
第３号様式 

令和２年度 第２回中央公民館運営審議会会議録 

                        （令和３年１月１９日作成） 

 

１ 開催日時 令和２年１２月１７日（木曜日）午後４時０５分から午後５時１０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、三宅委員、宮﨑委員､中野委員、 

    筒井委員 

（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 山中委員 

 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． 各公民館の事業報告（１０月１日から１２月１６日） 

２． 各公民館の事業計画（１２月１７日から３月３１日） 

  「非公開」 

３． 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． 各公民館の事業報告を承認 

２． 各公民館の事業計画を承認 

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 ３月１８日（木曜日） 午後３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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午後４時０５分開会 

 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 ただいまから令和２年度第２回中央公民館運営審議会を開催いたします。本日の審議

会は、欠席の連絡を頂いた山中委員を除く委員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、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、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、社会教育関係団体の新規登録申請が２団体ございます。 

 なお、議事のうち社会教育関係団体の新規登録申請については、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、審議会の意見を聴くこととなってお

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、社会教育関係団体の新規登録については、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、委員長が議長となり議事を整理すると規定されています。委

員長、議事進行をお願いいたします。 

○伊藤委員長 

 ただいま事務局からご説明いただいたように、これから進行させていただきます。 

 それでは、最初に中央公民館から事業報告をお願いします。 

○中央公民館長 

 それでは、10月以降、昨日までの中央公民館の事業報告をさせていただきます。 

 まず、青少年事業といたしまして、「ふなばしハッピーサタデー」事業でございます。

顔彩を使った絵手紙年賀状を作成いたしました。筆を使った色とりどりの年賀状が出来

上がり、子供たちの出来上がりは上々の仕上がりだったようでございます。 

 次に、成人向けの事業といたしまして、来年度、小学校に入学する親に向けた「就学

時健診における子育て学習」について、南本町小学校、船橋小学校、湊町小学校で実施

いたしました。元小学校校長先生等の講師の貴重なお話を頂きまして、アンケート結果

では、「子育てを見直すきっかけとなった」、「参考になった」などの感想が多く寄せられ

まして、家庭教育の手助けの一つとなったものと考えております。 

 次に、高齢者事業といたしまして、「中央ふれあい学級」をスタートいたしました。参

加人数は少ないですが、久々に集まる高齢者の方々の笑顔がとても印象的でございまし

た。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」、「介護・認知症予防講座」を実施いたし

ました。コロナ禍において、運動不足、認知症等の不安が心配される中、健康対策とし
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て貴重な場を提供できたものと思っております。 

 続きまして、その他事業で「青年教室『若草の会』」の事業も始まりました。この事業

は、特別支援学校及び支援学級を卒業した子供たち同士が触れ合える貴重な場として行

っているものでございますが、今回は音楽鑑賞会を実施いたしまして、子供たちの音楽

を楽しんでいる姿が印象的でございました。 

 次に、「子育てひろば」を実施いたしました。家族一緒に手形スタンプを用いて、オリ

ジナルのＴシャツなどを作成いたしました。家族みんなで手を汚しながらつくるＴシャ

ツは、唯一無二の１枚として思い出になるものと思います。 

 「巡回児童ホーム事業」は、児童ホームとの共催により実施いたしました。 

 最後になりますが、「出張子育て支援事業」を南本町子育て支援センターとの共催によ

り実施いたしました。12 月 16 日の参加人数の記載をお願いいたします。参加者 11 組、

22名、男４、女 18となります。 

 簡単ですが、中央公民館からは以上となります。 

○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 

 浜町公民館の事業報告をさせていただきます。 

 まず、青少年の部ですが、「遊びの学校・ハッピーサタデー」です。10月まで主催事業

を中止していましたので、11 月から全５回で実施をしております。第１回目「みんなで

ボッチャ」を 11 月 21 日に、第２回目「手づくりおもちゃ教室」を 12 月 12 日に実施い

たしました。 

 手づくりおもちゃの欄ですが、天気は曇り、参加者数が 10名、男３、女７でございま

す。追加記入をお願いいたします。 

 それぞれ参加者数は少なかったのですが、コロナ対策を考えますと、これぐらいでよ

かったのかなと思っております。参加した子供たちは、元気に楽しく遊んでおりました。 

 次に、「海とのふれあい講座 親子海洋教室」です。全７回で予定しておりましたが、

コロナの影響により事業中止といたしました。７回全て中止でございますが、予定して

いた事業のため、報告には載せさせていただきました。 

 続いて、成人の部です。「浜町雑学講座・『たたかう人たち～男の闘い・女の闘い』」と

題しまして、女性は戦国時代に生きた寿桂尼、今川義元のお母さんになります。それと、

今川義元のめいで徳川家康の妻の築山殿、男性のほうは日本三大怨霊の一人といわれて

います平将門、それぞれの生き方を学びました。 

 例年、全５回で実施しているのですが、コロナウイルス感染防止対策で、全３回に縮

小して実施いたしました。定員 25 名に対しまして 21 名の応募がありましたが、当日は

コロナ感染症が増えてきたことの影響か、欠席者が目立ってしまいました。 
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 次に、「そば打ち教室」ですが、地元の浜町西青年会さんのご協力をいただき、例年実

