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午後３時３０分開会  

 

○東部公民館長 

 ただいまから、第４回東部公民館運営審議会を始めさせていただきます。 

 会議に先立ちまして、資料の確認ですが、まずは東部公民館運営審議会のオレンジ色

の冊子でございます。それから、社会教育関係団体の登録申請書が２件ございます。習

志野台公民館から１件、飯山満公民館から１件の申請書でございます。本日の資料は以

上の３点でございます。過不足ございませんでしょうか。よろしくお願いします。 

 それでは、よろしければ、大塚委員長からまずはご挨拶をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○大塚委員長 

 どうも皆さん、改めましてこんにちは。いよいよ師走ということで、本年度も 12月最

後の月になりました。１年間いろいろなことがありましたけれども、やっぱりコロナが

まだ収まらないということで、８波とか９波と、大変な年度が３年、４年と続くのかな

と心配になっています。私も来月５回目の注射を打つのですが、国内では飲み薬もとい

うことで、持病を持っている人はちょっと難しいのではないかとか、いろいろな問題が

あります。皆さん、どうぞお体には十分にご注意されて、来月も再来月もこの会に全員

が顔を出せてお話合いができればいいと思いますので、よろしくどうぞお願いいたしま

す。 

○東部公民館長 

 ありがとうございます。 

 事務局からお話をさせていただきたいと思います。 

 おかげさまで、公民館文化祭につきましては、この 10 月、11 月の２か月間にわたり

まして、各館、無事開催することができました。コロナ対策を講じながら、どこの公民

館も３年ぶりの開催で、発表する方々も久しぶりで準備にご苦労された面もありますが、

「発表の場をいただけたことがうれしかった」、「ふだんの練習も緊張感があって臨む

中で、発表できたことを大変喜んでおられました」という感想をいただいたところでご

ざいます。 

 また、来場者の方も、舞台発表や作品を楽しんでいただいて、サークルの加入にもつ

ながったという声も伺っております。大変、有意義な文化祭が開催できたのかなと思い

ます。ありがとうございます。 

 それから、もう一点ですが、市では 11月３日に市政功労表彰式典を開催いたしました。

その中で、本審議会委員として長年携わっていただいている吉田委員と、今日ご欠席で

すが牧野委員が、市政功労表彰を受賞されましたことを、この場を借りまして報告させ

ていただきます。誠におめでとうございます。 
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 最後に、もう一つですが、加瀬委員につきましては、長年にわたり海松台町会長を務

めるなどの自治会活動、地域の防犯活動や防災・福祉活動など、住みよいまちづくりに

尽力されて、地域の発展に寄与され幅広い功績を収められたということで、国のほうか

ら旭日単光章を授章されたということを報告させていただきます。 

○大塚委員長 

 すみませんが、旭日単光章は国からですから、一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

○加瀬委員 

 今、館長のほうからございましたが、11月３日、旭日単光章の授章の栄に浴すること

ができました。これも皆様方のお力添えがあってのことと思いますけれども、地域の町

会に関わることを長年にわたってというようなことで、今後とも、地域のために皆さん

のご協力をいただきながら務めていきたいと思います。ありがとうございました。よろ

しくお願いします。 

○東部公民館長 

 それでは、ただいまより公民館運営審議会を進めさせていただきます。 

 本日、委員８名のうち６名の方にご出席をいただいております。これは船橋市公民館

条例施行規則第 15条第３項の規定によりまして、半数以上の出席がございますので、こ

の会議は成立ということで進めさせていただきたいと思います。 

 なお、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るところですが、本日、傍聴希望

はございません。 

 それでは、議事の進行につきまして、委員長、よろしくお願いいたします。 

○大塚委員長 

 それでは、ただいまから会議を開催させていただきます。よろしくお願いします。 

 本日の議事に入りたいと思います。 

 議題（１）「公民館事業報告（９月 22 日～12 月７日）について」、東部公民館長さ

んから順次説明をお願いいたします。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、東部公民館長さん、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。よろしくお願いします。 

 資料につきましては、表紙をめくっていただきまして１ページ目からです。よろしく

お願いいたします。 

 初めに、青少年事業からです。「ハッピーサタデー事業」につきまして、まず最初、

参加人数が空欄になっております。11 月 26 日のところ、男６名、女 13 名、合計 19 名

の参加でした。記載のとおり、10月１日はハロウィンの工作、26 日はエコ教室を開催し
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たところです。特にハロウィンの工作につきましては、ペットボトルと紙を使ってのラ

ンタンづくりに取り組みました。参加された子供たちは、様々なカボチャの顔をつくり

出して、電球にその顔をともして、いろいろな顔の表情を見比べながら楽しんでおりま

した。 

 次に、成人事業です。このページの２段目からになりますが、「アイアイ」と「ラン

ラン」と「おしゃべり広場」、またその次のページの「親子交流講座」についてです。

最初のページの一番下の欄ですが、12 月１日の参加人数を申し上げます。12月１日につ

きましては、男子８名、女子が５名、保護者が 13 名ということで、26 名の参加者でし

た。この事業につきましてはシリーズで取り組んでいるところですが、どの講座もヨガ

やリトミック、絵本等を取り入れながら、親子の触れ合いや参加者同士の交流を図った

ものです。参加者の皆さんの約半分は館区内からのご参加で、それ以外の方は館区外か

らのご参加ということで、東部公民館は駅に近く、利便性が高いことからも、東部公民

館での「子育てセミナー」を受講されていると考えております。 

 続きまして、「心も体も喜ぶ体にやさしい健康体操教室」について、これもまずは参

加人数から申し上げます。12月３日、男１名、女 47名の 48名でございます。この教室

は９月までコロナで休止していたことから、10 月からの開催を楽しみにされていた参加

者が数多くいらっしゃったということ、また気候的に体が動かしやすい時期ということ

もあって、毎回 50名ほどの参加があり、楽しんでいただいているところです。 

 続きまして、このスマホ体験講座につきましても、まずは「かんたん入門編」、少し

ステップアップした「やさしい基本編」、それから「スマホの基本と LINE 体験」という

ことで、各事業を開催いたしました。｢かんたん入門編｣の９月 27日については、今年度、

最終回を迎えたところでございますが、定員に達していない回もあったことから、初心

者対象の入門編につきましては、ニーズなどを把握した中で、来年度開催については検

討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、「はじめての韓国語～初級編～」についてです。これは全４回の講座で

開催したところで、夜間の時間帯での講座でございました。10 代から 80 代までの幅広

い年齢層にご参加をいただいて、出席率も高く、講師の指導も大変好評をいただいた講

座でした。４回の講座では語学の習得はなかなか難しいという感想もいただいている中

で、私どものほうからサークル化を提案したところ、やってみたいという希望者が６名

ほどいらっしゃいましたので、同講師の指導のもとにサークルを立ち上げて、今、サー

クル活動を進めているところでございます。 

 続きまして、「家庭教育セミナー」については、「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」、次のページの｢二宮小学校家庭教育セミナー｣、最後に、公

民館本館の家庭教育セミナー「地域で子育て応援セミナー」を開催したところです。 

 特に、「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」におきましては、
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今回全３回をもって終了したところですが、各グループワークで話し合った悩みや経験

