
第３号様式 

令和３年度 第４回中央公民館運営審議会会議録 

（令和４年１月１７日作成） 

 

１ 開催日時 

  令和３年１２月１６日（木）午後３時１４分～午後５時３１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、山中委員、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  なし 

 

５ 議題 

「公 開」 

１． ９月３０日から１２月１５日までの事業報告について 

２． １２月１６日から３月３１日までの事業計画について 

 

  「非公開」 

３． 社会教育関係団体の登録申請（新規）について 

※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 なし 

 

７ 決定事項 

（１）９月３０日から１２月１５日までの事業報告を承認 

（２）１２月１６日から３月３１日までの事業計画を承認 

（３）社会教育関係団体（新規）の登録を承認 

 

８ 議 事  次ページより 

 

９ その他 

     次回は、令和４年３月１７日（木）午後３時から 中央公民館  

 

１０ 問い合わせ先  中央公民館  ０４７－４３４－５５５１ 



 

 

 

 

 

令和３年度  第４回 中央公民館運営審議会 

議事録 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時 令和３年１２月１６日（木） 

  午後３時１４分～５時３１分 

会  場 中央公民館 ４階 第２集会室 

 

 



午後３時１４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３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、欠席委員の方はいらっしゃいません。本日の審議会は委員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、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、当審議会は公開となります。 

 本日は、各公民館の事業報告、事業計画のほかに、中央公民館の社会教育関係団体の新規

登録申請が１団体ございます。 

 なお、議事のうち、社会教育関係団体の登録については、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。 

 本日の傍聴者はございません。 

 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。 

 それでは、委員長、議事進行をお願いします。 

○伊藤委員長 

 それでは、ただいまご紹介がありましたように、委員会規則によりまして委員長を務めさ

せていただきます。よろしくお願いします。 

 それでは、９月 30 日から 12 月 15 日までの事業報告について、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、９月 30 日から 12 月 15 日までの公民館の事業報告をさせて

いただきます。 

 まず初め、青少年でございます。「ふなばしハッピーサタデー」といたしまして、当初 10

月 16 日、日本の伝統文化体験として「季節の和菓子作り」を予定しておりましたが、コロ

ナウイルス感染症の拡大対策のために中止となっております。 

 11 月 13 日、こちらに関しては、日本の伝統文化体験として、船橋といえば「ばか面踊り」

ということで、ばか面踊りに触れることを目的として、船橋ばか面踊り中央友の会の講師に

お願いいたしまして、ばか面踊りを子供たちに教えていただきました。子供たちはとても楽

しそうにばか面踊りを、いろいろ携わっていただいたかと思います。 

 続きまして、成人の部です。「人生 100 年健康講座『知って、体操して、笑って元気に』」

で、題名はすごく壮大であるのですが、今、急速なグローバル化が進みまして社会情勢が加

速している、混沌としている状況の中で、21 世紀の未来像について様々な視点から見ていく



という観点から、この３つの内容について行いました。 

 11 月 30 日、「健康寿命を延ばすまちづくり」といたしまして、千葉大の予防医学センター

の井手教授に来ていただきまして、お話をお伺いしました。 

 12 月７日につきましては、「3Q体操で心身のリフレッシュ」ということで、NPO法人日本

3Q体操協会の講師の方をお招きしまして、皆さんで体操したということでございます。こち

らについては、天候が漏れております。12 月７日（火）、くもりでございます。 

 それと、12 月 14 日に関しては、天候が雨。それと、参加人数も漏れております。参加人

数は 17 名、男１名、女 16 名でございます。「笑いと光輝高齢」という表題で行いました。

こちらだけだと何だか分からないのですが、マジックなどを活用して、講師の方はきみまろ

的な感じで、饒舌な話で、名前のとおり笑いが輝いているような講座でございました。 

 続きまして、「就学時健診における子育て学習」でございます。この中央公民館の管区内、

南本町小学校、船橋小学校、湊町小学校に関しては、子供の成長発達への理解や家庭教育の

見直しを図る機会として、講演会をそれぞれ行っております。講師の方々がそれぞれの学校

でやった内容については、保護者からのアンケートの中に感謝のこもった感想が多く寄せら

れまして、家庭教育の充実を図る貴重な機会となったと感じております。 

 続きまして、「デジタルデバイド対策講座」です。地域住民の生活の一助となり得るデジタ

ルデバイド対策を提供するという観点から、年間で考えると結構な回数を重ねているのです

が、今回に関しては 11 月４日から 24 日までの間の中で４回行いました。講師はソフトバン

クにお願いしております。どの回も募集と同時にいっぱいとなりまして、真剣に取り組む高

齢者の姿が印象的でございました。 

 続きまして、高齢者、「中央ふれあい学級」でございます。これは３回を予定していたので

すが、新型コロナウイルスのワクチン接種会場となっていた状況から、３回とも残念ながら

できなかったということでございます。 

 続きまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」です。こちらに関しましては、11 月

17 日に健康づくり課の職員、またはシルバーリハビリ体操指導士に来ていただきまして、定

員が 30 名のところ 26 名の参加がございました。 

 続きまして、「青年教室『若草の会』」でございます。こちらは、障害を持った子供たちの

貴重な場として、仲間同士で楽しむ姿が見られる「若草の会」でございます。10 月３日に関

しては、青少年会館におきまして「大運動会」ということで、走ったり、ボール送りをやっ

たり、楽しい子供たちの姿が見えました。続きまして、11 月 14 日に関しましても、「スポー

ツを楽しもう」ということで、青少年会館におきまして、ボッチャですとかグラウンドゴル

フをみんなで楽しんだということでございます。 

 続きまして、「卓球開放」です。こちらはふだん講堂を使っていたのですが、ワクチン接種

会場で使用のため、文化ホールのロビーを使えないかということで、文化ホールと交渉し、

10 月５日から 11 月 18 日まで４回行いました。皆さん、今までとちょっと雰囲気が違うと

いうことで戸惑っていた部分もあるのですが、終わった後にはすごく爽快な顔をされていた

かなと思っております。 

 それと、「中央公民館文化祭」です。こちらに関しては、コロナウイルス感染症拡大防止の



ため、中止ということにさせていただきました。 

 続きまして、「巡回児童ホーム事業」です。こちらは 11 月 19 日に行いました。「０・１歳

ぽかぽか広場」に関しては、11 組の参加がございました。「小学生わくわくタイム」に関し

ては、講堂がワクチン接種会場ということで、残念ながらできなかったということでござい

ます。 

 続きまして、「出張子育て支援事業」として、10 月 14 日から 12 月９日まで、「親子講座」

「講演会」「小児科医のおはなし」ということで、３回行いました。こちらも参加人数が漏れ

ておりますので、ご記入をお願いいたします。参加が 17 組、合計で 35 名。男８名、女 27

名でございます。 

 簡単ですが、中央公民館からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員長 

 それでは、浜町公民館、いきましょうか。 

○浜町公民館長 

 それでは、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、「遊びの学校・ハッピーサタデー」ですが、月１回、全 12 回のうち、

第７回目「エコ体験 ペットボトル船作り」を 10 月 23 日に、第８回目「オリジナルカード

作り」を 11 月 20 日に実施いたしました。参加者数は資料のとおりでございます。 

 次に、「親子海洋教室『船橋の海を知ろう②』」ですが、船橋海洋少年団と共催で、三番瀬

海浜公園でのバードウォッチングを企画いたしましたが、三番瀬にあります環境学習館でも

「鳥くんと野鳥を探そう」というバードウォッチングを行っていまして、実施日はずれてい

たのですが、浜町公民館企画のバードウォッチングには参加の申込みがなかったということ

で、中止とさせていただきました。企画がかぶったのがお申込みのなかった原因かはちょっ

と分かりませんが、同じ場所で同じ内容の企画でしたので、ある程度は影響があったものと

思っております。次は企画段階で気をつけたいと思っております。 

 続いて、成人の部です。「浜町歴史雑学講座・『時代を学び今を生きる』」ですが、歴史上の

人物や出来事から、人生 100 年時代を健康で豊かに生きるためのヒントや方法を学んでいた

だくことを目的に、全５回で実施いたしました。日程、内容、参加者は資料のとおりでござ

います。資料の訂正をお願いいたします。第５回目、12 月２日の参加者で 18 名とあります

が、17 名の誤りでございます。内訳は、男性が６名、女性が 11 名でございます。すみませ

ん、訂正をお願いいたします。 

 次に、「浜カルチャー（絆）」ですが、第１回目の運営審議会でご説明いたしましたが、こ

れまで「女性セミナー」の事業名で女性を対象として実施していたものを、女性限定という

枠を外して、男性の方にもご参加いただくということで企画したものでございます。結果的

に男性の参加申込みはなく、参加者は全員女性となっております。また、今回はコロナ対策

として、定員を 30 名と控えめにしての実施といたしました。全４回の実施で、１回目から

３回目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す。12 月８日ですが、

天気は雨。参加者は 20 名、内訳、男性０名、女性 20 名です。追加記入をお願いいたします。 

 次に、「そば打ち教室」ですが、浜町西青年会さんのご協力をいただきまして毎年実施して



おるものです。今年度はコロナ対策で各回定員を 12 名とし、３回実施いたしました。12 月

５日の欄ですが、天気はくもり。参加者は 11 名で、内訳が男性２名、女性９名でございま

す。 

 次に、「若松小・中学校家庭教育セミナー」ですが、当初９月と 12 月の２回実施を予定し

ておりましたが、９月がコロナの影響で中止となったため年１回の実施といたしまして、12

月１日に「自転車のマナー」について、船橋警察署交通課よりお話をしていただきました。

自転車に乗るときのルール、近隣の注意が必要な場所、ルールについて子供に話すときの注

意点などのお話をしていただき、各家庭で交通安全について再認識する機会となったと思っ

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９日（火)、「入学前に家庭でし

ておくべきこと」と題しまして、元小学校長の加藤悦子先生にお話をしていただきました。

継続と反復、自己肯定感など、重要なキーワードについてお話しいただき、子育ての参考に

してもらえると思っております。 

 続いて、高齢者の部です。「いきいき健康大学」を、全 10 回のうち第５回、第６回、第７

回を実施いたしました。日程、内容、参加者は資料のとおりです。12 月 14 日の欄ですが、

天気は雨。参加者は 27 名、男性４名、女性 23 名です。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、次のページになりまして、全４回を実施いたし

