中でできることを紹介し、地域の方々に役立ててもらえる

よう、内容を検討して実施していきたいと考えております。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」ですが、月に１回、全 12 回のうち、第

７回目を 10 月 10 日に、第８回目を 11 月 14 日に、第９回目を 12 月 12 日に実施いたし
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ました。参加者は資料記載のとおりでございます。すみません、12月 12日の天気と参加

者数のほうは、後でご報告をさせていただきます。 

 次に、「ふれあいいきいきサロン華の会」です。全９回のうち、第６回目を 10 月２日

に、第７回目を 12月４日に実施いたしました。参加者数は、資料記載のとおりでござい

ます。 

 続いて、その他事業でございます。「秋のふれあいウォーキング」ですが、ウォーキン

グを通じて参加者同士の交流を図るとともに、健康増進に寄与することを目的として、

10 月 20 日に実施いたしました。今回は、距離が 11 キロと長かったためか、参加者が少

なめでしたが、楽しみながら全員歩き切ることができました。 

 次に、「こんさーと in 風のまち浜町」ですが、フルート、ピアノ、マリンバによるコ

ンサートを開催いたしました。事業計画では定員を 150 名でご報告いたしましたが、申

し込みが多かったため定員を 180 名とし、それを超える申し込みをいただきました。当

日は、キャンセルの方がおりましたので、参加者は 141名でございました。 

 次に、「すくすく広場」でございます。月１回、全 12回の実施で、第７回目を 10月 29

日、第８回目を 11 月 26 日に実施いたしました。内容、参加者等は資料記載のとおりで

ございます。 

 次に、「かもめ祭」ですが、10月５日、６日の２日間で実施いたしました。各サークル

とも工夫を凝らし、日ごろの活動の成果を、多くの来場者の方に披露することができま

した。 

 次に、「卓球台一般開放」ですが、施設の有効活用ということで、サークルの使用が入

っていない日・時間帯に実施しておりますので、前回の審議会の事業計画には載ってお

りませんでしたが、９月 29日に実施いたしました。参加者数等は資料記載のとおりでご

ざいます。 

 すみません、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」の 12月 12日の天気と人数ですけ

れども、漏れております。後ほど、確認してご報告いたします。 

 では、浜町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。 

○宮本公民館長 

 宮本公民館の、９月 26日から 12月 18日までの事業報告をご説明いたします。 

 初めに、青少年事業の「一輪車教室」です。11 月 16 日（土）、17 日（日）の２日間、

宮本児童ホームと共催で、船橋市一輪車協会の幸田先生を講師として、初心者の児童を

対象に実施。参加者は、両日とも 13名、男１名、女 12名でした。 

 次に、「ハッピーサタデー」です。９月 28 日（土）は、宮本児童ホーム、宮本地区青

少年相談員の協力のもと、「ペンシルバルーン作り」を実施。参加者は 35 名、男９名、
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女 26名でした。12月７日（土）は、宮本児童ホーム、宮本地区社会福祉協議会の協力の

