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午後３時００分開会  

 

○事務局（東部公民館長補佐） 

 大変お待たせいたしました。定刻となりましたので、第３回の審議会を始めさせてい

ただきます。 

 会議に先立ちまして、資料のご確認をよろしくお願いいたします。 

 まず、事前にお送りさせていただきました「令和４年度第３回東部公民館運営審議会」

の冊子は、お忘れの方がいらっしゃいましたら、予備がございますのでお声がけお願い

いたします。次に、本日机の上に配付させていただきました教育情報誌「まなびの風」

はございますでしょうか。もう１枚、申し訳ございません、事務側の不手際によりまし

て、東部公民館の会議次第「（１）令和４年度 公民館事業報告（６／９～９／21）」

のうち、飯山満公民館の事業報告につきまして、冊子の中に記載すべきものが漏れてし

まいましたので、こちらの紙で配付をさせていただきました。その説明の際には、こち

らをご覧いただき、ご確認をお願いできればと思います。あと、社会教育関係団体の登

録申請書、薬円台公民館関係のものがございますが、その審議の際にお配りさせていた

だきたいと思います。 

 それでは、まず初めに、東部公民館長 金子よりご挨拶をさせていただきます。 

○東部公民館長 

 委員の皆さん、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 ９月も下旬に入った中で、朝晩、過ぎしやすい、寒いぐらいの季節になりまして、あ

っという間に秋になったところでございます。 

 公民館においても、イベントの秋ということで、これまでコロナ禍で中止が続いてお

りました公民館文化祭につきましては、３年ぶりに開催するということで、現在、各館、

文化祭の準備を進めているところでございます。各サークルにおきましても、久しぶり

に日頃の学習の成果の発表ということで、練習・準備に励んでいるところでございます。

どうか委員の皆さん、各公民館の文化祭、これから広報紙等で日程のご案内をさせてい

ただくところでございますので、足を運んでいただければ幸いでございます。どうぞ地

域の活力をご覧いただきたいと思ってございます。 

 まだコロナ禍が収束していないところではございますが、感染拡大防止を図りながら

務めさせていただきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○事務局（東部公民館長補佐） 

 続きまして、大塚委員長からご挨拶をよろしくお願いいたします。 

○大塚委員長 

 皆さん、こんにちは。今日はご挨拶というよりも、前回アンケート調査を皆さんのほ
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うに配っておいたと思います。白いもので、この「公民館に関するアンケート調査」と

いうのを前回お渡ししたと思います。 

 中を見ていただいていると思いますけれども、利用者と非利用者の内容を見ると、回

答していただいた方々で、利用者で 70歳以上が 66％、非利用者で 70歳以上が 32％。そ

れから、今利用している方の回答の中で、50歳以上の利用者が 90％を超えています。そ

れから、非利用者の方も 50歳以上が約 50％という比率で高くなっています。本庁から、

「今より身近で使いやすい生涯学習施設とするために」というのがアンケート調査の目

的だという話をいただいているのですが、回答いただける年代の方が、割に高齢者のほ

うが書きやすい、若い方はなかなか難しいのかなというふうに思いました。 

 職業はどうかというと、利用者のほうは専業主婦（主夫）の方が全体の 40％。「しゅ

ふ」というのは、男と女の両方です。「主夫」と「主婦」ということで 40％を超えてい

ます。無職の方が 35％、それからパート・アルバイトをやっている方が 10％ということ

で、約 87％が回答している。非利用者、要するに、今回アンケートしてくれた利用して

いない方の意見ということで、会社員・役員の方が 25％、無職の方が 25％、パート・ア

ルバイトの方が 20％、専業主婦（主夫）の方が 16％ということで、80％を超える方がや

はり高齢者ということになっています。 

 利用する理由は何かというと、今利用されている方は、サークル活動が 66％、市主催

事業・講座が 11％、公民館の図書室へ行く方が 13％ということで、全体の 90％が今の

中で使われているという内容になっています。 

 非利用者の方の利用しない理由は何かというと、「自分自身が忙しいから利用できな

い」、これが 26％。「利用する理由がない」というのは、意味が分からないですけれど

も、22％。それから、「参加したい理由、講座もない」ということで、自分が参加した

い講座とかがないという方が約 18％。「一人では参加できない」、要するに、何かをや

るにしても一人で途中から入るのはなかなか難しいというご意見、これが 17％。「活動

しているサークルが不明。何をやっているのか分からない」という方がやはり 17％。「も

う既に利用している」という方が 14％。 

 そういうことで、これは複数回答なので合計 100％にならないのですけれども、目的

である「今よりも身近で使いやすい生涯学習施設とする」という意味では、今後どうい

うふうに本庁のほうでこれを分析するのかというのは、分析した結果が分かりませんけ

れども、ちょっと難しいかなと。教育目的で公民館はつくられていますので、それを外

した公民館の使い方というのはなかなか難しいのかなと。これは、前にもここの東部公

民館で何回かアンケート調査をして、やはり教育という部分は外せないということなの

で、それを入れた中でどういう使い方ができるかというのはこれからも検討していかな

ければならないと感じました。 

○事務局（東部公民館長補佐） 



－3－ 
 

 ありがとうございました。 

 ただいまより、審議を進めさせていただきます。 

 本日の会につきましては、委員８名のうち７名の方に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、この会議は成立しております。 

 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。本日は、審議会の傍聴希

望はございませんでした。 

 それでは、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、委員長が議長となります。大塚委員長、議事進行をお願いいたします。 

○大塚委員長 

 それでは、皆さん、第３回の東部公民館運営審議会の議事を進めたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 議題（１）の「公民館事業報告（６月９日～９月 21日）」につきまして、東部公民館

長さんから順次説明をお願いしたいと思います。委員の皆さんのご意見は、全公民館か

らご説明を受けてから頂戴したいと思います。 

 それでは、東部公民館さんからお願いいたします。 

○東部公民館長 

 東部公民館でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和４年６月９日から９月 21日までの事業報告についてでございます。 

 まず、最初の１ページ目、青少年事業についてでございます。「ハッピーサタデー事

業」につきまして、記載のとおり、実施いたしました。７月に開催いたしました工作と

昔あそびについては、ちょうど海の日を含む三連休と重なってしまったことから、参加

人数が大分少なくなってしまったところではございます。今後、事業を計画する際には、

連休等の日程を踏まえた中で計画するようにしたいと思ってございます。 

 また、最後の９月 17日（土）に実施いたしましたデイキャンプにつきまして、まずは

参加者数が空欄になっておりますので、ご記入をお願いします。男 19 名、女 28 名の合

計 47名の参加で実施いたしました。当日は天候に恵まれ、船橋市青少年相談員の東部ブ

ロックの皆さんのご指導をいただき、カートンドッグをつくったり、レクリエーション

を楽しんだりと、子どもたちは大神保キャンプ場の豊かな自然の中で楽しい一日を過ご

すことができたことと思っております。 

 次に、成人事業でございます。子育て支援事業として、生後４か月～１歳前後の乳幼

児を対象とした「子育てサロン『アイアイ』」、それから、１歳～３歳程度の幼児を対

象とした「子育てサロン『ランラン』」、次のページの「子育て支援事業『親子交流講

座』」につきましては、記載のとおりの内容で開催しているところでございます。回を
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重ねるごとに参加者間の交流が盛んに行われるようになるなど、親子での楽しいひとと

きを過ごしていただいている状況でございます。 

 次に、「心も体も喜ぶ体にやさしい健康体操教室」につきましては、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止対策の中で、共催している社会福祉協議会から感染リスクの観点から