ました。日程、内容、参加者数は資料のとおりです。なお、第３回運営審議会の事業計画で

は、第４回目を 11 月 24 日（水）でご報告させていただきましたが、その後、講師の日程の

都合によりまして、12 月８日（水）に変更して実施いたしました。天気は雨。参加者は９名、

男性２名、女性７名でございます。追加記入をお願いいたします。 

 募集定員は 25 名で満員となっておりましたが、対象が高齢者ということもありまして、

当日欠席が目立ったのはちょっと残念に思っております。しかし、参加者からは「シニアに

必要な動作をピックアップしていただいた内容で、少しでも体を動かせてよかった」「内容

が変化に富んでいて楽しかった」などのご意見をいただき、楽しく体を動かしていただくこ

とができました。これからも様々な視点、角度から、高齢者の健康維持、増進に役立つ講座

を考え、実施していきたいと思います。 

 次に「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」ですが、保健所健康づくり課と共催で、全６

回のうち４回目と５回目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す。

12 月９日の天気は、くもり。参加者数は、③とありますのは①の誤りでございます。９日の

１回目、12 時 50 分からの回を示しておりますが、参加者 18 名、男性３名、女性 15 名で

す。同じく④は②の誤りで、参加者 11 名、男性１名、女性が 10 名です。すみません、訂正

と追加記入をお願いいたします。 

 次に「はじめてのスマホ体験『シニア向けスマホ編』」ですが、デジタルデバイド対策とし

て実施いたしました。日程、参加者数は資料のとおりです。高齢者向けのスマホ講座として

は、浜町公民館では２回目の実施となりますが、募集開始当日に定員となりまして、高齢者

から求められている講座、必要な講座であると思いますので、引き続き実施してまいりたい

と思います。 



 次に「ふれあいいきいきサロン華の会」ですが、高齢者同士の交流や仲間づくりを目的に、

湊町地区社会福祉協議会と共催で実施いたしました。日程、内容、参加者数は資料のとおり

です。例年ですと年９回ぐらい実施しておりますが、今年度はコロナウイルスの影響で予定

が立てられなかったため、事業計画のご報告では載せておりませんでしたが、12 月から実施

することにいたしました。 

 続いて、その他の部です。「秋のふれあいウォーキング」ですが、参加者同士の交流と健康

増進を目的として実施いたしました。日程、内容、参加者数は資料のとおりです。コロナウ

イルス対策で、マスク着用、会話を控えていただくなどの制約がありましたが、参加者の皆

さんには体を動かすことを楽しんでいただけたと思います。 

 次に「こんさーと in 風のまち浜町」です。第 46 回目の開催となりますが、「午後のひと

とき音楽世界めぐり」と題しまして、バイオリンとピアノによるコンサートを開催いたしま

した。日程、内容、参加者数は資料のとおりです。「久しぶりの生演奏で心が癒された」「間

近で演奏が聴けてとても感動した」との声をいただきました。これからも質の高い音楽を提

供するとともに、若手アーティスト、地元アーティストの紹介や支援の場にしていきたいと

考えております。 

 次に「すくすく広場」ですが、湊町地区社会福祉協議会との共催で、月１回全 12 回を予

定しておりますが、コロナウイルスの影響で４月の第１回目からこれまで全て中止となって

おり、10 月、11 月についても中止といたしました。なお、事業計画のほうでまたご説明い

たしますが、年度内全ての会を中止決定しております。 

 次に「かもめ祭」、公民館文化祭ですが、こちらもコロナウイルスの影響で中止といたしま

した。 

 次に「地域防災講座」ですが、地域住民の防災意識を高めるとともに、防災や災害に備え

町会・自治会との連携を高めることを目的に、浜町西町会と共催で 12 月 11 日に実施いたし

ました。参加者については町会からお声かけをしていただき、今回は町会・自治会の役員さ

ん、防災担当さんが対象となりましたので、７名と少なかったのですが、今後も町会と連携

し、地域防災の大切さを伝え、地域防災について考えるきっかけとなる、また、防災体制の

構築に役立つ情報を提供するため、防災講座を実施していきたいと考えております。 

 浜町公民館からは以上でございます。 

○伊藤委員長 

 地域防災講座の参加者数とか、これは書いていないのかな。 

○浜町公民館長 

 失礼しました。防災講座、天気は晴れ。参加者数が７名、男性が６名、女性が１名でござ

います。すみません、追加記入をお願いいたします。 

○伊藤委員長 

 ありがとうございました。 

 いろいろと中止も結構ありましたけれども、開催した催しについては好評だったようです

ね。 

 それでは、宮本公民館、いきましょうか。 



○宮本公民館長 

 宮本公民館の９月 30 日から 12 月 15 日までの事業報告をご説明いたします。 

 初めに、青少年事業です。「一輪車教室」は、11 月 20 日、21 日の土日で全２回、初心者

を対象に児童ホームの体育室で開催いたしました。講師から上手に乗れるコツとして、体が

「くの字」にならないよう姿勢を正して乗ること、そしてペダルをこぎ続けることとアドバ

イスをいただき、体育教室の壁を使い反復練習を一生懸命にしていました。完璧に乗れるま

ではなりませんでしたが、一輪車に乗れるようになりたいというきっかけづくりになったの

ではないかと思っております。参加者数は表のとおりです。 

 次に「ハッピーサタデー」は、11 月 27 日（土）に「クリスマス風アレンジメント」を開

催いたしました。毎年とても人気の事業ですぐに定員に達してしまうことから、先着受付で

はなく期間を定めて受付し、抽選する方法に変更いたしました。また、メールでの申込みも

可能といたしました。24 名定員のところ、32 名の申込みがあり、うち 15 名がメールでの申

込みでした。定員以上の申込みがあったことで、本来は公開抽選を行う予定でしたが、会場

を講堂にしていたことや講師の了承が得られたことで、32 名に増員して開催することとい

たしました。アレンジメントは、緑と赤のクリスマスカラーの生花などを使用し、一生懸命

に製作していました。参加者数は表のとおりです。すみません、こちらの表のところで、材

料費 1,000 円をいただいております。表に追記をお願いいたします。 

 続きまして２ページ目、成人事業です。「みやもと生涯学習セミナー」は、船橋市生涯学習

コーディネーターとの共催で、古墳についての歴史を学ぶ機会となりました。10 月８日、15

日、22 日の３回で、全て金曜日に開催。初日は、日本全国の古墳の歴史を学び、２日目は、

船橋市文化課の職員による峰台古墳を中心とした船橋市一帯の古墳時代の講話をいただき、

３日目は、峰台古墳と地域の歴史を実際に見て回りました。公民館の管区に古墳があること

を知ることができた良い機会となりました。参加者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」は、就学時健診の機会を捉えて、管区の小学校

３校に子育て学習を行いました。参加者数は表のとおりです。 

 続きまして、３ページ目、高齢者事業です。「宮本寿大学」は、４月と８月、そして臨時閉

館期間の９月を除いた第３水曜日に開催。10 月 20 日は、危機管理課職員による「地域防災

について」を開催。近年、大型化している台風や地震などの災害に対応する手段など講話い

ただきました。 

 11 月 17 日は「映画観賞会」を開催、12 月 15 日は「落語鑑賞会」を開催いたしました。

「映画観賞会」「落語鑑賞会」とも、例年ですと公開講座として追加募集していましたが、新

型コロナウイルス感染防止対策により追加募集はせず、定員の 100 名のみで開催いたしまし

た。参加者数は表のとおりです。「落語鑑賞会」の参加者数欄が抜けていますので、ご記入を

お願いいたします。天候は晴れ。参加者数は 62 名、男性 14 名、女性 48 名です。 

 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８日の参加者数欄等が抜けてい

ますので、記入をお願いいたします。天候は雨。参加者は 13 名、男性０名、女性 13 名です。 

 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、原則奇数月の第４水曜



日に、保健所健康づくり課との共催で行っています。参加者数は表のとおりです。 

 続きまして、４ページ目、その他事業です。「みやもとまつり」文化祭は 10 月 30、31 日

の土日で予定をしていましたが、新型コロナウイルス感染防止対策が十分に行えないことか

ら中止といたしました。 

 次に、「みやもと三百人劇場」は、10 月 23 日（土）「デュオコンサート～デュオ・プリマ

～」、11 月 20 日（土）「オータム・ジャズ・コンサート」、12 月４日（土）「親子で楽しむ朗

読と音楽で贈るファンタジーの世界～クリスマスによせて～」の３公演を開催しました。新

型コロナウイルス感染防止対策により、定員が半分の 150 名であることから、募集当日は午

前中に定員に達してしまいました。公演会は全て好評をいただき、アンケートからもとても

満足していただくことができた公演会となりました。12 月４日の参加者数欄等が抜けてい

ますので、記入をお願いいたします。天気は晴れ。参加者数 143 名、男性 36 名、女性 107

名です。 

 次に、５ページ目「ふたわファミリー劇場～言葉・絵・音が出会うところ～」は、11 月 13

日（土）に二和公民館との共催で開催。もともと、二和公民館の主催事業として、二和公民

館の講堂を会場に開催する予定でしたが、新型コロナウイルスのワクチン接種会場になる可

能性があったため、宮本公民館を会場として開催することといたしました。出演者とは何度

もリハーサルを繰り返し、音響、照明など相まってすばらしい公演となりました。参加者数

は表のとおりです。 

 次に、「ジャズコンサート」は、12 月 12 日（日）に宮本公民館を活動拠点としている団

体、サウンドストリームジャズオーケストラとの共催で、30 周年記念リサイタルを開催。12

月１日から新型コロナウイルス感染防止対策が緩和され、各部屋の利用定員が元に戻ったこ

とで、300 名定員として募集しました。こちらも即日定員に達してしまい、コンサートの開

催を待ち望んでいる人が多いことを実感いたしました。参加者数欄等が抜けていますので、

記入をお願いいたします。天気は晴れ。参加者数 289 名、男性 173 名、女性 116 名です。 

 次に、「宮本公民館ほんの森」は水曜日と土曜日の午後２時から４時で、図書の貸出、返却

業務を行っています。10 月、11 月の利用者数は表のとおりです。現在、新型コロナウイル

ス感染防止対策のため、職員のみの運営で行っているところです。 

 次に「クリーンアップみやもと」は、毎月第２木曜日に、児童ホーム、保育園職員と一緒

に近隣公園等の美化活動に努めております。 

 次に、６ページ目「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」は表のとおりです。 

 宮本公民館からは以上です。 

○伊藤委員長 

 ご苦労さまでした。 

 それでは、海神公民館、お待たせしました。 

○海神公民館長 

 海神公民館の９月 30 日から 12 月 15 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、10 月９日にデジタルデバイド対策講