については、参加者が納得いくまで講師が丁寧にアドバイスや助言をするなど、参加者

にとって貴重なお話をいただいたのではないかと思っております。 

 また、次の「二宮小学校家庭教育セミナー｣につきましては、小学校５年生を対象とし

た「生と性の健康講座｣ということで開催しました。この講座につきましては、性器をイ

ラストで説明したり、学校ではあまりなかなか取り扱わない部分を明確にということで

お伝えできたのかなということ。例えばこういうエピソードがありました。黒い紙に針

の穴を開けて、「これが君たちの卵だったころなんです。それが皆さんこんなに大きく

成長しているんですよ」というような、お話をいただき、講座が終わった後、学校から

も｢大変貴重な講座をありがとうございました｣との感想をいただきました。 

 本館家庭教育セミナーの 12月４日分の人数については、男が２名、女が６名、保護者

が男５名、女６名で、合計 19名です。11月 27 日の｢音のおもちゃばこ｣につきましては、

未就学児の親子を対象に、ピアノやフルート、歌によるリトミックコンサートを開催い

たしました。歌や音楽に合わせてマラカスを一緒に振ったり、体を動かしたり、元気い

っぱいに楽しみました。 

 続きまして、｢就学時健診等における子育て学習｣についてです。まずは参加者の人数

ですが、11月 17 日につきましては、男７名、女 111 名で計 118 名、11 月 24 日につきま

しては、男６名、女 154 名の計 160 名でした。この講座につきましては、公民館区の二

宮小学校、前原小学校、中野木小学校の３学校で、就学時健診に合わせて家庭教育力の

向上のための啓発事業として、子育て学習会を実施したものでございます。実施後のア

ンケート調査では、「子供との向き合い方や接し方を改めて考えるきっかけになりまし

た」などと、とても参考になったとの感想が数多く寄せられており、保護者にとって有

意義な講座になったものと思っております。 

 続きまして、地域交流講座「みんなの笑顔は地域の宝」につきましては、前原地区の

社会福祉協議会との共催事業として、２年ぶりに開催したところです。当日は、船橋市

社会福祉協議会の職員に地域のボランティアの現状等についてお話をいただき、ボラン

ティアの登録についてご案内する一方、落語や体操を通して、参加者の皆さんに心と体

をリフレッシュして、楽しんでいただきました。講座修了後にはボランティアに登録し

たい方もいらっしゃいまして、この講座については、次年度も引き続き継続していきた

いと思っております。 

 続きまして、高齢者事業でございます。「福寿大学」につきましては、10月にレクダ

ンス、11 月に消費生活センターから講師をお招きしたところです。特にこの消費生活セ

ンターの講演につきましては、｢トラブルに巻き込まれないようにするためには｣という

お話をいただきまして、例えば、必ず見積もりを事前に取っておくこと、地域にはどう

いった修理工務店があるとかを事前に把握しておくこと、またトイレの詰まりは簡単に
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ラバーカップで解消することもできるんだよとか、そういったヒントもいただきながら

講演をいただいたところでございます。 

 続きまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」につきましては、11 月 29 日の

参加人数は、男３名、女 19 名の合計 22 名です。９月の回までコロナにより中止してお

りましたが、11月より再開したものです。 

 続きまして、｢シニアのための応援セミナー｣についてでございます。12月 6日は、参

加人数は男が２名、女が 15 名の計 17 名です。このセミナーは、生涯学習コーディネー

ターの皆さんのご協力をいただきながら、これからの人生をより充実した生活を送るた

めの応援セミナーとして、全４回開催するものです。11 月はレクゲーム、12月はニュー

スポーツということで、フィンランドの伝統的なゲームを基に生まれた新しいスポーツ

として「モルック」を体験するものです。 

 続きまして、その他事業でございます。｢いけばな展｣｢文化祭｣｢福祉まつり｣という大

きなイベントになるわけですが、これにつきましては先ほど申し上げましたが、これま

でのコロナの影響により開催を見合わせていたもので、今回共に３年ぶりに開催したも

のです。感染対策を講じながら開催することができました。それぞれのイベントでは、

サークルや地域団体の皆さんにとって久しぶりの開催で、準備等にご苦労されたという

ことでしたが、大勢の方々にご来館いただき、公民館で楽しんでいただき、地域との交

流が図られたところでございます。 

 最後になります。７ページ目、「東老連支援事業」「東老協支援事業」「卓球開放」

「子ども日本語教室」については、掲載のとおりです。最後の子ども日本語教室の 11月

の参加人数については、11月 19 日が５名、26日が５名の参加でした。 

 東部公民館の報告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。 

 引き続き、三田公民館さん、お願いいたします。 

○三田公民館長 

 三田公民館が令和４年９月 22 日から令和４年 12 月７日までに実施した事業につきま

して、報告いたします。 

 まず、青少年を対象とした「ハッピーサタデー事業」でございます。10月は東邦大学

ボランティア部の学生を講師として、｢親子理科実験教室｣を実施いたしました。こちら

は平成 27年度から実施している人気の事業で、今回も定員 30名のところ 75名の応募が

ありました。11 月はマリンバ奏者の宮野下シリュウさんをお招きし、｢秋のお楽しみ会

マリンバ演奏会｣を実施いたしました。開催に当たっては、三田習地区自治会連合協議会

と西田喜野井町会のご協力をいただきました。演奏曲は聴きなじみのあるクラシックか

ら人気のアニメのテーマ曲など、子供から大人まで楽しめるコンサートとなりました。
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マリンバ演奏会の参加人数が書いてありませんので、ご報告いたします。男子 13 名、女

子 15名、保護者は男性３名、女性 20名、計 51名となります。 

 続きまして、成人を対象とした｢小さな旅・歴史散歩～隅田川に架かる橋をめぐる～｣

は、生涯学習コーディネーターとの共同事業です。講師には、歴史研究家の山本先生に

お越しいただき、１回目は、隅田川沿いの歴史について公民館で座学を行い、２回目は

両国から浅草まで５～６キロを歩きながら、橋にまつわる歴史等について学びました。

後日、参加者から｢よい運動にもなって楽しかった｣との声もいただきました。 

 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～」につきましても、

船橋市生涯学習コーディネーターとの共同事業でございます。各回で百人一首の時代背

景、歌人の人物像などを学びまして、２回目・３回目では百人一首のかるた取りも体験

していただき、百人一首の世界を楽しく学んでいただきました。 

 次の「就学時健診における子育て学習」につきましては、三山東小学校と三山小学校、

田喜野井小学校の３校で、新年度に学校に入学する児童の保護者に向けて実施いたしま

した。 

 続きまして、高齢者対象です。「三田寿大学」、10 月は「シルバーリハビリ体操」、

11 月は「美術鑑賞講座」を実施いたしました。｢美術鑑賞講座｣は、この 10 月に市民ギ

ャラリーで作品展が実施される船橋市ゆかりの日本画家、磯田長秋の作品等について、

文化課職員にお話ししていただきました。 

 続いての｢シニアスマホ入門講座｣｢ふなばしシルバーリハビリ体操教室｣｢三田老協グ

ランドゴルフ大会｣｢三田老協みんなで歌おう｣は、標記のとおり実施いたしました。その

中で、｢みんなで歌おう｣は評価にも記載しておりますが、コロナ禍のため、みんなで声

を合わせて歌うことはできませんでしたが、音楽を楽しむ会として地域で活動されてい

るアンサンブルバンド「ポプリ」の演奏を楽しみました。 

 続きまして、その他の事業に入らせていただきます。「第 45回三田公民館文化祭」は

３年ぶりの開催となり、参加サークルは文化祭の前から大変熱心に練習や準備を行って

いました。本番も、これまでの練習の成果を地域の皆様に存分に発表することができ、

発表後の皆さんの晴れやかな顔が大変印象的でございました。 

 次の「土曜卓球開放」の 12 月３日の参加人数ですが、男性が４名、女性が 13 名、合

計 17名です。 

 最後に、「三田習地区ソフトボール大会」ですが、三田習地区自治会連合協議会との

共催事業です。当日は、三田習地区スポーツ推進委員の協力の下、地域の町会、自治会

の３チームの参加で開催され、地域住民の相互交流と健康増進を図ることができました。 

 三田公民館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。 
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 では、次に習志野台公民館さん、お願いします。 