中止というお話をいただき、８月、９月は中止をさせていただいたところでございます。 

 次に、「初めてのスマホ体験『かんたん入門編』」「初めてのスマホ体験『やさしい

基本編』」「はじめてのスマホ体験『スマホの基本と LINE 体験』」「はじめてのオンラ

イン体験『Zoom 入門編』」につきましては、掲載のとおり、毎回おおむね定員に近い応

募をいただいている中で開催しているところでございます。人数について、未記入のと

ころがございます。「かんたん入門編」につきましては、男が１名、女が６名、合計７

名の参加でございました。 

 次に、「初対面でも楽しく話せる 雑談力養成講座」についてでございます。９月 18

日の参加人数について、男１名、女 16 名の計 17 名の参加でございました。フリーアナ

ウンサーの講師の指導の下、楽しく会話をするコツを学ぶ中で、例えば参加者が２人１

組になって、お互いに相手の話を聞くことの重要さ、例えばお互いに旅行の話を黙って

聞く、相手に気持ちよく話をさせる、そういった体験をしながら、楽しく会話するコツ

というものをつかみながら、お互い和気あいあいと楽しく学べたものと感じております。 

 次に、「日本伝統芸能 浄瑠璃（義太夫）の魅力にふれよう」についてでございます。

この講座は、申込み開始直後すぐに定員いっぱいとなった状況でございました。９月 14

日と 21 日の参加人数について、ご記入をお願いいたします。14 日は、男５名、女６名

の計 11 名。21日は、男４名、女６名の計 10名でございました。講師による三味線の伴

奏とともに、義太夫の語りを、背景とか地理的なことも解説していただきながら、発声

をして語っていただいたところでございます。受講者の方々も語りに合わせて声を出さ

れておりました。参加者は、講師の語り口の力強さというものを感じながら、日本の伝

統文化に親しむことができたものと思っております。 

 次に、「今から取り組もう！防災講座」につきましては記載のとおりでございまして、

９月 16 日の参加人数につきましては、男０名、女５名の計５名でございました。 

 次に、「家庭教育セミナー『モンテッソーリたんぽぽ子供の家父母会家庭教育セミナ

ー』」についてでございます。公民館区内にございます認定こども園のモンテッソーリ

たんぽぽ子供の家から、今回初めて家庭教育セミナーのお申込みをいただきまして、実

施したものでございます。実施に当たりましては、父母会が企画・運営に当たり、講師

をお招きして全３回の講演会を実施することになったものでございます。９月 17 日の参

加人数につきましては、男０名、女 21 名の計 21 名でございます。参加者のお母さんた

ちは、講師のお話を聞いた後、グループ討議でございますが、グループに分かれていろ

いろな悩みを話し合った中で大変盛り上がって、子育てに対する熱心さがうかがえたと
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ころでございました。 

 次に、高齢者事業でございます。「福寿大学」「介護予防教室」「ふなばしシルバー

リハビリ体操教室」につきましては、掲載のとおりでございます。９月 15 日の参加人数

につきまして、ご記入をお願いしたいと思います。男７名、女 56 名の計 63 名で福寿大

学を開催いたしました。 

 次に、その他事業についてでございます。新型コロナ感染拡大により、年度当初に実

施できませんでした「社会教育関係団体研修会」を６月に実施し、社会教育関係団体の

在り方等について研修会を開催したものでございます。 

 次に、「家族で楽しく！iPad ではじめてのプログラミング体験『アプリを作ろう』」

につきましては、夏休みの期間中の８月 19日に開催したところでございます。この講座

は親子で参加していただいて、講師の指導の下、おみくじのアプリをつくることをテー

マに取り組みました。子供向けでございますので、丁寧かつゆっくりとした講師の指導

の下で、参加者の子供たちは、お父さん、お母さんと一緒にアプリの作成に取り組みま

した。例えば、音声の入力の際には、音声をキーボードで入力した後、音声を聞いてみ

ましょうということで、音声が発声された際には、親子で大笑いする姿がとても印象的

でございました。楽しいひとときを公民館で過ごしていただいたのかなと思っておりま

す。 

 最後に、「卓球開放」「子ども日本語教室」については、掲載のとおりでございます。

「子ども日本語教室」の９月 10 日、17 日の参加人数につきましては、10 日は５名、17

日は６名でございました。 

 東部公民館は以上でございます。 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、三田公民館長さん、お願いいたします。 

○三田公民館長 

 三田公民館が令和４年６月９日から９月 21日までに実施した事業について、ご報告い

たします。 

 まず、青少年の「ハッピーサタデー事業」ですが、６月 18 日と９月 17 日の「軽スポ

ーツで楽しく遊ぼう！」は、三田習地区のスポーツ推進委員の指導の下、室内雪合戦と

紙サッカーを実施いたしました。「軽スポーツで楽しく遊ぼう！」は、コロナ禍に入り

３年ぶりの開催となりました。チーム戦でしたので、声をかけ合い、協力し合い、どち

らも白熱した試合になりました。 

 ７月 16日の「夏のお楽しみ会」は、三山児童ホームと三田習地区青少年相談員と一緒

に実施いたしました。子供たちは、ヨーヨー釣りやだるま落としなどいろいろなゲーム

を楽しみました。 
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 ７月 23 日の「夏休み！子どものための映画とお楽しみの会」は、アニメ映画と手品を

楽しんだ後、ペットボトルの蓋を使ってみんなでこまをつくりました。 

 ８月５日の「職業研究講座」では、子供たちが実際にニュース画像を確認しながら、

舞台上で、アナウンサー、ディレクター、タイムキーパー役に分かれて発表を行いまし

た。最初はみんな緊張していたようですが、最後は堂々と発表を行っていました。 

 ９月 11 日、18 日は、「みんなで体験！防災教室」を実施いたしました。これまで防

災についての講座は成人を対象に実施しておりましたが、家族全員で防災について考え

ていただこうということで、今年度の講座では子供も楽しく学べるようクイズや工作な

ども取り入れ、「ハッピーサタデー事業」として開催させていただきました。９月 17日

の参加人数が抜けておりますので、ご記入をお願いいたします。男子６名、女子４名、

計 10 名。９月 18 日の参加人数は、男子２名、女子５名、保護者の男性３名、女性３名

の計 13 名でございます。 

 続きまして、成人対象です。「ヨガ教室～心と身体に向き合うひととき～」を３回に

わたり実施いたしました。新規事業でしたが、定員 20名を締め切った後も受講申込みの

ご連絡をたくさんいただきました。インドの文化についてお話をいただきながら、ヨガ

のポーズをゆったりと学んでいただきました。 

 「世界を知ろう！～世界遺産の不思議と魅力～」は、世界遺産についてのクイズの問

題などで講師と受講生が活発にやり取りしながら楽しく講座が進行していきました。参

加者が定員の半分しか集まらず、受講生からは、「貴重な話を聞けたが、参加者が少な

く残念。もっと大勢の方に聞いてもらいたい」との声をいただいたので、いま一度参加

者募集の方法を見直してまいりたいと思います。 

 次に、「家庭教育セミナー」は、三山小学校ＰＴＡとの共催で実施いたしました。１

回目の保護者に向けての講座は、「思春期の男女の体の変化」について話をしていただ

き、２回目、３回目の小学校５、６年生を対象とした講座では、「両親や周囲の人たち

から祝福され生まれてきたことを忘れずに自分を大切にしてほしい」と講師から熱く伝

えられました。９月 13 日の参加人数のご記入をお願いいたします。９月 13 日の参加人

数は、男子 44名、女子 42 名、計 86名。15日は、男子 45名、女子 44 名、計 89名でご

ざいました。 

 次に、「古文書の読み方」です。これはもともと人気の高い講座なのですが、今回は

初心者の方にも参加していただこうと、チラシ等も初心者向けを強調し作成したところ、

初参加の方から多く申込みをいただきまして、受講後のアンケートでも、「初心者です

が、とても分かりやすくて、古文書の学びの第一歩を楽しく始めることができました」

といった声をいただきました。 

 次の「スマホ活用講座」はスマホの基本操作を学ぶ講座ですが、下は 62 歳から上は

92歳の方まで申込みがございました。申込者の中には、「ほかの公民館に申込みの電話
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を入れたところ、定員オーバーだったので、三田公民館に電話した」という方もおり、

需要の高い講座と感じました。９月 15 日の参加人数が入っていないのでお伝えいたしま

す。男性５名、女性８名、計 13 名でございます。 

 続きまして、高齢者対象です。「シニアスマホ入門講座」を期間内に２回実施いたし

ました。こちらも、スマホの基本操作、マップの使い方、カメラの操作方法、絵文字や

音声入力等を学びました。 

 続きまして、「三田寿大学」の６月は「消費者講座」、７月は「交通安全教室」を行

い、特に高齢者が注意すべきことを中心に講義を行っていただきました。９月は「地球

温暖化とＳＤＧｓ」について学んでいただきました。９月８日の参加人数が入っていな

いので、ご記載をお願いいたします。男性７名、女性 40 名、計 47名でございます。 

 続きまして、その他の事業です。「おひさまクラブ」は期間内に３回実施いたしまし

た。７月の「親子ビクス」は親同士の交流が目的の一つでもあるのですけれども、２組

のキャンセルが入り、親子１組での実施となってしまいました。９月の募集の際は、児

童ホーム等で声がけを行っていただくなど協力をいただいたことで、参加者を６組とす

ることができました。こちらの事業についても、参加者の募り方について今後も考えて

いきたいと思っております。 

 「土曜卓球開放」は、記載のとおり、毎月第１土曜日に実施いたしましたが、９月３

日の参加人数が入っていないので記載をお願いいたします。男性４名、女性６名、計 10

名でございました。 

 三田公民館からの事業報告は以上となります。 

○大塚委員長 

 ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 それでは、習志野台公民館長さん、お願いいたします。 

○習志野台公民館長 

 習志野台公民館でございます。令和４年６月９日から９月 21日までの事業についての

ご報告を申し上げます。 

 まず、青少年事業でございます。参加人数の記入をお願いいたします。「ハッピーサ

タデー事業」の一番下、９月 17 日分でございます。「秋を描くチョークアート」で、総

数 17名、男０名、女 17名でございます。 

 「ハッピーサタデー事業」の６月は、「段ボールで作るキャタピラー車対抗戦」とし

まして、ボーイスカウト第 14団の企画により行いました。７月は宮野下シリュウさんに

よる「マリンバコンサート」を習志野台地区青少年の環境を良くする市民の会の企画に

より行いました。８月は「子ども映画観賞会」を習志野台児童ホームと公民館の共催に

より行っております。９月は先ほど申しました「秋を描くチョークアート」といたしま

して、公民館単独の事業として行いました。どの事業も子供たちの笑顔と楽しんでいる
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姿が印象に残っております。 