施している事業でございます。コロナウイルス感染症防止対策で、回数、募集人員を減

らして実施いたしました。また、例年ですと、自分で打ったおそばを食べていただいて

の修了ですが、今回は食べるということはなしにして実施いたしました。日程、参加者

数は資料のとおりでございます。 

 参加者同士の交流ということが事業目的の一つにありますが、今回は距離を取ってい

ただき、会話を控えていただいたので、みんなで楽しくというふうには行きませんでし

たが、コロナによって自宅で過ごす時間が多くなっている中で、自分でできる趣味をご

紹介できたのかなと思っております。 

 次に、「就学時健診等における子育て学習」ですが、11 月 12 日、若松小学校で実施い

たしました。「１年生の入学に向けて」と題しまして、効果的なコミュニケーションの取

り方について、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しいただき

ました。参加者からは、「日常で困っていることを分かりやすく教えていただいた」、「す

ぐ実践したい」といった声が寄せられ、子育ての参考にしてもらうことができたと思っ

ております。 

 続いて、女性の部です。「女性セミナー」は、コロナウイルス感染症防止対策で例年よ

り回数を減らし、９月から全４回で予定しておりましたが、９月、10 月は事業自粛のた

め中止になり、全２回での実施となりました。日程、内容、参加者数等は資料のとおり

でございます。例年ですと、募集開始後すぐに定員を超える応募がございますが、コロ

ナの影響か参加希望者が 25名と定員を下回りました。 

 全２回の講座でしたが、参加者には満足ではないものの楽しんでいただけたと思って

おります。事業目的の一つである参加者同士の交流や親睦に関しては、コロナウイルス

感染症防止対策で距離を取っていただいたり、会話を控えていただいたこともあり、少

し不十分であったかなと思っております。 

 続いて、高齢者の部です。「いきいき健康大学」は全 10 回を予定しておりましたが、

公民館の休館、事業自粛により、11月より月に１回、全５回に計画を変更いたしました。

日程、内容、参加者数等は資料のとおりでございます。コロナウイルス感染症防止対策

で定員を減らしておりますが、定員 65名の応募がございました。当日はコロナウイルス

感染拡大の影響と思いますが、欠席が目立ちました。 

 次に、「シニアのための健康講座」です。こちらも 10月と 11月で計４回実施する予定

でおりましたが、10 月は事業自粛のため、11 月に全３回での実施となりました。日程、

内容、参加者数は資料のとおりでございます。 

 今年度は自宅でも体を動かせる、継続して続けられる自分に合った運動、体操を見つ

けてほしいということで、３回とも異なった運動、体操を実施いたしました。資料の内

容では、「健康維持のための講話や体操」とありますが、今年度は講話、座学は実施しま
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せんでしたので、訂正をお願いいたします。 