○習志野台公民館長 

 習志野台公民館の令和４年９月 22 日から 12 月７日までの事業について、ご報告申し

上げます。 

 まず、青少年事業でございます。「ハッピーサタデー事業」は、10月に習志野台児童

ホームにて、毎年恒例で行われております「わくわくハロウィン」を、また 11月には日

本大学薬学部の安部准教授に講師をお願いいたしまして、「正しく使ってこそくすり！ 

おくすりクエスト」と題して実施いたしました。この事業については、日本大学薬学部

の施設をお借りしての事業でございます。また、先生の研究室の学生さんの寸劇やクイ

ズなどで自然に知識を得る企画となっておりました。 

 次は「小学生のための防災教室」でございます。写真や動画を見せるのではなく、実

際に公民館にある実物のもの、実際の施設を利用しての工夫した講座となっております。 

 次は「芸術鑑賞」でございます。参加人数のご記載をお願いいたします。全体で 95名、

青少年の男 25、女 24、保護者で男９、女 37でございます。講師の西方正輝氏は、地元、

習志野台第二小学校、習志野台中学校を卒業した方でございます。今、「鎌倉殿の 13人」

の挿入曲を弾いているチェリスト、チェロの奏者でございます。また、トランペットな

ども行うということです。習志野台地区の小・中学校は特に管弦楽部を持っての活動が

盛んなこともありまして、子供たちが集中して聴いている姿がとても印象に残っており

ます。特に、今活躍している演奏家の生の音を聴かせるということが、どのくらい影響

力があるのかということを感じたところでございます。 

 ページ移りまして、次に成人事業でございます。「リカレント教室」、話し方講座は

現役世代に向けた事業として実施いたしました。講座自体の評価については、おおむね

良好であります。初めて公民館を利用した方もおられました。そして、新たな利用者の

開拓の手段としても、リカレント講座等を利用して、さらにいろいろ工夫していきたい

と考えております。 

 次に「習志野台第一小学校ＰＴＡ家庭教育セミナー」でございます。下段、12月１日

の参加人数の記載をお願いいたします。参加 25名で、全て女性です。 

 「習志野台公民館歴史講座」は、公民館コーディネーターとの協働にて実施いたしま

した。今年は徳川家康について、千葉県文書館の学芸員をお招きしての、まず座学の講

座と、船橋駅周辺で歴史散歩を組み合わせての事業といたしました。講義だけではなく、

実際に足跡をたどることにより、一層の関心を持っていただけたのではないかと思って

おります。 

 次の「地域再発見事業～秋の散策」は、例年好評を得ております事業ですが、例年で

すと、秋は実籾から歩き出しまして東邦大学の中等を通って自衛隊から習志野に戻って

くる散策経路で秋を満喫していただきますが、今年については、変化の著しい東葉高速
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線の飯山満駅周辺から、歴史ある寺社などを巡るコースといたしました。趣向を変えて

行った散策となり、多くの参加者に初秋の散策を楽しんでいただき、地域の歴史に触れ

る有意義なものとなりました。 

 ページ移りまして、高齢者事業です。「習志野台寿大学」「はじめてのスマホ体験」

「ふなばしシルバーリハビリ体操」を行っております。 

 次に、その他事業でございます。「習志野台公民館 文化祭」を、先ほど金子館長か

らもありましたが、無事実施することができました。例年実施している模擬店などは実

施いたしませんでしたが、ステージ等の発表部門、また展示部門も、参加団体こそ例年

の７割程度に減ってしまいましたが、久しぶりの文化祭を皆さん楽しんでいるところが

見られました。１年の成果を表現する場が必要であるということをとても感じました。 

 ページ移りまして、参加人数のご記載をお願いいたします。「おもちゃの病院」の一

番下、12 月３日の土曜日の参加人数ですが、全体で 18 名、男 11、女７でございます。

次の「将棋開放」の一番下、11月 25 日（金）は、参加人数 10、男８、女２です。 

 また、「福祉まつり」については、共催の習志野台地区社会福祉協議会との協議の上、

中止となっております。 

 以上が習志野台公民館の報告でございます。よろしくお願いいたします。 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして、飯山満公民館さん、お願いいたします。 

○飯山満公民館長 

 飯山満公民館の９月 22 日から 12月７日までの事業について、ご報告します。 

 初めに、青少年対象の「ハッピーサタデー事業」です。10月は、子供たちが好きなお

菓子のパッケージを使ったビニールポーチづくりをしました。作業が細かいので親子で

参加していただきました。 

 次に、本物の影絵に触れることで子供たちの脳と心を活性化させるねらいで「心に響

く本物の影絵」を実施しました。幼児対象と小学生対象の２部に分けて実施しました。

子供たちだけでなく、保護者も感動していました。終了後には、質問コーナーや舞台裏

見学までさせていただき、子供たちにはよい経験になったと思います。 

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

「船橋で見る弘法大師の信仰を学ぶ」というテーマで、１回目は講義、２回目は船橋駅

から京成線海神駅の間にある念仏堂や地蔵院をめぐり、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、写仏体験をしました。写仏は初めての方がほとんどで、緊

張して参加されていましたが、同じ絵をなぞっているはずなのに菩薩の顔が一人一人そ

れぞれ違っていて、主催しているこちらも興味深い講座でした。 

 次のページに行きまして、「デジタルデバイド対策講座 はじめてのスマホ体験（か
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んたん入門編）」は、記載のとおり実施しました。 

 次に、「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ねらいとして、黒田記念館、国際

子ども図書館など、上野周辺を巡りました。「上野は時々来るが、建物については知ら

ないので、とても勉強になった」など、ふだんなかなか足を止めない場所の説明を聞き

ながらの町歩きは、参加者への学習機会の提供になったと思います。 

 次に「就学時健診等における子育て学習」です。飯山満小は、ふだん保健室で子供た

ちを見ている養護教諭の立場から、飯山満南小は大学の特任教授でありますが、元小学

校校長であり子育てを終えた母の立場から、保護者へのアドバイスをいただきました。

家庭教育の向上につながることを期待したいと思っております。 

 次のページに行きまして、生涯学習コーディネーター企画「冬季はさま自然ウォーク」

です。毎年好評の講座でたくさんの応募があり、抽選とさせていただきました。昨日が

実施日だったのですが、昨日の朝に講師より連絡がありまして、骨折したということで、

急いで朝、参加者 20人に中止の連絡をしましたけれども、もう既に家を出ている方が何

名かいらっしゃいました。もちろんそんなこともあろうかとコーディネーターの方に集

合場所の駅まで向かってもらってはいましたが、駅に集まった６名の方は資料を見て自

分たちだけでも行こうと思っていたということでした。コーディネーターが下見をした

と告げると、「せっかく来たので、説明はなくても場所だけでも案内してほしい」と言

われ、公民館事業ではないことをご了承いただいた上で、予定の経路をコーディネータ

ーの方に連れていっていただきました。今回はユーカリが丘駅集合だったので、そこま

で行って中止でお帰りくださいというのも本当に申し訳ないところだったのですが、皆

さん楽しんで帰っていただいたようなので、少しほっとしました。また、コーディネー

ターの方には感謝の気持ちでいっぱいであります。 

 次に、高齢者対象事業の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、記載のとおり行

いました。12月５日の人数のご記入をお願いいたします。男４人、女 10 人、合計 14名

です。 

 次に、「飯山満寿大学」です。10 月は「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した。 

 次に、「シルバー男性料理教室」の５回目と６回目を記載のとおり行いました。来年

も参加したいという声を多数いただきました。高齢男性の貴重な交流の場となっている

ので、次年度も続けていくべき講座だと感じました。 

 次に、「シルバー蕎麦打ち教室」です。２回講座の１回目を記載のとおり行いました。 

 その他に移りまして「大人の参観日」です。社会教育関係団体の存続を応援するとと

もに、館区には大人が学習する場や、趣味、習い事をする場が少なく、場と機会の提供
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が求められていると感じ、館一斉に見学体験期間を設けました。38名の方が見学・体験