もと、「ちょっとはやい？クリスマス会」を実施。７つのゲームを楽しんでもらい、参加

者全員にプレゼントを渡し、終了となりました。参加者数は 70名、男 21名、女 49名で

した。 

○伊藤委員長 

 一輪車の２日間は、同じ人数で 13名ですか。 

○宮本公民館長 

 はい。13名で、男１名、女 12名です。 

○伊藤委員長 

 ２日間やって、この 13名はみんな終わりには一輪車に乗れたの。 

○宮本公民館長 

 初心者なので、２日間ではさすがに乗れるようにはならないのですけれども、ある程

度、壁に手をついて、床に足をつかずに回れるぐらいまでには成長しております。 

○伊藤委員長 

 前は、２日間ぐらいやったら乗れていたよ。 

○宮本公民館長 

 中には、端から端まで行くことはできなくても、途中まで乗っていける子は出てきて

いますけれども、何せ体幹とかそういう部分があるので、なかなか２日間では……。 

○沼波副委員長 

 今の子は体幹ができていないから。 

○伊藤委員長 

 ちょっと悪いんじゃないの。この報告では２日間やっているんだもの、前ならみんな

乗れているよ。 

○山中委員 

 体幹ができていないんですよ。重心がだめなの。重心がとれない。 

○宮本公民館長 

 コツさえつかめれば。 

○伊藤委員長 

 できが悪くなったんじゃないの。 

○宮本公民館長 

 その後は、児童ホームに一輪車があるので、児童ホームで練習をしていただくという

形で。 

○山中委員 

 個別メニューでね。 

○宮本公民館長 
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 そうですね。 

○伊藤委員長 

 やった以上は、完成させたほうがいいよね。中途半端にやってやめさせると、また何

もできないよ。 

○山中委員 

 これ、来年はもっと回数を増やせばいいんですよ。それのほうがおもしろいと思う。 

○宮本公民館長 

 私も児童ホームにいた経験があって、幸田先生の教えの中でずっと見てはいるのです

けれども、教える内容が、基本的には壁伝いに一輪車に乗って慣れなさいということに

なるんです。なので、２日間、３日間、４日間となると、同じことをずっとというのは、

ちょっと飽きがきてしまうような。 

○山中委員 

 メニューをレベルアップさせればいいだけのことだから。結局、壁伝いというのは事

故を恐れるから、けがを恐れるからなんですよ。 

○伊藤委員長 

 保険は入っているんじゃないの。 

○宮本公民館長 

 保険は、費用は取っていないので、児童ホーム側の開催部分での、児童ホーム内でか

けている保険の適用はできます。 

○伊藤委員長 

 あまり強制してやって、骨折しちゃうと面倒くさいからね。 

○山中委員 

 強制ではなくて、できる子はどんどん前に進めればいいんですよ。どんなスポーツだ

ってそうです。要するに、飽きるためにやっているわけじゃなくて、楽しいから次へ進

むわけだから。そこにブレーキをかけてしまうと、結局、先に進まなくなってしまうで

しょう。 

○伊藤委員長 

 やらなくなっちゃうしね。 

○宮本公民館長 

 あとは、児童ホームの体育館の使用状況だとか、土日から平日になると、やはり難し

いかなというところもあるかと思います。 

○山中委員 

 そんなこと言わずに。いろいろ工夫すれば、４回、５回で。 

○宮本公民館長 

 はい。その辺はまた児童ホームと検討していきたいと思います。 
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○伊藤委員長 

 大きくなったときに、館長に感謝するかもしれないよ。あのとき、一生懸命やってく

れたから乗れるようになったって。 

○山中委員 

 乗れるようになると、友達を誘ったり、自分の弟とか妹もやるようになって。それは、

一輪車が大事なのではなくて、一輪車を学ぶということは、体のつくりにすごく大きな

効果がある。平衡感覚であったり、もちろん体幹のあれもあるけれども、いろいろな効

果があるんだから。 

○伊藤委員長 

 まあ、そんなことです。 

○宮本公民館長 

 はい、検討していきます。 

 では、続きまして成人事業です。「家庭教育セミナー」は、全４回を児童ホームの協力

により開催。１回目は、10 月 31 日（木）に「親子でリトミック」、次のページで、２回

目、11 月８日（金）は「りょっこさんのおんがくであそぼ」、３回目、12 月７日（土）

は「０歳から楽しめる親子コンサート」、４回目、12 月 11 日（水）は「シャケさんとあ

そぼ！」と、音楽関係をメインとした情操教育を実施。宮本地区の家庭教育の向上に寄

与しました。参加者数は表のとおりです。 

 12月 11日（水）の天気と参加者数が抜けております。ご記入をお願いします。天候は

晴れ、参加者数は 77名、男が 22名、女が 57名でした。乳幼児親子の組数としては、38

組のご参加となっております。 

 次に、「スマホアプリ活用講座」は、全３回で開催。全て木曜日で、10月 31日、11月

７日、11月 14日に開催しました。事前に使用するアプリをダウンロードしてから参加し

てもらうため、ダウンロードができない場合は、事前に公民館に来ていただき、職員の

レクチャーにより準備をしてからの参加となりました。課題はいくつかあったものの、

地図、乗りかえ、天気予報、翻訳アプリを習熟することができました。参加者数は表の

とおりです。 

 次に、「船橋を歩く」です。前回の運営審議会でもお知らせしておりますが、講師であ

る滝口先生の体調不良により中止となっております。 

 次に、３ページ目、「就学時健診等における子育て学習」です。家庭での教育力の低下

が叫ばれている中、就学児健診の機会を捉え、管区内３つの小学校で子育てに関する講

話を実施。しつけや思いやり、個性と夢を中心に、心豊かに育てるための講話をしてい

ただきました。参加者数は表のとおりです。 

 次に、「初めてのスマートフォン講座～シニア向け～」は、全３回で開催。10 月 17 日

（木）が２回目で、ＮＴＴドコモ職員による講話となりました。次回は、２月か３月に、
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ソフトバンクにお願いして実施予定です。参加者数は表のとおりです。 

