
第３号様式 

令和２年度 第１回中央公民館運営審議会会議録 

                        （令和２年１１月１４日作成） 

 

１ 開催日時 令和２年９月２５日（金曜日）午後３時００分から午後４時３０分  

２ 開催場所 中央公民館 ４階 第２集会室 

３ 出席者 

（１） 委 員 伊藤委員長、沼波副委員長、山中委員、三宅委員、宮﨑委員､ 

中野委員 

（２） 事務局 中央公民館長、浜町公民館長、宮本公民館長、海神公民館長 

     中央公民館長補佐、中央公民館広域事業担当者 

４ 欠席者 筒井委員 

 ５ 議題及び公開・非公開の別並びに非公開の場合にあっては、その理由  

「公 開」 

１． 委員長、副委員長、議事録署名人の選出 

２． 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

３． 各公民館の令和元年度事業報告について（１２月１９日から３月３１日） 

  「非公開」 

４． 社会教育関係団体の登録申請（新規） 

※根拠等 船橋市情報公開条例第７条第２号の不開示情報（個人に関する情報）を

審議することから、同条例第２５条第２号に該当するため 

６ 傍聴者数 ０人 

７ 決定事項  

１． 委員長、副委員長、議事録署名人の決定 

２． 各公民館の事業報告を承認 

３． 社会教育関係団体の新規登録を承認 

 ８ 議事 次ページ以降参照 

９ その他 次回開催予定 

日  時 １２月１７日（木曜日） 午後４時００分から   

開催場所 中央公民館  

１０ 問い合わせ先  中央公民館 047-434-5551 
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日  時 令和２年９月２５日（金） 

  午後２時５４分～４時２８分 

会  場 中央公民館 ４階 第２集会室 
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午後２時５４分開会 

 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。時

間はちょっと早いのですが、皆様おそろいなので始めさせていただきます。お一方だけ、

本日来られるはずだった船橋小学校の筒井道広校長先生が、急用により欠席させてくだ

さいということで連絡が入っておりますので、ご報告させていただきます。 

 本日、始める前に皆様方の体調をお伺いしたいと思います。公民館をお使いになられ

る方皆さんに、熱と体調をお聞きしているのですが、どうでしょうか。皆さん、大丈夫

ですかね。 

○山中委員 

 大丈夫じゃなかったらここまで歩いてこられない。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 そうですね。では、始めさせていただきたいと思います。 

 会議を始める前に、本日の資料の確認をお願いいたします。１つが「令和２年度 公

民館運営状況報告及び事業報告」という、今日そちらに置かせていただいた２枚の紙で

ございます。それと「令和元年度の南部地区各公民館事業報告」として、事前に皆様方

にお配りしております緑色の表紙のものです。それと、社会教育関係団体の新規登録の

申請関係、これは２団体分です。皆さんございますでしょうか。 

 本日、会議録作成のため、会議情報システムのスタッフが同席いたしますので、ご了

承願います。 

 では、令和２年度第１回中央公民館運営審議会を始めさせていただきます。これから

は着座で失礼いたします。 

 最初に、中央公民館長の関根より、ご挨拶申し上げます。 

○中央公民館長 

 皆様、改めましてこんにちは。コロナ騒動の中、私は４月に中央公民館長となってお

りまして、皆さん、よろしくお願いいたします。大変不慣れではございますが、皆様の

お力添えをいただきながら、頑張って職務を全うしてまいりたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 前代未聞のコロナウイルス感染拡大によりまして、２月から公民館が休館となりまし

た。６月 15日から公民館の利用は再開となりましたが、その間、３月、４月、６月と実

施予定でございました公運審も開催できずに、本日やっと第１回目の開催ということに

なりました。こうして皆様のお元気なお顔を拝見させていただいて、大変喜ばしい限り

でございます。本日、この後スピーディーに会議を進めてまいりたいと思っております

ので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。簡単ですが、挨拶とさせていただきま
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す。よろしくお願いします。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、委員、公民館長の紹介に入りたいと思います。中央公民館より時計回り

でお願いいたします。関根館長は今ご挨拶したので、浜町公民館からお願いします。 

○浜町公民館長 

 浜町公民館長の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。 

○宮本公民館長 

 宮本公民館長の杉本です。よろしくお願いいたします。 

○海神公民館長 

 ４月から五十嵐館長に代わりまして、社会教育課から異動になりました海神公民館長

の金児と申します。よろしくお願いいたします。 

○中野委員 

 中野と申します。よろしくお願いいたします。 

○三宅委員 

 三宅です。よろしくお願いします。 

○伊藤委員 

 伊藤でございます。よろしくお願いします。 

○沼波委員 

 沼波と申します。よろしくお願いいたします。 

○山中委員 

 山中です。よろしくお願いします。 

○宮﨑委員 

 宮﨑です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 私は、４月から中央公民館の館長補佐を拝命いたしました松田と申します。よろしく

お願いいたします。 

○事務局（中央公民館職員） 

 広域事業担当をしております橋本と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 次に、委員長及び副委員長の選出となります。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

いてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局（中央公民館長補佐） 
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 ありがとうございます。それでは、中央公民館長を仮議長として進めさせていただき