座の一環で、親子講座として、iPadで初めてのプログラミング体験を行いました。大変たく

さんの応募があり、10 組の応募がすぐに埋まってしまいました。開催間近まで「まだ空きが

ありますか」という問合せが続きました。また、親子講座では母と子供のお申込みが多いの

ですけれども、今回はお父さんと子供の組み合わせでの参加が多かったのが特徴的だと思い

ました。参加者は 22 名です。自分で選んだヘリコプターやチョウチョウのようなキャラク

ターに指示を出して上下に動かすとか、そういうゲームのようなアプリを、作成まではいか

なかったのかもしれないのですけれども、そういう工程を学ぶような内容になっていて、ち

ょっと低学年には難しかったかもしれませんが、親子で楽しく取り組んでいました。 

 11 月 27 日は、児童ホームの担当で行った事業です。「木の実を使った工作」ということ

で、田中伸一氏を講師に行いました。講師が集めたいろいろな木の実や豆、木の枝、スライ

スした切り株などを材料に、ボンドでそれを貼りつけて、動物や花などを表現していました。

それぞれ個性的な作品を完成させて、とても楽しそうでした。参加者は表のとおりです。何

かをつくるという体験が、心を豊かにするのだということを感じました。 

 次に、高齢者事業です。「海神寿大学」は、10 月 20 日に「笑いと健康」、11 月 17 日に「よ

うこそ仏像の世界へ」、12 月 15 日は「民話を楽しみましょう」ということで行いました。

「笑いと健康」については、医師を講師に迎え、病気と心の関係について、笑うこと、感謝

することが自然治癒力を高めるのだということや、講師自身はお医者様ではありながら、医

者に頼らず自分で考えて我が身を守る、そういうことを熱心にお話しいただきました。 

 11 月は「ようこそ仏像の世界へ」です。こちらは、仏像修復師の久保暁子先生を迎えてお

話をいただきました。 

 12 月 15 日は、船橋民話フェスティバル連絡会さんを講師に民話を披露していただきまし

た。海神公民館の緞帳は昔の塩田の風景を描いたものなのですが、そちらの説明から始まり、

様々な民話を楽しくお話しいただきました。参加人数のご記入をお願いします。天気は晴れ。

男性８名、女性 31 名、合計 39 名です。 

 続きまして、「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の共催事

業で、11 月５日、第４回目、参加者は２回合わせて 46 名となります。 

 「海神シルバー体操教室」は、音楽に合わせて楽しみながら体操を行い、体力増進を狙い

とした事業です。全 10 回のうち、10 月 22 日、11 月 26 日に５回目、６回目を実施しまし

た。今年度は二部制に分けて実施しているせいか、11 時の部がだんだん参加率が下がってき

ているのが気になるところです。参加人数は、10 月は 29 名、11 月は 34 名でした。 

 成人の部で、「かいじんおとなの教養講座～西海神村を訪ねる～」です。こちらは生涯学習

コーディネーターさんとの協働による全３回の講座として、コーディネーターさんが中心と

なって企画、当日の運営も行いました。今年度は、地元である海神地区の歴史を学ぶことを

テーマに設定し、地域の歴史に詳しい方を講師に迎え、１回目はかつての西海神村について、

どのような経緯で移り変わっていったのか、西海神村にあった塩田などについて講義を受け

ました。 

 また、２回目は、戊辰戦争という歴史的に大きな出来事が、この海神の歴史にも刻まれて



いるという講義を受けました。 

 ３回目は、心配であった天気にも恵まれ、海神公民館の緞帳に描かれた塩田の説明から始

まり、前２回で講義を受けた歴史の足跡や、古くから地域に親しまれている龍神社、入日神

社などをめぐりました。昔から海神に住んでいる方、違う地域にお住まいの方にも好評で、

講義や散策を通して、海神や船橋への愛着がさらに増したのではと感じられる講座となりま

した。 

 続いて、「初めての絵手紙教室」は全３回の講座です。第１回目と第２回目を終了しまし

た。人数の記入をお願いいたします。12 月 10 日は、男性が２名、女性 13 名、計 15 名で

す。天気は晴れと記入してください。１日目の講座では、筆に墨をつけ線を引くことから始

まり、２回目は、実際に１人１枚の葉っぱを見本にしながら、輪郭を描き、色をつける練習

をしました。それぞれの作品を鑑賞しながら講師の指導を受け、時には笑いも起こる楽しい

講座でした。３回では学び足りないので、サークルにできたらいいと考えております。 

 「デジタルデバイド対策事業」は、「はじめてのスマホ体験『かんたん入門編』」として、

初心者向けの内容をソフトバンク株式会社のアドバイザーの方に教えていただきました。既

に携帯電話をお持ちの方もいて、講座内容と聞きたいことに相違があった方もいましたが、

皆さん熱心に操作していました。１月には、やさしい基本編を予定しています。 

 続いて「就学時健診等における子育て学習」ですが、近隣３小学校と共催の事業となって

おります。海神南小学校は、今年度は学校の工事のため広い場所が取れず、健診のみ行うと

いうことで、子育て学習は中止でした。 

 11 月９日に海神小学校、16 日は西海神小学校で実施いたしました。参加者数は記載のと

おりです。海神小は、昨年に続き臨床心理士の花澤先生を迎え、子育てに対するアドバイス

をいただきました。また、西海神小学校は若松幼稚園園長の関郁子先生に講話をいただきま

した。短い時間の中にも具体的なアドバイスをいただき、アンケート結果の中には、就学時

健診での学習の必要性を疑問に思う方もいましたが、多くの方からは、「参考になった」「も

う少し聞きたかった」等の感想をいただきました。 

 続きまして、その他の部門で、「親子いけばな教室」です。こちらは 10 月 16 日に第６回

目、11 月７日に第７回目を実施しました。11 月はクリスマスの花を生けました。いつもの

剣山ではなく、オアシスという水を含ませたスポンジのようなものに枝や花などを生け、ク

リスマスらしい飾りつけをしました。 

 続いて、「ちびっこ広場 後期」です。子育て最中の保護者を対象に、交流と情報交換、仲

間づくりの場として企画しています。後期は１歳～３歳までの親子を対象に、２月まで実施

します。10 月 27 日と 11 月 24 日は「親子でリトミック」を行いました。お母さんと子供た

ちは、先生の弾く電子ピアノに合わせて、楽しそうに歩いたり踊ったりしていました。 

 続いて、「二葉幼稚園家庭教育セミナー」です。11 月２日に行いました。こちらは、親子

一緒に体操したり、音楽に合わせて体を動かしながら、スキンシップを図りました。その後、

講師による子育てについてのアドバイス、主に乳児から幼児期の月齢に応じた心と体の特徴

など、お話を伺いました。 

 「第 20 回海神公民館文化祭・ふれあいまつり」は、当初より利用者団体連絡協議会でも



話し合ったとおり、新型コロナ感染防止のため今年度は中止となりました。 

 また、「ふれあいコンサート」は、海神地区社会福祉協議会との共催事業ですが、今年度は

中止となりました。 

 「海神公民館ボランティア活動支援事業」ですが、９月に休館でできなかったゴーヤの棚

の撤去を行いました。すみません、記入漏れがありましたので、天気を晴れと記入してくだ

さい。ゴーヤのカーテンの写真を、今、フェイスの５階の階段付近に展示しております。ほ

かのゴーヤのカーテンをされた団体と一緒に展示されております。20 日からは市役所ロビ

ーで掲示されるということですので、機会がありましたらご覧ください。 

 最後に、「海神公民館だより」の発行を、10 月 29 日の新聞に折り込みを行いました。今年

度後半の事業予定やサークル一覧など、あとは海神地区の特殊詐欺や空き巣の件数などを掲

載して、詐欺等への注意喚起を行いました。社会教育関係団体一覧への反響がいつにも増し

て多く、見学したいとか一緒にやってみたいという問合せがあったので、会員の増加につな

がったサークルもいくつかありました。 

 以上です。 

○伊藤委員長 

 ご苦労さまでした。ただいまの海神さんの報告で、４館さんの半年の事業がみんな発表に

なったのですけれども、委員の皆様からご質問がございましたらお伺いしたいと思います。 

 コロナ禍の中で何割か中止になってしまっていますけれども、みんな工夫して一生懸命や

られた様子が手に取るように分かりました。山中委員、どうですか。 

○山中委員 

 ご指名に預かりました。宮本の「一輪車教室」ですけれども、よそでは「ハッピーサタデ

ー」でやったり、結構、各館とも一輪車というのは今までやられてきていると思うのですけ

れども、聞くたびに「乗れるまでにはならないですけれども、壁伝いでもって何とかやれる

ようになった」と。中にはすごく運動神経がいいというか、経験があるのか、乗れる子もい

たり。 

 せっかく参加した子供たちに乗れるまで指導するわけにいかないんですかね。これを見て

いると、実質１時間半ぐらいですよね。ちょっとレクチャーがあって、少し体を動かしたり

して、それから乗るための動作だとか、だんだん段階を踏んでいって、じゃあ壁伝いでやり

ましょうといったときには、これでいくともう残り 30 分ぐらいしかないはずですよね。そ

れで「はい、お疲れさま」というのではすごくもったいないなと。 

 それから、一つ質問ですが、20 日、21 日と連日でやっているのは、これはリピートです

か。 

○宮本公民館長 

 リピートというのは。 

○山中委員 

 同じ子供たちが。 

○宮本公民館長 

 はい。同じ子供たちを対象にやっています。 



○山中委員 

 ２日間で、実質２日目は結構時間が取れていると思うんですけれども。いわゆる体験教室

みたいな形でやってしまっているよね。もう少し回数やって、この次の週、もう一回連チャ

ンでやったとしたら、恐らく大半の子供は乗れると思うんですよ。僕は子供にとってすごく

大事なのは、成功体験、達成感だと思うので、「ああ、もうちょっとなのにな」で終わってし

まってそれっきりというのは、すごく残念だなと。 

○伊藤委員長 

 もったいない。 

○山中委員 

 そう、もったいない。やはり子供に成功体験を与えるべきだろうと思います。 

 それと、うまくやれば子供たちの一輪車のサークルづくりにもなるんですよね。テレビで

もたまにやるけれども、ローカルの番組で、一輪車でもって手をつないでぐるぐる回ったり、

こうやったりしているのがありますよね。ましてや、児童ホームと連携してやっているのだ

から、なおさらそういうことが可能なものではないかなと思って、来年以降、こういうチャ

ンスがあるのだったら、ちょっと企画に幅を持たせていただければなというのが感想でござ

います。 

○伊藤委員長 

 山中委員、すばらしいです。 

○山中委員 

 そうですか。ありがとうございます。 

○伊藤 委員長 

 やった以上は、後は歴史に残るように。私なんかの体験では、水泳でも最初は、中学校１

年のときに泳げなかったわけです。私は海でやられたので、大分塩水を飲んだけれども、泳

げるまでやらされましたものね。それで、一回泳げたら一生泳げますものね。自転車も同じ。

二輪車にちゃんと乗れて、手離しで 50 メートルぐらい走ってきたら、一生乗れますものね。

一輪車も全く同じではないかな、身についてしまったらね。でも、やはりせっかくやったな

ら、そういうふうにぜひやっていただけたらいいんじゃないですか。逃げていかないから。 

○宮本公民館長 

 はい。検討させていただきますとしか言いようがないのですけれども、説明の中でもあっ

たとおり、一輪車に乗れるきっかけづくりという観点でやっているというのもございますし

…… 

○伊藤委員長 

 最初はね。 

○宮本公民館長 

 はい。どちらかというと児童ホーム主導の共催事業でやらせてもらっている部分もござい

ます。山中委員からもご指摘いただいて、昨年度来からご指摘をいただいている部分ではあ

るのですが、何分、講師の都合など含めて、連続で２回が今のところ限界というのが、講師

に対しての依頼の内容とさせてもらっています。児童ホームも 21 館ございまして、この１



人の講師の方が 21 館の児童ホームをほとんど全て、依頼があった部分については対応して

いるというところなので、なかなか難しい部分もあるとは思いますが、貴重なご意見として

いただいておきます。 

○伊藤委員長 

 その人１人でやっているのだったら、館長が覚えちゃってさ。 

○山中委員 

 これ、一輪車協会というのだから、１人ということはないんです。ただ、この人は１人で

独占しているんですよ。 

○伊藤委員長 

 独占禁止法ですよ。 

○山中委員 

 そうなんです。教え方の上手、下手がありますからね。 

○伊藤委員長 

 もちろんあります。ただ、せっかくこういうものがあって、子供がそういうところに参加

したときに、一人や二人は泣いてしまう子もいるのだろうけれども、それを乗り越えて身に

つけたら、おばあさんになっても、おじいさんになっても。一輪車に乗れるおじいさん、お

ばあさんというのはすごいぞ。 

○山中委員 

 くの字になったらいけないんですよ。 

○宮本公民館長 

 本当に乗れるようになりたい子は、翌日といっても月曜日なので児童ホームは休館日にな

るのですが、翌々日の火曜日からでも学校が終わった後に来て、体育館の空いているところ

を使って、自主練習と言ったらいいのですかね、ひたすら繰り返して、最終的には乗れるよ

うになる子も中にはいます。 

○山中委員 

 ということは、児童ホームに一輪車が何台かあるのね。 

○宮本公民館長 

 何台かあります。 

○宮﨑委員 

 小学校にもたしか置いているところがあったと思います。 

○伊藤委員長 

 僕らが子供のときはなかったぞ。 

○山中委員 

 だって、伊藤さんの頃なんて、一輪車どころか普通の自転車が貴重品だったのに。 

○伊藤委員長 

 そう。だからなかったよ。覚えがない。 

○筒井委員 

 でも、２日続けてやったら、大体の子は乗れたんじゃないですか。 



○宮本公民館長 