 続きまして、女性の事業です。「女性セミナー」は、全４回で開催。１回目から３回目

の報告です。全日金曜日で開催し、１回目、９月 27日は「ハワイアン音楽にあわせてフ

ラに挑戦しよう！」、２回目、10月 18日は「ヨガで心もからだもスッキリと！」、３回目、

11月 22日は「好みにアレンジ！パールのロングネックレスづくり」を実施。参加者数は

表のとおりです。 

 次に、高齢者の「宮本寿大学」です。４月と８月を除いた第３水曜日の全 10回で開催、

５回目から７回目の報告です。10月 16日（水）は、千葉県生涯スポーツ公認指導員の山

岸玲子先生の指導のもと、「楽しく身体を動かそうⅡ」を実施、11 月 20 日（水）は公開

講座とし、映画鑑賞会を実施。「家族はつらいよ」を上映し、講堂が笑いに包まれました。

12月 18日（水）は、こちらも公開講座とし、落語鑑賞会を実施しました。参加者数は表

のとおりです。 

 12月 18日（水）の天気と参加者数が抜けております。ご記入をお願いいたします。天

気は晴れ、参加者数は 203名、男が 78名、女が 125名でした。 

 次に、「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。12月 11日（水）の天気

と参加者数をご記入ください。天候は曇り、参加者数は 34 名、男が５名、女が 29 名で

した。 

 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共催で行っています。参加者数は表のとおりです。 

 次に、５ページ目、その他事業です。「みやもとまつり（文化祭）」は、10月 26日（土）、

27 日（日）の２日間で開催。利用サークルと宮本地区社会福祉協議会、各種団体にご参

加いただき、発表、展示、模擬店等を実施しました。参加者数は表のとおりです。 

 次に、「楽しく元気に歩こう」です。９月 29日（日）、宮本地区スポーツ推進委員との

共催で実施。船橋大神宮を出発し、本町、湊町、浜町、宮本地区を、健康のため、そし

て参加者同士の交流のために歩きました。参加者数は表のとおりです。 

 次に、「ボッチャ大会」です。９月 29日（日）、船橋市レクリエーション協会との共催

で、パラリンピックの正式種目でもあるボッチャの普及を目的に実施。参加者数は表の

とおりです。 

 次に、６ページ目、「みやもと三百人劇場」です。11月９日（土）は「木管五重奏で奏

でる名曲コンサート」を開催。誰もが聞き覚えのある、クラシックの名曲を披露してい

ただきました。参加者数は 251名、男 75名、女 176名でした。12月７日（土）は、午前

に「０歳から楽しめる親子コンサート」を開催。こちらは、家庭教育セミナーも兼ねて

おります。午後は「ミュージカル女優が贈る名曲コンサート」と、二部制で実施しまし

た。 
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 当日は、寒い雨での開催となってしまいましたが、たくさんの人に来場していただき、

とてもありがたかったです。生のコンサートに気軽に参加できる機会として、乳幼児親

子を対象とした午前は、昨年度同様、近隣の児童ホームにも協力いただき、広報活動を

実施しました。当日は、舞台に近い場所にござを敷き、幼児が動けるようなスペースを

設置し開催しました。参加者は、午前中が 212名、男 85名、女、127名、午後が 217名、

男 87名、女 130名でした。 

 次に、「サークル活動見学体験月間」です。昨年度は８月に実施しましたが、アンケー

トの結果を踏まえ、11月に開催としました。広報活動も、10月の文化祭時、または管区

内の町会長にご協力をいただき、チラシを各戸配布していただきました。参加者は 90名、

男 24 名、女 66 名でした。現在、各サークルにアンケートの記入をお願いしているとこ

ろで、来年度の開催材料にしたいと考えております。 

 次に、７ページ目、「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し

ています。12月 18日までの参加人数が抜けております。参加者数は 92名、男 45名、女

47名でした。 

 次に、「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時に、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。利用状況は表のと

おりです。 

 最後に、「クリーンアップみやもと」と「宮の森ギャラリー」、「公民館報 みやもとか

わら版発行」は、資料のとおりです。 

 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９月 26日から 12月 18日までの事業報告をいたします。 

 初めに、青少年の事業です。「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、６回目から８回目を実施しました。11月 16日は公民館で「環境講座」として、

地球温暖化についてのお話とクイズ、「風車の家をつくって楽しもう」と題し、工作を行

いました。11月 20日は児童ホームで、船橋レクリエーション協会の方にご協力をいただ

き、「スポーツ雪合戦」を行いました。11月 30日も児童ホームで、「クリスマスリース作

り」を行いました。 

 次に、「親子いけばな教室」です。全９回のうち、５回目から７回目までを行いました。

９月 28 日は「ひらくかたち」、10 月 19 日の文化祭開催日は、開催時間前に集まり、19

日、20日の文化祭の展示作品を生けました。学んできた成果を発表するよい機会になり、

参加者全員が朝早くから一生懸命にすてきな作品を生けていました。11 月 30 日は、「ク

リスマスの花」です。紙コップにオアシスを入れ、コップの表面をマスキングテープで
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ラッピングした器に生けました。本日 19日も、お花は枯れていましたが、緑の葉等は元