に来られて、９団体に合計 13人が入会されました。入会があった団体はとても喜んでい

ました。今回は館報と館内チラシ、掲示板のみのお知らせだったので、今後、もし実施

する場合は、広報等で広く周知したいと思っております。 

 次の「ゆびとま子育てサロン」は記載のとおり行いました。 

 最後に、「飯山満公民館文化祭」です。３年ぶりの開催となり、飯山満公民館の文化

祭を経験した職員は会計年度任用職員さん２名しかおらず、準備の段階から漏れがない

か心配でした。当日は天候にも恵まれ、たくさんの方に来ていただき、発表、展示、模

擬店の部、どの団体とも張り切って参加していました。特に模擬店は、館内の飲食禁止

で持ち帰りのみとなっておりましたが、シフォンケーキとクッキーを焼いて完売となっ

ておりました。また、地域の老人福祉施設や障害者就労支援施設の方々や農家の方にも

販売していただき、盛り上げていただきました。日頃の活動の成果を見ていただくこと

は、社会教育関係団体にとっては練習の励みになり、地域の方も楽しみにされているの

で、文化祭は公民館にとって大事な行事だと思いました。 

 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。 

 それでは、最後に薬円台公民館さん、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日までの事業について、報告させてい

ただきます。 

 青少年事業、「ハッピーサタデー事業」となります。「パラスポーツを楽しもう！」

ということで、ボッチャ、卓球バレーを楽しみました。 

 「学社連携事業 クラブ活動支援事業」につきましては、１年間を通じて、薬円台小

学校太鼓クラブを、本館の社会教育関係団体である船橋芝六太鼓の方々が指導しており、

９月と 11月に行いました。 

 続きまして、「本館家庭教育セミナー」になります。親子交流を目的とし、「英語で

遊ぼう」を実施いたしました。土曜日ということもあり、お父さん、お母さん、お子さ

んで来館された家族もございます。対象は３歳から５歳で、「英語の歌で踊ったのが楽

しかった」、「ぬりえやクラフトなど一緒に楽しめた」、「英語に触れられてよかった」

などの感想がありました。 

 続きまして文化講演会「東京湾岸における人と鳥のかかわり」について、郷土資料館

と共催で行いました。海鳥と人との関わりについてを中心に話がなされました。講師自

身がフィールドワークで集めてきた資料を用い、分かりやすく説明が行われました。ア

ンケートでは「新しい知識を得られた」、「新しい視点を得られた」等の意見があり、
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好評であったと言えます。なお、「講師の熱弁につられ、楽しかった」などの意見もご

ざいました。今後も郷土資料館と連携し、幅広い世代にアピールできるような内容、開

催情報の発信を検討してまいります。 

 続きまして、「スマートフォン講習会」になります。実績について報告させていただ

きます。男性５名、女性 10 名、合計 15 名の参加でした。評価になりますが、市民コン

シェルジェやアシスタントの丁寧なサポートにより、講座はスムーズに進行いたしまし

た。参加者全員がスマホを持っていたこともあり、ネットショッピングへの関心が大変

高かったところでございます。指の操作など全員がスムーズであり、便利な基本操作を

教わり、「参加してよかった」などの感想をいただきました。 

 続きまして、「終活講座」になります。生涯学習コーディネーターとの共催事業で、

企画の段階からコーディネーター間で協議を重ねました。終活においては、遺言や相続

の手続などの事務的な話ではなく、人生をどのように楽しんでいくかといった内容の講

座でした。講座の中で「最高の笑顔を撮りましょう」ということで行った撮影では、自

主的にグループをつくり、和気あいあいと撮影がなされました。 

 次に、「やくえんだい福寿大学」ですが、「座よさこい」については、全員が両手に

鳴子を持って、座ったまま音楽に合わせて踊りました。音が一つになって響くことで一

体感が生まれ、「とても楽しい」という声が聞かれました。90分の体操でしたが、あっ

という間に感じられました。 

 「話し方コミュニケーション講座」では、元アナウンサーである講師のさすがの語り

口に、皆さん引き込まれました。テレビの裏話やコミュニケーションの話がなされまし

た。分かりやすい、聞き取りやすい会話の基本や、腹式呼吸、表情、滑舌の練習も行い

ました。また、挨拶プラスアルファの会話を心がける、相手が喜ぶ話を考える、イメー

ジできる具体例を入れるなどの話もあり、アンケートでは「心がけたい」というような

回答がありました。 

 その他事業です。「カンガルーぽっけ」になります。前回の審議会で誤った参加人数

の報告をしてしまいましたので、訂正させていただきます。資料にはございませんが、

９月 12 日（月）の親子で遊ぶ集いについての実績ですが、保護者の参加人数を、男性６

名、女性０名と報告いたしましたが、女性６名、男性０名の誤りでした。申し訳ござい

ませんでした。今回の実績につきましては資料のとおりとなります。 

 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。薬円台南小学校や薬

円台小学校で実施いたしました。人と比べない、笑顔を忘れない、褒めるなどの基本的

なお話も多かったのですが、改めて、そのような心持ちで接しているかなど、振り返り

の機会になったのではないかと思います。 

 続きまして、「第 30回やくえんだい文化祭」になります。新型コロナ感染拡大対策を

踏まえバザーや飲食を行わず、例年の半分以下の来館者となり、辛うじて講堂などの入
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場制限は行わずに済んだ状況です。結果的にはちょうどいい人数でしたが、実際に制限

が必要となった場合の対応は困難と思われ、密を避けることと自由参加の両立は難しい

と感じました。久しぶりの文化祭に、皆、いきいきとしていました。あるご主人からは、

「妻が文化祭から帰ってきて、楽しかった、よかったとずっと言っているので、ぜひ公

民館に伝えたい」と言っていただきました。とても充実したいい文化祭となりました。 

 続きまして、「地域緑化支援事業」です。11月５日に、薬園台駅前花壇と線路沿いの

三角花壇に冬の花の植付けを行いました。花壇の管理につきまして、引き続き行ってま

いります。 

 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。 

 全公民館さんからご説明をいただきました。委員の皆様には、質問またはご意見がご

ざいましたらお願いいたします。いかがでしょうか。よろしくお願いします。 

○加瀬委員 

 飯山満公民館さん、男性の料理教室ですが、つくったものはテイクアウトですか。そ

こで食べられるんですか。 

○飯山満公民館長 

 食べています。黙食で。でも、皆さんすごく楽しそうです。 

○加瀬委員 

 実は前原地区社協も料理教室の開催の要望がありますが、黙食が難しいのではないか

と思って、３年間やっていません。かといってテイクアウトも危ないので。 

○飯山満公民館長 

 テイクアウトはもっと危ない感じがしますよね。 

○加瀬委員 

 その日のお昼に食べてもらえばいいけれども、心配なので、テイクアウトもできない

でいます。分かりました。ありがとうございます。 

○大塚委員長 

 ほかに委員の方、何か。お願いいたします。 

○本間委員 

 東部公民館の「はじめての韓国語～初級編～」というのは、珍しく開催時間が 19時か

ら 20時 30分となっていますが、10代から 80代までの幅広い利用者と書いてあるから、

この時間帯は多くの方が参加されるのに理想的な時間なのですか。 

○東部公民館長 

 講座の内容にもよるのでしょうけれども、お仕事をされている方が終わってから参加

されることにつながるのかなと考えています。 
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○本間委員 

