
第３号様式 

令和 2 年度 第 1 回西部公民館運営審議会 会議録 

 

１ 開催日時  令和 2 年 9 月 17 日（木曜日） 午後 3 時 15 分から 4 時 18 分 

２ 開催場所  船橋市西部公民館 2 階 第 1・2 集会室 

３ 出 席 者 

（1）委 員   大槻委員長、石井副委員長、宍戸委員、牛山委員、坂本委員 

中西委員、金居委員、福田委員 

（2）事務局     西部公民館長、法典公民館長、丸山公民館長、塚田公民館長、葛飾公民

館長、西部公民館長補佐、西部公民館事業担当者 

４ 欠 席 者  なし 

５ 議 題 

【公 開】 

(1) 令和 2 年度 公民館の事業報告等（4 月 1 日から 9 月 16 日） 

(2) 令和 2 年度 各公民館の事業計画（9 月 17 日から 12 月 16 日） 

【非公開】 

(3) 社会教育関係団体の登録申請（新規 2団体） 

 ※非公開理由：船橋市情報公開条例第 7条第 2項の不開示情報（個人に関する情

報）を審議することから、同条例第 26号第 2号に該当するため 

６ 傍 聴 者  なし 

 

７ 決定事項 

(1) 令和 2 年度 公民館の事業報告等（4 月 1 日から 9 月 16 日）を承認 

(2) 令和 2 年度 各公民館の事業計画（9 月 17 日から 12 月 16 日）を承認 

(3) 社会教育関係団体の登録申請（新規 2団体）を承認 

 

８ 議 事  次頁より 

９ そ の 他  次回 令和 2 年 12 月 17 日（木曜日）午後 2 時から 

西部公民館 第 1・2 集会室にて開催予定  

問い合わせ先  船橋市西部公民館  ℡:047-333-5415 

公表用 
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開会 

 

○事務局（西部公民館長補佐） 

 本日の会議は、今年度第１回目の運営審議会になりますので、まず委員長の選出を行

います。委員長の選出には仮議長を決めて行うことになりますが、皆様の賛同が得られ

れば、事務局が仮議長として進めさせていただくことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局（西部公民館長補佐） 

 ありがとうございます。 

 では、西部公民館長が仮議長として進行させていただきます。井戸山館長、お願いし

ます。 

○仮議長 西部公民館長 

 それでは、委員長の選出でございますが、船橋市公民館条例施行規則第 14条第１項に、

「委員長及び副委員長を１名置き、委員の互選により定める」とございますので、どな

たか立候補される方もしくは推薦されたい方はいらっしゃいますでしょうか。 

○坂本委員 

 大槻さん、お願いします。 

○仮議長 西部公民館長 

 大槻委員という声が上がりましたので、大槻委員長でいかがでしょうか。 

（拍手） 

○仮議長 西部公民館長 

 ありがとうございます。 

 大槻委員長、よろしくお願いいたします。 

 それでは、大槻委員、委員長席のほうにご移動をお願いいたします。 

（大槻委員、委員長席へ移動） 

○大槻委員長 

 大槻でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、副委員長の選出ということですが、石井委員にまたご苦労願えればと思ってお

りますが、いかがでしょうか。 

（拍手） 

○大槻委員長 

 指名させていただきます。よろしくお願いします。 

○仮議長 西部公民館長 

 石井委員、ご移動をお願いします。 

（石井委員、副委員長席へ移動） 
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○仮議長 西部公民館長 

 それでは、副委員長も決まりましたので、よろしくお願いします。 

○事務局（西部公民館長補佐） 

 それでは、委員長及び副委員長が選任されましたので、仮議長は解任させていただき、

改めまして大槻委員長、石井副委員長、ご挨拶をお願いできますでしょうか。 

○大槻委員長 

 校長先生もご存じなので、初めましてとはちょっと言いづらいので。 

 平成 28年ですか、初めて委員長ということでやらせていただいています。なかなか、

年ばかり重ねてしまいまして、それは普通に重ねられるんですけれども、中身のほうが

どんどんと重なっていないような状況で、また皆様にご迷惑、特に石井副委員長にはご

迷惑をおかけするかと思いますが、ご協力のほうをよろしくお願いいたします。 

○事務局（西部公民館長補佐） 

 石井副委員長も、お願いいたします。 

○石井副委員長 

 長年、副委員長をやっている石井でございます。 

 かなりもう長いんですけれども、小栗原小学校には今孫が通っていますので、先生に

はお世話になっているんですけれども、行ったことがないので全然分からないです。 

 今年はコロナが流行してしまいまして、どこの団体でも事業どおりに、計画どおりに

いかないのですけれども、この公民館についてもやはり同じだと思います。人数的にあ

まり入れてはいけない、密になってはいけないということで、非常にやりづらい点もあ

ると思います。最近、比較的数が減ってきたということで緩和されていますけれども、

十分コロナには気をつけてやっていただきたいと思います。 

○事務局（西部公民館長補佐） 

 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまより、令和２年度第１回西部公民館運営審議会を開催いたします。 

