
 

 

 

 

 

令和元年度 第３回 中央公民館運営審議会 
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午後３時０１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３回中央公民館運営審議会を開催いたします。 

 本日、欠席委員の方はいらっしゃいません。本日の審議会は現在、委員７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、中央公民館と宮本公民館より社会

教育関係団体の新規登録２団体、浜町公民館と海神公民館の所管変更２団体、「市民の力

活用事業」の再提案が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（個人に関する情報）を審議するため

に、社会教育関係団体の新規登録並びに「市民の力活用事業」は非公開となります。ま

た社会教育関係団体の所管変更につきましては、報告が義務づけられておりますので、

本日、報告させていただくことになります。 

 それでは、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、伊藤委員長、よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員長 

 それでは、早速、議事に入らせていただきます。 

 ６月 27日から９月 25日までの事業報告につきまして、中央公民館からお願いします。 

○中央公民館長 

 中央公民館より報告させていただきます。 

 まず第１ページからになります。「ふなばしハッピーサタデー」でございます。年間 12

回開催するものにつきまして、３回目、４回目、５回目、６回目と、この期間において

は４回実施したものでございます。内容につきましては記載のとおりでございます。 

 続きまして、「サイエンスファンタジー」でございます。こちらは千葉県立船橋高等学

校の協力を得まして実施したものです。サイエンスということで、科学の実験等を生徒

等が行いまして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す。 

 続きまして、次のページになります。「夏休み子供卓球教室」でございます。卓球教室

ということで、７月 30日から８月９日まで４回実施したものでございます。内容につき
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ましては、ラケットの握り方から、最後の簡単なゲームというところまでを実施いたし

ました。指導に当たりましては、中央公民館に登録があります社会教育関係団体２団体

の協力を得まして実施いたしました。 

 続きまして、「もっと書きたくなる！読書感想文講座」でございます。こちらは夏休み

期間中に読書感想文を仕上げていただこうということで、計 3 回で実施したものでござ

います。こちらにつきましても、大変評判がよく実施できたものでございます。実施３

回で行ったものですけれども、もう少し回数を増やして、３回でなくて４回、５回とい

うことでやってほしかったという意見がございましたので、来年度につきましては、回

数を考えていきたいと考えているものでございます。 

 続きまして、「中学生ボランティア養成講座」でございます。こちらは船橋市社会福祉

協議会と共催で実施いたしました。中学生を対象にして、中学生がボランティアの経験

をするということで実施したものでございます。開校式に始まりまして、最後に感想文

等を書いて終了ということで行いました。ボランティアを経験するという機会が少ない

のですけれども、実際に体験する機会ができてよかったというお話が、中学生からあり

ました。 

 続きまして、「子ども将棋教室」でございます。こちらも夏休み期間中に３回実施いた

しました。全く知らない、将棋をやったことがない子供と、将棋をやったことがある子

供と両方がいて、教室の中で分かれて実施いたしました。今後、経験がないという子供

をもっと実際に経験して覚えていただくというところで、来年度以降もそういうものを

考えながら継続していきたいなと考えております。 

 続きまして、次のページ、「手話の入門講座」でございます。こちらは５回のうち１回

目、２回目を実施いたしました。９月 24 日（火）の人数が記載されておりません。記入

をお願いいたします。全体で 14 名で、男５名、女９名でございます。全て終了をしてか

ら、こちらの評価を発表させていただきます。 

 続きまして、「中央ふれあい学級」でございます。10回のうち、３回目と４回目を実施

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。 

 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。こちらも 12 回の

うち４、５、６回と計３回、この期間に行いました。内容については記載のとおりでご

ざいます。 

 続きまして、「青年教室『若草の会』」でございます。こちらも年間行事でございまし

て、９回のうちの３回目、４回目を行いました。内容については記載のとおりでござい

ます。 

 続きまして、「卓球開放」でございます。こちらも年間行事で行っておるものでござい

まして、12 回のうち４回、５回、６回目を実施いたしました。参加者等につきましては

記載のとおりでございます。 
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 続きまして、次のページになります。「サンデー・コンサート」を４回のうちの第２回

を実施いたしました。こちらの内容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。こちらにつきましては、児童ホー

ムと共催で実施したものです。９回のうち３回目、４回目を実施いたしました。内容に

ついては記載のとおりでございます。 

 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

ターと共催で実施したものです。９月 25日（木）の参加者人数が記載されておりません。

記載をお願いいたします。全体で 27組、54名でございまして、男 14、女 40でございま

す。 

 中央公民館からの報告は以上でございます。 

○伊藤委員長 

 次に、浜町公民館。 

○浜町公民館長 

 浜町公民館の６月 27日から９月 25日までの事業報告をいたします。 

 まず青少年の部、「遊びの学校・ハッピーサタデー」ですが、若松地区青少年健全育成

会さんを講師に、第４回を７月 13日に、第５回を８月 10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。 

 続きまして、「海とのふれあい講座 親子海洋教室」ですが、全７回のうち第２回、第

３回、第４回を実施いたしました。そのうち第３回は東京海洋大学にお伺いしまして、

「海と船の教室」と題しまして東京海洋大学の国枝教授と学生さんたちから、海の安全

や商船についてお話をいただきました。参加のお子さんの中には、東京海洋大学に興味

を持ちまして、入学を希望するお子さんもいらっしゃいました。 

 続きまして、「小学生落語講座」です。若松小学校４年生を対象に、講師に船橋市在住

の落語家、三遊亭円福さんをお願いしまして、扇子や手ぬぐいの使い方をお教えいただ

き、また落語の実演では「ぞろぞろ」という演目をお話しいただきました。これは小学

４年生の授業でも習うということで、教科書を目で読むだけでなく、実際の落語の噺家

を見ながら、耳から聞くことで授業とは違った学習経験ができたのかなと思っておりま

す。 

 続きまして、成人の部です。「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で、全３回の日程で実施いたします。第１回目

を７月９日、災害時に役立つロープワークとＡＥＤ講習を実施し、56 名の参加がござい

ました。 

 続いて、「女性セミナー」ですが、全８回のうち、第２回目を７月 17 日に、第３回目

を９月 18 日に実施いたしました。参加者はそれぞれ 41 名で、まずまずの出席率である

と思っております。 
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 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３回目を