 ここでサークル化と書いてあるから、ここに導くにはいいのかもしれません。９月か

ら 12月の予定をざっと全部調べて見ていたら、時期的に文化祭、福祉まつり云々と、就

学時健診のときに来てくれるお母さんのための講座をやるから、参加人数がだんだんと

増えているのは本当にいいかなと思います。地域でやるには、文化祭とか何かをやった

ことで活気づいてくることも大事だろうなと思って、だんだん増えてきているなという

感じで読ませていただきました。 

 また、習志野台のところで、「小学生のための防災教室」はちょっと人気がないとい

うか、参加が少なく、今後の課題だということは本当にあるのだろうなと。企画する側

もそうだし、時々私も講師でいろいろ行きますが、参加人数が少ないととても嫌な気分

になってしまうので、これはちょっとかわいそうだという感じです。私の場合は結構来

てくださいますが、人数が少ないとやる方も本当につらいかなと。でも、充実できる企

画かもしれないので、そこが難しい点かなと。 

○習志野台公民館長 

 地域の方を中心にということで広報には出さないで、主に小・中学校へのチラシ配り

と図書館へのチラシでやったのが、まず一つ少なかった原因です。ただ、ちょっと負け

惜しみを言いますと、人数が少なかったので、例えばピンク電話を回すとか、それぞれ

が全部触れたんですね。そういう意味では、逆に少ないことが幸いしたかなと、ちょっ

とだけ思っています。 

○本間委員 

 でも、できるというのは人数が少ないというよりも、充実している感じが出るという

のはあるんですが。 

 あと、飯山満のマリンバで、これも私、偶然「CiaO」か何かの冊子を見ていたらシリ

ュウさんだというのが初めて分かって、こんなに人気があるとは知らなくて、あれ、こ

れ、この人じゃんと思いました。それで、これに載っている方だと思ったら、よそでも

やっていて、その対象が「ハッピーサタデー事業」でやっているところと「寿」でやっ

ているところがあって、彼に対しては幅広い演奏者なのだろうとは思いました。 

○飯山満公民館長 

 もう慣れているから、お話も上手です。 

○本間委員 

 私は全然知らない方で、初めて知りましたが、これを見たら今回２回、それから東部

がまた来年にやると書いてあるので、あ、すごいなと思いました。あまり見たことがな

いので、私は分からなかったけれども、結構幅広くやらせていただけるというのはいい

のかなと思って見せていただきました。ここが一番必要というのがあったのかなと思っ

ております。 



－14－ 
 

 以上です。 

○舟橋副委員長 

 ちょっとお聞きしたいことがあります。東部公民館さんの「二宮小学校家庭教育セミ

ナー」ですが、家庭教育セミナーは保護者が対象で公民館だと思っていたのですが、先

ほど、５年生が対象で５年生の子供にも見せて、穴を開けて「これだよ、大きくなった

んだよ」と言うというお話でした。お子さんもいて保護者もいて、それの全合計が 139

名ということでしょうか。 

○東部公民館長 

 保護者と児童を合わせた人数です。 

○舟橋副委員長 

 分かりました。 

○本間委員 

 これは昔、「いのちの授業」というネーミングで助産師さんがやっていて、小学校の

６年生を対象にしていました。小学生だけをやっていましたが、今回はセミナーだから

お母さんも一緒にやられたということですよね。本来は、10年、20年ぐらい前から「い

のちの授業」というのを児童館でやっていて、その事業からだんだんこのようになった。 

 今の時代、親は教えられないから、助産師さんからの教えがあると親も子供も何とな

く――はっきり言って、５、６年生ぐらいからやらないと、高校生になって女の子は本

当に妊娠していってしまうので、気をつけていただきたいなと思っているから、これは

本当にすばらしい企画だと思います。 

○舟橋副委員長 

 やっぱり年齢は下がっているんですかね。昔は６年生くらいでしたけれども、５年生

に。 

○本間委員 

 あと、中学校でもやったことがあります。 

○大塚委員長 

 私のほうから、飯山満公民館の押野館長、先ほど、「自然ウォーク」で講師が骨折さ

れたので中止という形になったということですが。 

○飯山満公民館長 

 昨日の朝です。 

○大塚委員長 

 本来は中止するところを皆さんが行きたいと。 

○飯山満公民館長 

もちろん、まだ家を出ていかなかった方たちは止められたので、電話で止められた方た

ちは行かないで済みましたが、皆さん出発がちょっと早かったみたいで、６名の方が行
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かれて。 

○大塚委員長 

 引率はどうなりましたか。 

○飯山満公民館長 

 生涯学習コーディネーターの方が案内されました。 

○大塚委員長 

 それはいいんです。基本的に公民館主催でやって中止という形を取ったけれども、そ

の中で６人が出たということになると、そのコーディネーターさんが責任を負うという

ことになる。 

○飯山満公民館長 

 なので、公民館事業ではないということで了承を得ました。駅では自分たちだけで資

料を見て歩くという話だったそうです。そうしたら、コーディネーターさんが下見に行

ったというので、じゃあ一緒に歩いてもらえますかとなって行ったということなので、

もう自由に歩くことになったようです。その方たちには申し訳ないですが公民館事業で

はないということで。 

○大塚委員長 

 そうなってくると、このコーディネーターさんが一緒に歩くとその人が責任者になっ

てしまうわけなので、その辺はコーディネーターさんには連絡を。 

○飯山満公民館長 

 もちろんそうです。 

○大塚委員長 

 本人は納得していたと。 

○飯山満公民館長 

 本人のやってあげたいという気持ちで、じゃあ一緒に歩こうということになったと。 

○大塚委員長 

 そういう気持ちは大事ですが、僕らにとって一番大事なのは、やはり万が一というと

きの問題に係ってくるんですよ。なければいいんですが。 

 今後のことも考えて、やはり行政としてやる。それが中止になった。中止になったら

それで終わりだけれども、あとは皆さんがやるからということで解散になった。しかし、

そこにいるコーディネーターの方が、一緒に行きましょうといったときの責任の在り方

は、今後のこともありますので、ある程度頭の中へ入れておいていただきたいと思いま

す。 

○飯山満公民館長 

 はい。もちろんです。まず、めったにないことだと思いますが、遠かったもので、じ

ゃあそこからもう一回帰ってくださいというのもどうかと、行きたいと言うから一緒に
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ついて行きました、ということだったんです。 

○大塚委員長 

 僕がやっているのは青少年を扱っていますので、結局そういうことで事故が起きると

いうことが必ず出てきます。その場合には、それが中止になったとしても、誰かがいれ

ば責任は負わざるを得なくなるんです。ですから、注意をしたとしても、そこのところ

はできるだけ。行ってしまえば、けがをしなかったらよかっただけであって、100％けが

をしないということはないですから、その辺だけ責任の問題がありますので、すみませ

ん。余計なことを言って申し訳ありませんが。 

○飯山満公民館長 

 いいえ、重々分かりました。 

○大塚委員長 

 それでは、公民館事業の報告の採決を採らせていただきますが、各公民館一括して承

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。９月 22 日から 12 月７日について、ご承認をいただきまし

た。 

 続きまして、議題（２）の「公民館事業計画（12 月８日～３月 31 日）について」、

東部公民館長さんから順次説明をお願いいたします。これは委員の皆さんにも一言言わ

せていただきますが、全公民館のご説明を受けてからご質問いただくことになりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 では、東部公民館さん、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。資料は 1／22 というところからスタートさせていただきた

いと思います。 

 初めに、青少年事業についてです。「ハッピーサタデー事業」につきましては、12 月

は２回、１月から３月までは掲載のとおりの日程で開催いたします。特に３月の開催予

定でございます「子ども春まつり」につきましては、会場を前原児童ホームとして、地

域団体からなる実行委員会を組織して開催するものです。様々な遊びのコーナーを設け

て地域の子供たちに楽しんでもらおうということで、来月１月には第１回目の実行委員

会を開催して準備を進めていく予定でございます。 

 続きまして、「職業講演会」についてです。館区内の前原中学校の２年生を対象に、

将来の進路や職業を選択し社会生活を送っていく上での学習の場として、仕事に携わっ

ている４名の方に講演をお願いするものです。あいにく、現在体育館は改修工事のため

使用できないことから、Google Meet といいまして Zoom みたいな感じですが、講師は図
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書室から、生徒は各教室のテレビモニターを通じて講演を聞くということです。今年は、