 次の「夏休み子ども将棋教室」は、初めて駒に触れるお子さんを中心とした事業を組

みましたが、実際参加いただいたお子様は、初心者というレベルであっても、駒を動か

すことは既にできる子供たちが集まってまいりました。この点について、参加する子は

ある程度駒を動かせる、今、藤井聡太さんなどの関係もあって将棋に興味を持っている

お子さんが多いというところが見えてきましたので、来年については少し工夫した事業

を組んでいきたいと思っております。 

 次の「夏休み子どもポスター教室」、ページが変わりまして、「夏休み読書感想文講

座」「夏休みエコ教室」は、夏休みの宿題の応援講座として開催いたしました。事業終

了後には、子供たちは成果物を持って帰ることができました。 

 次の成人事業でございます。参加人数の記入をお願いいたします。「家庭教育セミナ

ー」、下段、９月 13日分でございます。総数が 25 人、男８人、女５人、保護者男０人、

女 12人でございます。「ママリフレッシュ☆親子フィットネス」と「こども想いのくつ

えらび」、どちらも習志野台児童ホームにて行いました。 

 次に、高齢者事業でございます。「習志野台寿大学」は、６月に「交通安全・防犯講

話」を市民安全推進課と船橋東警察署の生活安全課などの職員の方、警官の方のご協力

を得て行いました。７月は「講談・無声映画・紙芝居」ということで、講談師・無声映

画弁士の石上瑠美子さんをお招きして行いました。ページ変わりまして、９月は「お口

の話」を船橋歯科医師会の山崎歯科医院の山崎繁夫先生をお招きして講話をいただきま

した。山崎先生は、習志野台公民館から歩いて３～５分の近くにある地元の先生という

ことでお話をいただいております。「防犯講話」のほうは寸劇などを交えた分かりやす

い内容で、皆さん笑ったりということで聞いておられました。「講談・無声映画・紙芝

居」は、私も初めて無声映画を目にしたのですが、弁士の名調子が聞かれました。「お

口の話」は、先生をご紹介いただくに当たり、東部保健センターの協力を得て先生をお

招きしてございます。 

 次に「習老協支援事業」でございますが、こちらについては、習志野台公民館区老人

クラブ連絡協議会の判断で、９月末までの行事は全て中止ということでございます。 

 その他事業でございます。「おもちゃの病院」「将棋開放」「卓球開放」はご覧のと

おりでございます。 

 ページ変わりまして、「子育てサロン」の８月分については、習志野台地区の地区社

協の通知により、７月 25 日以降の行事は全て中止ということになっておりましたので、

これについても中止をしております。 

 以上がご報告でございます。よろしくお願いいたします。 

○大塚委員長 

 ご苦労さまでした。 
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 続きまして、飯山満公民館長さん、お願いします。 

○飯山満公民館長 

 飯山満公民館の該当期間の事業報告をさせていただきます。 

 まず、青少年事業の「ハッピーサタデー事業」です。 

 ６月は、ボーイスカウト船橋第９団を講師に「ボーイスカウト流キャンプ術＆ゲーム」

を行いました。団の担当月は、例年ビーチボールバレーやインディアカなどの軽スポー

ツを行っていましたが、今年度はボーイスカウトならではの企画をということで、この

企画になりました。絶対に外れない結び方や、逆に簡単にほどける結び方など、実際に

役立つロープワークを学んだ後、隊員たちがふだん野外で行うゲームを楽しみました。

対象は小学生でしたが、付添いの保護者の方々も多く参加し、みんな本気になって取り

組んでいました。 

 ７月は「パラスポーツ体験」でした。参加者は少なめでしたが、チーム別にそれぞれ

の競技で点数を競い、白熱していました。パラスポーツの内容や面白さを体感できまし

た。 

 ８月は、当館社会教育関係団体を講師に、毎年恒例の「卓球教室」を行いました。当

日、教職２年目の小学校教諭と教職３年目の中学校教諭にキャリアアップ研修として来

ていただいていたので、その方たちにもお手伝いいただいて、ラケットを握ったことも

ない子と経験者を分けて教えていただきました。 

 ９月は「プラバン教室」です。みんな思い思いに絵を描いて、１人で何個もキーホル

ダーをつくっていました。 

 次に、「本館家庭教育セミナー」です。こちらは年間計画にもあったのですが、日に

ちが決まっていなかったため、前回の運審の計画には載せておりません。飯山満小学校

の６年生を対象とし、「キャリア教育」を行いました。１枚の給食の写真から、その給

食ができるまでにどんな職業の人たちが関わっているのかを班ごとに考える学習でした。

初めは、野菜を切る人や食器を洗う人などしか出てきませんでしたが、講師の助言から、

牛乳を運んでくる人や牛乳パックをつくる人、お皿のデザインを考える人など、子供の

発想力はどんどん広がりびっくりしてしまいます。最後に、どんな仕事に就いてみたい

かを聞いていました。ふだんの学習と違った方法で職業について考えることで、「視野

を広げ、選択肢を増やし、自分の将来について向き合うことができるようになってほし

い」というねらいに少し近づけた気がしました。 

 次に、「Pepper と一緒に SDGs を学ぼう」です。こちらもソフトバンクとの日程調整

が遅かったため、前回の計画には載せてありません。申し訳ありません。こちらも飯山

満小学校にご協力いただき、４年生を対象に「ごみの処理とリサイクル」について学習

しました。導入を Pepper が話すことで、児童は興味深く聞いていました。社会科の授業

でちょうどごみの種類について学習中であり、積極的に発表していました。「これから



－10－ 
 

はティッシュの無駄遣いをしないようにしようと思った」など、ごみの環境への影響を

写真を見て知ることができ、分別することやごみを減らすことの大切さを実感できたと

思います。 

 次のページに移ります。「iPad で学ぶプログラミング教室」です。昨年度は親子で実

施でしたが、今回は小学校４年生～６年生を対象とし、「スマホのアプリをつくる」と

いうプログラミングでした。参加者はふだんから学校でタブレットを使用しているため、

みんなスムーズに作業していました。 

 次に、「夏休み宿題応援企画 理科実験教室」です。「高校理科部のお知恵拝借！」

という副題のとおり、千葉県立船橋東高校の理科部員の生徒が講師となり、振り子の仕

組みについての講義をした後、ペンデュラムウエーブと呼ばれる波のように動く振り子

をつくりました。また、身近なもので振り子の仕組みを使ったものにどんなものがある

かをみんなで考え、講座を終了しました。小学校教諭志望の部員が中心となり、小学生

に丁寧に教えていました。理科部はこうした活動がほとんどなく、高校生たちにもよい

学びの機会となったようです。「冬休み宿題応援企画」とともに保護者にも好評な企画

なので、今後も続けていきたいと思っております。 

 次に、成人事業です。「知らない私を見つけよう！」です。６月 15日に３回講座の３

回目、日本カラーコーディネート協会による「パーソルカラーセミナーで私色を見つけ

よう！」を行いました。瞳の色や人からどう見られているかの第一印象などをチェック

していき、似合う色を探していきます。最後に鏡の前でいろいろな布を胸元に当てて、

みんなでどう違うか見比べます。好きな色と似合う色は違うようで、「今まで全く違う

色の服を選んでいたので、これからは今日調べた色の服を選びます」などと、新しい発

見ができたようです。「笑い文字を書く」「発酵調味料作り」「カラーコーディネート」

の全３回講座でしたが、皆さん初めて会ったとは思えないほど和気あいあいとしたワー

クショップになっていました。また、当館では珍しい 40～50 代の方の参加者が多く、他

の講座にも申し込んでいかれたので、新しい利用者の開拓にもつながったと思います。 

 次のページに行きます。「デジタルデバイド対策講座」は５回のうちの２回目を行い

ました。 

 次に、「大人だって地震はこわい！大人の起震車体験＆防災食試食会」です。今回は、

消防署職員にお願いして、難しいお話ではなく、身の回りのどんなことが火災につなが

るのかを中心にお話ししていただきました。その後、水消火器体験と起震車体験を２つ

の班に分かれて交代で行いました。起震車は乗る人ごとに震度が選べて、東日本大震災

と同じ震度７を体験した人は、備付けのバーにつかまっていても体ごと浮き上がってし

まい、実際自宅だったらつかまるものなどなく、どうすればいいのか分からないような

状態でした。その後、各社から提供いただいた保存食のカレーやおかゆを試食しました。

アンケートでは、「日頃から気をつけていても知らないこと、知るべきことがあった。
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改めて自宅を見直し、意識を改めたい」など、災害に対する備えを見直すきっかけづく