ます。関根館長、お願いいたします。 

○仮議長 中央公民館長 

 それでは、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１名を

置き、委員の互選により定める」とございます。どなたかこの中で、立候補または推薦

したい方はいらっしゃいますでしょうか。 

○山中委員 

 伊藤さんしかいないでしょう。 

○仮議長 中央公民館長 

 では、そういうことでよろしいでしょうか。満場一致ということで、令和２年度の委

員長は伊藤委員、それと副委員長に沼波委員、ご承認いただけるということでよろしい

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり、拍手） 

○仮議長 中央公民館長 

 ありがとうございます。それでは伊藤委員長、ご挨拶をよろしくお願いいたします。 

○伊藤委員長 

 改めて、皆さんこんにちは。 

 半年ぐらいでしょうか、ご無沙汰していたのは。人間というのは会わない、コミュニ

ケーションを全然取っていないと、私ぐらいの年になると忘れていくんですね。名前と

か顔とか、いろいろと支障が出てきます。三宅さんは別格ですが。 

 今、自己紹介をしましたけれども、このメンバーは大変長い間のお付き合いをしてい

る方ばかりでございますので、そういう面では、今さっき言ったようなことは該当して

いませんので、お久しぶりで懐かしいという感じでございます。 

 ただいま、また委員長をというお話を頂きました。ただ長くだけやっているような気

がしてしょうがないんですけれども、皆様方のご支援のおかげで、これまでのところ順

調に進んできていたように思います。ただし、このコロナという訳の分からない菌でし

ょうか、そういうことで世界中がひっくり返っている。そのとばっちりが運審にまで影

響して、皆さん方と疎遠になってしまったというのが現状かと思います。コロナに負け

ないで乗り越えて、進んでいかなければいけない使命があるのだろうと自覚しておりま

す。皆さん方のご協力の中で、運審の進展を図っていきたいと思いますので、ご協力の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

 挨拶だけやっていると１時間くらいになってしまうので、よろしくお願いしますとい

うことで終わります。 

○中央公民館長 

 どうもありがとうございました。 



－5－ 

 

 沼波副委員長も一言ご挨拶をお願いします。 

○沼波副委員長 

 長い間、こういった関係のものの開催がなくて、少し緊張感を欠いていますので申し

訳ないのですが、今日をまた新たなスタートとして頑張っていきたいと思います。皆様、

よろしくお願いいたします。 

○中央公民館長 

 それでは、これから事務局にて進行させていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 皆様のご協力により、委員長、副委員長も決まりましたので、ただいまから令和２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６名のご出

席をいただいております。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、

半数以上の出席がございますので、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、当審議会も原則公開となります。なお、本日の傍聴者は

おりません。 

 それでは議事に入りますが、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、委員長が会議を整理することとなっております。伊藤委員

長、議事進行をお願いいたします。 

○伊藤委員長 

 会議を始める前に、議事録署名人の選出はどうしましょうか。 

 三宅さんですか。ではお願いします。 

○三宅委員 

 はい。 

○伊藤委員長 

 失礼しました。 

 それでは、議事のほうに取りかかります。１番目の「新型コロナウイルス感染症拡大

防止対策について」、これは館長がやるのですか。お願いします。 

○中央公民館長 

 それでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について、私のほうからご説明さ

せていただきます。 

 話を始める前に、本日、日にちが変わったことを皆様に謝らなければいけなかったの

で、すみません。議会のほうの関係で、本当は 24日に実施予定だったのですが、今日に

延期ということで、本当に申し訳ございませんでした。それと、部屋のほうも最初は第

一応接室でやる予定でございましたが、本日、急にこの部屋がキャンセルになり空きま



－6－ 

 