身近な地域で働く方々からのお話をお伺いすることとしておりまして、東警察署の地域

課、これは前原交番に勤務しているお巡りさんにご講演をお願いするということ、それ

から東消防署の職員、民間からは印刷会社の社員、もう一社は情報発信の会社というこ

とで、民間２、公務員２ということで、計４名に 20分ずつお話をしていただく予定にな

っております。 

 次に、成人事業です。子育て支援事業としては、「アイアイ」事業、「ランラン」事

業、「おしゃべり広場」、また、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、毎月第１、第３

の土曜日に開催する予定です。 

 次に、「初めてのスマホ体験」は、「スマホの基本と QR決済」「やさしい基本編」「ス

マホの基本と LINE 体験」「Zoom 入門編」について、記載のとおり参加者を募集して開

催する予定です。 

 続きまして、家庭教育セミナーにつきましては、「二宮小学校家庭教育セミナー」「本

館家庭教育セミナー」について、記載のとおり開催する予定です。特に二宮小学校のセ

ミナーについては、１回目は９月 26日の回で、先ほど申しました「生と性の健康講座」

として親子で受講していただきましたが、１月 26 日の回の「子どもの質問に答えられま

すか？」についても、性に係る質問の対応について、保護者の方を対象にしたセミナー

を開催するものです。また、「本館家庭教育セミナー」については、「パパも育児を楽

しもう！」をテーマにした講演会を開催するものです。今年 10月に、育児介護休業法が

改正され、産後パパの育休が新設されるなど、パパの育児休業が取りやすい環境になっ

てきたことを受け、子育てパパが家族も自分も笑顔にするための講座として開催するも

のでございます。 

 続いて、「司会上手への第一歩」についてです。司会上手になるためのポイントを学

ぶ講座として、夜間講座として開催するものです。公民館の講堂で開催するものですが、

オンラインでの参加も可能としており、自宅にいながらでも受講できるよう、機器を用

意しているところでございます。 

 続いて、「楽しく体験しよう！みんなのメルカリ教室」につきましては、環境学習、

またはデジタルデバイドの解消を図ることを目的に開催するもので、市の経済部では昨

年８月にメルカリと連携協定を締結した中の一環として、メルカリの社員の方を講師に

お招きし、リユースの啓発を図るものでございます。 

 続いて、「いけばな教室」について、東部地区茶華道協会の皆さんに指導のご協力を

いただきまして、クリスマスのお花、また、お正月のお花と、２回に分けて教室を開催
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するものでございます。 

 続いて、高齢者事業です。「福寿大学」につきましては、引き続き生涯学習コーディ

ネーターのご協力をいただきながら、クリスマスコンサートや落語、健康講話を開催す

る予定でございます。 

 続きまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」につきましては、掲載のとおり

１月と３月に開催いたします。 

 続きまして、「シニアのための応援セミナー」につきまして、４回講座のうちの３回

目、４回目を来週、再来週ということで開催します。13日の「太宰治～『黄金風景』を

歩く～」につきましては、船橋駅南口から太宰治のゆかりの地、これは太宰治の旧宅跡

や太宰治が植えた夾竹桃（キョウチクトウ）、太宰治が遊びに行った「海老乃湯」の跡

地、旅館「妙泉」などを訪ねながら散策するものでございます。 

 その他の事業についてです。東部地区５館合同事業として、「特撮体験～綿で雲海を

つくってみよう！～」についてですが、これは円谷プロのウルトラマンシリーズなどの

特撮美術として参加されていた三池敏夫氏を講師としてお招きし、綿やチョークを使っ

て雲や空を再現するワークショップを実施するものです。定員を上回る応募、特に小学

生の応募を多くいただきまして、特撮体験を通して興味・関心を深め、子供たちの将来

の夢につながることを期待する事業です。 

 続きまして、「地域ふれあいコンサート『ふたりで打楽器オーケストラ!?』」につき

ましては、船橋市の音楽フェスティバルの一環として、地域ふれあいコンサートを実施

するものです。今回はマリンバとドラムを使っての２人の奏者によるコンサートですが、

オーケストラのようなすばらしいコンサートが繰り広げられるものということです。 

 最後に、「親子で楽しむおはなし会」「卓球開放」「子ども日本語教室」については、

掲載のとおりの日程で開催する予定です。 

 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、三田公民館さん、お願いします。 

○三田公民館長 

 三田公民館の令和４年 12 月８日から令和５年３月 31 日までの事業計画についてご説

明いたします。 

 青少年の「ハッピーサタデー事業」ですが、12月のフラワーアレンジメント教室はク

リスマスのアレンジをつくります。講師の欄に追記をお願いしたいと思います。フラワ

ーアドバイザーの高橋かおりさんを講師としてお招きいたします。記載されています三

田習地区青少年相談員は、講師のサポートとしてご協力いただきます。１月は、パラス

ポーツとお正月遊びを行います。２月、３月の「子どもまつり」「春のお楽しみ会」の
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詳しい内容等は、ただいま調整中でございます。 

 続きまして、成人事業についてご説明させていただきます。「初めてのスマホ体験」

ですが、12月に「かんたん入門編」、１月に「やさしい基本編」を実施いたします。ど

ちらも文字の入力や地図アプリなどについて、スマホの基本操作を学びます。 

 「歴史講座」ですが、翌年からのＮＨＫ大河ドラマの内容を取り上げての講座となり

ます。１月 21日と 22日の２日間に分けて実施する予定でございます。 

 続きまして、高齢者事業の「三田寿大学」は、ハープ奏者の本間美貴子さんによるク

リスマスコンサートをはじめ、記載の内容を実施してまいります。 

 「認知症予防講座」は、５回にわたり実施いたします。 

 次の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」につきましても、12月と２月に実施しま

す。どちらも健康づくり課との共催事業となります。 

 その他の事業の「おひさまクラブ」「土曜卓球開放」「三田ふれあいコンサート」は、

記載のとおり実施する予定です。 

 三田公民館の事業計画説明は以上となります。 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして習志野台公民館さん、お願いします。 

○習志野台公民館長 

 習志野台公民館、令和４年 12 月８日から令和５年３月 31 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、12月が青少年相談員

とブロックのご協力でプラバン工作、１月は、ガールスカウト千葉県第 30 団のご協力を

得て干支追跡ラリー、２月は、館区内の青少年関係団体のご協力をいただいて、こども

まつり実行委員会によるこどもまつりで、12 月 20 日に第３回の実行委員会を開催し内

容を決定していくものです。３月は、習志野台児童ホームでのハンドベルコンサートを

行う予定でございます。 

 次の「職業講演会」は習志野台中学校にて１年生、２年生を対象に、講師は柔道整復

師、ピアニスト、それと、市職員でございます郷土資料館の館長をお招きして実施する

ものです。実施方法については先ほどの前原中学校と同じで、子供たちは教室でモニタ

ーを見ながらやるという形になります。 

 次に、成人事業でございます。「家庭教育セミナー」本館でございますが、習志野台

児童ホームで行います。 

 ページ移りまして、「習志野台第一小学校ＰＴＡ家庭教育セミナー」を実施いたしま

す。 

 次に「サークル応援講座」では、習志野台公民館の社会教育関係団体の中から募った
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サークルの活動内容を広く周知するため、公民館の全面的なバックアップ、例えばホー