 10 月１日からの募集開始でしたが、コロナで家にいることが多くなり運動不足を心配

されたのか、募集開始のお昼には定員になりました。当日は参加者の皆さん、うまくで

きなくても恥ずかしがらずに真剣に体を動かしておられ、高齢者の方の健康への関心の

高さを改めて教えられました。 

 次に、「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の共催事業

になりますが、高齢者の介護予防に必要であることから、事業自粛期間である 10月８日

に実施となりました。２回目は 12 月 10 日に実施しました。例年ですと毎月１回の実施

でしたが、コロナウイルスのため隔月での実施となっております。また、同じく感染防

止対策で、例年ですと１日１回のところを１日２回、時間を短くして、定員も少なくし

ての実施となっております。 

 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事

業になります。全９回を予定しておりましたが、湊町地区社会福祉協議会と協議の上、

事業のほうは中止を決定いたしました。12 月２日の第７回目ですが、事業を予定したと

いうことで資料には載せさせていただきました。第８回目、第９回目も中止となります。 

 続いて、その他の事業です。「こんさーと in 風のまち浜町」ですが、こんさーと in

風のまち浜町実行委員会、湊町地区社会福祉協議会との共催で、11 月 28 日（土）、船橋

市出身、在住のビブラフォン奏者の眞行さんと、木管楽器奏者のブライアン泰弘さんの

ユニット「ANIMAPORTAM」によるビブラフォンコンサートを開催いたしました。 

 コロナウイルス感染症予防対策で、定員を 60名にして募集いたしましたが、募集開始

日のお昼には定員となりました。無料コンサートということもあり、当日欠席が結構あ

るのかなと思っていましたが、52 名の参加をいただきました。コロナウイルス感染症で

大変な中、心の潤いをお届けできたかなと思っております。 

 次に、「すくすく広場」です。湊町地区社会福祉協議会との共催事業ですが、こちらも

湊町地区社会福祉協議会と協議の上、事業の中止を決定しております。華の会と同じく、

10月、11月に予定していたので、資料には載せさせていただいています。第９回目以降

も中止となります。 

 全ての事業で、手指消毒、マスク着用のお願い、３密を避ける、換気の実施等のコロ

ナウイルス感染対策に十分に気をつけて、ガイドラインを遵守して実施いたしました。 

 浜町公民館からは以上です。 

○伊藤委員長 

 ご苦労さまでした。 

 それでは、宮本公民館。 

○宮本公民館長 

 宮本公民館の 10月１日から 12月 16日までの事業報告をご説明いたします。 
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 初めに、成人事業、「レセプショニスト養成講座～劇場でのおもてなし～」です。11月

21 日（土）に二和公民館との共催で、宮本公民館の講堂を会場に実施いたしました。８

月中旬から３月末日まで、二和公民館が大規模改修工事により、自館での開催ができな

いことから事業計画の段階で相談があり、共催として実施したところです。 

 運営者側の接遇マナーや立ち居振る舞いについて、そしてコロナ対策方法について学

ぶ良い機会となりました。参加者については、小ホール機能を有している二和、葛飾、

宮本の各公民館でコンサート等のボランティア登録をいただいている方に多く参加して

いただくことができました。人数は表のとおりです。 

 次に、「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、就学時健診の機会を捉えて管区内の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。11月 26日（木）の参加者数が抜けております。ご記入をお

願いいたします。参加者数は 193名、男５名、女 188名でした。 

 続きまして、２ページ目、高齢者事業「宮本寿大学」です。11月 18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、「楽しく体を動かそう」を実施。

12 月 16 日（水）は公開講座とし、「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 16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。天候は晴れ、参加者数は 103名、男 30名、女 73名でした。 

 次に、「認知症予防講座」は、全４回で開催。全て火曜日で 11月 24日、12月１日、８

日、15 日と開催しました。保健所健康づくり課と共催で開催し、コナミスポーツ株式会

社を運動指導士とし、各回とも講話や脳トレ、簡単にできる体操や筋トレを行いました。

参加者数は表のとおりです。12月 15日（火）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。天候は晴れ、参加者数は 18名、男２名、女 16名でした。 

 また、講師のところに株式会社コナミスポーツとありますが、株式会社が後株になり

ますので、そちらの訂正もお願いいたします。 

 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実施、参加者数は表のとおりです。 

 続きまして、３ぺージ目、「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」を実施、参加人数は表のとおりです。12月９日（水）

の天気と参加者数が抜けております。天候は曇り、参加者数は 14 名、男０名、女 14 名

でした。この事業は 10月から開催できたため、一覧表に掲載しているところです。 

 次に、その他事業、「みやもと三百人劇場」です。12月 12日（土）、午前 11時開演で、

「０歳から楽しめる親子コンサート」を実施しました。生のコンサートを気軽に参加で

きる機会として、乳幼児親子以上を対象に、昨年度同様、近隣の児童ホームにも協力を

いただき、広報活動を実施いたしました。 
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 当日は、舞台に近い場所の可動式座席を出さずに、ベビーカーのままでも入場いただ