したので、急遽、こちらの部屋に替えさせていただいた次第でございます。 

 それでは、まず、船橋市内の新型コロナウイルス感染症の現在の感染状況として、２

枚目のほうをご覧いただけますでしょうか。今、船橋市の新規陽性者として発表されて

いる人数でございますが、市内居住者として 482 人、千葉県内では 3,715 人の方がコロ

ナウイルス感染症の陽性者ということになっております。 

 船橋市に関係する施設のクラスターとしては、まず３月に北総育成園という香取郡東

庄町にある市の委託施設になるのですが、こちらでの感染が最初に確認されてクラスタ

ーが発生しました。その後に船橋市立リハビリテーション病院で、８月に 18名の感染が

ありました。それと西船にございます西船みどり保育園、こちらは私立になるかと思う

のですが、８月６日に 10人の感染がございました。 

 ９月 24日現在、船橋市内のコロナに係る関係で亡くなられた方は５名で、千葉県内で

は現在 70名の方が亡くなられている状況でございます。 

 現在、市の職員の感染者数としましては 13名。残念ではありますが、公民館の職員も

１名、松が丘公民館で１名なったということでございます。 

 それと、ＰＣＲ検査実施数でございますが、千葉県内が７万 7,280 人。船橋市で受け

ている数が 7,629 人。千葉県内で検査を受けた方の約１割の方が船橋市内で受けている

という状況でございます。 

 それと、新規陽性率、直近７日間の平均ということではじき出されている数字でござ

いますが、千葉県内では 3.43％。千葉県内の平均よりも船橋市は若干高い 3.6％という

現在の状況でございます。 

 それでは、１枚目に戻っていただきまして、今までの公民館に係る関係でコロナウイ

ルス対策を簡単に説明させていただきます。 

 まず、２月４日に新型コロナウイルス対策に係る関係で、手指消毒液の設置指示とい

うものが市内に出されました。その後、２月 18日になりますが、船橋市に新型コロナウ

イルス感染症対策本部会議というのがございまして、その中で、市の職員はこういうも

のを遵守しなさい、また、イベントの基本的な考え方というのをいろいろと指示されて、

動いた状況でございます。そこで保健所の業務が手薄になったということで、応援に行

く職員もちらほらいた状況でございます。 

 ２月 19 日に、「市主催（共催）のイベントや施設事業を中止・延期する基本的な考え

方」というものが出されまして、参加者が 100 名以上見込まれるものに関しては実施は

するなと。参加者同士の濃厚接触の可能性が高いものはやらないでくれと。それと市の

主催のイベントまたは共催事業、こどもフェスティバルですとか地域ふれあいコンサー

ト、寿大学等も実施できなくなった状況でございました。 

 ２月 21日には、イベント等の中止によって公民館の使用料は基本的に還付はしないと

いう状況ではあったのですが、このときにイベントを中止するとか、コロナ感染に係る
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関係でのキャンセルに関しては、公民館の使用料は還付するという方針が市のほうで示

されました。 

 それと、２月 27日にイベントの中止・延期に関する基本的な考え方がまた新たに出ま

して、例えばバスで移動するのは駄目、屋内で実施する 50名以上の不特定多数の高齢者

が参加するものもやってはいけない、そういった指示がございました。 

 ２月 28日でございますが、屋内でのイベントとか施設事業は、原則中止、延期をしな

さいということが対策本部で示されました。それで、実際に公民館に関しては、２月 29

日から当初は３月 15 日までは公民館は休みなさいという指示がございました。その後、

まず３月 31日まで公民館は延長して休館をしなさいという形で示されました。 

 裏面を見ていただいて、３月 23 日には全公民館休館として、当初４月 12 日までは延

長で休みなさいと。８月 31日までは公民館等の市の主催事業ですとか、そういったもの

は中止をしなさいということで示された状況でございます。それ以降、公民館は６月 14

日まで実質休館延長ということになったのは、皆さんもご存じかと思います。 

 それと、４月 13日から基幹公民館を除きまして、地区公民館、例えばこの南部地区で

言うと浜町、宮本、海神の館に関しましては、完全無人化ということになりまして、地

区館の職員は在宅勤務または保健所への応援という形で、保健所のほうに勤務している

状況でございました。また、基幹公民館の職員も何名かお手伝いという形で行っていた

状況でございます。 

 ４月７日には緊急事態宣言が発令され、５月４日、緊急事態宣言が延長になったのは、

皆さんもご存じかと思います。 

 ５月 25日、緊急事態宣言が解除と同時に、地区館の公民館の職員も通常勤務に復帰と

いうことで、公民館に戻ったということでございます。６月１日から全公民館の事務所

機能は再開、コピーや印刷、予約システムの利用等のサービスも始まりました。６月 15

日から対策本部作成のガイドラインにより、集会室等の貸出を再開したということにな

ります。 

 令和２年度の事業報告につきましては、ここに書いてあるように、８月末日までは事

業は一切開催できていない状況でございます。 

 今後の予定でございますが、飛沫による影響により制限がありました、例えば吹奏楽

器、トランペットですとかリコーダー、オカリナ等につきましては、感染対策を履行し

ていただくことによって、10 月１日から利用が可能ということで公表されております。

それぞれの公民館で、今まで制限のありました活動も一部再開して始まるということに

なりました。 

 また、イベントや事業等につきましては、とりあえず 10 月 31 日までは公民館のイベ

ント、事業ができないという状況でございますが、11 月１日より、随時いろんな対策を

施しながら、皆さんにコロナ対策をいろいろお手伝いいただきながら、イベント、事業
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に関しては始めていく方向で今予定をしている状況でございます。 

 簡単ですが、コロナウイルスに対しての説明ということで、事業報告等も含めて、こ

ちらの話をさせていただきました。どうもありがとうございました。 

○伊藤委員長 

 ありがとうございました。 

 ご説明いただきますと、なるほどということを日付順に思い出しますね。そんなこと

があったなということが。たってしまえばあっという間のような感じがするのですけれ

ども、その都度その都度、盛りだくさんでしたね。 

 今はテレビで世界中のニュースがぼんぼん入ってきちゃうから、そういうのを時間が

あるから、夜中でも何でもみんな見ちゃうでしょう。そうしますと、日本の国だけ例外

の例外で、こんな変わった国もあるんだなという感じで、すごく感染者が少ないですよ

ね。対処もすごく優れている。大和民族とか、そういうことを言うのがいいのか悪いの

かは別ですが、戦時中の人間なものですから、大和民族魂というか。そういう面ではあ

まり難しい規則はないんだけれども、国民は従うというか遵守するということで、最悪

の状態が想定されても、そんなことが起こらないで今日までコロナ対策ができていると

いう感じであります。民族性の優秀さをみんな誇りに思って、今後頑張るようになって

くれればいいなと、改めて今のご説明を聞いて感じました。 

 それでは、２番目の「令和元年事業報告」。今は令和２年ですから、積み残してしまっ

たといいますか、元年の分をやっていないということなので、そこからスタートしたい

と思います。 

 各館長からご報告をしていただきたいということです。中央公民館からスタートしま

しょう。 

○中央公民館長 

 それでは、令和元年度報告ということで、12 月 19 日から３月 31 日までの事業報告を

させていただきます。 

 まず、青少年の事業でございますが、「ふなばしハッピーサタデー」です。こちらは１

月から３月までを予定していたのですが、２月 29 日と３月 14 日に関しては、コロナの

影響でできませんでした。 

 まず、１月には「一輪車教室」を行いました。こちらはいろんな指導者の方に教えて

いただいた状況でございます。通常、１日や２日で一輪車に乗れるものなのかというこ

とを考えていたのですが、実際のところ、子供たち全員がこの２日間で乗れるようにな

って、楽しく一輪車をこげるようになったと報告を受けております。２月は「マジック

教室」。こちらに関しては、マジックで遊びながら数学的な理論ですとかを学んで、子供

たちもすごく楽しそうな姿が見られた状況でございます。 

 成人に関しては、「地域防災講座」を本当はやりたかったのですが、コロナの影響でで
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きなかったということでございます。 