ムページへの掲載、チラシの配布、実施の補助等を行って実施するものでございます。 

 次に「バリアフリー映画会」です。こちらは、当館は東図書館との併設館でございま

すので、東図書館との共催により『西の魔女が死んだ』という映画を上映いたします。

この映画は、視覚、聴覚に障害のある方向けに、字幕が映画の横に出るのが１つ、それ

と情景をアナウンスで、例えば「今、誰々がドアを開けて中に入ってきました」という

のが一緒に流れるような、ちょっとほかの映画と違う部分はそういうところがございま

す。視覚、聴覚に障害のある方との地域交流を目的として、映画鑑賞会を行います。 

 次の「ボッチャ体験会」は、公民館コーディネーターとの協働事業として、船橋障が

い者スポーツ協会の協力を得て初心者向けに実施いたします。今、私、間違えましたが、

講師については、「船橋市」ではなく船橋障がい者スポーツ協会となります。 

 ページ移りまして、高齢者事業でございます。「習志野台寿大学」は 12 月、今日実施

していたのですが、横洲かおるさんのクリスマスコンサート、１月が林家はな平さんを

招いての新春寄席、２月が飛ノ台遺跡公園の学芸員を招きまして「縄文人のくらし」と

いう講義、また、３月については閉校式を行うように予定しております。 

 次の「介護予防教室」は、習志野台公民館は今回４回シリーズで行います。 

 また「ふなばしシルバーリハビリ体操」は 12月と２月、どちらも保健所の健康づくり

課との共催にて実施いたします。 

 「ハッピーサロン」は、福祉団体フキのとうとの共催で行ってまいります。 

 ページを移りまして、習老協、習志野台公民館区老人クラブ連絡協議会の支援事業で

す。こちらについては室内ペタンク大会を２月に実施いたします。 

 次に、その他事業ですが、「地域ふれあいコンサート」を、ギター奏者の明石現氏を

お招きして行います。 

 さらには、「おもちゃの病院」「将棋開放」「卓球開放」も実施してまいります。 

 習志野台公民館の事業計画について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、次に飯山満公民館さん、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します。 

 初めに、青少年対象「ハッピーサタデー事業」です。１月は、昨年計画していました

が、コロナウイルス感染拡大防止により中止としていました東部保健センター栄養士に

よる講話と、飯山満小学校区青少年の環境を良くする市民の会にお願いしてみそづくり

をします。出来上がりは数か月先になります。２月ははさま子供まつりです。来週、実

行委員会を開き、内容等を検討します。３月は、手づくりお菓子で感謝の気持ちを伝え
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ようというコンセプトで、高学年向け料理教室を行います。 

 次に、冬休み宿題応援企画「書き初め教室」です。書道塾に通っていない小学校３年

から６年生を対象として、昨年に引き続き芝山高校書道部の先生と生徒さんに講師をお

願いします。 

 次に「本館家庭教育セミナー」です。飯山満南小学校６年生を対象に、キャリア教育

を行います。こちらも昨年、残念ながら中止になってしまった事業です。今年もコロナ

ウイルスの感染状況を見ながら、実施できるか検討しているところです。 

 次に「二宮中学校職業講演会」です。二宮中学校１年生を対象に、警察官、保育士、

助産師をお呼びして職業についてのお話をしていただき、職業観、人生観を学び、自分

の将来や職業についての関心を高めてもらうことをねらいとしています。 

 次のページに行きまして、成人対象の「ミニ門松 de迎春」です。市内の造園業者さん

にお願いしています。年末はかなりお忙しいそうですが、引き受けていただきました。

広報に写真を入れていただいたこともあり、定員の３倍近くの方が応募してきてくださ

り、抽選で本日結果をお伝えしたところです。 

 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）」の、

今年度４回のうちの最終回と、「スマホの基本と LINE 体験」２回は、記載のとおり行い

ます。また、今年度初の QR決済の使い方も行います。 

 次に、「はさまロングウオーク」です。毎年恒例の事業です。今年度は公民館を出発

し、中野木、前原方面を 6.7 キロ歩く予定です。 

 次のページに行きまして、「文書館講座」です。１回目は出前講座で、公民館で「伊

能忠敬の房総測量～『測量日記』を読み解く～」をテーマにお話ししていただき、次の

週に、千葉県文書館の施設を見学しながら古文書等を見せていただく予定です。 

 次に高齢者対象事業です。「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、今年度最終回

を記載のとおり行います。 

 次に「飯山満寿大学」です。12月は「座ってタップ」、１月は真打の落語家さんによ

る「新春落語」、２月は元市内小中学校の校長先生３名で結成しているレジェンズによ

る「みんなで歌おう！懐かしのメロディ」です。コロナの感染状況により、寿大学生が

一緒に歌えるか、聴くだけになるかは、そのときに判断したいと思います。３月はハー

プコンサートと閉校式です。こちらも簡単な茶話会を予定していますが、状況により茶

話会のみ中止になるかもしれません。 

 次に「ゆびとま子育てサロン」は記載のとおり行います。 

 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。 

 では、最後に薬円台公民館さん、お願いします。 
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○薬円台公民館長 

 薬円台公民館の令和４年 12 月８日から令和５年３月 31 日までの事業計画について、

ご説明させていただきます。 

 まず、「ハッピーサタデー事業」です。「おこづかいの話と貯金箱づくり」につきま

しては、現在、定員いっぱいのお申込みをいただいております。お金について学ぶとと

もに貯金箱をつくります。「ふなばしかるたで遊ぼう！」は、船橋の歴史や文化、名所

を紹介したかるたで楽しみながら、船橋のことを知っていただきます。３月５日の「や

くえんだい子どもまつり」については、現在、関係機関と協議中でございます。 

 「学社連携事業 クラブ活動支援事業」につきましては、継続事業であり、記載のと

おりとなります。 

 続きまして、「本館家庭教育セミナー」になります。３回実施のうち２回目と３回目

になります。みそづくりは受付当日に定員いっぱいとなり、人気となっております。「五

感を育てるおもちゃ作り」については、遊び方の実演をしながら成長に合わせたおもち

ゃ選び、遊び方を講義します。また、透明包装を使ったハンドルなどを製作いたします。 

 続きまして「スマートフォン講習会」については、記載のとおりとなります。 

 その下、２つの講演会につきましては、生涯学習コーディネーターとの共催事業にな

ります。「船橋のお宝 再発見」につきましては、観光、祭、ロケ地、スポーツ、芸術、

地産地消、すごい船橋の歴史、技、味、農業、漁業を学びます。「20 歳のソウル」につ

きましては、原作者の方からお話を伺います。「20歳のソウル」は、本年５月から映画

上映され、市立船橋高校に受け継がれている応援曲「市船 soul」にまつわる実話となっ

ております。 

 続きまして「防災講座」になります。現在、講師であるＳＬネットワークと内容を協

議中でございます。 

 続きまして「大人のヨガ教室」になります。自分の体質、状態を知り、健康でいるた

めの知識を身につけます。「経絡ヨガ」とは、体調を改善する効果のあるツボや経絡を

意識してヨガのポーズを行うものです。無理なくゆっくり行い、心と体を整える方法を

学びます。 

 続きまして「美文字講座」となります。先ほどのヨガを「動」とし美文字講座を「静」

として、講座を組みました。文字を書く上での基本的なとめ、はらいなどから学び、最

終的には自分の気持ちをきれいな字に込めて相手に贈れるよう、ご祝儀袋や宛名書きを

実際に書いてみます。 

 続きまして「クレパス講座」です。クレパス、クレヨンは子供だけのものじゃない。

クレパス基本から始まり、グラスに絵を描くことなどを予定しております。３回講座と

なります。 

 続きまして「やくえんだい福寿大学」となります。薬円台 300 年の歴史を学びます。



－23－ 
 

そのほか、歌と落語、交通安全教室と防犯講座を実施予定です。 

 「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」、介護予防の体操については、記載のとおり

となります。 

 「カンガルーぽっけ」です。おはなし会では、大型絵本やパネルシアター等を使いま

す。そのほか、『はらぺこあおむし』のカード、人気のあった「おひるねアート」を行

います。現在、各講座で定員が全て埋まっております。 

 続きまして、「ふなばし音楽フェスティバル薬円台ふれあいコンサート」です。薬円

台公民館では年２回のコンサートを実施しており、常に人気がございます。今年度の２

回目のコンサートは、ピアノとコントラバスでお届けします。 

 「地域緑化支援事業」は、引き続き薬園台駅前花壇等の管理を行ってまいります。 

 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。 

 全ての公民館さんから説明をいただきました。ご質問またはご意見がございましたら

お願いします。いかがでしょうか。どうぞ。 

○本間委員 

 東部で出ていましたが、５館合同事業というのは毎年やっているのですか。 

○東部公民館長 

 そうですね。５館の合同企画の事業でございます。単独館よりも規模を拡大して、予

算的にも大きい事業が企画できるということで関係しております。 

○本間委員 

 特撮というのは、大人のほうがやりたくなりそう。 

 つい興味が湧いてしまうような企画だなと。 

 あと、中学生対象の職業人の講演というのは、「13歳のハローワーク」の関係上やっ

てほしいなと思っています。今、学校に行けていないような子がいっぱいいるので、ぜ

ひそういうもので刺激を持ってほしいなという気持ちはいっぱいあります。頑張ってほ

しいなと。 

 習志野の例のバリアフリーの映画は、なかなか得られない。よく企画したなと感心し

てしまいました。 

○習志野台公民館長 

 例年やっている事業で、去年、一昨年はコロナの関係でやらなかったのですが、うち

は東図書館という強みがあるので、そことの共催という形でやっております。 

○本間委員 

 なかなかこういうチャンスがないので、すてきだなと。 

 全然違いますが、先ほど報告でありましたように、コーディネーターさんが結構参加
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しているということで、先ほどみたいに（公民館が）参加できないときのマニュアルと