７月９日に、第４回目を９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。 

 次ページに行きまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」です。保健所健康づく

り課と共催で、全 12回、毎月の開催となります。参加者数等は資料に記載のとおりでご

ざいます。 

 続きまして、「ふれあいいきいきサロン華の会」でございます。全９回のうち、第４回

を８月 14日に、第５回を９月４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。 

 続いて、その他事業でございます。「音楽フェスティバル」ですが、湊町地区社会福祉

協議会との共催で、ことしで２回目の開催となります。昨年より参加校が１校増えまし

て、４校が参加、部活動での成果を披露していただきました。部活動の成果の発表場所、

学校と地域の交流の場の提供と、音楽を通じて、地域住民のうるおいある暮らしと豊か

なまちづくりに役立てることを目的に、来年度以降も継続して実施していきたいと考え

ております。 

 次のページにいきまして、「みんな de ラジオ体操」でございます。湊町地区スポーツ

推進委員と共催で、８月の第５週を除く土曜日に実施をいたしました。ラジオ体操の曲

も津軽弁や京都弁、大阪弁などの方言で歌うラジオ体操曲を使用したり、ストレッチや

ゲームのような運動を行うなど、湊町地区スポーツ推進委員の指導のもとに、参加して

楽しいラジオ体操を実施いたしました。 

 次に、「すくすく広場」でございます。湊町地区社会福祉協議会との共催で、月１回、

全 12 回の実施で、第４回を７月 23 日、第５回を８月 27 日、第６回を９月 24 日に実施

いたしました。内容、参加者等は、資料に記載のとおりでございます。第６回、９月 24

日の参加者数が未記載となっております。10 組 20 名、男４、女 16 でございます。ご記

入をお願いいたします。 

 次に、「子育て応援講座『おおきくなぁれ♪』」です。全３回のうち、第２回を６月 27

日に、第３回を７月４日に実施いたしました。内容、参加者数等は、資料記載のとおり

でございます。地域の子育てを応援する講座として、保健所地域保健課西部保健センタ

ーと共催で実施いたしました。参加者からは、「楽しかった」「育児の参考になった」と

の声をいただきましたが、参加者が少ない、集まらなかったなどの課題も残りました。

周知や募集方法などを見直し、来年度以降継続して行っていきたいと考えております。 

 次に、「卓球台一般開放」ですが、参加者は資料記載のとおりです。実施のお問い合わ

せが数件ありましたけれども、不定期開催のためか、参加者数は少ないようでした。 

 最後に「公民館だより かもめ通信」ですが、９月は 7,500 部を発行し、10 月号、５

日、６日に開催します公民館文化祭と 11月までの主催事業、３本のご案内を掲載してお
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ります。 

 浜町公民館からは、以上です。 

○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６月 27日から９月 25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、「ハッピーサタデー」です。８月３日（土）、地区民生児童委員

の協力のもと、茶道の体験「作法と和の心を学ぶ」を実施。参加者は 22名、男４名、女

18名でした。８月 17日（土）は、山中委員の協力のもと、空手の体験「基本を学ぶ」を

実施。参加者は８名、男３名、女５名でした。両日とも日本の伝統文化を学ぶよい機会

となりました。 

 続きまして、成人事業です。「みやもと生涯学習セミナー」は、「東総地区に学ぶ 語

りの世界と古刹を訪ねて」をテーマに、全４回中４回目を実施しました。船橋大神宮境

内を歴史愛好家と船橋地名研究家の方に案内をしてもらい、参加者 29名、男８名、女 21

名でした。 

 次に、「船橋を歩く」です。８月１日号の広報ふなばしで告知し、９月５日、12日、10

月 10日と、各木曜日、３回で実施をする予定でしたが、講師である滝口昭二先生の体調

不良により中止となりました。事業が実施できないと連絡があったときには、広報掲載

が取り消せない時期であったため、８月１日は申し込みが殺到したところです。毎年実

施をしている事業で、ニーズもあることから、滝口先生とよく相談し、今年度中に実施

ができるか検討していきたいと思っております。 

 続きまして、２ページ目、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、３回目と４回目を開催。７月 17日は「カーレットを楽しもう」

を実施。本日、お手元に資料をお配りしましたので、後ほどごらんください。カーレッ

トは冬季オリンピックでも話題になりましたカーリングの卓上版です。台東区に事務所

を構え、普及・啓発活動をしているところです。子供から大人まで楽しめる競技で、参

加者からは好評をいただいております。参加者は 51名、男９名、女 42名でした。 

 ９月 18 日は「太極拳を体験しよう」を実施しました。参加者は 46 名、男８名、女 38

名でした。 

 次に「認知症予防講座」は全４回で開催。全て金曜日で、６月 28 日、７月５日、19、

26 日と開催しました。保健所健康づくり課と共催で開催し、東京体育機器株式会社を運

動指導士とし、各回とも前半は講話や脳トレ、後半は簡単にできる体操や筋トレを行い

ました。座席をグループ形式で設置したことで、参加者同士の交流も盛んに行われまし

た。参加者数は表のとおりです。 

 続きまして、３ページ目、「介護予防教室」は、原則、毎月第２水曜日に、在宅介護支
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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、参加者は表のとおりです。 

 次に、その他事業です。「秋のグランドゴルフ大会」は宮本地区スポーツ推進委員と共

催で実施。９月 14 日（土）は雨で中止とし、翌 15 日（日）に宮本小学校のグラウンド

で実施しました。地域の敬老会と重なったため、参加者が少なめでしたが、参加者数 31

名、男 25名、女６名でした。 

 続きまして、４ページ目、「消防訓練」は年度内に２回実施予定で、７月 27 日（土）

に１回目を実施しました。公民館及び児童ホームの利用者にも参加いただき、避難訓練

を実施。その後、防火シャッターの説明や児童ホーム側にもある避難口を確認して回り

ました。「日本語教室」の生徒さんにも体験していただきたく、昨年度から「日本語教室」

開催日である土曜日に実施をしているところです。参加者数は表のとおりです。 

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

ュオ・エピファニーのお二人によるピアノとバイオリンのコンサートをお楽しみいただ

きました。９月 14 日（土）は「デキシーランドジャズの魅力」楠堂浩己とFINEST JAZZ MEN

の４名に演奏いただき、ジャズの世界を堪能していただきました。参加者数は表のとお

りです。 

 次に、「みやもと みんなの映画館」です。こちらは年度計画になかった事業ですが、

８月９日（金）に講堂で開催しました。小学生低学年以下の子を対象に、入場制限を緩

くして開催。ベビーカーでも入場いただけるように工夫をしました。大きなスクリーン

で鑑賞いただくよい機会を提供できたと思います。参加者は 57名、男 18名、女 39名で

した。 

 続きまして、５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。９月 25 日までの参加者数が抜けております。参加者数は 69 名、男 43 名、女 26

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。８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と共催

で、近隣公園等の美化活動に努めております。 

 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

を展示する機会を提供しています。 

 宮本公民館からは、以上です。 

○伊藤委員長 

 では、海神公民館。 
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○海神公民館長 

 それでは、海神公民館、６月 27日から９月 25日までの事業報告をいたします。 

 初めに、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、３回から５回を実施いたしました。８月１日は、公民館の講堂で「子ども映画

鑑賞会」を行いました。午前３本、午後２本の映画を上映いたしました。８月 10 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、「夏休み工作教室」を