りになったと思います。 

 次に、「家バルのススメ」です。ビールとワインに合うおつまみ作りをそれぞれ行い

ました。ご夫婦や男性一人で参加する方もいて、班ごとに学校の調理実習のように楽し

んでつくっていました。また、１杯ずつお酒をつけてつくったものを試食したので、そ

れもとても喜んでいただき、「日本酒編もやってください」「次回も必ず参加します」

など、アンケートでも大好評でした。この講座のねらいである公民館を知らない世代の

呼び込みと、利用率の低い実習室の利用は達成できました。 

 次のページに行きまして、「飯山満寿大学」です。６月は「鎌倉殿の 13 人」で、ドラ

マの予習と復習を兼ねながら、鎌倉幕府草創の時代を中心に「鎌倉幕府と北条氏」につ

いてひもといていただきました。 

 ７月は前原おひさま整骨院院長を講師にお呼びして、「歩くことは命の貯金」をテー

マに、歩行時のポイントや歩行の効果をお話しいただき、最後に受講者一人一人に実際

に歩いてもらい、講師にアドバイスをもらいました。 

 ９月は、生涯学習コーディネーターによる「ミャンマーについて、もっと知ろう！」

です。まず参加人数のご記入をお願いいたします。男９名、女 40名、合計 49名でした。

ミャンマーに駐在経験のあるコーディネーターが講師となり、奥様がミャンマーの民族

衣装ロンジーを何着も持ってきてくださり、講師はもちろん、私も職員も女性コーディ

ネーターもみんなでロンジーを着て、寿大学生を出迎えました。ミャンマーについての

基礎知識や、今起きていることなど、住んでいたからこそ分かる生の声を聞かせていた

だきました。 

 次の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、コロナウイルス感染拡大防止対策の

ため、中止となりました。 

 次に、「総合型介護予防事業 すこやか健康教室」です。参加者は講師にいろいろ質

問しながら熱心に受講していました。今年は暑さが厳しくお休みされる方もいたので、

今後は開催時期について検討していきたいです。 

 次のページの「シルバー男性料理教室」です。６月、７月は記載のメニューを皆さん

楽しみながら調理していました。９月は感染拡大防止のため中止となりました。 

 次に、「ゆびとま子育てサロン」です。こちらも６月、７月は記載のとおり実施し、

８月、９月は残念ながら中止となりました。 

 最後に、今日お配りしております「はさまミニコンサート」です。1999 年から毎年行

われている当館社会教育関係団体によるコンサートです。おととしはコロナにより事業

中止のため開催できませんでしたが、今年度で 23 回目になります。今年度は「アウロー

ラツアーズで行く音楽の旅」がテーマで、団員が旅行者と旅行会社に扮し、飛行機で日

本各地や世界を旅する設定で、その土地をうたった名曲を演奏しました。アンケートで
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は、「暗いニュースの多い中、楽しい音楽とともに旅をすることができて、心が洗われ

る思いになった」など、よい感想をたくさんいただきました。生の演奏を聴くことがで

きて、市民にとって貴重な時間になったと思います。 

 飯山満公民館は以上です。 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。 

 最後に、薬円台公民館長さん、お願いします。 

○薬円台公民館長 

 薬円台公民館の令和４年６月９日から９月 21 日までの事業の報告をさせていただき

ます。 

 青少年事業の「ハッピーサタデー推進事業」となります。「南極体験学習」では、「南

極に行ってみたくなった」「日本と違う生活が面白かった」「知らないことがたくさん

分かるようになった」などの感想がありました。 

 「夏のおたのしみ会」「映画会」につきましては、児童ホームで行いましたが、両事

業とも定員いっぱいの申込みがあり、「夏のおたのしみ会」には、甚平などを着て楽し

みにしてきた子供たちの姿がございました。 

 「子どもエコ教室」について、９月 17日開催のため、記載をお願いいたします。男性

が３名、女性が 11 名、合計 14 名となります。ペットボトルで風力発電の装置などをつ

くり、ＬＥＤを点灯いたしました。 

 「学社連携事業 クラブ活動支援事業」につきましては、年６回の「薬円台小学校太

鼓クラブの指導」を、本館の社会教育関係団体である船橋芝六太鼓の方々が行っており

ます。 

 続きまして、「やくえんだい楽学講座」になります。次のページにもわたっておりま

す。「バラエティーに富んだ内容で有意義だった」と好評でした。メモを真剣に取る姿

も多く見られました。「どの講座も脳の活性化に役立ちました」といった感想もありま

した。そのほか、「４回とも魅力がある」「一つ一つ意義のある充実した講座だった」

との感想もいただいております。参加者は 70 代の方が多いのですが、20 代の方のご参

加もございました。 

 続きまして、「薬円台ふれあいコンサート」になります。皆さん楽しみにされていた

ようで、欠席がほとんどない状況でした。フルート、オカリナ、ピアノによるコンサー

トでしたが、「オカリナの魅力を改めて知った」など、オカリナに関する反響が多く、

アットホームな雰囲気の中、優しい音色に癒された時間となりました。就学前のお子さ

んもいらっしゃいましたけれども、途中で抜けることもなく最後まで聴くことができま

した。 

 続きまして、「スマートフォン講習会」を開催いたしました。今回から市民スマホコ
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ンシェルジェの方もサポートに入り、スムーズに進行いたしました。 

 次に、高齢者事業となります。「やくえんだい福寿大学」ですが、２回目から４回目

の講座を実施いたしました。「家族信託・成年後見を学ぶ」は少し難しいお話でしたが、

要点を分かりやすく話してくださったことから、とても勉強になったようです。講座後

に講師の下で質問している方もいらっしゃいました。 

 20 日に実施いたしました「無声映画を楽しもう」につきましては、参加人数の記載を

お願いいたします。男性が 11名、女性が 26名、合計 37 名となりました。この日は台風

の影響があり、参加者が多少少ない状況ではございました。しかしながら、講演後、「楽

しかった」といくつものお声をいただきました。 

 その下の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」については、中止となっております。 

 続きまして、「やくえんだい軽スポーツフェア」になります。３年ぶりの開催となり

ました。感染対策のため、少ない競技に誘導するなど声かけを実施しました。親子連れ

も多く、何度も挑戦している子供たちも多くいました。高齢者の方々はグラウンドゴル

フを楽しみ、思い切りスポーツができたということで、とても楽しそうでした。 

 続きまして、後ろになりますその他事業になります。「カンガルーぽっけ」になりま

す。９月 12 日（月）の「親子で遊ぶ集い」につきまして、実績を報告させていただきま

す。男性３人、女性４人、男性の保護者が６人、女性の保護者が０人、全体の参加人数

13名となっております。「ベビーマッサージ」は、気持ちがよくてうとうとしているお

子さんもいらっしゃいました。「おひるねアート」は大人気で、かわいい写真が撮れて

保護者の方も大変喜んでおりました。「親子で遊ぶ集い」は、ボランティアの方々が絵

本を読んだり、お母さんたちのストレッチ体操を行いました。「カンガルーぽっけ」は

ボランティアの方々に企画・運営を行っていただいております。 

 続きまして、「地域緑化支援事業」になります。６月４日に、薬園台駅前花壇と線路

沿いの三角花壇に植えた花の管理を引き続き行っております。 

 薬円台公民館からは以上となります。 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。 

 「カンガルーぽっけ」の９月 12日の人数は何名ですか。 

○薬円台公民館長 

 男３名、女４名、保護者が６名で、内訳は、男６名、女０です。 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。 