 いや、なかなか難しいですね。やはり運動神経のいい子と悪い子では当然分かれてしまう

ので。反復練習なので、本当にずっとひたすら壁を伝って練習をしているので、それに飽き

てしまう子も中には出てきたりして、なかなか難しいとは思うんですけれども。 

○筒井委員 

 乗りたいという意欲のある子が来ていることは来ているということですよね。 

○宮本公民館長 

 はい。 

○筒井委員 

 であればね。 

○山中委員 

 ２日間だったら、午前中だけではなくて、お昼を食べてからまた午後やればいいんですよ。 

○筒井委員 

 子供がもたないかもしれない。 

○山中委員 

 まあ、ともかく何とか、せっかくなんだから。 

○宮﨑委員 

 たしか小学校にも数台、船小にもなかったですか。 

○筒井委員 

 船小は、今は自由に使えるようにはなっていないです。 

○伊藤委員長 

 今、やめちゃっているの。 

○筒井委員 

 一時、一輪車がはやった時代があって、もう 10 年前、20 年前になってしまうのですが、

そのときは一輪車をずっと昇降口に置いておくということは結構はやったときはあったの

ですが、今はあまりないですね。続けてやっている学校もあると思うのですけれども。 

○伊藤委員長 

 でも、あれは体のバランスを取るのに、スキーだって何だって全部バランスだからね。覚

えたらほかにも応用できるので。 

○筒井委員 

 ある程度、校庭の広さとかに余裕がないと、一輪車で何十人もの子がぐるぐる休み時間に

走るというのは、ちょっと危ない状態になってきています。 

○山中委員 

 30 年以上前かな、うちのところの前に車がほとんど通らない道路が、70～80 メートルか

な、細い路地が一本ありますけれども、子供たちが集まって来て一輪車をやっていましたよ。 

○伊藤委員長 

 工夫するんですよ、できるようになればね。いずれにしても、小さいお子さんが世の中に

生まれてきて、新しい出会いでしょうから。ただ、それが自分のものになるかならないかは、



指導する人と相性もあるでしょうけれども、せっかくだから。この運審で一輪車を取り上げ

たのは、私、二十何年やっているけれども、今日が初めて。一輪車をちゃんと身につけさせ

ようという、それはすばらしいことだと思いますね。私も若い頃へ戻れたらやりますよ。 

○山中委員 

 戻ってください。 

○伊藤委員長 

 戻る前に逝っちゃうかもしれない。でも、いいご意見だなと。運審らしいご指導をいただ

きました。 

 では、館長、お願いしますね。 

○宮本公民館長 

 はい、検討させてもらいます。 

○伊藤委員長 

 ほかにはどうですか。一番バッターというのは、大谷翔平ではないけれどもホームランを

打つからね。皆さん、どうですか。校長先生、どうぞ。 

○筒井委員 

 宮本公民館、ほかの公民館もあるかもしれないのですが、デュオ・コンサートとかオータ

ム・ジャズ・コンサートとか、音楽系の参加者が、すごく人気があるというか、あっという

間に定員が集まるというお話があって、やはりすごくニーズが高いんだなと感じました。こ

れはコロナ前も同じような状況ですか。具体的にそんなに変わることはありませんでしたか。 

○宮本公民館長 

 うちの公民館は小ホール的利用という、三百人劇場と別名呼んでいる講堂がありまして、

ほかの公民館とは違って、こういうコンサートの開催を年間で５回～６回させてもらってい

ます。やはり昨年度は中止という形になったコンサートもありますが、今年度に限っては、

ある程度の制限緩和等も含めて定員を半分にして開催したり、12 月１日には制限緩和もあ

りまして、基本的に聴くだけですので、300人定員として開催させてもらう形を取りました。

ほとんどが無料で開催させてもらっています。26 公民館あるうち、こういった小ホール的仕

様を持っているのは宮本と二和と葛飾の３つだけですので、この３つは結構多くのコンサー

トの開催をさせてもらっているところです。 

○中央公民館長 

 追加で話をさせていただきますと、各 26 公民館におきまして、やはりこういうコンサー

トは数回行われております。どこも生の音楽を身近に聴けるチャンスというのはなかなかな

い中で、公民館でやることによって、募集をかけるとあっという間に埋まるケースが多いで

す。 

 それと、２月から３月ぐらいにかけて文化課が主催している「ふなばしミュージックスト

リート」というものもございまして、そういった中で、全 26 公民館ではないのですが、そ

れに参加して、一緒にコンサートを計画して実施している。その中でも大変人気があって、

そのときに、なかなかプロの音楽というのは聴けない状況の中で、身近で聴けるということ

で大変好評をいただいていますので、追加させていただきます。 



○筒井委員 

 分かりました。子供たちや保護者の話を聞いていると、安全で非日常的なところをどこか

探していきたいなと、今とてもそういう意欲というか、思いが強いなというのは感じました。 

○宮﨑委員 

 あと一つよろしいですか。浜町さんが発表された若松小・中学校の教育セミナーで、自転

車の乗り方のマナー、警察等の指導が来てという話ですね。残念に思ったのは、主に小学生

が多いと思うのですけれども、男子が３で女子が 48 ですか。あまりにも男子が少ないので、

多分セミナーをやると小学生の低学年ぐらいが中心になるのかと思いますが、何で男子がこ

んなに少なかったのかなと。 

○浜町公民館長 

 対象がお子さんではなくて親御さんなので、お父さんがいらっしゃる方もいらっしゃるの

ですが、お母さんのほうが多いという結果に。 

○宮﨑委員 

 なるほど。これは、子供の参加はなかったということですか。 

○浜町公民館長 

 子供さんではなくて保護者、親御さんが対象のものです。 

○宮﨑委員 

 分かりました。 

○伊藤委員長 

 警察官が講師でしょう。 

○山中委員 

 そうですね。 

○宮﨑委員 

 ぜひ子供も一緒にやらせたら、特に交通の法規とか何かも、大人と違って学ぶ機会がない

ので。 

○山中委員 

 自転車のやつは、たしか各小学校でやっているんだよね。春秋の交通安全週間のときにね。 

○沼波副委員長 

 子供用のをちゃんと授業の一環でやっています。 

○伊藤委員長 

 いいですか。 

○宮﨑委員 

 分かりました。 

○山中委員 

 どの講座を見ても、男女比でいくと圧倒的に女性の参加が多くて、高齢者のものであって

も、あるいは子供のハッピーサタデーでも、テーマによって男子が多いこともあるけれども、

その中で、浜町の「そば打ち教室」は、来られた方というのはどの範囲の方が参加されてい

るのでしょう。例えば、豊富のほうから来たとか、宮本のほうから来たとか。 



○浜町公民館長 

 地区限定はしておりません。広報に載せていますので、市内の方ならということでやって

いますけれども。 

○山中委員 

 来られたときにお名前と住所は取られていないんですか。 

○浜町公民館長 

 ご住所までは確認しています。ただ、近隣には限ってはいなくて、ちょっと離れた地区の

方にもご参加いただいています。 

○伊藤委員長 

 好きな人じゃないと、そば打ちは。 

○山中委員 

 好きな人、覚えたい人ね。 

○伊藤委員長 

 やる気のある、継続してできる人。 

○山中委員 

 でも、やる気はあるけど浜町まで行くのはなというのはあるだろうけれども。これはすご

く魅力があるなと思っているの、そば打ちは。 

○伊藤委員長 

 だけど、ちゃんと完成しないよ。煮る段階になったらぶつぶつになっちゃったりね。 

○沼波副委員長 

 おいしいんですよ、自分が打ったやつが。どんなものでも。 

○中野委員 

 そう。自分だと何でもおいしいんですよね。 

○山中委員 

 結構リピートの方が多いと思うんですよね、だんだん上手になっていって。だから、何か

これも発展していろいろやったらいいと思うんですよね。いつも浜町青年会でそば打ちとい

うことで、僕が公運審に来てからもう 10 年過ぎたわけですけれども、10 年間、毎年これを

見ているんですよ。今年で 11 年ですか。でも、これが全く変わらない。 

○伊藤委員長 

 顔ぶれも固まってきますよ。 

○山中委員 

 だから、そば打ち実演に参加した人たちをうまくまとめ上げて、それこそ船橋市のそば打

ち何とか会ではないけれども、ランキング師範だとか、ああいうのをやっていけばいいと思

います。ただ、つくってやりっぱなしでそれっきりというのは、男だったらあまり面白くな

くなってしまうんですね。結局、自分でつくって、女房に食わせて、家族に食わせる。それ

で、ばたばたとやったらもう食いたくなくなって、それっきりになってしまう。 

 でも、これが認定ではないけれどもそば打ち何段とか、そして、ほかの公民館にも講師と

して行けるようにして、講師になれば講師料を何がしかもらえる、１万円なら１万円もらえ



るというふうになると、小遣い稼ぎにぐらいになる。もう一つは、やはりに人に教える喜び

もあるわけだから、これも発展させたら面白いんじゃないかと思うんです。そうすると、あ

る種の、サークルよりももっと広域な団体みたいなものが。 

 要するに、公民館発で何が生まれたかということが僕は大事だと思うんですよ。今のとこ

ろ出ているやつは、全部公民館の内向きの講座に終始している。これが届いたときにざっと

見ながら、ああ、そうだよなと思いました。だから、公民館で始めたことが発展して外に広

がっていく講座というのは、実はこの中にいくつもあるので、ちょっとそこら辺、勝手な意

見ですけれども、検討していただけたらなと思います。 

○中央公民館長 

 今の山中委員のお話は、公民館として事業をやるということで、その後にサークル化、社

会教育関係団体に発展していく団体も結構多くございまして、そういったところが私どもも

講座を企画する上で、最終目標はそういう活動をしていってもらいたいという気持ちはもち

ろんあるわけでございます。それが本当の最終目標ではあると思います。ただ、やはり参加

する方々の意欲、そういったものをうまく指導していくというのは、公民館としてなかなか

難しいものもあるのですが…… 

○山中委員 

 いや、褒めておだてりゃいいんですよ。 

○中央公民館長 

 そういったご意見もあるということで、各公民館でもそういった方向性を示せるように、

ぜひ考えていきたいと思っております。 

○伊藤委員長 

 前向きなご意見で結構だと思います。あとは、相手次第なので、こちらがいくら思っても

世の中広いので、人が、うまい出会いがあればどんどん行くかもしれないし、運審からのご

意見として取り上げておいてもらって、あとは館長さんと相手方次第というようなところで

見ていきたいと思います。 

 校長先生からのお話でも、学校のスケールというのですか、運動場だとか、場所の提供が

全面的に受けられるということはないでしょうから、そういうことも考慮した上で。今日の

お話では一輪車にちゃんと乗れるよう身につけさせるという、そういう方向をお互いに確認

させていただいておきたいなと。私も自分が戻れないのは分かるけれども、そういう目で見

させていただきたいと思います。お願いします。 

 三宅さん、何か言いたそうな顔をしているけれども、どうぞ。 

○三宅委員 

 宮本公民館さんのジャズコンサート、このサウンドストリームジャズオーケストラという

ものなのですが、先ほどもお話が出たように男性の参加者が少ない中に 173 人の男が集まる

という、どんな魅力的なグループなのかなと思いまして、ちょっとお伺いしたいなと。 

○宮本公民館長 

 長い間、宮本公民館を拠点に活動していただいている団体で、多分オープン当時から、人

が入れ替わり立ち替わりではありますが、ジャズをメインに活動している団体で、５年に１



回こういったリサイタルコンサートを公民館と共催でやらせてもらっているところです。今

回、30 周年ということで、５年に１回ずつやっているので、やはりリピーターのニーズの方

が結構多く来られているのかなというところと、先ほど関根館長からもありましたように、

生演奏で、ジャズを結構大所帯で迫力のある演奏になっていましたので、これが人気がある

一つの要因になっているかと思います。 

○伊藤委員長 

 ファンクラブがしっかりしている。 

○三宅委員 

 そうなんですね。でも、男の人が集まるって珍しくないですか。 

○伊藤委員長 

 そんなことないよ。 

○山中委員 

 やはりジャズは男ですよ。それこそ、年代層は幅広いですよ、ジャズは。 

○三宅委員 

 そうですよね。だから、こういうグループがいっぱい活動してくれるといいなと思いまし

た。 

○山中委員 

 こういうようなものがね。 

○三宅委員 

 そうです。ほかを見ても、男子２人というようなところが多いので、いいなと思いました。 

○山中委員 

 男ゼロというのも随分あるからね。 

○三宅委員 

 いいなと思いました。 

○宮本公民館長 

 ありがとうございます。 

○伊藤委員長 

 バンドの実力があるんですよ。 

○三宅委員 

 そうなんですね。ちょっと聴いてみたい。 

○伊藤委員長 

 ちょっとじゃなくて、ちゃんと聴いてください。 

○三宅委員 

 うんと聴いてみたい。 

○山中委員 

 女が１人増えるね。 

○三宅委員 

 そうですね。女子が１人増えちゃいます。 



○伊藤委員長 

 それでは、委員の皆様方、各館の報告でございましたけれども、よろしいですか。ご承認

しますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○伊藤委員長 

 それでは、計画のほうに移ります。 

 中央から行きたいと思います。 

○中央公民館長 

 それでは、12 月 16 日から 3 月 31 日までの中央公民館事業計画について、ご説明させて

いただきます。 

 まず、青少年、「ふなばしハッピーサタデー」でございますが、４回の計画がございます。 

 12 月が「書き初め」、１月が「ケータイ分解教室」、こちらソフトバンクの協力をいただい

ております。２月に「親子でホールケーキ作り」、３月には、手芸の一種でございますが、「デ