 「サークル体験教室」は、全部で４つ用意していた状況でございます。このサークル

体験教室というのは、活動している高齢者の方々が多いという原因はあるのですが、サ

ークルが減少している対策の一つとして、よりサークルの内容を分かっていただけるよ

うにということで４つを用意したのですが、残念ながらコロナの影響で「映画英語体験

教室」、「詩吟体験教室」はできませんでした。「フラメンコ体験教室」と「ストレッチ体

操」に関しては、人数は少なかったのですがいろいろと体験をしていただいて、すごく

好評だったと伺っております。 

 続きまして、「家庭教育セミナー」です。こちらは「子供の安心ネット・ＳＮＳ利用教

室」ということで、２日間ございました。こちらは、スマートフォンですとかインター

ネットの利用について、改めて見直してもらうチャンスということで考えた中で、いろ

いろ学校のほうにも働きかけたのですが、思うように人数が集まらなかったのかなとい

うところではございます。来年度も継続するのであれば、さらに踏み込んだ実践的な内

容を実施したいと考えております。 

 続きまして、高齢者対策の「中央ふれあい学級」でございます。こちらに関しては、

最後のふれあい寄席と閉講式がコロナの影響でできませんでした。「新春コンサート」と

してはピアノとバイオリンの調べと、２月には「ふなばしシルバーリハビリ体操」を行

ったという状況でございます。 

 続きまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」と「介護・認知症予防講座」は、

両方とも健康づくり課との共催事業ということで、高齢者の対策として十分な位置づけ

として考えて、参加いただいた方に対しては、いろいろためになったものと考えており

ます。 

 それから、「青年教室『若草の会』」でございます。こちらは特別支援学級及び特別支

援学級を卒業した青少年の子供さんたちで構成されている「若草の会」というのがござ

いまして、会員一人一人が仲間づくりの場として、貴重な体験ができるものだと考えて

おります。なかなか知的障害をお持ちの方ですと活動する場所が限られている中で、こ

ういった事業をすることによって、親御さんたちも自分たちの悩みですとか、そういっ

たことをお互いに話しながらやっている姿が見えるのかなというところでございます。

３月に関しては、コロナの影響でできなかったのが残念ではございました。 

 「卓球開放」は常にやっていますので、こちらは割愛させていただきます。 

 それから、「サンデー・コンサート」です。こちらも最後の２月はコロナの影響ででき

なかったのですが、12 月に行った部分に関しては、すごく身近に、なかなか聞くチャン

スがなかった中で、参加者の方からは大変好評を頂いたということでございます。 

 「巡回児童ホーム事業」に関しましては船橋市児童ホームと共催で、こちらは例年や

っている状況でございます。 



－10－ 

 

 「出張子育て支援事業」に関しましては、南本町子育て支援センターと共催で事業を

行っております。それぞれ参加している子供さん、親御さんにとっては、すごくよかっ

たというところでのアンケートは頂いております。 

 最後に「市民の力活用事業」、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」を行いました。「市民の力活用事業」を行うに当たっては、皆様か

らも大変厳しいお言葉を頂きながらやることができたということで、うちのほうもいろ

いろとフォローアップしながら進めた事業でございました。当初は申込人数も少なかっ

たのですが、最終的には講座も 56名の方に、男性も含めて参加いただきました。参加者

同士の中で話す、聞くというものを主眼に置いたコミュニケーション学習が、すごく貴

重だったという言葉を頂いて、やってよかったと私個人は思っております。また来年も、

もし提案があればということで、今年度は待っている状況でありますが、今のところは

まだアクションはないというところでございます。 

 中央公民館からは以上でございます。ありがとうございました。 

○伊藤委員長 

 ありがとうございました。 

 一つずつ行きましょうかね。中央公民館の報告に、何かご意見はございますか。 

○山中委員 

 「家庭教育セミナー」の参加者が６名と８名、湊町小学校ＰＴＡにご協力いただきと

あります。これを聞くと参加者はＰＴＡの役員だけだったのかなという印象を持ってし

まったのですが、その辺りはどうですか。 

○中央公民館長 

 これは役員の方ではなくて、一般参加ということでの人数です。 

○山中委員 

 それで、共にこれは月曜日の 10 時から 11 時半という時間帯ですけれども、このスケ

ジュールだと、就学児童を抱えるお母さん方の 70％は、いわゆる共働きというか、仕事

を持っていらっしゃるわけで、そういうことを考えたら、土曜日だとか日曜日だったら

もっと出やすかったのではないか。それから時間帯も考えて。そういう部分では、ＰＴ

Ａの協力を得ているのだったら、事前にちょっと調査をすればよかったなと。内容はす

ごくいいことだと思うし、時流にも合っているし、非常に重要なテーマだから続けられ

たらいいと思うのですが、そこら辺をご検討いただければというのが僕の印象です。 

○中央公民館長 

 ありがとうございます。今、山中委員のほうからご指摘がありましたことを担当者の

ほうにも伝えて、曜日、時間帯、そういったところを参加する方の側に立って考えてい

きたいと思います。ありがとうございます。 

○伊藤委員長 
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 せっかく内容のあることだったら、大勢の人に来てもらったほうがいいからね。 