行い、牛乳パックヨーヨー、紙コップフリスビー、万華鏡をつくりました。９月 21日は

「親子でおかしづくり」を行い、「親子でイタリアンに挑戦」と題し、ホッカチオやティ

ラミスをつくりました。21日の天気の追記をお願いします。天気はくもり、参加者は 24

名、男２名、女 22名でした。 

 次に、「子供将棋教室」は全３回を行いました。キャンセル待ちが出るほどの予約をい

ただいて、とても好評の事業となりました。講師の方の都合がつけば続けていきたい事

業です。 

 次のページに行きまして、「親子いけばな教室」は全９回のうち３回から４回までを行

いました。７月 27 日は並ぶ形、８月 24 日は開く形を学びました。１月までの継続事業

になります。 

 次に、成人の事業、「地域交流講座」は全３回のうち２回を行いました。計画では、９

月７日、14日、21日の予定でしたが、講師等の都合で 14日、21日、28日に変更になり

ました。21 日の参加人数の追記をお願いいたします。天気はくもり、参加合計は 26 名、

男１名、女 25名でした。 

 次に、「二葉幼稚園家庭教育セミナー」は全３回のうちの２回、３回を行いました。評

価の記載で誤字がございます。「母子参加者同士のコミュニケーション」（「カ」→「ケ」）

の誤りです。「コミュニケーションも深まりました」と訂正をお願いいたします。 

 次に、高齢者、「シルバー料理教室」は全９回のうち４回から５回目を行いました。追

記をまたお願いいたします。９月 19 日（木）、天気は晴れです。各回とも季節の野菜を

使い、高齢者向けのメニューになっています。 

 次に、「シリーズ健康（認知症）講座」は全５回のうち４回、５回を行い、終了いたし

ました。７月４日の参加者数が８名と記載がございますが、18 名に訂正をお願いいたし

ます。講師の説明、指導もわかりやすいという声を聞き、来年度も継続していきたい事

業でございます。 

 次のページへ行きまして、「海神シルバー体操教室」は全 12 回のうち３回から５回を

行いました。「高齢者向けの健康体操」は１回から同様の指導員の方が講師でございます。

毎回、多くの参加者がございます。５回目の８月 23日は、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」は全 10 回のうち３回、４回の２回を行いました。７月は映画鑑
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賞、９月は文学講座になりました。 

 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回から５回を、健康づ

くり課と共催で事業を行いました。 

 次に、その他、「卓球開放事業」は全８回のうち４回から６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。 

 次のページに行きまして、「親子リトミック教室」です。こちらは海神児童ホームとの

共催事業で、海神児童ホームで行いました。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んでいる様子が見られました。 

 次に、「ちびっこ広場」は 11 回中の４回から５回を行いました。月１回の開催で、実

施しております。９月 25 日に追記をお願いいたします。当日は晴れ、参加者数は 14名、

男６名、女８名です。５回、６回と男の子の母子の参加が多かったです。 

 次のページに行きまして、「海神公民館ボランティア活動支援事業」は、ことしも立派

な緑のカーテンができましたが、天候のせいか、例年よりも実が小さく、数も少なかっ

たようです。 

 次に、「庭木の剪定講習会」です。前回の計画に漏れていました。申しわけございませ

んでした。９月 24日に、庭木の手入れの基本、道具の使い方の講義と一部実践を行いま

した。申込開始日にはほぼ定員の申し込みがあり、キャンセル待ちが出るほどの好評な

事業となりました。残念なことに、当日の朝体調が悪くなった方がおられ、18 名の参加

になりました。 

 海神公民館の事業報告は以上です。 

○伊藤委員長 

 報告が４館とも終わりましたので、委員の皆さんからご意見をお伺いします。 

○山中委員 

 中央公民館の読書感想文講座、これはすごく子供たちが困っているので、各館でやっ

てもいいのではないかと思うぐらいいいなと思いました。この７月 31日の「書くタネを

見つけよう」というタネですけれども、読書感想文は、普通、指定図書というのがあり

ます。10 冊から 12 冊ぐらい、各出版社から出されているやつが指定図書になっている。

もちろん指定図書外でもいいみたいですけれども、「タネ」を見つけるところの「タネ」

は何を指しているのでしょう。 

○中央公民館長 

 まず本は持参してもらっています。そこで感想文にまず組み立てるために付箋とかを

用意します。何を書きたいかを、子供たちがネタというかタネというか、それを付箋で

やって、そこからまず始まるということです。材料探しではないですけれども、付箋を

利用して、書きたいものをまず見つけていくというところから始めました。 

○山中委員 
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 じゃあ、本を持参させて、まず読まさせて、自分の書きたいとか、感動した場面だと