コパージュ」ということで計画してございます。 

 それと、成人の部、「サークル体験教室」です。今、コロナ禍による活動制限があったり、

高齢化等によって社会教育関係団体が若干減少傾向にございます。そういったところで、会

員数の減少を止める１つの目的というか、活動低迷の団体のケアとしてサークル体験教室を

開催して、皆さんに見ていただいた上で参加が可能かどうかやっているものでございます。

１つは油絵、次が尺八、裏面に行きますとフォークダンス、この３つを予定してございます。

尺八に関しましては、プラスチックの貸出し用のものを用意して、除菌対策をして行う予定

でございます。 

 続きまして、「デジタルデバイド対策講座」です。こちらはソフトバンクの協力によりまし

て、「はじめてのスマホ体験『スマホの基本とLINE体験』」と「はじめてのスマホ体験『かん

たんZoom入門編』」を予定してございます。 

 続きまして、「家庭教育セミナー『知っておきたいこどもの救急』」です。こちらはお母様

に対して、緊急時の対応として考えてございます。やはりいざというときに、何をどうやっ

ていいかと慌てふためくことも想定されますので、そういういったときにどういうふうな形

で子供の急病やけがに慌てずに対処できるのか、心構え等を先生に教えていただくつもりで

ございます。 

 続きまして、「中央ふれあい学級」です。こちらに関しましては、コロナのワクチン接種会

場で 12 月まではできなかったのですが、１月、２月に関しましては、講堂でやる予定で考

えております。１月に関しましては、「新春コンサート」として、ピアニストの方とバイオリ

ニストの方に来ていただき予定しております。それと、２月には、「ふなばしシルバーリハビ

リ体操」。３月に関しましては、講堂が使えませんので、違う場所、第３・第４集会室等を活

用しながら行う予定でございます。 

 「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」、こちらに関しましては、１月と３月に健康づくり

課の協力により行う予定でございます。 

 それと、「介護・認知症予防講座」、こちらに関しても、２月に計４回、健康づくり課との



共催で、コナミスポーツさんのご協力を仰ぎまして行う予定でございます。 

 続きまして、その他、「青年教室『若草の会』」です。こちらに関しては、１月に音楽会、

２月にボーリング大会と映画観賞会、それと、３月にお楽しみ会ということで予定しており

ます。 

 それから、「卓球開放」です。こちらに関しては、12 月 21 日、文化ホールのロビーを活用

して行う予定でございます。 

 それと、「サンデー・コンサート」に関しましては、当初予定しておりましたが、やはりワ

クチン接種の会場ということで講堂が使えないことから、これに関しては中止ということで

ございます。 

 続きまして、「巡回児童ホーム事業」です。こちらは、児童ホームとの共催によりまして、

１月と３月に予定してございます。 

 続きまして、「出張子育て支援事業」、こちらに関しましては、南本町子育て支援センター

との共催によりまして、１月、２月、３月と、小さい子供たちの親御さんを対象とした集い

ですとか、先生のお話、あとは、産後ヨガとベビーマッサージを予定しております。 

 最後になりますが、南部ブロック公民館合同事業といたしまして、１月と２月に、「けん玉

パフォーマンス」ということで、子供たちに参加いただく前に、けん玉パフォーマーの方の

実技を見ていただいて、さらに、けん玉を使った検定に向けていろんな教えをいただきなが

ら、２月には基本技の復習をして、級の認定試験までを行う予定で考えております。浜町、

宮本、海神、そして中央と、４館合同の事業でございますので、今までにない取組というこ

とで、けん玉を取り上げて考えております。 

 中央公民館からは、簡単ですが以上でございます。 

○伊藤委員長 

 それでは、浜町公民館。 

○浜町公民館長 

 浜町公民館の 12 月 16 日から３月 31 日までの事業計画をご説明いたします。 

 まず、青少年の部、「遊びの学校・ハッピーサタデー」ですが、第９回は「冬のお楽しみ会」、

クリスマス会ですが、12 月 18 日に若松児童ホームと共催で実施いたします。第 10 回は「凧

づくり」を、若松地区青少年健全育成会さんのご協力をいただきまして、１月 29 日に実施

いたします。第 11 回、２月は未定としております。例年ですと、ハッピーサタデー事業と

してこどもまつりを実施しておりましたが、こどもまつりを今回中止決定いたしましたので、

ハッピーサタデー事業として何をやるか現在検討中で、未定としております。第 12 回は、

３月 19 日、「親子プログラミング教室」を予定しております。 

 次に、「わんぱくフェスタ」です。これは子供まつりで、先ほども申し上げましたが、中止

決定といたしました。現状ではコロナも減少してはおりますが、子供が対象ということもあ

り、コロナ対策を考えますと運営は難しいことから、実行委員会さんにご相談させていただ

きまして、中止の判断をいたしました。 

 続いて、成人の部です。「あそびの寺子屋 手作りオモチャ指導者養成講座」ですが、手づ

くりおもちゃのつくり方を学び、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す。 

 続いて、高齢者の部です。「いきいき健康大学」ですが、第８回は新春浜町寄席として落語

を１月 11 月に、第９回は歯科医師または歯科衛生士によります健康講座、お口に関するお

話を２月８日に、第 10 回は軽体操を３月８日に実施予定しております。 

 ここで恐れ入りますが、資料の訂正をお願いいたします。備考の欄ですが、12 のうち 10

とありますのが、10 のうち８でございます。次の行の 10 が、10 のうちの９、次の行が 10

のうちの 10 でございます。すみません、訂正をお願いいたします。 

 次に、「介護予防教室」ですが、高齢者が自ら介護予防に向けた取組を行うことを目的とし

た保健所健康づくり課との共催事業になります。日程・内容・定員等は、資料のとおりでご

ざいます。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」、こちらも保健所健康づくり課との共催事業

になりますが、隔月の実施になりまして、浜町公民館は２月 10 日に予定しております。 

 次に、「はじめてのスマホ体験『シニア向けスマホ編』」ですが、スマホに関する講座への

お申込みが多く、申し込んでも参加ができないとの声が多いことから、浜町公民館では３回

目の実施となりますが、１月 20 日に予定しております。 

 次に、「ふれあいいきいきサロン華の会」ですが、12 月から開始いたしまして、１月５日

に第２回を、３月２日に第３回を予定しております。 

 続いて、その他になります。 

 まず、「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になりますが、この資

料提出後に湊町地区社会福祉協議会と協議をいたしまして、コロナは落ち着いているものの

依然として警戒は必要であり、特に事業の対象が０歳児を持つ親子ということで、年度内、

全ての会を中止することで決定しております。 

 次に、「こんさーと in 風のまち浜町」ですが、地域ふれあいコンサート参加事業になりま

して、３月５日（土）に、「リコーダーとリュートのコンサート」を予定しております。募集

定員ですが、企画時点では、会場の定員数制限、人と人との距離制限等がありまして、60 名

としておりますが、コロナが今のような状況であれば、できるだけ多くの方に聴いていただ

きたいので、密にならない程度の人数を募集していきたいと考えております。 

 浜町公民館からは、以上でございます。 

○伊藤委員長 

 それでは、宮本公民館、お願いします。 

○宮本公民館長 

 宮本公民館の 12 月 16 日から３月 31 日までの事業計画をご説明いたします。 

 初めに、青少年事業です。「ハッピーサタデー」は、12 月 25 日（土）に児童ホームとの共

催で、小学生を対象に「みんなであそうぼう！クリスマス会」を開催いたします。先着 50 名

とし、職員のハンドベル演奏やゲームなどを行い、クリスマスの雰囲気を味わっていただき

ます。１月 15 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」を

予定していて、実施内容等については現在調整中であります。２月 19 日（土）も現在調整

中で、県立船橋高等学校の自然科学部の皆さんにお手伝いをいただく予定です。 



 次に、「みやもとこどもまつり（仮）」です。今年度、不特定多数を対象に全館での開催が

困難なため、同日の３月 13 日（日）に児童ホームと協力して、子供向けの事業を開催する

予定で調整中であります。 

 続きまして、成人事業です。「初心者向けスマホ講座」が、１月 13 日（木）に、株式会社

ＮＴＴドコモのご協力により、「はじめてのスマートフォン講座」をデジタルデバイド対策

として開催いたします。 

 次に、「フリマアプリ教室」です。２月 10 日（木）に、株式会社メルカリ認定講師のご協

力により、「メルカリ教室・出品体験編」を開催いたします。デジタルデバイド対策はもとよ

り、リユースの普及啓発により、循環型社会を構築することを目的に、船橋市が昨年８月に

株式会社メルカリと連携協定を締結したことから実現した講座となります。商工振興課にも

ご協力をいただき、１月 15 日号の広報紙に掲載して、募集をする予定です。 

 次に、２ページ目、「家庭教育セミナー」は児童ホームとの共催により、乳幼児・親子を対

象に全２回開催です。１月 26 日（水）は、「ファーストブックからはじまる本えらび」とし

て、絵本コーディネーターの堀玲子さんに、２月２日（水）は、「ファーストシューズからは

じまるくつえらび」として、ファミリーケア・アドバイザーの馬場美保さんにご講話をいた

だき、地域の家庭教育の向上に寄与します。 

 次に、「船橋を歩く」は、全２回開催で、日時など講師と調整してまいりましたが、雨天時

の予備日などの調整で折り合いがつかず、中止といたしました。 

 続きまして、高齢者事業です。「宮本寿大学」は、４月と８月、そして、臨時閉館期間の９

月を除いた第３水曜日で開催。１月 19 日は、千葉県生涯スポーツ公認指導員の山岸玲子先

生による「楽しく身体を動かそうⅡ」を開催。２月 16 日は、市民安全推進課による「防犯

講座・交通安全教室」を開催。３月 16 日は、世界遺跡アカデミーの野澤順治先生による「世

界遺産Ⅱ・閉校式」、１回目が中止になってしまっているのですが、２回目、そして閉校式と

なります。 

 すみません、表中の１月 19 日、山岸玲子先生の肩書が間違っておりますので、訂正をお

願いいたします。声楽家ではなく、千葉県生涯スポーツ公認指導員に訂正をお願いいたしま

す。 

 次に、「介護予防教室」は、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、３ページ目、「ふなばしシルバーリハビリ体操普及事業」は、奇数月第４水曜日の９

時 50 分と 11 時の２部入替え制で、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、その他事業です。「みやもと三百人劇場」は昨年度から予定していたコンサー

トで、２年越し、三度目の正直の開催です。昨年度は９月の開催、今年度も９月 18 日（土）

に開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルスのまん延防止により臨時閉館になった

ことから実施ができず、１月 30 日（日）に振り替えて実施することとなりました。「アルゼ

ンチンタンゴとフォルクローレの新しいカタチ」として、７人の方にご出演いただく超豪華

な会になる予定です。定員については、８月１日の広報紙で募集をした 150 名の皆様にご連

絡をし、日程変更での開催を伝え、引き続き参加可能かを確認していたところです。再募集



については、開催時期が１月末日のため、もう少し様子を見てから判断したいと考えており

ます。 

 次に、「地域ふれあいコンサート」は、２月５日（土）に、「ピアノデュオコンサート」を

開催いたします。 

 次に、「人形劇『花咲爺』」は、３月 19 日（土）に、11 時からと 14 時からの２回公演で、

「船橋で世界の人形劇を観る会」実行委員会part12 と共催で開催いたします。信州松本を拠

点に活動している人形芝居燕屋の脚本・演出により、吟遊打人の方の協力で、和楽器の生演

奏と人形の出てこない人形劇をお楽しみいただく予定となっております。 

 次に、４ページ目、「宮本卓球開放」は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策が十分に行

えないことから、今年度の開催を中止といたしました。 

 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、毎週水曜日と土曜日に図書の貸出しをしております。現在、新型コロナウイルス感染

拡大防止対策のため、職員のみの運営で行っているところです。 

 次に、「クリーンアップみやもと」です。毎月第２木曜日に、児童ホーム、保育園職員と一

緒に、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」です。宮本公民館３階の通路を活用して、サークルの作品など

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」は表のとおりですが、例年どおりのこどもま

つりが行えないことから、発行しないことも含めて検討中であります。 

 宮本公民館からは以上です。 

○伊藤委員長 

 では、ラスト、海神公民館、お願いします。 

○海神公民館長 

 海神公民館の 12月 16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」ですが、12月 18日（土）に、親子で