気で、クリスマス気分を演出してくれています。 

 次に、成人の事業です。「地域交流講座」は、全３回のうち最後の３回目で、９月 28

日に音楽ライブを行いました。参加数は昨年に比べていま一つでしたが、高齢者の独居

をなくし、互いに見守りや助け合いのできるような地域交流を目指すきっかけづくりに

なったと思われます。今後も継続して事業展開をし、地域交流の場として定着させたい

事業です。 

 次に、「おとなの教養講座」は、全３回のうち、１回、２回、３回を行いました。各回、

趣味の相違はあったようでしたが、これまで興味のなかった事柄に、新たな発見を感じ

た参加者も多くいたようです。今後も、日々の生活を心豊かに送るために役に立つよう、

事業展開をしていきたいです。 

 次に、「就学児健診子育て学習」は、11 月６日に海神南小学校、19 日は海神小学校と

西海神小学校で行われました。参加人数の追記をお願いいたします。６日、海神南小学

校、参加者は 87名、男３名、女 84名です。19日の海神小学校は、参加者 96名、男３名、

女 93 名です。同じく 19 日、西海神小学校参加者は、124 名、男７名、女 117 名でした。

講師自身の子育てや、これまでさまざまな角度から子供と接してきた経験から、講演は

参加者にとって、日々の子育てについて再確認するとてもよい機会になったようです。 

 次に、高齢者です。「シルバー料理教室」は、全９回のうちの６回目を行いました。季

節の野菜や果物を使い、季節感のある高齢者向けのメニューになっています。 

 12 月 19 日、本日午前中に行っていましたが、今回の報告は 18 日まででしたので、大

変申しわけございませんが、19 日は削除をお願いいたします。次回の報告とさせていた

だきます。 

 次に、「海神シルバー体操教室」は、全 12 回のうち６回から８回目を行いました。高

齢者向けの健康体操は、１回目から同様の指導員の方が講師で、毎回多くの参加者があ

ります。７回目、８回目は、雨のため少なくなってしまったことが残念です。 

 次に、「海神寿大学」です。全 10回のうち、５回から７回目を行いました。12月 18日

の参加者の追記をお願いいたします。参加者は 73名、男８名、女 65名でした。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、全 12 回のうち７回から８回目を、

健康づくり課との共催事業で行いました。 

 次に、その他の「卓球開放事業」は、全 11回のうち７回から９回目を行いました。社

会教育関係団体４団体の協力のもと、継続しております。 

 次に、「ちびっこ広場」は、11回中の７回目と８回目を行いました。11月 27日は、当

初は親子リトミックと読み聞かせの予定でしたが、講師の体調不良のため、親子リトミ

ックのみとなってしまいました。残念でした。 

 次に、「第 19 回海神公民館文化祭・ふれあいまつり」は、10 月 19 日、20 日の２日間
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で行いました。当初、19日は、天気予報では雨でしたが、開催時刻にちょうど雨がやみ、