か、そういったものをチェックしていって、そこからだんだんコースを進めるというこ

とですか。 

○中央公民館長 

 そうです。 

○山中委員 

 わかりました。 

○伊藤委員長 

 時間がかかるね。 

○山中委員 

 そうですね。 

○伊藤委員長 

 14名全部が違う本を持ってくるのでしょう。 

○中央公民館長 

 はい。それは全部子供たちにお任せしているので、それで自分たちがタネを見つけて

いくということです。先生も一人なので、15 名ぐらいの定員にさせていただいて、それ

で指導していくということです。 

○伊藤委員長 

 聞いているだけで、すごく手間がかかるなと思った。 

○山中委員 

 恐らく、ここに参加する子供たちは、持ってきてネタ探しをやるけれども、改めてさ

ーっと読み直すだろうけれども、前日までには恐らく１回や２回は読んでいるんですよ

ね。そうでなければ、ネタ探しをこれだけの時間でできないですからね。 

○伊藤委員長 

 だって、みんなのを聞いていたらすぐ終わってしまう。 

○中央公民館長 

 子供たちによって本当に違う形で、すらすらすぐやっていく人もいれば……。 

○山中委員 

 そのまんま夏休みの宿題消化の講座ですよね。 

○中央公民館長 

 はい、そうですね。 

○山中委員 

 僕が思ったのは、先生が本を持ってきて、みんな同じものでそれぞれどういうふうに

感じるのか、どこを選ぶのか、ということかと。 

○伊藤委員長 
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 普通はそう考えるよね。 

○山中委員 

 講師でやるのでね。 

○伊藤委員長 

 そうです。一人だしね。 

○山中委員 

 本当に、この３日間で夏休みの大きな宿題が一つ終わります。子供たち、みんなこれ

で困っているんですよね。最後まで残るのが、自由研究とこれ、どっちかです。 

○中央公民館長 

 夏休みに、そこら辺もありますのでね。宿題で困っているところ、手助けもあります

から。 

○山中委員 

 本人も喜ぶけど、親も喜ぶ。 

 それから、もう一つ質問させていただきます。海神公民館のハッピーサタデーの８月

１日の映画鑑賞会ですけれども。10時から 14時で２作品上映したということですが、ち

ょうどこの時間帯だとランチタイムがありますね。そこら辺は全く無視で、２作ずっと

通しでということですか。 

○海神公民館長 

 はい。講堂でやりまして、その出口を出たところに、持ってきたお弁当は食べてもい

いよというようなスペースを設けておりましたので、食べたい子は食べて外へ出て、ま

た入るというような形で、そういう方もいらっしゃいました 

○山中委員 

 ということは、事前に昼食時間にかかるのでという簡単な告知みたいなものは参加者

に対してされていたということですね。 

○海神公民館長 

 はい、チラシで。今、持ってきているのですけれども、何時から何時までのそれぞれ

の上映を張り出して、配って。 

○山中委員 

 そうすると、20 分とかのお昼が食べられる休憩時間みたいなものは、１作目と２作目

の間にそういう時間を設けられたということですか。 

○海神公民館長 

 設けてはいないです。 

○山中委員 

 じゃあ、食べている間は映画は見られないと。 

○海神公民館長 
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 はい、そうなんです。 

○山中委員 

 それはきついね。 

○海神公民館長 

 ただ、午前中の３つも、小さい子向けとか小学生向けとかをばらけてあるので、その

時間帯に出ていってとか、「もう見たわ」というような方は外に出ていたという形で、小

学校には事前に上演する５種目のチラシを配ってありました。 

○山中委員 

 何と何を上演されたんですか。 

○海神公民館長 

 午前中、「トムとジェリー」が１回目。次が「織姫と彦星」、３回目が「ココロ屋」と

いうものを上映しました。午後は「ムーミン谷」と「おおかみと七ひきの子やぎ」を上

映いたしましたので、小さい子、大きい子、小さい子、大きい子というように対照でさ

せていただいたところでございます。 

○山中委員 

 わかりました。 

○伊藤委員長 

 ほかの委員の皆さんはないですか。宮﨑さんはいいですか。 

○宮﨑委員 

 参加者の男女差で、将棋が比較的男子の参加者が多いのかな。女子が数人程度。その

ほかの子供を見ると、バランスのいいのもありますけれども、女子のほうが多いなとい

う感じがしています。種目によってかもわからないですけれども。男の子に人気がある

とか、女子に人気があるとかというのが、どうしてもあるんですかね。 

○伊藤委員長 

 どこの館ですか。 

○山中委員 

 全般的に言えることですよ。 

○宮﨑委員 

 これは全般に言えることですね。中央で見てもそうですね。 

○山中委員 

 女の子のほうが積極的なんでしょう。空手だって男より女のほうが多かったんだから。 

○伊藤委員長 

 全体的にそうですね。 

○山中委員 

 大人になったって、女性のほうが多いですよね。 
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○伊藤委員長 

 男が弱くなったんだ。 

○山中委員 

 もともと弱いんですよ。 

○宮﨑委員 

 女性が活発だということはいいことだと思います。わかりました。 

○伊藤委員長 

 女性が強いということで終わり。 

 いいですか、報告は。三宅さんもいいですか。 

 それでは、報告については終わります。 

 では、事業計画に入りますが、中央公民館からお願いします。 

○中央公民館長 

 それでは、中央公民館から事業計画、９月 26日から 12月 18日につきましてご説明さ

せていただきます。 

 まず青少年の関係で、「ふなばしハッピーサタデー」でございます。年間 12 回のうち

７回目、８回目ということで実施いたします。11 月は実施せずに、違う月に実施すると

いうことにいたしました。11 月は文化祭等もございまして、結構、大勢の方、土曜日と

かに来ますので、ほかに事業がない月に充てようということで、ここは実施しないこと

にいたしました。 

 続きまして、成人の部です。「手話の入門講座」５回のうちの３回目、４回目、５回目

ということで実施するものでございます。 

 続きまして、「講座『21 世紀・明日へつなぐ』」ということで事業を実施するものでご

ざいます。急激なグローバル化が進み社会情勢が変化していく中において実施するもの

でございます。５回の講座で実施いたします。参加費として 750円、65歳以上の人は 590

円とございます。バスの研修等で、11月 19日に行いますが、入場料、保険代ということ

で参加者の皆さんに負担をしていただくということでお願いをしてございます。こちら

は生涯学習コーディネーター連絡協議会の方も一緒に参加していただいて企画したもの

でございます。 

 続きまして、次のページでございます。「就学時健診における子育て学習」というもの

でございます。こちらにつきましては、中央公民館の管区であります南本町小学校、船

橋小学校、湊町小学校におきまして、今度、新しく小学生になる方の就学時健診に合わ

せまして実施するものでございます。内容と講師につきましては記載のとおりでござい

ます。 

 続きまして、女性の講座でございます。「女性講座 楽しく和のこころにふれる週末

を」ということで、全４回として実施いたします。百人一首の世界とか琵琶の弾き語り
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等を実施するものでございます。最終回の 10 月 19 日におきましては、市川市の文学の

散歩道を巡るということで、市川案内人の会のガイドの方にお願いしまして、市川市の

ほうへ行きます。こちらも参加費 50円を負担していただくのですが、皆さん方の保険代

ということで、参加費を負担していただくことになっております。こちらも企画・運営

につきましては、生涯学習コーディネーター連絡協議会との協力を得ております。 

 続きまして、次のページ、高齢者の「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 10月７日に共催として、健康づくり課と実施するものでございます。 

 続きまして、「中央ふれあい学級」でございます。こちらは、10回のうち５回目、６回

目、７回目ということで、内容については記載のとおりでございます。ふれあい学級と

いうことで、高齢者の学級でございます。 

 続きまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」でございます。こちらも年 12 回

のうち７回目、８回目、９回目を実施するものでございます。 

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

地区老人クラブ連合会等の共催で、秋のダーツと輪投げの関係の大会を実施いたします。 

 続きまして、「シニアボランティア研修会」でございます。こちらにつきましては、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す。ボランティア連絡協

議会は社会福祉協議会の中にある団体でございます。ボランティア活動をしている団体

等の発表会等を実施いたしまして、ボランティアの輪を広げていくということで実施す

るものでございます。 

 続きまして、「介護予防教室」でございます。こちらは健康づくり課と共催で、12月に

実施するものでございます。全４回のうちの１回目ということになります。内容は記載

のとおりでございます。 

 その他の事業で、「青年教室『若草の会』」ということで、こちらは全９回のうちの５

回目、６回目を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ございます 

 続きまして、次のページ、「卓球開放」でございます。年 12 回のうち９とございます

が、月１回ですので、７、８、９回でございます。毎月１回ということで実施するもの

でございます。中央公民館の社会教育関係団体、中央卓球クラブの協力を得ております。 

 続きまして、「中央公民館文化祭」でございます。11月１日、２日、３日ということで

行います。１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み行いまし

て、２日、３日につきましては全体の関係で実施するものでございます。参加団体とし

ましては、70 団体の協力を得ております。 

 続きまして、「巡回児童ホーム事業」でございます。こちらは全９回のうちの５回目、

６回目を船橋市児童ホーム、基本的には宮本児童ホームでございますが、そちらの協力

を得て実施するものです。内容につきましては記載のとおりでございます。 

 続きまして、「出張子育て支援事業」でございます。11 回のうちの７回目、８回目、９
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回目を実施するもので、内容につきましては記載のとおりです。こちらは南本町子育て