のクリスマスケーキ作りを行います。親子６組を募集いたしました。今回は、初めて抽

選ということで、６組の定員に対して 40 組の応募がありました。１月 12 日、3 月 5 日

は、児童ホームの担当で「忍者体験」を行います。例年２月に実施している「こどもま

つり」は、ハッピーサタデーとしても行っているところでございますが、今年について

は、ほかの公民館と同様にコロナ対策ということで中止とさせていただいております。

代わりになるプログラムとしまして、今現在、レクリエーション大会を計画していると

ころです。 

 続いて、「こども陶芸教室」です。こちらは、昨年度、募集までして、参加していただ

くお子さんを決定していたところだったのですが、新型コロナの影響により中止となっ

てしまったものです。今年度もこれから募集をするところですけれども、海神公民館の

陶芸窯を生かして、子供たちに創作の楽しさを感じてもらう事業として、２月５日から

19日まで、３回で行う予定です。 

 すみません、先ほどのハッピーサタデーのところで、12月 18日と２月 19日の日にち



の「日」が抜けてしまっています。失礼いたしました。書き加えてください。 

 高齢者事業です。「海神寿大学」、１月 19日（水）に、「映画観賞会」を行います。例

年ですと、１月は、皆様の歌や踊りなど特技を披露していただいたりするお楽しみ会的

な内容だったのですが、今年はちょっとそれはできないということで、映画観賞会に変

更いたしました。２月は、寒さに負けない体をつくろうと、「健康体操」を行います。３

月は、落語鑑賞会と閉校式を予定しております。 

 「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、保健所健康づくり課と共催で行います。

１月と３月に開催いたします。 

 続いて、「海神シルバー体操教室」は、全 10回のうち４回を 12月から３月まで、月の

最後の金曜日に実施をいたします。 

 成人の事業ですが、「初めての絵手紙教室」、全３回の講座の最後の３回目を行います。 

 「デジタルデバイド対策講座」は、「やさしい基本編」ということで、ソフトバンク株

式会社を講師に行う予定です。 

 「考古学講座」は、毎年、飛ノ台史跡公園博物館との共催で実施している人気の講座

です。今回のテーマも、博物館の学芸員の方などを講師に、様々なテーマで講演してい

ただく予定です。 

 同じく、「博物館を 100倍楽しむ講座」ということで、こちらも飛ノ台史跡公園博物館

との共催になりますが、まず１回目で博物館という施設の楽しみ方を学び、２回目に実

際に飛ノ台史跡公園博物館に行って見学をしたいと考えております。 

 時期がちょっと重なってしまっているのですが、「あるいてみる飛ノ台周辺の遺跡・史

跡」ということで、こちらは３月に毎年行っているのですけれども、こちらも海神地域・

飛ノ台地域の史跡や遺跡を見て、散策するという講座を行います。 

 その他の事業で、「親子いけばな教室」は、12 月 25 日にお正月のお花、１月 22 日に

最後の会を迎えます。今までに習った成果をみんなで鑑賞したいと思っています。 

 「ちびっこ広場 後期」は、12月 22日に「ミニコンサート」、こちらは珍しいのです

が、大正琴によるコンサートを予定しております。社会教育関係団体の「大正琴 ゆり

の会」さんを迎えて、クリスマスソングや童謡など演奏していただきたいと思っていま

す。お母さんたちには、大正琴にちょっと触れて音を出してみる、そういう体験もして

いただければと思っています。１月 26日には、つかだおはなし会による「絵本の読み聞

かせ」、絵本の選び方、２月 16日は人形劇団どんぶりこをお呼びして公演を行っていた

だきます。 

 続いて、「二葉幼稚園家庭教育セミナー」ですが、こちらは２回のうちの２回目です。

「幼児期の栄養」について、栄養士の方に講義いただく予定です。 

 「海神公民館ボランティア活動支援事業」は、３月に今年度最後の活動になります。

庭の手入れや草取りなどをしていただく予定です。 

 以上です。 

○伊藤委員長 

 計画で皆さんからのお話をお聞きしました。委員の皆さんからご質問はありますか。 



○山中委員 

 宮本の「フリマアプリ教室」、メルカリ教室・出品体験編ですが、これ、内容をちょっ

と具体的に、どんなことを。 

○宮本公民館長 

 自宅で捨てるか捨てないか迷っているようなものを、このメルカリで出品することで、

誰か欲しい人がもしかしたらいて、もしかしたらそれが売れるかもしれない、リユース

の意識という観点から、このメルカリ教室を今回企画したところです。 

○山中委員 

 それは分かるんですけれども。じゃあ、この１時間半の講座の中で大ざっぱにどうい

う流れなのか、それが分かれば。趣旨はものすごく分かるんですよ。それで、これは成

人となっているけれども、メルカリを使っている人というのは、30代が大体主流と言わ

れているけれども、今 50代でも結構います。ところが、僕ら 70代半ばを越えてしまっ

ている人間は、変な話、もう僕なんか終活に入っているんですよ。そうすると、自分が

若い頃集めた絵だとか本、これ、捨てるのはもったいない。でも、古本屋に行ったら二

束三文。僕が持っているものでは、竹久夢二の画集なんですよね。大正何年だったかな。

ものすごく価値があると思うんですよ。 

○伊藤委員長 

 自分はね。 

○山中委員 

 そう、自分はね。３冊入りでこれは価値がある。古本屋に持っていっても「あ～」と

なるけれども、ああいうのに出したらもしかしたら誰か引っかかって、お金ではなくて、

要するにいいものをつないでいくということを考えれば、古本屋よりもそういうような、

何か公の場でもってやったらいいよななんて思う。ほかにもいろいろ持っているものの

中で、捨てるのはもったいない、でも売れるかどうか。でも、好きな人は買うだろうな

なんていうものがあるわけです。我々の世代って大体そういうものがあると思うんです

よ。 

○伊藤委員長 

 ありますね。 

○山中委員 

 伊藤さんの場合には質屋に持っていけば、何十万とかポンっとつくだろうけれども。

だから、そういう手ほどきをやってくれるわけですか。 

○宮本公民館長 

 基本的には、そういう形でやっていただく予定であります。 

○山中委員 

 どういうふうに商品を撮影してやるといいんですよというようなことも、やってくれ

るわけですか。 

○宮本公民館長 

 はい。 



○山中委員 

 それを、スマホでもって写真を撮ってやりましょうとか。 

○宮本公民館長 

 そうですね。 

○山中委員 

 もうメルカリプロになると、これだからね。これでやって、ライティングをやって。

そういうのをやらなくてもできるんですよという秘訣を教えてくれるわけですか。 

○宮本公民館長 

 当日は、一応出品したいものを２～３点お持ちいただくような形で、お申込みいただ

いた方にはご案内する予定です。 

○山中委員 

 なんか目がきらきらしてきちゃった。 

○宮本公民館長 

 当然スマートフォンをお持ちの方で、メルカリアプリをダウンロードして参加してい

ただくという条件がつきますが、そういう方を対象に、今回 15名の方に出品からの手ほ

どきということです。 

○山中委員 

 出品の手ほどき。 

○宮本公民館長 

 はい、やっていただく形でいければと思っているところです。 

○三宅委員 

 気になるんですけれども、その後ですよね。例えば、売れますよね。売れた場合の発

送の仕方と、料金の受け取り方、そこまで教えていただかないと絶対にできないと思い

ます。 

○宮本公民館長 

 そうですよね。 

○三宅委員 

 出品しただけでは、その後どうするって必ずなるので、それが一番難しいんです。 

○山中委員 

 そうすると、結局、口座の問題も出てくるわけですよ。やり取りは電子マネーになっ

てくるしね。だから、本当にこんな時間で説明つけられますか。 

○三宅委員 

 売れちゃったらどうするという。 

○山中委員 

 もっと言えば、ちゃんとしたテキストも用意してあるんだろうねとか、なんか参加意

欲が満々になってきちゃったりしてね。 

○三宅委員 

 申し込もうとしていますね。 



○宮本公民館長 

 すみません、まだ資料などは私も見られていないのですけれども、どこまでの資料か、

また、今おっしゃられたとおり、売れた場合の発送というところまでのレクチャーをし

ていただけるものなのかというところも含めて、１月 15 日が募集期日となっています

ので、それまでには確認をしてまいりたいと思っております。 

○山中委員 

 市の広報に載るわけですか。 

○宮本公民館長 

 はい。市の広報は、通常、公民館の講座等は一日号でご案内させてもらうことがほと

んどなのですが、今回は商工振興課がメルカリと協定を結んだということで、商工振興

課にも間に入っていただいて、１月 15 日号に掲載して募集をかけていくという形にな

っております。 

○山中委員 

 そうすると、公民館の催事情報ではないところに出そうだね。 

○宮本公民館長 

 はい。 

○山中委員 

 そうなると、この 15名なんていうのはあっという間、本当に一瞬ですよ。これこそ各

館でやってほしい。要するに、我々世代はものすごく人数がいるわけです。船橋 62万人

として、今 20％を超えているんだからね。そのうちの 10％ぐらい、おおよそ６万人ぐら

いがこれの対象になるんだよね。 

○伊藤委員長 

 今朝、テレビで着物買い取りますとやっていたよ。３枚で 31万円になっていた。 

○山中委員 

 着物でしょう。そのほか、あるのが楽器類。アコースティックギターだとか、ああい

うのを若いころずっとやっていて、そのまま置いてある。ちゃんと大事にしていればそ

れなりに価値はあるわけだから。 

○伊藤委員長 

 いい値段で出ていますよ。 

○山中委員 

 そのほか、いろいろあると思うよ。女の人の場合だったら、ああ、これすてきって買

ったブランドバックをそのまんま……。中野さんなんかたくさん置いてあるでしょう。 

○中野委員 

 私、ブランド物は全然。 

○山中委員 

 そのほかにもいろんな物があるものね。我々世代はそのまま持ったまま、捨てていな