来場者数の心配がありましたが、昨年とほぼ変わらないお客様が来てくださいました。

各サークルの日頃の活動成果をたくさんの方に見ていただけました。 

 次に、「ふれあいコンサート」です。海神地区の３校の小学校と１校の中学校、かいな

ん太鼓の小中学生のすばらしい演奏や歌を地域住民の方々と聞く機会を持ち、音楽を通

して交流を図ることができました。また、海神地区自治会連絡協議会や民生委員協議会

等の多くの運営スタッフの協力もあり、出演者は日頃の練習の成果を十分発揮していま

した。 

 海神公民館の事業報告は以上です。 

○伊藤委員長 

 ここで民生委員が活躍しているね。民生委員協議会。 

○沼波副委員長 

 駐車場の整理とか受け付けとか、誘導も。 

○山中委員 

 海神は、社協と民児協の関係はいいみたいですね。 

○沼波副委員長 

 そうですね。 

○山中委員 

 宮本とはちょっと違うね。 

○沼波副委員長 

 にこにこ広場とかいきいきサロンとかでも、結構協力しています。 

○山中委員 

 サロンなんかはお互い協力しているけれども、こういうのにもね。 

○伊藤委員長 

 海神のみんなが上手だからね。 

○山中委員 

 いいですよね、500名も集まって。 

○伊藤委員長 

 よく集まった。すごいよ。 

○沼波副委員長 

 おじいちゃん、おばあちゃんが、いつもお孫さんのを見に。 

○山中委員 

 動員をかけるんだったら、子供の音楽だとか劇だとかをやれば、人はたくさん集まる

ね。 

○伊藤委員長 
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 じじ、ばばは来るからね。 

○山中委員 

 そうそう、地方から出てくるからね。 

○伊藤委員長 

 そうか、なるほど。 

○山中委員 

 質問、いいですか。きょうは一つだけ。時間を考えて。 

 海神さんですけれども、海神寿大学で、12月 18日、きのうおやりになった「リズム体

操で心身のリフレッシュ」は、リトミック講師の安川はるみさんで、かなりの人が集ま

ってきていますよね。実は、今回の「市民の力」はリトミックなんです。それで、50 人

を動員目標としている。だから、どんなことをやられたのか、ちょっと概略を。リトミ

ックでどんなことをおやりになったのか。 

○伊藤委員長 

 大人相手ですか。 

○山中委員 

 寿大学ですもの。 

○伊藤委員長 

 寿大学か。じゃあ間違いなく大人だ。 

○山中委員 

 しかも、動員力があるんですよ。海神さんは、150名の寿大学で動員をしている。定員

が 150名。「市民の力」は 50名。講師料を含めた経費が 10万。ということで、安川はる

みさんの顎足つき講師料というのは一体いくらなのか、知りたいなと思って。 

○海神公民館長 

 すみません、きょうは資料を持ってきていないのですが、やった内容を……。 

○山中委員 

 内容を。大ざっぱでいいんです。 

○海神公民館長 

 担当の者が参加したので、私はちょっと。 

○山中委員 

 じゃあ、聞きます。音楽は必ずつくんですよね、リトミックは。 

○海神公民館長 

 はい。音楽は、昭和の音楽が流れていました。 

○山中委員 

 それは、ＣＤだとかＤＶＤだとか、そういうのを使ってやられた。ＤＶＤで画面を出

してやっているわけではないですね。 
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○海神公民館長 

 はい。音楽を流していて、昭和の音楽がいろいろ聞こえてきました。懐かしい音楽が

聞こえて。一応、椅子に座ってという感じで。足音もすごく聞こえたので、多分、座っ

たままリズムをとっていたと思います。 

○山中委員 

 足のリズムをとってやるというのは、すごくいいことなんですよね。 

 リトミックの一番いいのは、耳から入ったものを、脳から電気信号で神経を動かすわ

けです。だから、音楽で神経、筋肉を動かすというのは、中高年には効果が高いんです。

もちろん、子供もそうだけれども。だから、あっちではピアノ演奏をつけるというふう

に言っているけれども、ピアノ演奏なんかは全く必要のないのがリトミックなんだよね、

僕に言わせると。 

○伊藤委員長 

 その話は、ちょっと後でね。今、聞くだけで参考になったから。 

○山中委員 

 一応、頭に入れておきたいなと思って。以上です。 

○伊藤委員長 

 じゃあ、事業計画のほうに行きます。中央公民館からいきましょう。 

○中央公民館長 

 中央公民館から、計画を申し上げます。 

 まず、青少年の「ふなばしハッピーサタデー」事業でございます。こちらにつきまし

ては、記載のとおり、12回のうちの９回目から 12回目までをやっていきます。最初は一

輪車ということで、一輪車の関係を２日間にわたってやります。２月に２回ございます

が、これは先ほど申し上げましたが、11 月にボッチャをやる形でやらなかったものを、

こちらで実施するというものです。 

 続きまして、成人でございます。「地域防災講座」ということで、自治会と共催で、防

災の関係について危機管理課等を講師として、船橋市の防災体制等の講義を行うもので

ございます。 

 続きまして、「サークル体験教室」は、社会教育関係団体でサークル活動をしているけ

れども、会員の減少のため、新たに会員を増やしていきたいという４団体に対しまして、

サークル体験教室を行って、そこの会員を増やすという目的でやっているものです。４

団体ございまして、フラメンコ体験教室、次のページで、ストレッチ体操、映画英語体

験教室、詩吟体験教室ということで、各団体１日ずつ実施いたします。そこに応募して

体験していただいて、できればそのサークルに入っていただくという狙いでやっている

ものです。内容につきましては記載のとおりです。 

 続きまして、高齢者の「中央ふれあい学級」でございますが、こちらは年間 10回のう
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ちの８回目、９回目、10回目を行います。内容については記載のとおりです。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」につきましても、毎月行っているものを