○中央公民館長 

 そうですね。ただ、今度は逆に入り切れないということも曜日によっては考えられる

ので、様々なことを想定し、考えながらやっていきたいと思います。 

○山中委員 

 増えたら、今日ではないけれども 30分前に会場を変えたっていいんだから。 

○三宅委員 

 これは６年生も一緒に受けているんですよね。 

○中央公民館長 

 親だけということです。 

○三宅委員 

 別ですか。親だけ６名。悲しい感じが……。 

○伊藤委員長 

 来ないでもらいたいから月曜日の朝にしたんじゃないの。逆もあるからね、考え方が。

内容のあることだったら、できるだけたくさんの人に来ていただくのが筋だろうから、

反省材料にしておいてください。 

 ほかにはどうでしょうか。去年のことですので、もう終わっていることですから。 

 それでは、次に行きましょう。浜町公民館、お願いします。 

○浜町公民館長 

 浜町公民館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、全 12 回のうちの

９回目「冬のお楽しみ会」、クリスマス会ですけれども 12月 21日に、10回目「手作り凧

あげ」を１月 18 日に実施いたしました。11 回目２月、12 回目３月はコロナ感染症の影

響によりまして中止といたしました。若松地区青少年健全育成会さん、スポーツ推進委

員さん、若松児童ホームなど、地域の方々のご協力をいただきまして、様々な企画や講

座を子供たちに提供し、子供たちの笑顔をたくさん見ることができました。 

 続きまして、「わんぱくフェスタ」、子どもまつりですが、町会・自治会さん、若松地

区青少年健全育成会さん等の青少年団体さんなど実行委員の皆さんが準備を進めてくれ

ました。あとは当日実施というところまで準備が整っていたのですが、残念ながらコロ

ナウイルスの影響によりまして、こちらも中止といたしました。 

 続きまして、次ページになりまして、成人の部になります。「遊びの寺子屋 手作りオ

モチャ指導者養成講座」ですが、手作りオモチャの作り方を学ぶとともに、子供たちを

指導するボランティアを養成することを目的に、全３回の講座を実施いたしました。日

程、内容、参加者数は資料のとおりでございます。参加者は製作過程を楽しみながら、

子供たちに指導するためのオモチャの作り方や、はさみ、カッターの使用など指導する
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上での注意点などを学んでいただきました。講座終了後は、希望者には子どもまつりで

の指導をお願いしていましたが、子どもまつりは中止となり、実施できませんでした。 

 続いて、「キッチン☆はまちょう」です。薬膳料理をテーマに選びまして、「冷えとり

薬膳料理教室」を実施いたしました。募集開始２日で予定人数を超え、食べ物への関心

の高さを再認識いたしました。参加者からは「早速自宅でもつくってみたい」「体が温ま

った」「夏の薬膳料理を教えてほしい」との声が寄せられました。 

 続いて、「太宰治ゆかりの地散策と生誕 110 周年記念講演」です。「太宰治に愛された

まち、船橋」と題しまして、船橋にゆかりのある太宰治について学んでいただくことを

目的に企画いたしましたが、こちらもコロナウイルス感染症対策によりまして、中止と

いたしました。散策コースには玉川旅館も入っておりましたが、玉川旅館さんがなくな

るということで、今回実施できなかったのは非常に残念に思っております。 

 続いて、次ページになり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、７回目を１月 15 日に、８回目を２月 19 日に実施いたしました。講座内容、参加者

数等は、資料のとおりでございます。募集定員 45名に対しまして、89名のお申し込みを

頂いた人気のセミナーで、終了後のアンケートでは、「全部の講座がすばらしかった」

「どの講座も楽しく、勉強になった」「バラエティーに富んだ講座内容で、楽しく役に立

った」等、ご好評をいただきました。 

 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８回目を１

月 14日に、第９回目を２月 18日に実施いたしました。最終回、第 10回目は、コロナウ

イルス感染症対策により中止といたしました。地域の高齢者の健康と生きがいづくりを

目的に、様々な角度、視点で多彩な内容の学習企画を実施いたしました。１～２回の出

席の方や、男性参加者が少ない、60 代の参加が少ないなど、問題点や改善点もあります

ので、市民や高齢者の関心事を探りながら、多くの方に参加してもらえる事業にしたい

と考えております。 

 続いて、次ページに移りまして、「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、月に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日に実施いたしました。最終回、第 12回目はコロナウイルス感

染症の影響により中止といたしました。内容、参加者数等は資料のとおりでございます。

健康づくりと介護予防のためのシルバーリハビリ体操の普及を目指して実施いたしまし

たが、実施についての問い合わせも多く、健康に対する関心の高さを実感しております。 

 続きまして、「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共催

で、全９回のうち、第８回目を１月８日に実施いたしました。最終回の第９回目は、コ

ロナウイルス感染症対策によりまして中止といたしました。地域の高齢者を対象として、

参加者同士の交流を図ることを目的に開催しておりますが、毎回の参加を楽しみにして

いる方も多く、地域の高齢者の交流の場、親睦の場となっております。 
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 続いて、その他事業になります。「すくすく広場」ですが、湊町地区社会福祉協議会と