い物があるわけです。着られなくなってサイズが全然合わない革ジャン。それなんか、

もう 300 円でいいよなんていうので出して、300 円で買ってくれたら御の字だもの。だ



から、僕はこれは思っている以上にニーズが高いと思う。 

○伊藤委員長 

 公民館がみんな中古販売の手伝いになってしまっても困るよね。 

○山中委員 

 あそこの講堂でもって、メルカリ市場大交換会なんて始まっちゃったりしてね。 

○伊藤委員長 

 可能性はありますよ。 

○山中委員 

 本当、そうですよね。 

○伊藤委員長 

 ビジネスと公民館活動との、振興課が何を考えてそんなのを提携したのか、そっちの

ほうを調べる必要がありますよね。 

○山中委員 

 僕はこれは面白いと思う。そういう懸念はあるんですよ。いわゆる商業主義的なもの

は公民館としてはちょっとというのはあるだろうけれども、それとは別に一般の市民の

側からして、我々世代はメルカリというものは分かっているんですよね。いろんなこと

を、そういうものだと分かっていても、それにどう参加するかということについての知

識は、例えば伊藤さんに聞いて「教えてくれますか」と言ったら無理でしょう。 

○伊藤委員長 

 全然。 

○山中委員 

 「宮﨑さん、教えてくれる？」と、こうなって、要するに我々が聞けるのはこれなん

です。若い人に聞いたら、鼻先でうぜえなというので終わりだから。 

○三宅委員 

 教えてあげますよ。 

○山中委員 

 知ってる？ 

○三宅委員 

 はい。 

○山中委員 

 それなら教えてもらおうかな。 

○伊藤委員長 

 いずれにしても、メルカリにしてもソフトバンクにしても、みんな純粋にビジネスだ

から、一般的に考える範囲とは一線を画していないと。公民館って官公庁だから。ここ

に一線が引かれているところが、今はいろんなことが緩和、緩和ということで、私なん

かの感覚からすると、何でメルカリが公民館で、商工振興課はいろいろ関係者が、会議

所なんかがあるから、何を考えてやったんだか裏を取る必要があるなと思いますよ。本

当に公民館って官庁なんですよ。校長先生が今日おいでいただいているけど、基本はお



役所なんです。それで相手は市民と、こうなるんですけれども、その他のお客さんは幼

稚園から、小学校から文科省が関係して、そう簡単には公民館を通じての商売というこ

とを発想させるようなことってないんですよ。 

 一輪車に上手に乗れるから金儲けになるかというと、サーカスに行くわけではないか

ら、別にそれにリスクはないわけですけれども、メルカリというあのビジネスは、うん

と大衆化してしまった中古の売買の親玉だから、幕張メッセなんかでメルカリのをやっ

ているときなんてすごいですよ。何、こんなにいるのって感じで。私は１回しか行って

いないけれども、ものすごい。あの熱気がこの公民館に、商工振興課が絡んで堂々と、

しかも市の広報に商品を募集するようなことを書いてあるから、１月 15日の（広報）は

何て書いてあるか楽しみだけれども。もう暮れの間に振興課へ行く気はしないけれども、

でも心配です。中央公民館のブロックからどんどんやれみたいになってしまって、取り

返しがつかないことになるといけないなと思ってます。期待する委員がいることはよく

分かりましたけれども、難しい問題を含んでいるということだけは、共通のご理解にし

てもらっておいたほうがいいと思いますよ。 

 それから、さっきの管楽器の買い取り。あれなんかも今、新聞広告で、ピアノの買い

取りと同時に管楽器も買い取りしますなんて、大々的に伸和ピアノというのが載ってい

ますけれども、あそこなんかはもう何千本も買い取りをして、手入れして、新品同様に

してと、こんなことをやっているので。 

○山中委員 

 今、新聞の折り込みに入ってくるじゃないですか。洋書の買い取りね。「えっ、こんな

にするの。売ろうかな」なんて喜んでしまう。本当にいろんなものが、そういう意味で

は中古の買い取り、多いですよね。 

○伊藤委員長 

 すごいですよ。着物３枚買い取ったら 31万円なんてね。今朝のテレビですよ、もうそ

ういう時代だからね。テレビってワンクールでしか契約できないから、膨大な金額です

よ。700 万円とか 800 万円とか、新聞広告にちょっと出すのとは違う。だから、そうい

うところに出てくるということになると、会社の事業母体がちゃんとしているからそう

いうことをやるので、31万円ってあるのかなと。そう思うと電話したくなるじゃないで

すか。 

 今、伊藤の場合は、それは成立していないんだけどね。おばあちゃん時代からの着物

が膨大にあって、娘３人だから全部娘に分けたらいいじゃないかと言うんだけれども、

今のお嬢さん方というのは着物は要らないって言うんだよね。着ませんよって。だから

捨てるしかない。 

○三宅委員 

 着ませんし、着物って保管が難しいので、嫌です。 

○伊藤委員長 

 置く場所がないんですよ。 

○山中委員 



 そうなんだ。 

○伊藤委員長 

 ものすごい問題ですよ。 

○山中委員 

 そうだよね。今、和だんす持っている人ってあんまりいないものね。 

○伊藤委員長 

 置いておく場所がないものね。したがって、今日のテレビなんか観ると、これは帰っ

たら聞かないといかんなと。どうするのと。でもメルカリの話が公民館から出るなんて

夢にも思わなかったから。 

○山中委員 

 でも、一般の我々世代前後にとってはこういう情報こそ食いつくんですよ。変な話、

げんき体操なんていうのは――いや、げんき体操はすごく大事なんです。だからたくさ

んみんなやっているじゃないですか。でも、それ以上に、やっぱりこういうものは知っ

ておきたいし、やれるものならやってみたいと思っている人は本当にたくさんいる。だ

って人にあげて喜ばれるものではないけれども、絶対欲しい人はいるはずだというもの

があるわけです。 

○伊藤委員長 

 いっぱいありますよ。 

○山中委員 

 変な話、茶壷であったり、茶筅であったり、人形であったりとか。 

○伊藤委員長 

 値打ちものね。 

○山中委員 

 といって、わざわざ古美術商のところまで持って行って鑑定してもらうのもやっかい

だというような、それほどの価値ではないけれどもというのがあるわけですよね。僕も

せがれなんかに、「そろそろ終活だよ」なんて言われて、「父さんこれどうするの。捨て

るの？ それともどうする？」なんて。それで、釣り竿とか全部きれいにしていたやつ

を、いいや、もう捨てちゃおうと思ってこの間捨てたら、折り込みでもって「釣り竿買

います」というのがあって、あぁ、売ればよかったと。 

○伊藤委員長 

 捨てたのを息子がそっちで待っていて、すぐ持って行ったりしてね。 

○山中委員 

 だから本当に今、中古品というのは、いわゆるセカンド物というんですかね、ニーズ

があるんだなと思って、そういう意味でこれは面白い。でも、委員長が言われたような

部分もやっぱり留意しなければいけないところかなとは思います。 

○伊藤委員長 

 天下の公民館なんだからさ。 

○山中委員 



 宮本公民館は天下の公民館だから。公民館という位置づけではそうですよね。 

○伊藤委員長 

 百貨店だって今は何だって売るんだから。そういう面では、公民館は官庁だというこ

とを頭の中にもう一回置き直して、しっかり対応して、間違いのないようにやっていた

だきたいなとお願いして、どうですか、あと質問は。 

○三宅委員 

 中央さんのハッピーサタデーの「ケータイ分解教室」ですけれども、スマホではなく

てケータイですか。 

○中央公民館長 

 はい。スマホではないよね。 

○事務局（中央公民館長職員） 

 そうです。まさにガラケーです。昔のガラケーを、いろんな部品があるのでそれを分

解して、この一つ一つがどういうふうに再利用されているのかというところを。 

○三宅委員 

 再利用されていくかという、なるほど。 

○山中委員 

 この部分は金メダルになりましたとか。 

○事務局（中央公民館長職員） 

 金が使われているところもあって、さらに、できるか分からないですけれども、SDGs

に絡めて、「つかう責任 つくる責任」みたいなテーマがSDGsの中にあるので、そこも子

供たちに学んでもらいつつということができれば面白いかなということをちょっと考

えています。 

○三宅委員 

 ああ、面白いですね。なぜスマホにしなかったのかなと思って、ちょっと興味があっ

たんですけれども、分かりました。 

○山中委員 

 スマホは今使っている。ガラケーは机の引き出しの中にある。 

○事務局（中央公民館長職員） 

 子供たちもあまり見たことがないと思うので、その辺のもの珍しさもあるし、それを

さらに中身はどうなっているんだろうと分解していく面白さもあるかなと思います。 

○伊藤委員長 

 すごく理解がいいね。 

○三宅委員 

 いや、面白いなと。何でスマホではないんだろうというのがあって、子供たち向けだ

ったらスマホのほうが……。 

○山中委員 

 スマホを分解したら使えなくなってしまう。 

○三宅委員 



 ただ、スマホの中はどうなっているのかなというのも興味があるじゃないですか。子

供だからスマホしか知らないはずなのに、どうしてケータイにしたのかなというのがあ

って、そうすると、中でこれがどう使われるというのを勉強するのはいいですよね。 

○事務局（中央公民館長職員） 

 そうです。本当に使われなくなったガラケーっていっぱいあって、それを分解できる

というところを。 

○三宅委員 

 よかったらちょっとのぞかせてもらうかもしれないですけれども、いいですか。 

○事務局（中央公民館長職員） 

 ありがとうございます。ぜひ。 

○三宅委員 

 すみません。お願いします。 

○伊藤委員長 

 ガラケーに限られるの。 

○三宅委員 

 ガラケーですって。用意してくださるんですよね。 

○事務局（中央公民館長職員） 

 そうです。もう廃品になった、使わなくなったガラケーを使ってやってもらう。 

○伊藤委員長 

 それだったら、ケータイ分解なんて書かなければいいんじゃないの。 

○三宅委員 

 ケータイ分解でいいんですよね。 

○沼波副委員長 

 いいんですよ、ケータイをやるから。スマホではない。 