12月から３月まで、月１回実施するものでございます。 

 次、その他の事業です。「青年教室『若草の会』」でございます。こちらにつきまして

も、全９回を月１回ずつ行うものですが、７回目、８回目、９回目と実施するものです。

内容については記載のとおりでございます。 

 次に、「卓球開放」でございます。毎月第１水曜日の夜、卓球開放として実施するもの

です。１月は、最初の週はお正月で開館しておりませんので、９日から始まるものとな

ります。 

 続きまして、「サンデー・コンサート」でございます。こちらは、４団体について１回

ずつ演奏していただいて、地域の方に音楽を聞いていただくというものです。これの４

団体目を１月 20日に行います。 

 続きまして、「巡回児童ホーム事業」は児童ホームとの共催で行うもので、中央公民館

で記載のとおりの事業を実施いたします。 

 続きまして、「出張子育て支援事業」ですが、こちらも、南本町子育て支援センターと

毎月実施しているものでございます。全 12 回のうちの９回目から 12 回目を、毎月１日

ですけれども実施するものです。 

 続きまして、これは予定ということで、これから委員の皆様方にご意見をいただいて、

実施するしないという話でございますが、一応記載させていただいたものです。今回、

審議いただきまして通らない場合には、ここの予定は実施しないということになろうか

と思います。 

 大変申しわけありません、続きまして１枚紙で「市民の力活用事業『中高生のお母さ

んの為の思春期世代とのコミュニケーション講座』」ですが、こちらが計画の中で漏れて

しまいましたので、追加で皆様方に配付させていただきました。「市民の力活用事業」全

４回のうちの３回目、４回目を実施するものでございます。 

 中央公民館の計画は以上です。 

○伊藤委員長 

 では、浜町公民館。 

○浜町公民館長 

 浜町公民館の、12月 19日から３月 31日までの事業計画をご説明いたします。 

 青少年の事業です。「遊びの学校・ハッピーサタデー」ですが、全 12 回のうち第９回

目「冬のお楽しみ会」を、12月 21日に若松児童ホーム、若松地区青少年健全育成会、船

橋レクリエーション協会さんのご協力をいただきまして、若松児童ホームで実施いたし

ます。続いて、10 回目は内容をたこ揚げとしていますが、たこをつくりまして、それを

揚げます。若松地区青少年健全育成会さんのご協力をいただき、１月 18日に実施いたし
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ます。続いて、11 回目ですが、公民館のこどもまつり、わんぱくフェスタとして、２月

23日に実施いたします。わんぱくフェスタは、この後ご説明いたします。続いて、第 12

回目「手づくりおもちゃ作り」を、３月 14日に実施いたします。 

 次に、「わんぱくフェスタ」ですが、子供たちが自由に遊び、交流し、自主性、創造性

を伸ばしていくことを目的としたこどもまつりで、２月 23日に実施いたします。講師の

欄は、実行委員をお願いしている団体さんでございます。記載団体のほか、若松地区青

少年健全育成会さん、地元町会・自治会さん、合わせて 21団体のご参加をいただくこと

となっております。 

 続きまして、成人事業です。「あそびの寺子屋 手作りオモチャ指導者養成講座」です

が、手作りオモチャのつくり方を学び、それを子供たちに教えるボランティアを育てる

ことを目的として実施いたします。全３回の講座で、日程、内容は資料記載のとおりで

ございます。 

 次に、「キッチン☆はまちょう 薬膳料理」ですが、１月 31 日に、冷えとり効果のあ

る薬膳料理をテーマに料理教室を実施いたします。 

 続いて、女性の事業です。「女性セミナー」ですが、全８回のうち、第７回目、民謡コ

ンサートを１月 15日に、第８回目、「和菓子つくり」を２月 19日に実施いたします。 

 続いて、高齢者の事業ですが、「いきいき健康大学」全 10 回のうち、第８回目の落語

を１月 14日に、第９回目の健康体操を２月 18日に、最終回第 10回目は、マジックショ

ーを３月 10日に実施いたします。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」ですが、月１回、全 12 回のうち、第 10

回目を１月９日に、第 11 回目を２月 13 日に、最終回第 12 回目を３月 12 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」ですが、全９回のうち第８回目を１月８日に、