支援センターと共催で実施するものでございます。 

 引き続きまして、「南部ブロック公民館合同事業」でございます。11 月 30 日、南部ブ

ロックの公民館４館で合同事業を実施するものです。青少年会館でスポーツ雪合戦等を

実施し、スポーツを一日楽しんでいただくということ、あるいは世代間で交流をしてい

ただくということで、４館の共催で実施するものでございます。 

 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、いきましょう。 

○浜町公民館長 

 浜町公民館の９月 26日から 12月 18日までの事業計画をご説明いたします。 

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

６回を９月 28日に実施いたします。この第６回は、前回の審議会での事業報告では、９

月 21日、内容はボードゲームでご説明させていただきましたが、講師の都合により日程、

内容を変更させていただいております。続いて、第７回「餃子づくり」を 10月 19日に、

第８回「パドル体操」を 11月 16日に実施いたします。 

 次に、「海とのふれあい講座 親子海洋教室」でございます。全７回のうち第５回、「ジ

ェット船で三番瀬見学」を９月 29日に、第６回、「千葉港見学」を 11月 17 日に、「閉校

式及び船橋海洋少年団納会参加」を 12月 15日に予定しております。 

 続きまして、成人事業です。「浜町雑学講座・『時代を生きる』」です。歴史を知り、今

を学んでいただくということで、今回は江戸時代になりますけれども、江戸時代の福祉

や医療を知り、現代の福祉や医療について考えるきっかけづくりになることを目的とし

ております。全５回の講座で、募集定員 30名、募集開始が９月１日でしたが、その日の

うちに定員 30名の申し込みがございました。日程、内容は資料記載のとおりでございま

す。 

 次に、「そば打ち教室」でございます。そば打ちの基礎を学び、みずからそばを打つ楽

しさを学んでいただき、参加者同士の交流を図ることを目的とし、例年、実施をしてお

ります。全部で３回実施いたしますが、３回全て参加が条件ではなく、１回ごとの参加

となります。各回定員 16 名で、９月１日に募集開始しましたが、各回ともその日のうち

に定員 16名の申し込みがございました。 

 すみません、資料訂正をさせていただきます。そば打ちのねらいのところで、「そば打

ち教室の基礎的な技術を学びとともに」となっておりますが、恐れ入ります、「学ぶとと

もに」ということでご訂正をお願いいたします。 

 次に、「若松小・中学校家庭教育セミナー」です。全３回のうち第２回、「スマホ・イ

ンターネット安全教室」を 10 月 29 日、第３回、「アンガーマネージメント」を 12 月３
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日に実施いたします。 

 次に、「就学時健診等における子育て学習」です。就学時健康診断の場を活用しての子

育て学習会で、11月６日、若松小学校で実施いたします。 

 続きまして、女性の事業です。「女性セミナー」ですが、全８回のうち第４回、「バス

研修」を 10 月 16 日に実施いたします。横浜にあります神奈川県立歴史博物館と岩﨑ミ

ュージアムを見学してまいります。第５回は、11月 20日で「名画で学ぶ主婦業」とのタ

イトルで、文星芸術大学の田中久美子教授に講師をお願いし、お話をしていただきます。

第６回は 12月 18日、「ＰなっつじゃなくてＱなっつ」のタイトルで、千葉県農林総合研

究センター落花生研究室の方を講師にお願いしてお話をしていただきます。 

 続いて、高齢者の事業です。「いきいき健康大学」ですが、全 10回のうち第５回、「や

ってみよう!『わくわくヨーデル』」を 10 月８日に実施します。第６回は「映画会」。今

回は市制施行 80周年の年に上映会が行われましたが、その時に上映された市制記録映画

を 11月 12日に上映いたします。第７回は、「アルパ」のコンサートを 12 月 10日に実施

いたします。 

 次に、「シニアのための健康講座」です。保健所地域保健課、西部保健センターと共催

で、全４回の講座で、健康維持のための講話や体操を行ってまいります。 

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

全９回のうち第６回を 10月２日に、第７回を 12月４日に実施いたします。 

 続いて、その他事業になります。「秋のふれあいウォーキング」です。湊町地区スポー

ツ推進委員と共催で、10月 20日に実施いたします。浜町公民館から習志野の香澄公園の

往復コースを予定しております。 

 次に、「こんさーと ｉｎ 風のまち浜町」ですが、年３回実施予定のうち第２回目とな

ります。今回はフルート、ピアノ、マリンバのコンサートで、11 月９日に開催いたしま

す。 

 次に、「すくすく広場」ですが、湊町地区社会福祉協議会と共催で、月１回、全 12 回

のうち第７回目を 10 月 29 日に、第８回目を 11 月 26 日に、第９回目を 12 月 24 日に実

施してまいります。 

 次に、「かもめ祭」ですが、浜町公民館の文化祭になります。公民館利用サークルの日

頃の学習成果の発表と、発表を通しての地域とのコミュニケーションと地域文化の向上

を図ってまいります。 

 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。 

○宮本公民館長 

 それでは、宮本公民館の９月26日から12月18日までの事業計画をご説明いたします。 
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 初めに、青少年事業、「一輪車教室」です。全２回の開催で、初心者を対象に 11月 16、