けるようなスペースを設けて開催しました。天気と参加者数が抜けておりますのでご記

入をお願いいたします。天候は晴れ、参加者数は 117名、男 30名、女 87名でした。 

 出演者の訂正も併せてお願いいたします。城谷千穂の「穂」の字が、保健の「保」に

なります。訂正をお願いいたします。 

 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木曜日を基本に宮本四和自治

会との共催で、周辺の公園で美化活動を行っております。 

 最後に、「公民館報 みやもとかわら版発行」です。広報紙での告知タイミングが難し

かった「親子コンサート」と、公開講座「落語鑑賞会」についてのチラシを作成し、新

聞折り込みを依頼し、告知しました。 

 宮本公民館の事業報告は以上となります。 

○伊藤委員長 

 ありがとうございました。 

 海神公民館、お願いします。 

○海神公民館長 

 海神公民館、令和２年度 10月１日から 12月 16日までの事業を報告いたします。 

 初めに、青少年事業です。「ハッピーサタデー」はいくつかの事業を海神児童ホームと

の共催で実施しておりますが、児童ホームより、今年度は共催事業を実施しないとのお

話がありましたので、11月 28日に予定した木工教室を中止としております。 

 12月 12日は公民館の担当として、防災について学ぼうということで計画しておりまし

た。危機管理課やほかの講師を考えていましたけれども、こちらも中止といたしており

ます。 

 「親子いけばな教室」は、年間を通して９回実施する事業でしたが、今年度は当初よ

り中止としております。 

 次に成人の事業です。「就学時健診子育て学習」として、近隣３小学校と共催の事業で、

就学時健診の機会を得て、家庭教育の大切さを学習するということで実施しております

が、今年度、西海神小学校は健診時間を短時間で終了したいという申し出がありまして、

子育て学習の機会は中止とさせていただきました。11月４日には海神南小学校で、17日

に海神小学校、この２校で実施いたしました。参加者数は海神南小学校が 108 名、海神

小学校が 83名となっております。 

 海神南小学校は元校長先生の佐藤絹子先生を講師に、海神小学校は臨床心理士の花澤

佳子先生を迎えて講話を頂きました。幼児期の親との関わり方や、統計や科学的根拠に
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基づく様々なアドバイスを頂き、参加者の皆様からは「参考になった」、「もう少し聞き

たかった」等の感想を頂いております。 

 次に、高齢者、「シルバー料理教室」ですが、海神地区社会福祉協議会と共催で、年間

を通して実施の予定でしたが、今年度は中止とさせていただいております。 

 次の「海神シルバー体操教室」ですが、こちらの事業は毎年好評で、年間 12回の開催

を予定しておりましたが、今年度は年間を通して中止としました。その代わり、同じ講

師による「海神いきいき体操」として、短い３回の講座に計画変更して実施しておりま

す。その１回目を 11月 27日に行いました。定員は 20名と少なく設定いたしましたので、

すぐに埋まってしまいました。皆さん、久しぶりに体を動かして、とても楽しく体操を

されていました。 

 次に、「海神寿大学」です。運営委員の皆さんと協議した結果、今年度は中止としたい

ということで、こちらもそれに賛成し中止となっております。 

 保健所健康づくり課との共催の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、今年度は

３回の実施となっております。第１回目は海神公民館にとって今年度初めての講座とな

りますが、10 月２日に実施をし、18 名の参加がありました。第２回目は 12 月４日に 22

名の参加がありました。家にこもりがちな高齢者にとって、体を動かすきっかけとなり、

大切な事業だと思っております。 

 次に、「卓球開放事業」ですが、社会教育関係団体のご協力を得て、毎月第一土曜日に

開催しておりましたが、今年度は安全面ですとか団体様のことも考慮して、中止といた

しております。 

 次の「ちびっこ広場」は、年間を通して０歳から３歳の親子を対象に、子育てに関す

るテーマを取り上げて実施しておりましたが、今年度は中止としております。 

 同じく、「ふれあいコンサート」です。こちらも海神地区社会福祉協議会との共催です

が、今年度は中止とさせていただきたいということでお話があり、中止としております。 

 次に、「二葉幼稚園家庭教育セミナー」ですが、こちらは幼稚園の保護者や地域の未就

園児の保護者を対象に、子育ての悩みを気軽に相談できる場として開催をしたいという

お申し出がありましたので、開催することといたしました。 

 当日は 23組の未就園児の親子が集まり、講師の先生から靴のはき方や選び方、食事の

ときに足を床や台にしっかりつけることの大切さなど、あとは、お友達とけんかしたと

き親としてどういう声かけをしたらよいのか、話の聞き方次第で自己肯定感が育つんだ

というようなお話も頂きまして、具体的なアドバイスは、日々の子育てに悩んでいるお

母さんたちの心に伝わった事業となりました。 

 続きまして、「癒しのナイトヨガ」ですが、夜間の事業として初めて実施いたしました。

募集は近隣の方を対象としたため、館報とチラシで行いました。初めはあまり応募がな

く心配していたのですが、10名の定員に達しました。 
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 19 時からの開始ということで、遅いのではないかということもありましたけれども、