 薬円台公民館が終わりましたので、これで全ての公民館長さんからご報告をいただき

ました。 

 それでは、委員の皆様、ご質問またはご意見がございましたらお願いいたします。 



－14－ 
 

 加瀬さん、お願いします。 

○加瀬委員 

 薬円台公民館さん、「ハッピーサタデー」の８月５日、時間が 10 時半～15 時半です

が、お昼はどうなさったんですか。 

○薬円台公民館長 

 「夏のおたのしみ会」は４部制で交代になっていますので、ずっと同じ方がこの時間

にいらっしゃっているわけではないです。 

○加瀬委員 

 出入り自由ですか。 

○薬円台公民館長 

 事前申込みにしております。４回に分けています。なので、お昼のほうは、その時間

は設定していないということです。 

○加瀬委員 

 もし次回もこのような形で計画されるのでしたら、内容のところに「４部制」とか入

れておいてください。 

○薬円台公民館長 

 はい、分かりました。 

○加瀬委員 

 特に「ハッピーサタデー」の場合は、お昼がすごく気になるんですよね。前はお昼を

つくって食べていましたが、最近はそういうときではないので。 

○舟橋副委員長 

 東部公民館さんの「初対面でも楽しく話せる」のところで、18 日の人数の合計 18 し

か聞こえなかったので内訳を教えてもらいたいのと、日曜日の学生とか社会人だから、

若い方というか独身の方が多かったのか、年齢層を知りたいと思います。 

○東部公民館長 

 まず人数について、男１名、女性が 16 名の計 17名でございました。 

 年齢層の内訳は把握していないのですが、女性の方は比較的若い人の参加も見受けら

れて、２人１組でやっているシーンを見ると、高齢者の男性の方と若い女性の方がペア

になって、旅行の話を楽しく話し合っている光景が見受けられました。やはり男の人は

高齢者の方が多くて、女性の方は意外と若い方がいらっしゃいました。 

○舟橋副委員長 

 特に若い人を求めていたわけではなく、一応幅広く。 

○東部公民館長 

 そうですね。一番下は 40代の方が参加しておられました。 

○舟橋副委員長 
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 いい出会いになったのかなと。 

○東部公民館長 

 旅行の話をしているときは、皆さん、楽しそうな雰囲気でした。講座でたまたま隣に

座った参加者各々が、２人１組になって、それぞれ楽しく話をしておられました。 

○舟橋副委員長 

 苦手かなと思う人が参加して、このコツを学んだことによって、やはり話が弾むよう

に。 

○東部公民館長 

 そうですね。皆さん、手振りとかもあわせて、話しをされておられました。 

○舟橋副委員長 

 いいと思います。 

○東部公民館長 

 ありがとうございます。 

○本間委員 

 東部公民館の成人の「子育てサロン『アイアイ』」ですけど、地域的にはどの辺から

皆さん集まるのか。前原児童ホームが共催ということは、前原の児童ホームでやってい

るのか、それともここへ来てやっているのか。その場合はどこから来るのか、地域的に

どうなのかしら。例えば、前原の団地のほうから来るのが多かったら、児童ホームが近

いのかなという感じがあったのがちょっと気になるところです。 

 「今から取り組もう！防災講座」のところも、本当に参加者が少ないですが、今は在

宅避難のポイントなどもいろいろ教えていただきますよね。興味を持つのは防災のとき

の料理のつくり方などで、そういうほうがいっぱい人が来ますよね。私もテレビを見て

いて、「料理なら、私やろうかな」と思っていました。 

○東部公民館長 

 子育てサロン「アイアイ」と「ランラン」については、児童ホームとの共催事業でご

ざいますが、場所はここの東部公民館の講堂で開催してございます。どこからいらっし

ゃっているのかというのは、地域的にはこの管区内の周辺ということでございます。 

 それから、防災講座につきましても、参加人数については、おっしゃるとおり、今は

参加人数が６名とか５名という状況ではございました。これについては、大切な視点だ

というところはあるけれども、皆さんが関心を持って受講したいというような内容を来

年度以降も開催していきたいと考えてございます。 

○本間委員 

三田公民館の「家庭教育セミナー」ですけれども、７月 12日は「助産師さんによる『い

のちの授業』」、それから、９月 13 日は「いのちの授業」の５年生、15 日が６年生で

すが、この場合は小学校のほうに行ってやるんですか。 
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○三田公民館長 

 そうですね。学校に行って実施しました。 

○本間委員 

 ５年生、６年生は行ったけど、助産師の１回目も学校でですか。 

○三田公民館長 

 そうです。全て学校です。 

○本間委員 

 了解です。今、「いのちの授業」は一番大事なので。 

○舟橋副委員長 

 三田公民館の「スマホ活用講座」の年齢層は 92 歳から何歳ですか。 

○三田公民館長 

 下は 62歳の方、上は 92歳の方から申込みがございました。 

○舟橋副委員長 

 はい、分かりました。 

○本間委員 

 習志野台公民館を利用するのは小学生とかはなかなか少ないんだけれども、今回夏休

みの宿題に対してはすごく好評だったと書いてありました。我々親からすればこういう

のをやっていただくと一番助かるなという気持ちはあります。これは毎回やっているん

ですか。 

○習志野台公民館長 

 ここ何年かやっていて、読書感想文は今年が初めてです。ちょっと言い方はよくない

ですけれども、夏休みの自由研究で出せるようなものとか、自由工作で出せるようなも

のを狙っての事業展開です。 

○本間委員 

 あと、毎回「おもちゃの病院」の方がいらっしゃる。今は物を大切にしないような感

じですが、これは本当に続けて、物の大切さを子供たちに教えてほしいので、いっぱい

やっていただきたいなと思っていました。 

○習志野台公民館長 

 今、おもちゃの病院は、習志野台公民館以外にも西部公民館と坪井公民館でもやって

いらっしゃると思います。あと、商業施設もいくつか。 

○本間委員 

 個人的にうちも施設で来ていただいています。ボランティアさんがやってくれていま

すけれども、やはりそこは一番で、物は大切にしなきゃいけないことなので。 

○大塚委員長 

 もうこれは 10 年ぐらい継続してやっていますね。 
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○本間委員 

 本当にいいなと思って、大いに利用していただきたい。 

 次に飯山満公民館の事業にある iPad でプログラミングというのは本当にすばらしい

ことです。プログラミングでアプリをつくるって、ああ、すばらしいなと。私たちの年

齢では難しいけれども、時々教えてもらったりしています。これもいいんだけど、アプ

リの使い方というのが一番の危機管理の一つだと思っているんです。実はうちのほうも

高校生が多いもので、そういうのがあって、どれだけ苦労しているか分からないですけ

ど、アプリの使い方、これは使っちゃいけないんだよ、マッチングというのは本当に危

ないんだよというのを特に女の子には教えています。危機管理として、そういうのも教

えていきながらやっていただきたいなと。それを教える側のほうの方にも教えてあげた

いなと。これだけ苦労するものはないので。特に女の子は危ない。 

 それからもう一つ、その下のほうの夏休みの理科実験なんて本当にすばらしいと思い

ます。今回男子が多いと言っていたけど、リケジョが増えてくれればいいなと思ってい

るのと、ここは小学校教諭志望の部員に教えていただいて、すばらしい教員になってい

ただきたいなという希望があるので、また機会があったら教えてあげてほしいという気

持ちです。 

 あとは家バルの、ここはすごく評価がいいと書いてあってすばらしかったなと。土曜

日にやったから、ちょうど仕事がお休みの方もいらっしゃるだろうから、ご夫婦で行く

と一番よかったのかなと思うし、時間帯もちょうどよかったのかなと思って読ませてい

ただきました。ありがとうございます。 

 次に、薬円台公民館に教えていただきたい。 

 成人のところの「やくえんだい楽学講座」のところに「企画委員」と書いてあるんで

すが、この企画委員というのはどういう制度なんですか。 

○薬円台公民館長 

 企画委員さんは市民の方で、生涯学習コーディネーターさんが入っていたり、そのほ

かの方も入っていらっしゃって、７名ぐらいで運営していただいていたと思います。 

○大塚委員長 

 ほかにどうでしょうか。はい、お願いします。 

○牧野委員 

 薬円台公民館さん、教えてください。「カンガルーぽっけ」の９月 12日、結構なこと

なんですが、保護者は男性が多いですね。なかなか珍しいですね。９月 12 日（月）の

10時から 11時 30分に、どのような方でしたか。男性６名、保護者だからお父さんです

よね。結構なことだと思います。感想だけで結構です。 

 飯山満公民館さんの今年の「夏休み宿題応援企画」は理科になって、今までは読書感

想文が結構多かったように思っていました。図書館に出かけて行ったりということをや
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られていましたけれども。 

○飯山満公民館長 

 昨年はペダルを踏んで消毒液を出す木製の消毒液スタンドを工作のほうでやっていた

だいて、今年は理科にしました。 

○牧野委員 

 分かりました。 

○薬円台公民館長 

 申し訳ございません。先ほどの男性６名、女性０名は、私のメモ違いかもしれません。

上の結果から見るとお母さんが多いので、すみません、確かめてまいります。 

○牧野委員 

 そうだったらいいなという。 

○大塚委員長 

 あとはいかがですか。 

○加瀬委員 

 ちょっといいですか。「ハッピーサタデー」ですけれども、これはご案内のとおり、

週休２日制になるときに、土曜日に子供たちが地域に戻るので、地域で子供たちの見守

りも含めて何か考えてもらえないかと始まったのがこの事業です。ここ数年来、このコ

ロナは関係なしに、今回もそうですが、参加者がどちらも相当減ってきている。そろそ

ろ「ハッピーサタデー」そのものを考え直す時期に来ているのかなと思うんですけれど

も、社会教育ではその辺は考えていないですか。 

○東部公民館長 

 この事業については青少年課と連携を取りながら進めてきたところでございますが、

コロナ禍の中で、青少年課からは特に事業の見直しについては、伺っておりません。 

○加瀬委員 

 コロナの前からですよね。ずっと減ってきている。最初、始まった頃はお断りするぐ

らい大変だったんですよね。 

○大塚委員長 

 後で皆さんにお願いしようかと思っているのが、私がやらせていただいてから、新企

画について、毎年でも２年に一遍でもいいですが企画が立ちます。この企画を１年間や

ってきたときに、評価と反省というのが一つ必要だなと思うんです。評価と反省をする

ということと、もう一つは、今の企画というのは、市民大学校の企画なのか、コーディ

ネーターの企画なのか、それとも公民館の皆さんで企画を立てたのか。 

 そういうことをお話ししようと思ったのは、新しい方が入ってきたので、やはり「企

画はどうなっているの」ということが出てくるだろうと思うのです。それがいい悪いで

はなくて、結局、公民館を我々は大事だと思っているし、市民にとって大事な場所です
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から、年齢に応じたものをやっていく。ところが、年齢に応じたものをやっていくとい