17日の土・日で実施いたします。 

 次に、「ハッピーサタデー」です。全 10 回中、５回目と６回目を開催いたします。９

月 28 日（土）は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、12

月７日（土）は宮本地区社会福祉協議会の協力のもと、「クリスマスゲーム大会」を実施

いたします。両日とも児童ホームの協力を得て実施いたします。 

 続きまして、成人事業です。「家庭教育セミナー」は全４回を実施。今年度から児童ホ

ームの協力を得て、乳幼児親子向けに計画をしました。講師については、児童ホームの

職員にアドバイスを受け選定いたしました。10 月 31 日は、「親子でリトミック」を、リ

トミック講師の野々美佐先生を講師に、月齢を分けて２回開催。11月８日（金）は、「り

ょっこさんと遊ぼう！」として齋藤良子さんを講師に開催。12月７日（土）は、「０歳か

ら楽しめる親子コンサート」として、歌手の小松加奈さんとピアノ演奏の福井悠理子さ

んのコンサートをお楽しみいただきます。すみません、曜日が誤っています。12 月７日

（金）とありますが、土曜日に訂正をお願いします。12月 11日（水）は「公開講座」と

し、「荒巻シャケさんと親子遊び」を楽しんでいただきます。 

 続きまして、２ページ目、「スマホアプリ活用講座」は全３回の開催で、スマートフォ

ンをもっと使いこなすことができるように、簡単なアプリ、地図アプリ、乗換アプリ、

天気予報アプリ、翻訳アプリの使い方を教わります。 

 次に、「船橋を歩く」は、事業報告でもお伝えしたとおり中止となっております。 

 次に、「就学時健診における子育て学習」は、管区内各小学校３校の就学時健診の機会

をとらえて、子育て学習を表のとおり実施いたします。 

 次に、「初めてのスマートフォン講座～シニア向け～」では、「スマートフォンを安全

安心に利用するための初心者向け講座」を 10 月 17 日（木）に実施いたします。前回４

月 25日（木）には、ＫＤＤＩの方を講師に開催しましたが、今回はＮＴＴドコモの方を

講師に開催します。今年度中に３回目をソフトバンクの方を講師に実施予定です。 

 続きまして、３ページ目、女性の事業で、「女性セミナー」は全４回中３回を実施。９

月１日（日）から申し込みを開始し、既に定員に達しています。９月 27 日を皮切りに、

毎月１回開催。10 月 18 日、11月 22日、期間外ではありますが、12 月 20 日、全金曜日

に開催します。内容はフラダンス、ヨガ、ネックレスづくり、ひな人形づくりとなりま

す。 

 次に、高齢者事業です。「宮本寿大学」は、10月 16日（水）に、「楽しく体を動かそう

Ⅱ」として、６月にも開催した千葉県生涯スポーツ公認指導員の山岸玲子先生による椅

子に座っていても簡単にできる運動を行います。11月 20日（水）は公開講座とし「映画

鑑賞会」を行います。放映予定は、山田洋次監督の「家族はつらいよ」で、11 月１日号

の広報紙に掲載する予定です。 
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 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。 

 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水曜日に健康寿命の

延伸、介護予防、生活の質の向上を目的として、保健所健康づくり課との共催で実施し

ています。 

 続きまして、４ページ目、その他事業です。「みやもとまつり」は宮本児童ホームとの

共催により、10 月 26 日、27 日の土日で開催します。日ごろのサークル活動の成果を発

表し、展示、模擬店などを通じて、団体相互や地域住民との交流を図ります。 

 次に、「楽しく元気に歩こう」は、宮本地区スポーツ推進委員との共催により、大神宮

を出発し、海老川の水門までを健康のため、そして参加者同士の交流を深めながら楽し

く歩きます。 

 次に、「ボッチャ大会」は、船橋レクリエーション協会との共催により、９月 29日（日）

に開催します。2020 年はオリンピック・パラリンピックイヤーでもあることから、ボッ

チャの普及を図ります。 

 次に、「みやもと三百人劇場」です。11月９日（土）、「木管五重奏の響きで奏でる名曲

コンサート」は、10 月１日号の広報に掲載し、同日受付となります。アンサンブル・ミ

クストの５人によるコンサートを堪能していただきます。12 月７日（土）は二部制で実

施します。一部が乳幼児親子の方にも気軽に音楽を親しむ機会とし、「０歳から楽しめる

親子コンサート」を午前中に実施。二部は小学生以上を対象とし、「ミュージカル女優が

贈る名曲コンサート」を実施します。午前中のコンサートは、家庭教育セミナーとして

の開催でもあります。 

 次に、５ページ目、「サークル活動見学体験月間」です。宮本公民館登録のサークル活

動を体験する機会を提供し、サークルの支援を 11 月に実施します。昨年度は、８月に実

施で酷暑であったことの反省を踏まえ、11 月に開催いたします。告知は館内掲示はもち

ろんのこと、文化祭時にチラシの配布や地域にも各戸配布したいと考えております。 

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

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・土曜日に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。 

 ６ページで、「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。10月に１万 5,600部を発行する予
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定で、今回は文化祭の内容を全面に掲載をする予定でいます。 

 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 

 それでは、海神公民館の９月 26日から 12月 18 日までの事業計画を報告いたします。 

 初めに、青少年の「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６回目から８回目を実施します。 

 次に、「親子いけばな教室」は、全９回のうち５回から７回までを実施いたします。６

回目の 10月は公民館の文化祭に展示予定です。１月までの継続事業となります。 

 次のページになります。成人の事業、「地域交流講座」は、全３回のうち３回目を実施

いたします。こちらは、公民館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。公民館の講堂で音楽ライブを予定しております。 

 次に、「おとなの教養講座」は全３回のうち３回を実施いたします。こちらは公民館と

船橋市生涯学習コーディネーター連絡協議会の方々との協働となります。 

 次に、高齢者、「シルバー料理教室」は、全９回のうち６回、７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

場になるとよいということで開催いたします。 

 次の「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が講師でございます。 

 次に、「海神寿大学」、全 10回のうち５回から７回目の３回を実施いたします。10月は

船橋の防災について、11 月は健康講話、12月はリズム体操を行います。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、12回のうち７回、８回、９回目を健

康づくり課と共催で事業を引き続き行います。 

 次のページです。その他の「卓球開放事業」は、全８回のうち７回から９回目までを

実施いたします。社会教育関係団体４団体の協力のもとに継続して実施いたします。当

日、自由に参加できる人気の事業でございます。 

 次に、「ちびっこ広場」は、11 回中７回から８回を実施いたします。10月は足育講座、

11月はリトミックと読み聞かせを予定しております。 

 次に、「第 19 回海神公民館文化祭・ふれあいまつり」になります。こちちは、60 団体

が予定されております。 

 次に、「ふれあいコンサート」です。毎年行っている地域によるコンサートになります。

海神地区の中学校１校と小学校３校の生徒・児童のコンサートになります。 

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

ております。 
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 ここで、「就学時健診等における子育て学習」の計画が抜けておりました。次回、報告

させていただきます。 

 海神公民館の事業計画は以上でございます。 

○伊藤委員長 

 それでは、計画の発表を終わりましたところで、委員の皆様方との質疑に入ります。 

○沼波副委員長 

 私、一つよろしいですか。中央公民館の文化祭ですが、私の記憶が曖昧なのか、３日

間でやるのは今回初めてですか。 

○中央公民館長 

 去年、30年度も一緒です。 

○沼波副委員長 

 それもフォークダンスでしたか。 

○中央公民館長 

 そうです。 

○沼波副委員長 

 これは、この団体のほうからの要請でやるようになったんですか。公民館からではな

くて。 

○中央公民館長 

 そうです。発表部門といいますか、２日間では、本当に各団体が大勢出ているので発

表がなかなかできないです。フォークダンスをやる場合、場所的にも講堂しかないとい

うことで、団体のほうから、そこではいくらも時間がとれないということであれば、や

っぱりゆったりやりたい、長時間やりたいということで、前日に持ってきてもというと

ころでございます。 

○沼波副委員長 

 平日だけどということですね。これだとお子さんは授業があるので対象外になります。

大人が対象ということですね。 

○中央公民館長 

 そうですね。どうしてもできないというか、大体 20分ぐらい。 

○伊藤委員長 

 ダンスだからね。 

○沼波副委員長 

 フォークダンスです。だから子供も別に出てもいいかなと、せっかくだからと思いま

したけれども。 

○中央公民館長 

 実際に集まっているところを見ると、ほとんど大人です。 
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○沼波副委員長 