仕事帰りに駆け込んでくる方もいらっしゃいまして、開始時間を遅くすると帰る時間も

遅くなってしまうので、どのような方を対象にするかということで、開始時間の検討な

ども今後は必要かなと思いました。 

 夜のヨガということで、静かな雰囲気の中、講師の穏やかな声かけとともにゆっくり

と体を動かし、１日の疲れをほぐした後、皆さん、笑顔で帰宅されました。「また実施し

てほしい」とのお声をたくさん頂きました。 

 「海神公民館ボランティア活動支援事業」ですが、毎年、ゴーヤのカーテンなどのお

世話や、庭の手入れなどを行っていただいております。今年度は５月の休館により、ゴ

ーヤは断念しました。集まりも減らして活動していますが、11月 11日は久しぶりに草取

りなどをしていただきながら、交流をされていました。 

 最後に、大変申し訳ございません。資料のほうで訂正をお願いしたいのですが、家庭

教育セミナーと癒しのナイトヨガです。区分が「その他」ではなく、「成人」ということ

で修正させていただきたいと思います。 

 また、家庭教育セミナーの講師ですけれども、こちらは二葉幼稚園の園長でもあり、「家

庭支援カウンセラー」となっていますが、「家族支援カウンセラー」の誤りですので、訂

正していただきたいと思います。大変申し訳ございません。 

 海神公民館は以上です。 

○伊藤委員長 

 ご報告を頂きましたが、委員の皆さんからご質問はございますか。 

 各館ともコロナの関係で、中止したりいろいろとご苦労をされながら動員をされてい

るようでございまして、各館長さん、大分気を遣ったのではないかと思います。ご苦労

さまでございました。 

 各委員の皆様から、終わったことですけれどもご質問があれば受けます。 

○三宅委員 

 中央公民館さんの「子育てひろば」の手形Ｔシャツ作りですけれども、参加費が無料

となっていますが、Ｔシャツとかそういうものは皆さんご自分でお持ちになっているの

でしょうか。 

○中央公民館長 

 これは、Ｔシャツをお持ちいただいてということで、ほかの部分は公民館でご用意さ

せていただきました。 

○三宅委員 

 染料などは公民館で-用意したということですか。 

○中央公民館長 

 そうです。 
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○三宅委員 

 これは、染料とかはいくらぐらいですか。ちょっと興味があります。 

○中央公民館長 

 １色 1,000円くらいで、３本セットなので、3,000円くらいだそうです。 

○三宅委員 

 手形を押して、そのままでいいという感じですか。洗ったり何かをかけたりというこ

とはなくても大丈夫なのですか。 

○中央公民館職員（地域事業担当） 

 手形を押していただいて、ご自宅に持って帰ってからアイロンをかけると圧着するよ

うでして、そうしますと洗濯をしても落ちないというふうに伺っております。 

○三宅委員 

 ありがとうございます。ちょっとやってみたいと思いまして。 

○伊藤委員長 

 いいですか。ほかの方もよろしいですか。 

 そうしましたら、計画のほうに移ります。中央公民館からお願いします。 

○中央公民館長 

 それでは、中央公民館の事業計画をご説明させていただきます。 

 まず、青少年事業の「ふなばしハッピーサタデー」事業でございますが、12月 26日に

「書き初め」を予定しております。その後については記載のとおりでございます。 

 それと、「小学生のためのステップアップ講座」というのを計画はしていたのですが、

コロナ対策等もございますので、今のところ未定ということで、予定が立っていない状

況でございます。 

 続きまして、成人事業の「地域防災講座」。こちらもコロナ対策というか、不特定多数

の方々を集めるということにつながってしまいますので、今のところは未定でございま

す。 

 それと、「サークル体験教室」です。こちらに関しても、感染対策によって今年はやら

ないということで決定しております。 

 続きまして、「人生 100年健康講座『知って、体操して、笑って元気に』」。こちらは３

回の連続講座になっております。「健康寿命を延ばすまちづくり」ということで、千葉大

学予防医学センターの特任研究員の方を招いて話を聞く予定で考えております。 

 ２月 20 日については、「３Ｑ体操で心身のリフレッシュ」です。こちらの３Ｑ体操の

３Ｑとは、子供から高齢者まで、また障害のある方も手軽に実践いただける気功をベー

スに考案した健康体操ということだそうです。ちなみに３Ｑとは、あらゆる運動に共通

する３要素である形、意、気ということでのクオリティー（Quality）のＱです。品質と

いうことでクオリティーのＱと、この運動から得られる効果に感謝の意を示す「サンキ



－11－ 

 