共催で、全 12回のうち第９回目を 12月 24日、第 10回目を１月 28日に実施いたしまし

た。11回目、12回目は、コロナウイルス感染症の影響によりまして中止といたしました。

内容、参加者数等は資料のとおりでございます。子育て支援事業として開催しておりま

すが、親子で楽しんで参加している姿が見られ、また、育児の悩みなど子育て相談もあ

り、参加者同士の交流もでき、子育て支援の一助となっております。 

 続いて、「こんさーと in 風のまち浜町」です。「ちょこっとオペラ」と題しまして、

オペラを公演する予定でおりました。入場料 500 円を頂く有料コンサートで、チケット

は予約を含め完売となっておりましたが、こちらもコロナウイルス感染症対策により中

止といたしました。 

 次に、「卓球台一般開放」です。施設を有効活用するため、施設の空いている時間を利

用して、地域住民に健康増進と交流の場として実施する予定でおりましたが、コロナウ

イルス感染症の影響によりまして中止といたしました。 

 最後に、「浜町公民館だより かもめ通信」です。年３回発行のうち、３回目を発行い

たしました。内容は、子どもまつりを中心といたしまして、公民館事業のご案内を載せ

ましたが、事業のほうは残念ながらコロナウイルスの関係で中止となってしまいました。 

 浜町公民館からは以上です。 

○伊藤委員長 

 ありがとうございました。ただいまの浜町公民館からの報告に何かご質問がございま

したら伺いたいと思います。 

 ないようでしたら、次に宮本公民館に行きたいと思います。よろしいですか。では、

宮本公民館、お願いします。 

○宮本公民館長 

 宮本公民館の令和元年 12月 19日から令和２年３月 31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「ハッピーサタデー」です。12月 21日（土）と２月 15日（土）

は、大神宮駅前の花屋「フラワーラボ・デイジーヒル」のフラワーデザイナーの三井先

生をお招きし、12 月はクリスマス風アレンジメント、２月は生花を使ったアレンジメン

トを実施。製作方法は基本的に同じで、水を含ませたキューブ状の固いスポンジに生花

を剪定して挿していきます。日頃の家族への感謝の気持ちを込めて、一生懸命つくって

いました。 

 １月 18 日（土）は宮本児童ホーム、宮本地区スポーツ推進委員の協力の下、「軽スポ

ーツ大会」を実施。天候が雪交じりの雨であったことから、参加人数がとても少なく、

残念でありました。 

 ３月８日（日）は「みやもとこどもまつり」を予定していましたが、新型コロナウイ
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ルスの影響により中止となっております。参加者数につきましては、表のとおりとなっ

ております。 

 続きまして、２ページ目、成人事業です。１月 30日（木）に、船橋市生涯学習コーデ

ィネーターとの共催で「みやもと食楽園」を実施しました。例年は企画運営方法に合っ

た講師を招いて実施していましたが、今回は講師を含めた全てをコーディネーターが実

施し、皆で試行錯誤しながらではありましたが、アンケート評価もよい評価を頂き、達

成感がとても高い講座となりました。参加者数は表のとおりとなっております。 

 次に、「初めてのスマートフォン講座～シニア向け～」です。１回目はＫＤＤＩ、２回

目はＮＴＴドコモ、３回目にソフトバンクの方に来ていただき実施予定でしたが、３回

目は新型コロナウイルスの影響により中止となりました。 

 続きまして、女性の事業です。「女性セミナー」は４回中の４回目を実施、てまりの会

の伊部さんを講師にお招きし、「雛人形づくり」をしました。今回の「女性セミナー」で

は「ヨガ体験」や「ネックレスづくり」を取り入れたことで、若い世代の方にも参加い

ただけました。参加者数は表のとおりとなっております。 

 続きまして、３ページ目、高齢者事業です。「宮本寿大学」は、４月と８月を除いた毎

月第３水曜日に実施。１月 15日は「みやもと歌声サロン～皆で唄う心に残る歌～」と題

し、声楽家の佐瀬光代先生に、すばらしい、そして懐かしい歌を披露していただきまし

た。２月 19日は中央保健センターにご協力をいただき、お口の健康について歯科医師の

先生をお招きいただき、ご講話いただきました。３月 18日は「世界遺産について・閉校

式」を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの影響により中止となっております。

参加者数は表のとおりです。 

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

催で、「げんき体操」を行っております。 

 次に、４ページ目、「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行っているものです。参加者数は表の

とおりです。 

 次に、その他事業です。「冬のお菓子講座」は新型コロナウイルスの影響により中止と

なりました。 

 次に、「地域ふれあいコンサート」です。船橋市音楽フェスティバルによるコンサート

で、地域の方で組織された実行委員会との共催で、２月 15日（土）に開催。篠笛、和太

鼓、ピアノによる和と洋のコラボレーションを地域の皆様にご紹介できる良い機会とな

りました。参加者数は表のとおりです。 

 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

開放し実施しております。参加者数は表のとおりです。 

 続きまして、「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
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書ボランティアの協力により、図書の貸出、返却業務を行っております。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」です。毎月第２、第４木曜日に宮本四和自治会との