 大人ですよね。平日、金曜日ですからね。 

○中央公民館長 

 時間もそうですけれども、何十年もやっている方たちが基本的に多いです。年齢層か

ら見ると本当に高いというような状況です。 

○沼波副委員長 

 わかりました。30 年度からあったんですね。ごめんなさい、記憶になかったです。あ

りがとうございます。 

○伊藤委員長 

 山中さん、どうぞ。 

○山中委員 

 中央公民館の「出張子育て支援事業」ですが、これは内容を見たらいい内容だなと思

いましたが、曜日が全部平日、木、水、火、14時から 15時 30分という時間帯ですよね。

今、子育てでちょうどこの話を聞きたい世代というのは、一番の共働き世代ですよね。

だから、すごくいい内容なだけに、結局ここに参加できる人というのは専業主婦。ほか

の、例えば子育て事業のものはそれでいいんだけれども、こういう講話が軸になるよう

なもので、しかも実生活で一番困る人たちというのは、実は共働きの方たちです。だか

ら、曜日だとか回数を含めて、今回はともかくとして、今後これを続けていかれたらい

いと思いますので、その際にもうちょっと数を、この内容だけでも多くして、いろいろ

な階層が参加できるような、例えば、時間でいくと午後に全部集中しているけれども、

午前中もやれば、午後にパートタイムが入っている方は午前中参加できるとか。 

○伊藤委員長 

 講師がドクターだから、ドクターはみんな日曜日とかは休みだからね。 

○山中委員 

 だから、そこをうまく。 

○伊藤委員長 

 これは多分、ウイークデーの休日のところへぶつけていると思います。 

○山中委員 

 と思います。 

○伊藤委員長 

 水曜日とか火曜日とかに休診をやるから。 

○中央公民館長 

 そこら辺、はっきりと申し上げてしまうと、南本町子育て支援センターがある程度計

画をして、そこに私たちも加わって話をしているところです。私たちの事業でもござい

ますので、委員さんのほうからこういう意見があったということで、その辺をどうかと
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いうことでお話しします。 