ュー」という掛け言葉として名づけた体操だそうです。 

 それと２月 27 日が、「笑いと光輝高齢～腹話術＆マジックショー～」ということで、

予定しております。 

 続きまして、「家庭教育セミナー『親子でつくろう！科学工作教室』」です。こちらに

関しましては、例年、サイエンスファンタジーということで夏場に、大変人気のある県

立船橋高校のたちばな理科学会の協力を得て毎年やっているのですが、そちらを予定し

て考えております。工作キットがございますので、それを活用しながらやる予定にして

おりますが、まだ時間等は未定でございます。 

 続きまして、「中央ふれあい学級」です。こちらに関しては、１月から３月まで、最後

は「中央ふれあい寄席」として、大変人気のある寄席を予定しております。 

 続きまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」。こちらは１月と３月に２回実施

する予定で準備しております。 

 それと、「介護・認知症予防講座」に関しましても、今日やっていたところでございま

すが、24日が最終日ということで予定しております。 

 続きまして、「青年教室『若草の会』」です。こちらに関しては、毎月やっている状況

でございますが、大神宮の初詣は、ほかのボーリング大会もそうですが、今後コロナ対

策を検討しながら実施したいと考えております。 

 「卓球開放」につきましては、３月までは中止の方向で考えております。 

 それと、「サンデー・コンサート」に関しては、12月にはコロナの関係で中止というこ

とにしております。ただ、２月 28日に関しましては、アルファモニック吹奏楽団のアン

サンブルを縮小した形で実施する方向で準備している状況でございます。 

 続きまして、「巡回児童ホーム事業」、「出張子育て支援事業」は、予定どおり、記載の

とおりで予定しております。 

 最後になりますが、南部ブロック公民館合同事業、こちらを実施する予定で考えてお

ります。当初は４区ある南部ブロックの公民館で、それぞれフラダンスとかウクレレを

する団体がありますので、そちらを集めまして「ハワイアンフェスティバル」と称した

発表会や交流会をやる予定だったのですが、なかなか、コロナウイルス感染症状況が悪

化していることから、密集することは避けるということでやらなくなりました。 

 ただし、それぞれ宮本公民館の講堂を利用して動画の撮影を行い、それを一つにまと

めたDVDをつくろうかということで、今準備している状況でございます。 

 中央公民館からは以上でございます。 

○伊藤委員長 

 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 12月 17日から３月 31日までの事業計画をご説明いたします。 
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 青少年の部の「遊びの学校・ハッピーサタデー」ですが、第３回目「凧あげ」を１月

16 日に若松地区青少年健全育成会さんのご協力を頂き実施いたします。内容をたこ揚げ

としていますが、たこを手作りしてそれを揚げて遊びます。 

 続いて、第４回目「マジック教室」を２月 27 日に、第５回目「映画会」を３月 13 日

に実施を予定しております。 

 次に、「海とのふれあい講座 親子海洋教室」です。こちらは事業中止を決定しており

ますが、資料には載せさせていただきました。 

 続いて、「わんぱくフェスタ」ですが、こちらも事業中止を決定しております。 

 続いて、成人の部です。次ページになります。「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んでいただき、それを子供たちに

教えるボランティアを養成することを目的に、全３回で実施いたします。日程、内容等

は資料のとおりでございます。 

 続いて、高齢者の部です。「いきいき健康大学」は、第３回目の落語「新春浜町寄席」

を１月 12 日に、「健康講座」はお口の健康についてのお話になりますが２月９日に、第

５回目「日本の世界遺産」についてのお話を３月９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、事業報告で申し上げましたよう

に、隔月の実施となっております。２月 18日に実施となります。 

 次に、「ふれあいいきいきサロン華の会」です。こちらも事業報告で申し上げましたと

おり、事業中止となっております。 

 続いて、その他の部の「すくすく広場」ですが、こちらも中止となっております。 

 続きまして、「こんさーと in 風のまち浜町」です。今回のコンサートは、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。昨年度、コロナウ

イルスの影響で直前に中止としました風のまち浜町「ちょこっとオペラ」を、改めて開

催したいと考えております。内容は昨年の計画と同じですが、モーツァルト「魔笛」の

抜粋と、オペラの名曲コンサートで、入場料 500円を頂きまして開催いたします。なお、

コロナウイルス感染予防対策として、定員を 60名に減少して開催いたします。 

 最後に、「かもめ通信（浜町公民館だより・通年事業）」です。例年２月に発行してい

るところです。内容は、こどもまつりを中心とした事業、イベントのご案内を載せてい

るところですが、今年度はこどもまつりが中止決定しておりまして、めぼしい事業もご

ざいませんので、発行は中止にしようかと考えております。 

 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 

 宮本公民館の 12月 17日から３月 31日までの事業計画をご説明いたします。 
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 初めに、青少年事業の「ハッピーサタデー」は、12月 19日（土）に、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を頂き、フラワーアレンジメントを実施しま