○伊藤委員長 

 そうなの。 

○山中委員 

 感覚からいけば、スマホはケータイ（携帯電話）の一部なんですけどね。それをガラ

ケーとスマホで分けて考えている。分けた部分で言っているので、我々はケータイとい

うと、スマホもガラケーも全部ケータイなんですよ。 

○伊藤委員長 

 ガラケーは古いだけで、ケータイだよね。 

○山中委員 

 僕は最初、「ケータイ分解」といったらスマホを分解するのかなと思っていた。聞いて

いて話のやり取りで、ああそういうことか、それは面白いねと。 

 それから、中央のサークル体験教室、これはほかのももっとやるべきじゃないですか。 

○中央公民館長 

 そうですね。一応、今、各 26公民館、やはり社会教育関係団体が減少傾向でございま



すので、こういう体験を基に会員を増やす目的としてやれればなというところで、各 26

公民館にも取りあえずご案内している状況でございます。 

○山中委員 

 だから、これに乗ってもいいし、乗らなくても思いついたらぱっぱとやって、やった

結果、こういう傾向がある、こういう結果が出たということでもって、その成果という

か、それを１年間でまとめて、この体験教室というのをやる意味はやっぱりすごく大き

いですねということが分かればいいと思うんです。絶対これは大事なことだし、どんど

んやるべきことだろうと僕は思っています。 

○中央公民館長 

 ありがとうございます。 

○伊藤委員長 

 そういうご意見が出ました。 

 では、時間がどんどん過ぎていきますので。もう終わりですか。 

○中野委員 

 もう一つ、いいですか。 

○伊藤委員長 

 はい、中野さん。 

○中野委員 

 宮の森ギャラリーについてお伺いしたいのですけれども、前のときにも載っているの

は分かっているのですが、今、文化祭などがなくて、作品発表の場がなかなかないとい

うところに、すごくいい企画だと思うのですが、この作品を出すサークルとか作品の管

理、その辺はどんなふうな扱いになっているんですか。 

○宮本公民館長 

 まず、当然展示が可能な団体さん、宮本公民館で活動している団体がいくつかござい

ますので、そこにお声がけをさせてもらって、こちらである程度の日程を決めさせても

らった上で出展をお願いしている状況です。 

 管理につきましては、これは大変申し訳ないのですが、各自の自主管理という形で行

わせてもらっているところであります。 

○中野委員 

 希望する団体さんが作品を展示するのではなくて、宮本さんのほうから。 

○宮本公民館長 

 そうですね。希望方式にはなっていないです。こちらからお声がけをさせてもらって、

一応展示ができる団体さん全てにお声がけして、大抵、今年度は昨年度がコロナで活動

できていないところが多かったので、今年度は見送らせてほしいというようなところが

あるので、掲示等のご協力をいただける団体は限った団体ではあるのですけれども、そ

こに毎回お願いしているという状況です。 

○中野委員 

 それで、定期的に公開。 



○宮本公民館長 

 そうです。２か月に１回ぐらいのペースで公開させてもらっています。 

○中野委員 

 それはガラスなどがあるわけですか。 

○宮本公民館長 

 いえ、カーテンレールの引っかけるようなものが通路の廊下のところにあるので、そ

こに吊るすような形で展示をしてもらっている状況です。 

○中野委員 

 こういう展示は、ほかの公民館さんは特に計画はないんですか。 

○中央公民館長 

 浜町はあるんだよね。 

○浜町公民館長 

 うちは、例年だと写真のサークルさんのほうから場所を貸してくださいという形で来

てやっています。今年度については、サークルの活性化ということではないのですが、

いつも文化祭でサークルさんの作品の展示をやっています。文化祭が中止になったとい

うことで、社会教育関係団体さんに展示をどうですかということでお声がけして、４サ

ークルさんが展示を週替わりでやっていただいたという感じです。それ自体をまた結構

ほかのサークルさんが見たりして、なかなかいいので、展示をしていただいたサークル

さんもとても喜んでくれたので、また来年度以降、文化祭とか関係なくお声がけしてや

っていこうかなと思っています。 

○中央公民館長 

 中央に関しましては、やはり管理の問題だとか、あとは提供の場所を用意することが

なかなか難しいことから、基本的には今のところは考えていないという状況でございま

す。 

○海神公民館長 

 海神も文化祭のときには展示を行っているようなのですけれども、通常的に展示する

スペースというのは設けていないので、また今後機会がありましたら検討したいと思い

ます。 

○中野委員 

 ありがとうございました。 

○伊藤委員長 

 館長が気をつけるしかないのか。 

○沼波副委員長 

 何しろコロナが収束しないと難しいです。 

○伊藤委員長 

 難しいですね。 

○沼波副委員長 

 入館制限もされているから見学もできないですしね。 



○伊藤委員長 

 要望が市民のほうからあるのに、２年間コロナで中止、中止と、出入りまで断ってい

るから、欲求が満たされていないんですよね。だからどんな対応をしようかということ

は館長の感性ですね。運審でそういうことを諮ってどうするのかな。中野さん、どうす

るのか、館長にお任せかな。 

○中野委員 

 スペース的なこともありますでしょうし、作品を出すほうの希望もおありでしょうか

ら。 

○伊藤委員長 

 関根館長、どうしますか、今の話。 

○中央公民館長 

 やはり場所の部分、管理の問題、あとは相手方の希望等もありますので、なかなか検

討すると言っても難しい部分もあるので、そこの部分については、今後サークルの方々

の話を聞きながら考えてはいきたいと思います。 

○伊藤委員長 

 運審のほうからしたら、館長が４人で現場の相手方とのやり取りの中で、公民館とし

ての許容範囲で、まとまるのかまとまらないのか分かりませんよ、出るものによっては

どうなってしまうのか分からないけれども、何らかの方針は決めておいてもらったほう

がいいんじゃないのかな、預かることにしても。 

○山中委員 

 口を挟んで申し訳ございません。宮本のやり方は僕はすごくいいと思っています。３

階の廊下のところでずっとやっている。変わるたびに見ていて、こんな上手に描く人も

いるんだ、彫る人もいるんだ、これはいいなと。いいなと思ってもらえるだろうと思っ

てあそこに飾っているんだよね、サークルの人たちは。だから、ああいうのを常設的に

やっているというのは、公民館としてはすごくいいことだと始まったときから思ってい

る。ほかも場所がないからとか管理ができないからというのは、正直言って理由になら

ないと思っています。 

 ちょうど３階の、飾ってある反対側の部屋でうちの空手をやっているんだけれども、

子供たちはあれに手で触ったりしないものね。やっぱり子供でも分かるんですよ、あれ

は見るものであって触るものではないと。あそこに飾ってあるものにいたずらをしたら

いけないんだというのは言わなくても分かる。ということは、出品する側のサークルの、

例えば日本画であったり、絵画サークル、油絵サークル、あるいは俳句や書道もあるよ

ね。それから、刻字があるでしょう。ああいったものが変わってこっちが気がつかない

と、子供たちが、「先生、変わったよ。見て来てみな」と教えてくれるぐらいだから、子

供たちもそういう作品の変化に気がついているし、見ているんだよね。 

○伊藤委員長 

 それは先生の子供への教育がいいからですよ。 

○山中委員 



 いやいや、それは全然関係ないですよ。うちの子供たちは廊下を駆けずり回っている

から。 

○伊藤委員長 

 だけど精神的なことを含めて、そういうような教育がされているんですよ。ただ空手

だとかああいう武道に走るだけではなくて、そういう根っこのところの人間教育ができ

ているから、子供といえどもちゃんとそういう目が養われているんじゃないかと思うん

ですよ。 

○山中委員 

 ありがとうございます。とにかく、少なくともうちの子供たちにとっても、あの作品

が定期的に変わっていく、それを見るというのは、すごくいいチャンスなんですよ。 

○伊藤委員長 

 端的に言うと、各館長さんのところにそういうスペースとか保管の工夫もあるのだろ

うけれども、預かる以上は責任があるので、そういうことまで踏まえて判断をするとい

う、ある基準、考え方を、関根館長、お願いしますよ。 

○中央公民館長 

 今のお話をお伺いして、各館の判断にはなると思いますが、いろいろとそういう提案

があったことをお伺いしておくということで、この場では申し訳ないですけれども。そ

れ以上のことについてはちょっと今のところお答えはできないということでお願いい

たします。 

○伊藤委員長 

 ネクストタイムに、こんな具合で考えていますというふうなことを申し述べてもらえ

ばよろしいと思いますよ。 

○中央公民館長 

 はい。 

○伊藤委員長 

 では、そういうところで後半の計画について終わらせていただきたいのですが、皆さ

んよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議事 ３）社会教育関係団体の登録申請（新規） 

   非公開の審議であるため、船橋市附属機関の会議の公開実施要領第８条第３項の規 

定におり記載を省略いたします。 

 

 そんなことで、長時間にわたった運審ですけれども、一応第４回これで終了したいと

思います。ご苦労さまでした。 

○事務局（中央公民館長補佐） 

 委員長、ありがとうございました。 

 長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとうございました。本日の議事は以上



で終了となります。 

 なお、次回の会議についてご報告させていただきます。 

 次回は３月 17日（木）午後３時から、場所はこちら、中央公民館、第２集会室で開催

いたします。 

 以上をもちまして、令和３年度第４回中央公民館運営審議会を閉会いたします。本日

はありがとうございました。 

午後５時３１分閉会 
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