共催で、周辺の公園等の美化活動を行っています。今年度途中からではありますが、宮

本第一保育園の先生方も、この活動に協力していただけるようになりました。 

 続きまして、６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、サークルの活性化を図ります。 

 最後に、「公民館報 みやもとかわら版発行」です。３月が新型コロナウイルスの影響

により中止となり、５月、10月の発行となりました。 

 宮本公民館の事業報告は以上です。 

○伊藤委員長 

 ありがとうございました。 

 委員の皆さん、宮本公民館の今の説明に何かご質問がございましたらお伺いします。 

○宮﨑委員 

 一ついいですか。 

○伊藤委員長 

 はい、どうぞ。 

○宮﨑委員 

 ほんの森で、本の貸出をされていますよね。コロナ対策で具体的に本を拭くとか、そ

ういうことはなさっているのでしょうか。 

○宮本公民館長 

 コロナ対策として、今までは図書ボランディアさんに受付業務等をやっていただいて

おりましたが、現在は図書ボランティアさんにはご協力を遠慮いただいている状況です。

毎週水曜日と土曜日の２時から４時については、事務所の職員が対応させていただいて

いる状況です。図書の返却につきましては、返却時に事務室の中で、図書の消毒作業を

行っている状況でございます。それから図書館に戻すという形でやっております。 

○宮﨑委員 

 ありがとうございます。 

○伊藤委員長 

 手間がかかりますね。 

○宮本公民館長 

 はい。 

○伊藤委員長 

 消毒は面倒くさいですよね。 

 ほかにはいいですか。よければ、海神公民館、お願いします。 
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○海神公民館長 

 海神公民館の令和元年 12月 19日から令和２年３月 31日までの事業内容を報告いたし

ます。 

 まず初めに、青少年向けの事業ということで、「ハッピーサタデー」の説明をいたしま

す。青少年課、海神児童ホームとの共催事業として、11回のうち、９回目から 11回目を

実施いたしました。１月 15日は水曜日ですが授業短縮の日で、船橋市レクリエーション

協会にご協力をいただき、「レクスポゲーム」としてゲームや吹矢体験、工作を行いまし

た。同じく 18 日（土）は、「お正月あそび」を実施いたしました。雪なので参加者は少

なかったのですが、羽子板や福笑いなどを楽しんでいました。 

 ２月 16日ですが、初めて海神児童ホームと共催という「海神地区こどもまつり」を実

施いたしました。雨でしたが 3,000 名を超える多くの子供たちやご家族の来館がありま

した。 

 続きまして、「親子いけばな教室」です。全９回のうち８回目から９回目までを行いま

した。最後の１月 25日には修了式も行いました。 

 次のページに移ります。成人の事業です。「考古学講座」を文化課と飛ノ台史跡公園博

物館との共催で、全３回、各土曜日に行いました。土偶の基本的なお話や取掛西貝塚か

ら発掘された動物の観点から見た遺跡の解釈など、多くの参加者から好評を得ました。 

 次の、「あるいてみる飛ノ台周辺の遺跡・史跡」ですが、新型コロナウイルスの影響に

より中止となっております。こちらは史跡マップを利用し、国道 14号線に沿って寺社を

訪ねて歩く予定でありました。 

 次に、高齢者の事業として、「シルバー料理教室」です。こちらは全９回のうち、７回、

８回目を実施しました。メニューは資料にあるとおりです。９回目は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため中止となりました。 

 次の「海神シルバー体操教室」は、全 12回のうち９回目、10回目を行いました。毎回、

楽しみにされている方も多く、今年度も実施を予定しておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の関係で中止となっていて、とても残念だというお声を頂いております。 

 次に、「海神寿大学」です。こちらは全 10 回のうち、８回目、９回目を行いました。

１月 15日は新年懇親会として、寿大学の学生に事前に出演の募集を行って、参加希望の

方から歌や踊りなどを披露していただく時間が第１部。第２部は、船橋出身のバンド

「ザ・ナゲッツ」のボーカル・工藤わたるさんが、ギターを弾き語りで演奏してくださ

いました。昭和の歌をメインとして一緒に歌ったりする場面もあり、大変好評でありま

した。２月 19日は医師の松本光正氏を講師に招き、笑って元気に過ごすための健康につ

いてのお話を伺いました。３月は落語鑑賞の予定でしたが、新型コロナウイルスの影響

で、残念ながら中止となりました。 
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 「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、健康づくり課との共催事業であります。