す。例年、実習室で開催しており、感染症対策を考慮すると定員が 12名と少なくなって

しまうため、講堂での開催とし、昨年度並みの定員を確保いたしました。11月 20日（金）

に管区の小学校にチラシを配布、11月 28日（土）から申込み受付を開始しましたが、即

日定員となっております。 

 次に、「卓球大会みやもと杯」です。予定にはなかった事業ですが、宮本児童ホームの

職員と話し合い、３月 13日（土）に午前の部を３～４年生、午後の部を５～６年生とし、

実施することといたしました。 

 続きまして、高齢者の事業「宮本寿大学」は、11 月から毎月第３水曜日に開催予定で

す。１月 20 日は「映画鑑賞会」、３月 17 日に「世界遺産について」と「閉校式」、２月

については現在調整中でございます。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操普及事業」です。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。 

 次に、２ページ目、「介護予防教室」です。毎月第２水曜日に宮本在宅支援センターと

共催で実施しております。 

 続きまして、その他事業の「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木曜日を基本に、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、「公民館報 みやもとかわら版発行」です。宮本こどもまつりが中止になった

ため、掲載内容について、また発行について検討していきたいと考えております。 

 宮本公民館の事業計画は以上です。 

○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、令和２年度 12月 17 日から３月 31 日までの事業計画を説明いたします。 

 初めに、青少年事業です。「ハッピーサタデー」は、先ほど申し上げましたように、青

少年課、海神児童ホームとの共催ですが、今年度は児童ホームとの共催の部分について

は実施しないこととなっておりまして、１月 13日の「スポーツ雪合戦」も中止となって

おります。公民館のほうの担当として、１月 23日に親子６家族を募集し、バレンタイン

のお菓子作りを予定しております。ハッピーサタデーとして、毎年、「海神地区こどもま

つり」を開催しておりましたが、こちらは新型コロナウイルスの影響で中止となりまし
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た。 

 「親子いけばな教室」は、年間を通して中止としております。 

 「こども陶芸教室」ですが、２月６日から 27日まで、全３回で実施します。海神公民

館には陶芸窯がありますので、その特色を生かした事業となっております。講師は海神

公民館陶芸団体連絡協議会の皆さんにお願いしております。 

 成人の事業ですが、「考古学講座」は、全３回を予定しております。海神地区にありま

す飛ノ台史跡公園博物館との共催です。場所は海神公民館の講堂で行う予定となってお

ります。 

 次に、高齢者「シルバー料理教室」、こちらは海神地区社会福祉協議会との共催事業で

すが、年間を通して中止となっております。 

 「海神シルバー体操教室」は、こちらも年間を通しての事業ですが、中止としており

ます。先ほどの報告の中で第１回目を報告いたしました「海神いきいき体操教室」は、

第２回目、第３回目を実施いたします。 

 次に、「あるいてみる飛ノ台周辺の遺跡・史跡」、こちらは申し訳ありません、区分を

間違えてしまって、正しくは成人の区分でございます。飛ノ台史跡公園博物館との共催

で、飛ノ台周辺の遺跡・史跡散策マップというものがあるのですけれども、そちらを基

に博物館周辺を散策しながら学んでいきます。 

 「海神寿大学」は、年間を通して中止となっております。 

 保健所健康づくり課と共催の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、３回目を２

月５日に実施いたします。 

 その他、「卓球開放事業」、「ちびっこ広場」は、中止としております。 

 「海神公民館ボランティア活動支援事業」は、庭園の美化活動などを積極的に行って

いただいております。次回は３月に実施を予定しております。 

 また、間違いばかりで申し訳ないのですが、最後に追加で配付させていただきました

「二葉幼稚園家庭教育セミナー」の第２回目が、計画の中に記入が漏れておりました。

申し訳ございません。２月 17日に「音楽と運動あそび」ということで、未就園児の親子

を対象に実施する予定でおります。 

 海神公民館の事業計画は以上です。 

○伊藤委員長 

 12 月から３月の間は、皆さんご苦労されて、考えておるようでございます。半分くら

いは中止にしておりますね。 

○中央公民館長 

 そうですね、コロナの影響でなかなか事業に踏み切れないということがあります。 

○伊藤委員長 

 館長さんの気苦労が大変だと思いますが、やる場合には十分気をつけてやっていただ
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いたらよろしいかなと。まだ見通しは分かりませんね。年明け早々、あまり縁起はよく