第９回目、最後の回を３月４日に実施いたします。 

 続いて、その他事業になります。「すくすく広場」ですが、月１回、全 12 回のうち、

第９回目を 12 月 24 日に、第 10 回目を１月 28 日に、第 11 回目を２月 25 日に、最終回

12回目を３月 24日に実施してまいります。各回の内容は、資料記載のとおりでございま

す。 

 次に、「こんさーと in 風のまち浜町」ですが、年に３回コンサートを予定しており、

３回目となります。今回は、船橋音楽フェスティバル地域ふれあいコンサートの一環と

して開催いたします。風のまち浜町「ちょこっとオペラ」と題しまして、モーツァルト

「魔笛」の抜粋と、オペラの名曲をお届けします。オペラの入門編になります。入場料

500円、定員 180名で、２月 29日に開催いたします。 

 次に、「かもめ通信（浜町公民館だより・通年事業）」の発行ですが、年３回発行して

いるうちの３回目で、２月発行を予定しております。内容は、こどもまつり、わんぱく
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フェスタをメインに、事業のご案内を考えております。 

 浜町公民館からは以上です。 

○伊藤委員長 

 では、宮本公民館。 

○宮本公民館長 

 宮本公民館、12月 19日から３月 31日までの事業計画をご説明いたします。 

 青少年事業は、「ハッピーサタデー」です。７回目から 10回目を開催。12月 21日、２

月 15日は、地域のお花屋さんのフラワーラボ・デイジーヒルにご協力いただきフラワー

アレンジメントを、１月 18日（土）は、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、３月８日（日）は、宮本地区社会福祉協議会や宮本地区スポーツ推進委員、

宮本地区青少年相談員、地域の各種団体と協力のもと、みやもとこどもまつりを実施い

たします。 

 続きまして、成人事業です。「みやもと食楽園」は、１月 30 日（木）に「我が家の自

慢のおつまみ」として、７品を調理します。 

 続きまして、２ページ目、女性の事業「女性セミナー」は、全４回中４回目を開催。

伊部政代先生を講師に、「雛人形づくり」を行います。 

 続きまして、高齢者事業「宮本寿大学」は、８回目から 10 回目の開催です。１月 15

日は声楽家の佐瀬光代先生にお越しいただき、「みやもと歌声サロン～皆で唄う心に残

る歌～」を開催、２月 19日は中央保健センターの協力のもと、「健康について」、３月 18

日は世界遺産アカデミーの野澤順治先生をお招きし、世界遺産についてご講話いただき、

そして閉校式となります。 

 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。 

 次に、「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、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。「地域ふれあいコンサート」は、２月 15

日（土）に「冬空に熱く響きあう和と洋のハーモニー」として開催します。こちらは 500

円の有料で、指定席となります。 

 次に、「宮本卓球開放」です。通年事業として、第１、第３火曜日の夜に講堂を開放し

て開催しています。 

 次に、「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、土曜日の午後２時から４時で、図書の貸し出しをしております。 

 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。 
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 次に、４ページ目「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。 

 最後に、「公民館報 みやもとかわら版発行」です。３月８日に開催のこどもまつりを

メインに、１万 5,600部、３月１日に発行予定です。 

 宮本公民館事業計画は以上です。 

○伊藤委員長 

 では、海神公民館。 

○海神公民館長 

 海神公民館の、12月 19日から３月 31日までの事業計画を報告いたします。 

 青少年事業です。「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 11回のうち９回から 11回を実施いたします。 

 次に、「親子いけばな教室」は、全９回のうち８回、９回を実施いたします。12月はお

正月の花、１月は１年間のまとめの回で、修了式も行う予定です。 

 次に、成人事業「考古学講座」は、全３回のうち３回を実施します。こちらは、海神

地区にあります飛ノ台史跡公園博物館との共催となります。場所は、３回とも海神公民

館で行います。 

 次に、高齢者「シルバー料理教室」を、全９回のうち７回から９回目を実施いたしま

す。季節の食材を使い、さまざまなジャンルのメニューが楽しみです。楽しい仲間づく

りの場になっているようです。 

 次に、「海神シルバー体操教室」は、全 12 回のうち９回から 12 回を実施いたします。

高齢者向けの体操で、１回目から同様の指導員の方が講師です。 

 次に、「海神寿大学」は、全 10 回のうち、８回から 10 回目の３回を実施いたします。

１月は新年懇親会も行うため、二部構成になっております。第一部は 12 時から開始で、

参加者は昼食会、寿大学生による演技を楽しみ、第二部からの参加者は、船橋市出身の

ザ・ナゲッツのボーカル、工藤わたるさんによるオリジナル曲と、昭和の名曲の弾き語

りを楽しむ予定です。２月は「笑って元気に過ごしましょう」と題し、講師を迎え、講

義になります。講師の方の追記をお願いいたします。講師は、医師の、日本笑い学会松

本光正様です。３月は落語鑑賞会で、真打ちの金原亭馬治さんの落語を楽しみ、その後、

卒業式になります。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、全 12 回のうち 10 回から 12 回を、