12 回のうち 10 回目、11 回目を行いました。12 回目は、新型コロナウイルスの影響で中

止となりました。 

 次に、「シニア向けスマートフォン教室」です。スマートフォンは全く初めてという方

を対象に、スマホの使い方を実際に体験しながら学習するという内容でした。公民館の

職員もアシスタントとして２名が対応しましたが、なかなか初めてということで、慣れ

ないタッチパネル操作などに悪戦苦闘する方も多く、とても時間がかかった部分もあり

ましたが、楽しく学ぶことができたという声を聞いております。 

 続きまして、そのほかの事業で、「卓球開放事業」です。全 11回のうち 10回目を行い

ました。11 回目は、新型コロナウイルスの影響により中止となっております。こちらは

社会教育関係団体、卓球は４団体あるのですが、そちらのご協力を頂いて月に１回開催

している事業となっております。 

 次に、「ちびっこ広場」です。12回中の９回目、10回目を行いました。12月 25日は親

子体操、１月 22日は社会教育関係団体のオカリナのサークルさんをお招きして、親子で

演奏を鑑賞いたしました。温かな音色に聞き入って、ゆったりとした時間を過ごせたと

聞いております。11 回は、市民安全推進課の職員による小さい子向けの交通安全教室を

予定しておりました。12 回目は、南本町子育て支援センター職員によるふれあい遊びを

予定していましたが、両方とも、新型コロナウイルスの影響により中止といたしました。 

 なお、大変申し訳ございません。資料の訂正をお願いします。２月 26日の講師の欄で、

市民安全推進課の下に「交通安全指導課」となっておりますが、「交通安全指導員」の誤

りでございます。申し訳ありません。また、下の評価の部分ですけれども、「てにをは」

です。２行目の「参加人数が少なさは」となっておりますが、「参加人数の少なさは」と

いうところで、大変申し訳ございませんが、訂正をお願いいたします。 

 続きまして、「海神公民館ボランティア活動支援事業」ですが、定期的に庭や駐車場の

除草や清掃をしていただいております。３月は新型コロナの影響で中止となりました。

皆様、高齢化が懸念されるのですけれども、大変意欲的に公民館の美化などにご協力を

いただいて、いつも感謝をしております。 

 続きまして、「海神公民館内避難訓練」を予定しておりました。２月 21 日に予定して

おりましたが、新型コロナウイルスの関係で中止となりました。今年度は実施できれば

と考えております。しなければいけないと思っております。 

 館報ですが、「海神公民館だより」を年１回発行し、２月にはこどもまつりのお知らせ

を掲載いたしました。 

 海神公民館の事業報告は以上です。 

○伊藤委員長 

 ご苦労さまでした。金児さんは、館長としては初めてですか。 
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○海神公民館長 

 はい。 

○伊藤委員長 

 どんな感じでございましたか。 

○海神公民館長 

 勉強不足で、説明もつたなくて、大変申し訳ございません。 

○伊藤委員長 

 コロナで尻尾のところがみんな尻尾切りみたいになってしまったので、ベテランの館

長さんもみんな中途半端な感じで報告されていると思うんですよ。ご苦労さまでした。 

 何かございますか、委員の皆さん。 

○三宅委員 

 どうでもいいことを言ってもいいですか。シルバー料理教室の２月 20日の「大豆のち

くわ」はどういうものですか。 

○海神公民館長 

 「大豆と」です。 

○三宅委員 

 大豆のちくわがあるのかと思って、すごく食べてみたいと思いました。 

○海神公民館長 

 大豆とちくわです。 

○山中委員 

 さすが三宅さんだ。 

○三宅委員 

 大豆とちくわを一緒にかき揚げにしたんですね。なるほど。すごい妄想しました。 

○山中委員 

 きっと大豆をつぶして、つなぎをあれしたものを揚げたのかと思ってました。 

○三宅委員 

 思ってましたか。ああ、よかった。 

○山中委員 

 でも、そう思って全然違和感もなかった。 

○三宅委員 

 あるのなら食べてみたいと思って。 

○伊藤委員長 

 では、よろしいですか。 

 報告ですから、去年のことで、コロナで最後を締めくくられてしまったという感じで

す。普通ですと、これから各館の計画のほうになるのですが。 



－19－ 

 

○中央公民館長 

 本来であれば、このあと計画ということで話をしなければいけないところですが、先

ほども話をさせていただいたとおり、11 月まではイベントですとか事業ができないとい

う状況でございます。それと本来、10月、11月というのは、公民館にとって一番のイベ

ントでございます文化祭が、不特定多数の方々を呼び込むのはこの時期できないという

ことで判断させていただいて、やらないということで各公民館決定したところでござい

ます。そのことはご理解いただければと思います。 

○伊藤委員長 

 何十年ぶりというか、始まって以来の特別休暇ですよ。各公民館もみんなくたびれて

いるだろうから、特別休暇をもらったと思ってください。そういうこともありますよ。 

 それでは、各館に報告いただいたことで、これは終わります。 

 その他になりますけれども、松田さんのほうで何かありますか。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 では、私のほうから。 

 本日はどうもお疲れさまでした。次回の会議ですけれども、12 月 17 日（木）、午後４

時からということで、中央公民館の４階のこちらの第２集会室で開催予定でございます。

ご出席くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○中央公民館長 

 例年ですと、この日に親睦会をやるということにはなります。コロナの状況によりど

うなるかは分からないですが、希望を持って、もし可能であれば、そういうのもやりた

いという気持ちはございます。ただ、コロナの影響によってどうなるかは分かりません

ので、また近くなりましたら皆さんにご連絡させていただいた上で、考えていきたいと

思っております。 

○伊藤委員長 

 基本的にはコロナをぶっ倒すぐらいのつもりでやるような方向で考えておけば。 

○中央公民館長 

 民間のお店を助ける意味でも、そういったものもやっていきたいという気持ちはある

のですけれども、宴会という形になると、なかなか今の段階では難しいので。ただ、そ

ういうものは想定はしておきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

○伊藤委員長 

 それでは、最後は 12 月 17 日の毎年恒例にしていたことまで話になったわけですけれ

ども、一応これで第１回目の運審は終了にさせていただきます。協力ありがとうござい

ました。 
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午後４時２８分閉会 

 

 