うのは、個々それぞれの思いがあるので、集約することは難しいと思うんですよ。 

 ただ、今の時代において、じゃあ、どういうのが一番いいのかなということで、新企

画をつくっているわけじゃないですか。でも、新企画をつくったときに、つくっただけ

ではなくて、評価・反省という形の中で、やはりここはちょっと今の時代に該当しない

なというのがあって、それはそれとして新しく考えればいいと思うんですよ。やったこ

とが間違っているとか悪いのではなくて、自分たちの考え方がちょっと足りなかったと

お互いが反省すればいいわけじゃないですか。やったから悪いということではなくて、

みんながそれをやろうとして努力した。でも、もう一歩先にやらないといけないという

のならば、改めて考え直せばいいわけです。 

 ですから、そこで止まるのではなくて、常に前を向いて、市民の皆さんがどうすれば

一番楽しい活動が公民館でやれるのか。年代別に違うのか、それとも男女一緒にやった

ほうがいいのか、男女別々のほうがいいのか、いろんな考え方が皆さんあるじゃないで

すか。そういうことを考えて、この運審の会議というのは先を見ながらやる。その代わ

りお互いが腹蔵なく話をして、あのときはああだったねというふうにして、最後はみん

なが一つになって進まないと、審議会というのはうまくいかないということなんですよ

ね。いい悪いじゃなくて。ここに集まった１時間なら１時間を、お互いが真剣になって

話をしているわけですから。 

 そういうことで、新しい企画を東部運審についてはやりたいと思っています。申し訳

ないのですが、新しい方が入ってきたので、さっき言ったように、一体この計画は誰が

つくってくれたのか、公民館がつくっているのか、市民大学校がつくったのか、インス

トラクターに依頼して頼んだのかということも、整理しておいたほうがいいと思います。 

 加瀬さんの言われた「ハッピーサタデー」も、15年以上ぐらいたって、だんだん、安

易とは言わないけれども、まあ、こんなことで子供たちが喜ぶんじゃないかというふう

にやってきたところもあるし、初めとちょっと違っているのかなと。 

 特に、男の子、女の子は関係ないですが、ボーイスカウトとかが公民館の講堂でテン

トを張って寝るだけでも楽しい。女の子も喜ぶというところもあるわけじゃないですか。

夜中遅くまで起きている。それを「寝なさい」と何回もやる。だけど、今そういうこと

がなくて、ただ何時間の中でやるということになる。それにはやはり企画力も必要だろ

うと思う。 

 そういうことで、新しい人のということではなくて、やはり知っていただきたい部分

は知っていただくようにしたほうがいいと思うので、その点はひとつお願いしたいと思

っています。 

 それから、新しい企画について、本当に評価と反省という意味で、いい悪いではなく

て、そういう評価があって初めて次に進めると思いますので、ひとつよろしくお願いい
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たしたいと思います。 

 すみません、途中余計な話になりました。 

 それでは、今、全公民館からご説明をいただき、委員の皆さんの質問や意見もあり、

回答もいただけましたので、この公民館事業報告について、採決を採らせていただきた

いと思います。各公民館分一括して承認の採決を採ることといたします。ご承認いただ

ける方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○大塚委員長 

 全員から承認をいただきました。誠にありがとうございます。この６月９日～９月 21

日について、ご承認をいただきました。 

 では、続きまして、議題（２）の「公民館事業計画（９月 22 日～12 月７日）」につ

きまして、東部公民館長から順次説明をお願いしたいと思います。委員の皆さんのご意

見は、全公民館から説明を受けた後、頂戴したいと思います。 

 それでは、初めに東部公民館さんからお願いいたします。 

○東部公民館長 

 東部公民館でございます。事業計画につきまして、資料は右上 1／19 のページでござ

います。 

 まず初めに、青少年事業についてでございます。「ハッピーサタデー事業」につきま

しては、記載のとおり、10 月、11 月と予定を入れさせていただきました。10 月１日に

つきましては、「つくってあそぼう～ハロウィーン ver.～」ということで、工作と遊び

を体験します。11 月 26 日につきましては、「こどもエコ教室」ということで、地球温

暖化をテーマにした、例えば発電体験などそういったものを現在、講師と打合せを進め

ているところでございます。 

 続きまして、成人事業でございます。子育て支援事業としての「子育てサロン『アイ

アイ』」「子育てサロン『ランラン』」、次のページの「親子交流講座」につきまして

は、引き続き地域団体や児童ホーム、保健所との共催で、記載のとおりの内容で開催す

る予定でございます。 

 次に、「心も体も喜ぶ体にやさしい健康体操教室」につきましては、先ほども報告さ

せていただきましたとおり、９月 24 日の回までは中止とさせていただいておりまして、

10月から再開する予定で今準備を進めているところでございます。 

 次に、「初めてのスマホ体験」の「かんたん入門編」「やさしい基本編」「スマホの

基本と LINE 体験」については、記載のとおり参加者を募集し、開催する予定でございま

す。 

 次に、「はじめての韓国語～初級編～」につきましては、昨年度に引き続き、９月 29

日から毎週木曜日の４回講座として開催するものでございます。初心者向けの韓国語講
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座として開催するものでございまして、夜間の時間帯、夜の７時から８時半に開催する

ことから、お仕事をされている方の参加も見込まれます。昨年度は大変好評であったこ

とから、今回また引き続き同じ講師にお願いします。去年の感想を見ても、指導につき

ましても大変好評だったことから、今年度もお願いして開催するところでございます。 

 次に、「家庭教育セミナー『モンテッソーリたんぽぽ子供の家父母会家庭教育セミナ

ー』」につきまして、３回シリーズの最終回として、「子どもの学びを豊かにする工夫」

をテーマに、同じ講師からご講演をいただく予定でございます。 

 次に、「家庭教育セミナー『二宮小学校家庭教育セミナー』」、次のページの「本館

家庭教育セミナー『地域で子育て応援セミナー』」、その次の「就学時健診等における

子育て学習」につきましても、掲載のとおり実施するものでございまして、子育て支援

事業として毎年恒例により開催するものでございます。 

 次に、「地域交流講座『みんなの笑顔は地域の宝』」につきましては、前原地区社会

福祉協議会との共催で開催するもので、講座を通して、公民館活動や地域活動に参加す

るきっかけをつくる場として、また、地域活動支援ボランティアの研修会として開催す

るものでございます。 

 次に、高齢者事業についてでございます。「福寿大学」については、記載のとおり、

「レクダンス」、そして「消費生活に関する話」、高齢者の方が消費に係るトラブルに

巻き込まれるようなお話を講師を招いて講演するものでございます。 

 続きまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」については、東部公民館を含め、

各館が保健所の健康づくり課と共催して開催するものでございますが、９月の回につき

ましては中止としまして、11月の回から実施するものでございます。今回のこの資料に

つきましては、保健所からの通知が今日届いたばかりでしたので、中止という案内を掲

載しているところでございますが、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」につきまし

ては、10 月から開催することになりましたと連絡を受けたところでございます。東部公

民館については、11 月の回から開催するということで記載させていただいております。 

 次に、「シニアのための応援セミナー」についてでございます。これからの人生を楽

しく充実して送るためのセミナーとして、昨年度に引き続き４回講座として開催するも

のでございまして、内容はレクゲームを通して交流を深めながら、掲載のとおりの内容

を実施するものでございます。 

 次に、その他事業でございます。これまでコロナ禍で中止が続いておりました「文化

祭」のほか、東部地区茶華道協会との共催による「いけばな展」、次のページの前原地

区社会福祉協議会、前原地区自治会連合協議会、当公民館共催の第 19回の前原地区「福

祉まつり」を３年ぶりに開催する予定でございます。コロナはいまだ収束していない状

況ではございますが、感染拡大防止対策を講じながら実施してまいる予定でございます。 

 最後に、「東老連、東老協支援事業」としての「グラウンドゴルフ大会」、「卓球開
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放」「子ども日本語教室」につきましては、掲載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして、三田公民館長さん、お願いいたします。 