いうか、保険とか、いろいろなものはできているのですか。報告方法とか。 

○飯山満公民館長 

 もともと公民館で外歩きするときは全部保険を掛けます。 

○本間委員 

 それから、連絡網の方法とか。万が一は本当にあるから分からないけれども、そうい

うマニュアルというのはあるのですか。今後つくったほうがいいのか私は分かりません

が。うちのほうも企画書をもらってくるんだけれども、「どうなの？」と結構悩みなが

ら、「８時間以内で帰ってらっしゃい」とか言ってますが。そんな感じもあるので、い

ろいろとトラブルが起きたときのため、そういうのは今後やっていかないと。 

○飯山満公民館長 

 そうですね。今回、本当にこれを肝に銘じて考えていかなければいけないなと。こう

やって遠くで集合したときにこんなことがあったら、ちょっと困りますから。 

○本間委員 

 館の中ならいいけれども、外で集合となったとき危険度が一番高いのと、参加する方

たちも高齢者が多いみたいなので、そこはちょっと気をつけていかないと。そういうマ

ニュアルというか、けがをしたときにはどうするとか、保険はどうとか、いろいろある

のだろうと思うけれども、そういうものはちゃんと今つくっておかないと、また何かで

トラブルが起きたときに裁判になってしまいますから、やっていただけるといいかなと

思っています。 

○大塚委員長 

 今のお話で、安全管理上の問題ですが、基本的には切り傷やすり傷だったら自分たち

でできますけれども、消防署、警察署、それから病院については、いい悪いは別にして、

もし何かあったらお願いしますということの事前の連絡体制はとっておいたほうが安全

です。 

○飯山満公民館長 

 現地のですね。 

○大塚委員長 

 はい。それはできると思います。だから、そういうものを一つつくっておくことと、

行くときには、大したところでなくても、安全のために医薬品をちょっと入れておくと

かね。 

○飯山満公民館長 

 もちろん行くときは救急箱を持って、もちろん保険も掛けて。 

○大塚委員長 

 当然だと思うんですけれども。あとは、医療関係、警察関係、消防署関係、その辺を
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整備しておけばまず大丈夫だと思います。ありがとうございました。 

○加瀬委員 

 シルバーリハビリ体操ですが、講師が健康づくり課の職員と、市民の方で初級の指導

員になるために資格を取った方がやられていますけれども、指導員さんというのは、そ

ういう教育を受けている市民の方ですよね。同じ体操をやられるのではないかと思うの

ですが、違いはあるのですか。これを見ると、講師が健康づくり課職員他で、「他」とい

うと、こちらが指導員になっているわけですか。 

○飯山満公民館長 

 講師は指導員さんです。職員ではないです。 

○加瀬委員 

 三田公民館の計画の１枚めくった裏の一番下にシルバーリハビリ体操がありますが、

この講師が健康づくり課職員となっている。 

○舟橋副委員長 

 これはきっと、ふなばしシルバーリハビリ体操の職員の書き間違いではないですか。 

 三田公民館だけ健康づくり課職員になっているので、そこを訂正すればよいのでは。 

○三田公民館長 

 次回から統一させていただいて、訂正いたします。 

○大塚委員長 

 それでは、公民館の事業計画について採決を採らせていただきます。各公民館一括し

て承認いただける方については、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。各公民館からの公民館事業計画（12 月８日～３月 31 日）

について、ご承認をいただきました。誠にありがとうございました。 

 続きまして、議題（３）「社会教育関係団体の登録申請（新規）について」、習志野台

公民館及び飯山満公民館の順に説明をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「非公開審議」 
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議題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。 

 

議題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 

 ありがとうございました。全員承認をいただきましたということで、２つの登録団体

については承認したことになります。 

 それでは、続きましてそのほかになりますが、事務局から連絡事項はありますか。 

○東部公民館長 

 ご審議いただきましてありがとうございます。 

 次回の日程についてのご案内ですが、年度最後ということで、第５回目の審議会の日

程は３月 23日、木曜日ということで予定してございます。年度当初の予定ですと今日と

同じ３時半ということにはなっているのですが、その時間でよろしいでしょうか。 

○大塚委員長 

 前回あった新規社会教育関係団体の登録については、修正をして、皆さんに見ていた

だいて、それで承認されたということになっていますか。 

○東部公民館長 

 はい、そうです。すみません、申し遅れました。 

○大塚委員長 

 前回の新規団体については修正があって、それについて認めて、承認を受けたという

ことで、記録に残しておいてください。 

○東部公民館長 

 ありがとうございます。 

○大塚委員長 

 私のほうから金子館長さんに、この前、公民館の目玉事業をつくったときに評価・反

省というものがあって、その目玉事業が本当に評価されたとか、その反省はどうなんだ

ということをお話をしていただきたいということで、全ての資料を渡してお伝えしたの

ですけれども、いかがでしょうか。１ページでもいいので、ポイントだけ、もう一度、
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我々を含めて、公民館の今後の発展も含めて、事業の一つ一つに評価があって、そして

反省があってということの繰り返しで進捗していくのだと思うので、さらにいい公民館

をつくるためには、そういう自分たちがやったことに対する評価と反省があって初めて、

今後の新しい事業にも向かっていくわけなので、その辺を含めて、再度すみませんが、

我々のほうにもお願いします。 

○東部公民館長 

 かしこまりました。この件については今回の運審の報告資料の中でも、特に私はこの

資料を見させていただいて、シリーズものの事業が終わった中のまとめを書かせていた

だいています。今までも書いているところではございますが、過去の経緯を踏まえて見

れば、そこのまとめの欄はイコール点検・評価にもつながるコメントにもなりますので、

そこはきちんと点検・評価という今までのプロセスを踏んで、点検・評価のことを踏ま

えた中でのまとめということで記載していきたいと考えています。 

○大塚委員長 

 館長さんのほうで皆さんにやってもらえば。委員としても、その結果として、そうい

うものはどうなっていたかということをいただくことによって、我々も意見があれば言

わせていただく、お互いがいい公民館をつくろうという一体感でつながるじゃないです

か。そういう意味で、市を通して公民館さんが我々に評価・反省についての目玉事業と

いうのをつくってくれる、そういう意味合いであったと私は思っています。そういう評

価・反省は、お互いに新しいものをつくっていくときに話し合っていこうということだ

と思います。よろしくお願いいたします。 

 私のほうは以上でございます。ありがとうございました。 

○東部公民館長 

 次回の時間を確認します。午後３時半でいかがですか。 

○大塚委員長 

 どうですか、皆さん。３時半でよろしいですか。 

○東部公民館長 

 それでは、３時半ということで次回ご案内させていただきます。 

 事務局からは以上でございます。ありがとうございました。 

○大塚委員長 

 ありがとうございました。 

 

午後５時２４分閉会 
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