ないけれども、コロナに引き続き気をつけて対応していただきたいなと思います。 

 委員の皆さんから、何かありますか。 

○沼波副委員長 

 一つよろしいですか。南部ブロック公民館の合同事業で、様子をDVDにまとめるという

ことですが、これは初の試みですか。 

○中央公民館長 

 そうですね。初の試みですね。 

○沼波副委員長 

 これは、出来上がった際は各公民館に置いて、見ることができるようになるんですか。 

○中央公民館長 

 ええ。またそうしたチャンスがあれば、まとめたものを上映するなり、みんなに見て

いただくような形でできればいいなと思っております。 

○沼波副委員長 

 できたら、各公民館に何本か置いておいて、貸出しもしてもらえたらいいのかなと思

っています。 

○中央公民館長 

 出演した方々も見たいと思いますので、そういったところにも貸出しをしたり、公民

館内でご覧いただくなり、そういうことも考えていいのかなと思います。 

○沼波副委員長 

 これからは、こういう形も並行してやってもらえたらすごくいいのではないでしょう

か。実際に動くのもいいですけれども、DVD化をしてそれでも見られるということは、時

代に即しているかと思います。 

○中央公民館長 

 今後はこういうものが増えていくのかなと思います。 

○沼波副委員長 

 ぜひお願いいたします。 

○伊藤委員長 

 どうぞ。 

○中野委員 

 館長さんたちがいろいろ計画されて、でも、残念ながら中止というのが多くて、本当

に大変だと思います。 

 中止にするか実施にするかの基本的な指針というのでしょうか、人数とか対象の方た

ちの年齢とか、それともそれぞれの共催する方たちとの話し合いとか、特に決まりとい

うものはないのでしょうか。 
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○中央公民館長 

 特に決まりというものはないのですけれども、例えば、共催事業としてということで

あれば、共催先と話し合いをした中で、やはり実施するのは難しいだろうというところ

での判断が結構大きくなっております。 

 それと、これからコロナに対しての影響力、重症化リスクが高い高齢者の方々が外に

出るということではやはり心配もございますので、そういったところも今後はいろいろ

と検討しなければいけないものだと認識はしています。逆に言うと、少しでも運動不足

の解消ですとか、認知症の予防ですとか、そういったことを考えると、ただ家に閉じこ

もっているということになると、いろんな弊害が出る可能性もあるので、少しずつでも

いいので、何かやれればというところで事業は計画している状況でございます。 

○中野委員 

 もう一ついいですか。 

○伊藤委員長 

 どうぞ。 

○中野委員 

 海神公民館さんで、「海神シルバー体操教室」と「海神いきいき体操教室」があって、

「海神シルバー体操教室」のほうは中止になりましたが、日にちがかぶっていますよね。

これはもし実施できるとしたら、もったいない話かなと思います。 

○海神公民館長 

 そもそも、年間を通して 12回で予定していたのですが、年度当初に事業の中止が決ま

っておりましたので、やる予定ではなかったのですけれども、やはりご要望がとても多

かったので、それでは少し短く、内容もシルバー体操のほうは盛りだくさんですが、い

きいき体操のほうはシンプルに体を動かすということに重点を置き、椅子を使ったり、

タオルを使ったり、座りながらできる体操をやろうということで、改めて事業ができる

ようになった 11 月１日以降の日程の部分を切り取って計画をした形になっております。 

○中野委員 

 もし、来年度も計画されるのであれば日程をずらすとか。 

○海神公民館長 

 できれば、年間を通したほうをやりたいと思っています。 

○中野委員 

 年間を通したほうというのはどっちですか。 

○海神公民館長 

 シルバー体操教室です。 

○中野委員 

 シルバー体操教室がメインになるということですか。 
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○海神公民館長 

 そういうことでございます。 

○中野委員 

 いきいき体操教室はなくなってしまうのですか。 

○海神公民館長 

 そうですね。そうなるといきいき体操教室はなくなってしまうかもしれないのですが、

検討させていただきたいと思います。 

○中野委員 

 分かりました。機会が多くなれば、それはありがたいことかなと思います。ありがと

うございました。 

○伊藤委員長 

 なかなか判断が難しいところがありますので。まあ、館長さん、頑張ってください。 

○中央公民館長 

 あと、一つ報告です。先ほど、山中委員から電話がありまして、「事業に関しては特に

言いたいことはない」ということで伺っておりますので、この場を借りて報告させてい

ただきます。 

○伊藤委員長 

 では、各館の計画については皆さんよろしいですね。 

その他は。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 本日はスムーズなご審議をありがとうございました。おかげさまで短い時間で終われ

たかと思います。 

 次回の開催については、令和３年３月 18日（木）午後３時から、こちらの中央公民館

のこの会場、第２集会室で開催いたします。皆様方には１か月くらい前になりましたら、

ご通知をお送りしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、令和２年度第２回中央公民館運営審議会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

午後５時１０分閉会 

 

 

 