健康づくり課との共催事業で引き続き行います。ここで、訂正をお願いいたします。備

考欄の回数が、7/12、8/12、9/12とございますが、この７、８、９は、10、11、12の誤

りです。申しわけございませんが、訂正をお願いいたします。 

 その他、「卓球開放事業」は、全 11 回のうち、引き続き 10 回から 11 回を実施いたし

ます。 
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 「ちびっこ広場」は、全 12回中、９回から 12回を実施いたします。12月は、「親子で

楽しく体操をしよう」、１月は、海神公民館で活動しておりますオカリナサークルのアン

ダンティーノの皆様のオカリナの演奏を楽しみます。２月は、市民安全推進課の交通安

全指導員の方を迎え、交通安全のお話です。ここで、訂正をお願いいたします。講師欄

に、交通安全指導課とございますが、こちらは交通安全指導員の間違いです。訂正とお

わびを申し上げます。 

 次に、「海神公民館ボランティア活動支援事業」は、館内の美化活動を積極的に行って

います。また、春に向けて、花壇の花植え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す。 

○伊藤委員長 

 予定の関係で年末年始を挟んでということになりますけれども、ご質問があればお受

けします。 

○山中委員 

 一つよろしいですか。宮本、浜町は年に２、３回広報紙を発行していますよね。海神、

中央はそういうのはないんですか。 

○中央公民館長 

 官報的なものですよね。 

○山中委員 

 官報というか、公民館報。 

○中央公民館長 

 中央は文化祭のときに発行しているものが、そういう形でやっているものだけでござ

います。 

○山中委員 

 海神さんは。 

○海神公民館長 

 第１回目は出しまして、２回目が文化祭のお知らせを兼ねたものを出しています。３

回目が、今度ハッピーサタデーにありました「海神地区こどもまつり」の予定を兼ねた

ものを発行する予定でございます。 

○山中委員 

 それで、「みやもとまつり」のときに合わせて体験の広報をかけたんですよね、確かね。 

○宮本公民館長 

 はい。文化祭のときに合わせて。館報には体験は少ししか載せていなかったかもしれ

ないですけれども、その時期に合わせて、同じくペーパーを刷って地域の町会長経由で。 

○山中委員 

 僕はあれがすごく効果があったと思っている。 
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○宮本公民館長 

 ありがとうございます。 

〇山中委員 

 少なくともうちの場合は大盛況だったんですよね。延べで 30何名か来て、現段階で５

名入会が決まって、あと３名入るんじゃないかなと思っているんですけどね。あの案内

があってよかった。それで、何を言いたいかというと、中央公民館が今度の活動の計画

の中で４団体の体験をやっていて、それぞれ１回ですよね。あれはもったいないと思う。

延べで 30何名、実数でいくと 15名か 16名なんですよ。複数回、２回来たりして入会す

るというふうになって、それも行きたかったけれども、来週も参加したいけれども、こ

ういうことがあって参加できないので次参加できますか、ということで。 

 だから、１回だけだと、せっかく体験の案内をかけても、ワンチャンスになってしま

うんですよね。体験を広くやって、団体の活動を活性化するのだったら、やっぱりウエ

ルカムでやらないと。要するに、来る側の参加しやすさを考えないと。招く側が１回だ

けですということになると、狭き門ですよね。だから、ちょっとそこら辺を今後参考に

なされたらいかがかなと。 

 宮本の場合は、それぞれうちは１カ月間各回全部オーケーですよということをやって、

今回成功したわけです。せっかくやるんだったら、体験はもっとオープンにうまく参加

させるようにして、動員のための広報活動もそれに合わせた形でやられたら効果がある

のではないかと思いました。 

○伊藤委員長 

 ほかにはどうですか。季節がよくない季節なのでね。３月まではみんな卒業というの

かな。学校でも何でも。試験もあるし。世の中落ち着かないタイミングですから、公民

館としても大変だと思いますけれども。 

○山中委員 

 企業は多くが決算期になりますしね。 

○伊藤委員長 

 社会全体でいろいろ人が動くときだから。 

 では、特別ないようですので、館長さんに頑張っていただくということでお願いいた

します。 

〇中央公民館長 

 ありがとうございます。 

 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 本日は大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 次回につきましては、３月 19日の木曜日、午後３時にお待ちしております。部屋もこ
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の部屋になりますので、よろしくお願いいたします。 

 「市民の力活用事業」の資料につきましては、テーブルの上に置いておいていただけ

ればと思います。 

 以上をもちまして、令和元年度第４回中央公民館運営審議会を閉会といたします。 

どうもありがとうございました。 

 

午後６時００分閉会 

 

 