○三田公民館長 

 三田公民館の令和４年９月 22 日から 12 月７日までの事業計画についてご説明いたし

ます。 

 まず、青少年事業でございます。「ハッピーサタデー事業」は、期間内に２回実施予

定でございます。１つ目は東邦大学ボランティア部を講師に実施いたします「親子理科

実験教室」です。平成 27 年度から実施している人気の高い講座です。毎回東邦大学の教

室をお借りして実施しております。２つ目は、 

 「秋のお楽しみ会 マリンバ演奏会」、宮野下シリュウさんのマリンバの演奏会です。

「秋のお楽しみ会」は、毎回三田習地区自治会連合協議会、西田喜野井町会のご協力を

いただき実施しております。 

 続きまして、成人対象です。「就学時健診における子育て学習」は、就学前の健康診

断に合わせて毎年度学校と共催で実施している講座です。管区内の田喜野井小、三山小、

三山東小で表記のとおり実施いたします。 

 次の「小さな旅・歴史散歩～隅田川に架かる橋をめぐる～」は、コロナ禍に入って中

止が続いていた講座でございます。２回にわたり実施いたします。１回目は座学で「隅

田川に架かる橋について」学びまして、２回目は実際に隅田川周辺を歩いていただきま

す。 

 次の「三田セミナーパート２ 雅の世界～王朝ロマンの百人一首～」は、百人一首に

ついてのお話に加え、かるた取りも体験していただき、魅力あふれる日本の歴史や古典

を学ぶきっかけとなっていただけるよう開催する講座です。 

 続きまして、高齢者対象の「三田寿大学」は、期間内に２回実施を予定しております。

内容は、「シルバーリハビリ体操」と「美術鑑賞講座」です。 

 次の「シニアスマホ入門講座」は、スマホの基礎とネットのお買い物の仕方について

学びます。 

 次の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、10月 18 日実施となります。 

 次に、三田公民館区老人クラブ連絡協議会との共催事業として、「三田老協グランド

ゴルフ大会」「三田老協みんなで歌おう」を開催する予定です。「三田老協みんなで歌

おう」は、コロナ禍のため内容を一部変更する予定でございます。 

 最後に、その他の事業です。まず「第 45 回三田公民館文化祭」は、10月 22 日、23 日

の両日にわたり実施いたします。昨年度はコロナ禍で展示部門のみの開催といたしまし
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たが、今年度は、スポーツ発表部門、音楽・芸能部門についても再開いたします。 

 「土曜卓球開放」は、期間内第１土曜日に実施いたします。 

 「三田習地区ソフトボール大会」は、三田習地区自治会連合協議会との共催で実施す

る予定でございます。 

 三田公民館からは以上でございます。 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に習志野台公民館長さん、お願いいたします。 

○習志野台公民館長 

 習志野台公民館の事業計画についてご説明いたします。 

 青少年事業です。「ハッピーサタデー事業」を、10月は習志野台児童ホームにて「わ

くわくハロウィン」として共催で行います。 

 11 月については、日本大学薬学部の教室をお借りして、「正しく使ってこそ薬」とい

うことで行ってまいります。日大では以前にも講義していただいておりまして、好評で

した。ここ２～３年はコロナの関係で大学にも行けなかったのですが、今回は入れてい

ただいて、お願いすることになっております。 

 「小学生のための防災教室」は、船橋ＳＬネットワークのご協力を得て、防災に役立

つ身の回りのものの発見や、プッシュ式ではないダイヤル式の電話のかけ方なども少し

やってみようかということになっております。 

 「親子クッキング教室」は、季節に合わせて「ハロウィンスイーツ（パリブレスト）」

をつくるということです。 

 「芸術鑑賞」については、習志野台第二小学校卒業生で、最近大河の演奏もしている

と話題のチェロ奏者、西方正輝氏をお招きして開催する予定でございます。今回は、管

内の小学校に加え習志野台中学校にもチラシをお配りして、実際に生の今一番旬なチェ

ロ演奏を聴いてもらおうというふうに考えております。 

 成人事業ですが、「リカレント教室」では働く世代にターゲットを絞りまして、自分

の思いを相手に伝える方法を考えてみる機会を用意しようと思っております。 

 ページ変わりまして、「習志野台第一小学校ＰＴＡ家庭教育セミナー」は、同校ＰＴ

Ａと協力して行う事業でございます。今回は、保護者向けに家庭内で実践できるものを

ということで行います。 

 「習志野台公民館歴史講座」ですが、こちらは公民館コーディネーターとの共催事業

でございます。千葉県文書館から講師をお招きし、お話をいただきます。また、お話の

中に徳川家康の内容も含まれる予定になっておりますことから、別講座といたしまして、

ＪＲ船橋駅周辺の家康に関する場所を散策する講座も併せて企画しております。 

 「地域再発見講座～秋の散策」は、春と秋に行っております恒例の事業です。今まで
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習志野台地区を主にやっておりましたが、今回は近隣地区の歴史を訪ねるというところ

に視点を広げて行います。 

 高齢者事業でございます。「習志野台寿大学」は、「浮世絵で歴史探訪」とし、いろ

いろな角度から江戸時代の暮らしなどを講義していただきます。 

 ページ変わりまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操」ですが、習志野台公民館は

10月 28 日を予定してございます。 

 その他事業でございます。10 月 15、16 日に「習志野台公民館 文化祭」を実施いた

します。感染防止の観点から、飲食禁止を定めておりますので、模擬店は行いません。

例年から大分減りまして、発表が 15 団体、展示は 12 団体ということで、例年の３分の

２程度の参加によって行います。 

 「就学時健診における子育て学習」を管内の３校、習志野台第一小学校、第二小学校、

高郷小学校で行います。 

 また、先ほどもありました「おもちゃの病院」、ページ変わりまして「将棋開放」「卓

球開放」も行ってまいります。 

 習志野台地区社会福祉協議会との共催事業であります「福祉まつり」については、地

区社協との協議の結果、今回については中止となっております。 

 以上が事業計画でございます。 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、飯山満公民館長さん、お願いいたします。 

○飯山満公民館長 

 飯山満公民館の該当期間の事業計画をご説明いたします。 

 「ハッピーサタデー事業」ですが、飯山満の場合は各月いろいろな団体さんにお願い

しておりまして、その団体さんに企画していただいております。ボーイスカウト、ガー

ルスカウト、市民の会、青少年相談員と毎月いろいろな方に企画してやっていただいて

いるものです。10 月は、ガールスカウト千葉県第 42 団の方にお願いして、好きなお菓

子の袋を持ってきてポーチに貼り付けて「クラフト（オリジナルポーチを作ろう）」と

いうものを予定しております。今回は作業が細かいので、親子で募集します。 

 次に、「心に響く本物の影絵」です。今までは児童ホームで２回に分けて催し物をし

ていましたが、今回は１回にして予算も少し多めに取りまして、本物の影絵の劇団をお

呼びして、本物の影絵に触れてもらおうということで、子供たちの脳と心を活性化させ

ることがねらいです。幼児対象と小学生対象の２部に分けて実施する予定です。 

 次に、成人対象「飯山満いきいき塾」です。こちらは生涯学習コーディネーター企画

の中でもメインとなる事業です。「船橋で見る弘法大師の信仰を学ぶ」というちょっと

難しいテーマですが、１回目は講義、２回目は船橋駅から京成海神駅までにある念佛堂
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や地蔵院を巡っていきます。３回目は西船橋にある正延寺の住職に講話をいただいた後、

写仏体験をします。 

 次に、「デジタルデバイド対策講座 はじめてのスマホ体験（かんたん入門編）」で

す。年間５回を予定していたのですが、ソフトバンクとの調整の結果、全４回になり、

そのうちの３回目です。 

 次のページに移りまして、「はさまぶらり旅」です。こちらも生涯学習コーディネー

ター企画で、毎年文学講座や建物探訪などを実施しています。今回は、歴史ある建物や

美術館を巡り見聞を広めることを狙いとして、黒田記念館、国際子ども図書館、旧因州

池田屋敷表門ほかを巡ります。 

 次に、「冬季はさま自然ウオーク」です。毎年どこかの季節で実施しており、市民か

ら好評の講座です。今回はユーカリが丘駅集合で、佐倉西部自然公園周辺を歩きながら

自然や歴史について学びます。 

 次に高齢者事業です。「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、記載のとおり行い

ます。 

 次に、「飯山満寿大学」です。10月は「音楽鑑賞『マリンバコンサート』」、11月は

日本大学薬学部教授をお迎えして、「普段の生活の中にある健康長寿のための秘密あれ

これ」をテーマに講演をしていただきます。 

 次のページに行きまして、二宮・飯山満地区社会福祉協議会と共催の「シルバー蕎麦

打ち教室」です。昨年はコロナの関係で実施できませんでしたが、毎年好評の講座です。 

 次に、「ゆびとま子育てサロン」は記載のとおり行います。 

 最後に、「飯山満公民館文化祭」です。社会教育関係団体の日頃の練習の成果を発表

していただきます。３年ぶりの開催となります。 

 すみません。今気づいたのですが、「就学時健診」の飯山満小と飯山満南小の分と、

もう１つ事業が抜けておりました。そちらは報告の際にしっかり報告させていただきま

すので、失礼いたします。 

 飯山満公民館は以上です。 

○大塚委員長 

 ご苦労さまでした。 

 では、最後に薬円台公民館長さん、お願いいたします。 

○薬円台公民館長 

 薬円台公民館の令和４年９月 22 日から 12 月７日までの事業計画についてご説明をさ

せていただきます。 

 まず、青少年事業でございます。「ハッピーサタデー推進事業」といたしまして、「パ

ラスポーツで楽しもう！」ということで、ボッチャをはじめとしたパラスポーツを予定

しております。 
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 「学社連携事業 クラブ活動支援事業」では、本公民館の社会教育関係団体である船