○山中委員 

 やっぱりこういう企画は参加者ファーストですよね。全てがそうだけれども。例えば、

「ハッピーサタデー」というのは、子供は今、小学校、中学校を含めて土曜日が休みで

しょう。だから「ハッピーサタデー」ですよね。 

○中央公民館長 

 そうですね。あれは子供たちの居場所づくりというか、そういうところから始まって

いるものでございます。 

○山中委員 

 だから、土曜日ないし日曜日だったら、例えばお母さんが子供と参加できるかもしれ

ないし、もしかしたら、それこそ育休でお父さんなんかがいるわけだから、育児に参加

するお父さんというのは、ここら辺の病気の対応だとかは、世代的に考えると全部タイ

ムリーですものね。すごくいいなと思います。中央は、ここのところすごくいい企画が

随分出ているなと思って、ひょいとこっち側を見たら、あ、そうかと。 

○伊藤委員長 

 ただ、応募が 30名となっていて、広報に出しているのだろうと思うけど、すぐ満員に

なっているのかな。 

○中央公民館長 

 そうですね。子育て支援センターは公民館よりも専門なところでございますので、そ

ちらのほうに。 

○伊藤委員長 

 応募状況はどうなの。30名と書いてあるけれども、告知は広報に載せているでしょう。

さっきどこかがみんな満員と言っていたけれども、今の山中さんの言っているとおりの

内容なら、世の中広いから、30名なんていうのはほんの少しでしょう。 

○山中委員 

 これなんか本当、中央公民館でやるけれども。 

○伊藤委員長 

 場所を貸したんだ。 

○山中委員 

 場所だけの問題ですからね。かなり広域から参加したい内容ですものね。 

○伊藤委員長 

 そうだと思う。この応募状況はわからない。まだやっていないですものね。 

○山中委員 

 でも、もう 10 月 10 日ですよ。２週間ですから、もう申し込みは終わっているでしょ

う。 
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○伊藤委員長 

 どうなんですか。ともかく、広報が１日と 15日にいつも入ってくるけど、最近、少し

厚めになってきて書くことがいっぱいで、べたーっとあらゆることが書いてある。来る

たびに一生懸命読むけど、まあ、恐ろしいぐらい書いてあるね。 

○沼波副委員長 

 見過ごしてしまうときがあります。 

○伊藤委員長 

 とにかく 60歳、70歳がどんどん送り出されて、やることがないという人がどんどん来

るから、１日号の広報は細かく読んでいるんです。 

○中央公民館長 

 今回の参加状況というのが、ちょっとはっきりわからないです。というのは、申し込

み先を支援センターのほうにしています。ですので、最終的な申し込み状況がわからな

いのですが、大体 30組ぐらいにすると、先ほど報告の中でもございました７月 24日は、

定員 30 組でやったときに 13 組 26 名、男６名、女 20 名というような形でいらっしゃっ

たり、あるいは多いときですと 54 名というぐらいです。30 組ぐらいだと２人ずつ来て

60人ぐらいの話になろうかと思いますけれども。 

○伊藤委員長 

 やっぱり要望はすごくあるんですよね。 

○山中委員 

 ありますよ。結局、子育て支援事業といってもテーマによってだと思います。この小

児科の先生の２つの話は、ニーズが一番高いところだと思います。恐らく、話の内容は

リピートで参加する人が多いだろうから、調整をつけてやると思うんです。だから、全

く同じことを話すわけではないと思います。そんなようなことで、先々もこの企画は続

けてほしい企画だし、参加する側が参加しやすい選択肢がもう少し欲しいなと思います。 

○伊藤委員長 

 そういう要望です。 

○中央公民館長 

 わかりました。ありがとうございます。 

○三宅委員 

 これ、保育はないんですよね。一緒に受けるんですね、赤ちゃんも。 

○中央公民館長 

 そうです。親子が組で。 

○三宅委員 

 お昼寝の時間ではないのでしょうか。 

○中央公民館長 
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 時間がですか。 

○三宅委員 

 とても心配です。お昼寝の時間が近いので、寝ちゃったら出かけたくなくなってしま

うなと思います。午前中にやればいいのにとすごく思うんです。 

○山中委員 

 だから、いろいろ要素がありますね。 

○沼波副委員長 

 先生方も午後が休診とか。 

○三宅委員 

 そういうのがあるかもしれないですね。 

○宮﨑委員 

 一つよろしいですか。浜町さんの「海とのふれあい講座」は、船橋にあって、こうい

う海とふれあう機会があります。浜町さんはいつもこの講座があるのでうらやましいな

と思っているのですが、例えば、これも参加が 20 組 40 名。これは親子参加になるのか

な。応募状況はいかがなのでしょう。 

○浜町公民館長 

 いっぱいまではいかないです。いっぱいにはしたいのですが。 

○宮﨑委員 

 例えば、ほかの館ではこういう海との接点が少ないですよね。市内にもうちょっと大

きく捉えても希望者はいるかなと思って見ていたんです。別に浜町の管内でなくてもい

いわけですから。それは機会があったら。 

○浜町公民館長 

 もう少し、逆に周知とかを。 

○宮﨑委員 

 はい。男の子なんかはこういうのは興味を持つのではないかと思います。それと、こ

れは例えば船を使ったりしますよね。経費などはどうされていますか。 

○浜町公民館長 

 海洋少年団さんと共催なので、そちらで。船なんかですと海洋少年団さんのお持ちの

ヨットとか。 

○宮﨑委員 

 なるほど。貸していただけると。 

○浜町公民館長 

 ただ、今回はジェット船で企画していますけれども、もともとはヨットでした。台風

でヨットが破損してしまったらしく、それで今回はジェット船に急遽変更になっており

ます。 
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○宮﨑委員 

 ジェット船だとさらにお金がかかるのではないかなと思いますけれども、費用は。 

○浜町公民館長 

 それは海洋少年団さんで……。 

○宮﨑委員 

 持ってくれるんですか。 

○浜町公民館長 

 持つという形で、もともとヨットは海洋少年団さんの持ち物でやっていますので。今

回、3,000 円だったか、千葉港の見学とかで実費でいくらかお金をいただいているのが、

若干高めの参加費になっているところです。 

○宮﨑委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

○伊藤委員長 

 すごく長い期間やっているから、昔から。だからよそから入れません。あそこは島に

なっている。 

○山中委員 

 あと一つ、いいですか。浜町公民館の「女性セミナー」ですが、一つはバス研修。こ

れは事前に何かシリーズでやっているから、参加費みたいなものを掲載されていました

か。 

○浜町公民館長 

 もともと実費ということでお知らせはしています。 

○山中委員 

 ということは、バス研修はただではなくて、もちろん入館料もあるし、それなりの金

額は徴収ですね。 

 それと、11月 20日の「名画で学ぶ主婦業」ですが、この名画というのは映画のほうの

名画なのか、絵画の名画なのか。 

○浜町公民館長 

 恐らく絵画のほうの名画だと思います。こういう本があるらしくて、それを田中久美

子先生が監修をしています。それは多分、名画、絵のほうだと思います。 

○山中委員 

 そうでしょうね。普通、名画というと絵画だと思います。絵画でもって主婦業が学べ

るのかと。 

○浜町公民館長 

 その辺はちょっと何とも、聞いてみないと。 

○山中委員 
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 中身がわからないなと思って。 

○伊藤委員長 

 映画にしてもおかしい。映画にしても、主婦業って何だろう。 

○山中委員 

 例えばオードリー・ヘップバーンの何か。彼女はちょっと無理か。何か主婦役でもっ

ていろいろやっている……。 

○浜町公民館長 

 「名画で学ぶ主婦業」という本が出版されています。 

○山中委員 

 そうなんですか。 

○浜町公民館長 

 それの監修をされた先生です。 

○伊藤委員長 

 本当の意味の芸術なんですよ。だって、芸大の先生でしょう。分析することがあるん

でしょう。 

○沼波副委員長 

 初めて聞きました。 

○伊藤委員長 

 聞いたことがない。 

○沼波副委員長 

 勉強不足で。 

○伊藤委員長 

 いずれにしても芸術ということ。 

○山中委員 

 そういうことなんですね。よくわからない。 

○伊藤委員長 

 勉強してくださいよ。 

○浜町公民館長 

 芸術大の先生なので、絵画のほうです。 

○山中委員 

 俺には関係ないことなんだけれども。 

○伊藤委員長 

 館長も勉強してもらいましょう。新しいいろいろな企画がぱらぱら入ってきているか

ら、時代が変わってきているなという気がします。 

 よろしいですか。では、こういう計画でお願いします。 



－26－ 

 

  

○事務局（中央公民館長補佐） 

 それでは、本日はどうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 先日、委員の皆様方にご案内させていただきました第 71 回の千葉県公民館研究大会、

こちらに関しては、委員長と山中委員がご参加ということで、よろしくお願いいたしま

す。 

○伊藤委員長 

 宮﨑さんも行ってくれるの。私は行こうと思っているけど。 

○宮﨑委員 

 一応、期日までに出さないから、欠席ということですよね。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 そうですね。ご回答いただけなかったので、すみません、お二人参加ということで。 

○伊藤委員長 

 大昔に行ったけど、柏だから行こうかなと思っています。 

○三宅委員 

 近いですよ。 

○山中委員 

 近くないよ、あそこ。まだ千葉の文化会館のほうが全然近い。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 お二人が参加ということで、すみません、ご協力いただきましてありがとうございま

した。 

○山中委員 

 ちなみに、何で柏の葉公園のあそこになったの。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 持ち回りで、昨年は船橋のここの中央公民館で、次は柏で東葛地区ということです。

地区ごとに変わっているような状況でございまして。 

○山中委員 

 そうか。でも、九十九里とかあっちには行かないよね。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 あまり遠い所はないです。そうですね。 

○山中委員 

 大体千葉で、ぎりぎり行ったのは木更津かな。一番遠かったのが木更津だったと思い

ます。 

○伊藤委員長 

 房州のほうに行ったことがあるよ。 



－27－ 

 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 ある程度ブロックが分かれていまして、そのブロックの担当ということで、ことしは

柏が担当ということになっているようです。 

○中央公民館長 

 東葛ブロックなんです。東葛が担当です。去年は葛南といって船橋だとか、そういう

ところが主になってやったものですから船橋でできました。県の公民館連合大会で、こ

としは東葛地区の各市町村の公民館がやるということで企画をしているので、どうして

も地元でやります。逆に言うと、去年は葛南で船橋でやったということで遠くからもい

らっしゃいました。どうしてもそういうようなことになってしまいます。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 そういうことでございます。 

 続きまして、次回は 12月 19日の木曜日、午後４時からということです。 

 午後 4 時からということになりますと、その後に懇親会ということでご用意させてい

ただきます。また懇親会につきましては、別途ご案内させていただきますので、それに

ついて参加の有無を確認させていただきたいと思います。 

 以上をもちまして、令和元年度第３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５時２０分閉会 