橋芝六太鼓の方が継続的に支援に当たっております。クラブ活動の支援は、今年度に６

回実施いたします。 

 次に、成人事業でございます。「本館家庭教育セミナー」として、「英語で遊ぼう」

を予定しております。やくえんだい子育てセミナー企画委員の年間テーマが、「親子で

一緒に成長 来て、見て、聞いて」としております。親子で楽しめる講座として、３回

の事業を予定しております。今回はその１回目の「英語で遊ぼう」で、対象は３歳～５

歳としております。英語の歌、英語で工作、英語の絵本の読み聞かせが内容となってお

ります。 

 続きまして、「文化講演会」です。郷土資料館との共催で、千葉県中央博物館の研究

員の方を講師として、「船橋市周辺の海鳥と生息環境について」をテーマに講演を予定

しております。市が環境に力を入れていることから、環境の話について中央博物館と相

談していく中で、テーマが決まりました。船橋市周辺の地質と海鳥の成育環境を絡めた

解説、船橋市とほかの地域との比較、三番瀬など船橋市周辺で記録されている海鳥につ

いて等の講演を予定しております。 

 続きまして、裏面になります。「スマートフォン講習会」です。スマホの基本の使い

方講座の後、ネットショッピングの基本を知る講座となっております。 

 続きまして、「終活講座」です。生涯学習コーディネーターの方々との共催になりま

す。「最高の人生の見つけ方～終活を楽しむ～」と題しまして、人生を少し振り返りな

がら、楽しく、自分らしく過ごすためのポイントや秘訣などを学びます。２回の講座に

なっております。昨日より受付を開始し、現在までの２日間で 32 名のお申込みをいただ

いております。 

 続きまして、高齢者事業となります。「やくえんだい福寿大学」です。「座よさこい 

踊って楽しく健康に」「テレ朝 話し方コミュニケーション講座」を行います。 

 「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」の９月開催は中止となりました。次回は 11月

22 日に開催予定です。 

 続きまして、その他事業「カンガルーぽっけ」です。本館は児童ホームと併設であり、

児童ホームの閉館日である月曜日に居場所づくりも含めて実施しております。絵本の読

み聞かせ、ママ向けストレッチ、リトミック等を予定しております。 

 続きまして、「就学時健診等における子育て学習」になります。薬円台南小学校、薬

円台小学校の２校で実施いたします。 

 「地域緑化支援事業」につきましては、継続して花壇の管理を行ってまいります。 

 最後に、「第 30 回やくえんだい文化祭」です。10 月１日に「卓球の集い」「囲碁ま

つり」を行います。10 月８日、９日で「公民館利用サークルの発表・展示・模擬店など」

を予定しております。発表の部は 26 団体、展示は 13 団体、催し物、模擬店の部で５団
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体が参加しております。各サークルの中でも感染対策についてお話をしていただき、ご

協力をいただいております。 

 薬円台公民館の報告は以上になります。 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。 

 全公民館さんから説明をいただきました。委員の皆様、ご質問またはご意見がござい

ましたらお願いいたします。 

○本間委員 

 全体で聞きたいんですけれども、講師の選択は何かリストがあるんですか。今見てい

ると、ソフトバンクばかりというか、独占的で、「私はソフトバンクじゃないや」と思

いました。講師は、こういう関係ではこういう方など、リストがあるのですか。 

○飯山満公民館長 

 講師は、講師情報というのがありまして、毎年全館が講師にどんな人を雇ったかを社

会教育課に提出することになっていて、それでまとまったものが届いております。 

○本間委員 

 そこから選択なさる。 

○飯山満公民館長 

 そうですね。あとは口コミで聞いてみたり、ネットで探してみたりという形です。 

○大塚委員長 

 あと、なぜソフトバンクか、ａｕでも何でもいっぱいありますが、今のところ協力し

てくれるのがソフトバンクさんしかいないということで、一番分かりやすく、新しいス

マホだとか何かいろいろやっていることについては勉強しているという意味で、それ以

上のものではないという皆さんのご意見もあったので継続してやっていると、そういう

ことですね。 

○東部公民館長 

 今、委員長におっしゃっていただいたとおりでございます。デジタルデバイド対策と

して、市の社会教育課がこの事業の事務局としてソフトバンクにお願いしている中で、

各館に割り振っていただいて各公民館で展開しているのが現状でございます。 

○本間委員 

 あともう一つ、文化祭は、習志野台では食事ができるような、模擬店が出るのでしょ

うか。 

○飯山満公民館長 

 公民館全体で、文化祭の中で模擬店はやってもいいと。その代わり持ち帰りを基本と

してくださいという通知文が中央公民館から出ております。 

○本間委員 
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 それから、薬円台についでですけれども、「学社連携事業」と書いてありますね。「ク

ラブ活動支援事業」というのは。 

○薬円台公民館長 

 学校のクラブ活動で太鼓のクラブがあり、うちの社会教育関係団体に芝六太鼓さんと

いうサークルさんがありまして、そのサークルさんが教えに行っています。 

○本間委員 

 連携事業というのが、「学社」というのは今まで見てなかったから、「学社連携」が

今出てきたのという感じで入っているので、そこがちょっと気になったのと、習志野に

住んでいた人がチェロ奏者になってこういうふうに出るというのは、いい関係づくりが

できているのかなと、すばらしいと思っています。 

 あとは、公衆電話の使い方ぐらいは、この間のａｕの問題があったときには大変だっ

たから、ぜひやっていただきたい。 

○大塚委員長 

 私のほうから。まず、薬円台さん。18 ページに「やくえんだい福寿大学」があります

よね。「座よさこい」というのは、座ってよさこいをやるという意味ですか。 

○薬円台公民館長 

 はい。座って運動ができると。 

○大塚委員長 

 椅子だとか、そういうこと。 

○薬円台公民館長 

 そうです。 

○大塚委員長 

あとご質問はよろしいですか。 

 それでは、事業計画について採決を採らせていただきます。ご承認いただける方は挙

手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。各公民館様からの公民館事業計画（９月 22日～12月７日）

についてご承認をいただきました。 

（資料配付） 

○大塚委員長 

 それでは、続きまして、議題（３）「社会教育関係団体登録申請（新規）について」、

薬円台公民館長さんより説明をお願いいたします。 

 

「非公開審議」 
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次第３の社会教育関係団体の登録（新規）についての審議について、船橋市情報公開

条例第７条の不開示情報を審議することから、同条例第 26条第２号に該当するため非公

開となります。 

また、非公開審議であるため、船橋市附属機関等の会議の公開実施要項第８条第３号

の規定に基づき、記載を省略します。 

 

次第３ 社会教育関係団体の登録（新規）について 承認 

 

 

○大塚委員長 

 以上でございます。事務局、お願いいたします。 

○事務局（東部公民館長補佐） 

 ご審議いただきありがとうございました。 

 次回についてのご案内をさせていただきます。令和４年度第４回の東部公民館運営審

議会につきましては、日程は 12 月８日（木）、15 時半からとなります。この 12 月につ

きましては、会場がこちらではなくて、同じ２階のフロアでエレベーターを出てすぐの

ところに第１集会室という集会室がございますので、そちらでの会議を予定してござい

ます。資料等にももう一度載せさせていただきますが、時間が 15時半から、場所は第１

会議室での開催となります。よろしくお願いいたします。 

 大塚委員長、事務局からは以上でございます。 

○大塚委員長 

 それでは、長時間の審議、お疲れさまでございました。これをもちまして、令和４年

度第３回東部公民館運営審議会を閉会いたします。いろいろ長い時間ありがとうござい

ました。 

 

午後５時１７分閉会 

 

 

 

令和 ４年   月     日 

 

議事録署名人              印 

 