 本日の審議会は、牛山委員が遅れておりますが、全委員８名のご出席をいただいてお

ります。船橋市公民館条例施行規則第 15条第３項の規定により、半数以上の出席がござ

いますので、この会議が成立いたします。 

 また、会議の公開につきましては、船橋市情報公開条例第 26条及び附属機関等の会議

の公開実施要綱の規定により、当審議会も原則公開となります。 

 本日、傍聴人はおりません。 

 それでは、議事に入りますが、議事の進行につきましては、船橋市公民館条例施行規

則第 15条第２項の規定により、委員長が議長となります。先ほど委員長が決まりました

ので、大槻委員長、議事進行をお願いいたします。 

○大槻委員長 
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 それでは、議事に先立ちまして、まず議事録署名人を指名させていただきます。今年

度は、中西委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○中西委員 

 分かりました。 

○大槻委員長 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 議事の（１）です。令和２年度４月１日から９月 16日までの公民館の事業報告等につ

きまして、西部公民館長から報告をお願いいたします。 

○西部公民館長 

 それでは、報告させていただきます。 

 次第には、４月１日から９月 16日とございますが、実際この期間、新型コロナウイル

ス感染症の影響がございまして、公民館としては自主事業を一切行っておりません。こ

の間のコロナウイルス感染症に対しての対応について、ちょっと報告をさせていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 年度がまたがりますが、まず２月 19日のコロナ対策本部会議により、市主催のイベン

トの中止、延期に関する基本的な考え方などが示されました。入館時の手洗いの徹底や

手指消毒液の使用、マスクの着用など咳エチケットに努めるよう、この日以降、掲示も

しくは直接口頭で公民館の利用者に伝えてまいりました。 

 続いて、２月 21日から使用料の還付についてということで、企画財政部より通知があ

りまして、２月 27日還付について再度示されることとなりました。この日、コロナ会議

の第５回目がございまして、市主催のイベントの中止、ここで８月末まで中止というこ

とが示されました。２月 29日から３月 15日まで、公民館は休館という指示がございま

して、事務室機能のみ残し、部屋の貸し出しは一切できないこととなりました。 

 ３月５日の会議により、２月 29日からさらに２週間延長で、３月 31日まで休館延長

となりました。３月 23日の会議では、４月 12日まで休館延長となりました。４月７日

のコロナ会議、15回目の会議でございますが、４月 26日よりさらに延長となりまして、

５月６日まで休館延長となりました。 

 この間、ここで４月９日～５月６日の間、公民館は完全閉鎖となりました。事務室機

能は残していたのですが、完全に事務室も――事務室と言いますか公民館に入ること自

体をＮＧといたしまして、完全に閉鎖となりました。４月 13日以降、地区館の職員は、

順次保健所のほうに応援という形で、保健所の事務に携わっていくことになりました。 

 ４月 13日、これは部長会ですけれども、地区館の職員を派遣ということと、残った基

幹公民館の職員も交代制勤務、いわゆる民間で言うと在宅勤務です。なるべく密にしな

いように、事務室に詰める職員の数を減らすということで、交代制の勤務を導入したシ
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フトに移っていきました。 

 ４月 21日のコロナ会議では、さらに休館が延長されまして、５月 31日までとなりま

した。引き続き、地区館の事務室機能も停止となっております。 

 ５月 27日のコロナ会議では、６月１日～６月 15日まで事務室機能の再開、15日から

は部屋の貸し出しを再開するということで動き出しまして、６月１日から地区館の職員

も自館に戻って事務を執るようになりました。 

 ６月 15日、部屋の貸し出し再開ですが、「３密の回避」などかなりの制限の中での貸

し出し再開となりました。各部屋の定員を、１人当たり 2.25平米で計算いたしまして、

ほぼ通常の定員の半分から半分以下の定員で使用していただくということになりました。

利用者の皆様には大変ご不便をおかけしておりますが、感染症を防ぐという意味では、

ご理解を頂けているものと思います。 

 ７月 30日ですが、市の主催のイベントは、９月 30日まで原則中止ということで延長

されました。 

 ８月５日、保健所地域保健課より、事業等の再開に関する際の新たな基準がまた定め

られまして、開催する事業により必要性があるのかどうかを見極めた上で開催するよう

にという通知が参りまして、この時点ではまだ公民館の事業は再開できておりません。 

 ８月７日の会議では、９月、10月の市主催のイベントや事業は原則中止とするという

ことで、またさらに延長の指示が参りました。 

 一番新しいニュースといたしましては、昨日指示がありまして、公民館の使用基準の

変更ということで、最近東京都もかなり感染者が減ってきたということと、千葉県内、

船橋市も感染者がゼロという報告の日も何日かございました。接触して活動するような

スポーツ、合気道、柔道、それから、飛沫が伴う活動、合唱、詩吟、謡曲、スポーツ吹

き矢、こういったものにつきまして、いわゆる中央競技団体、例えば柔道で言いますと

全日本柔道連盟が示しているガイドラインに沿って活動ができるということがこの施設

で確認できれば、その団体は公民館を使っていいですよということになりました。 

 ですから、各公民館では楽器とか合唱のサークルが今までずっと活動ができなくてい

らっしゃったと思いますが、今後 10月１日からは、そのガイドラインに沿った感染対策

をしていただければ、活動が再開できるということになりました。 

 ただし、ダンスは、私個人もちょっと疑問が残るのですが、競技ダンスでパートナー

が固定されているものに限りということで、中央競技団体のガイドラインに基づく感染

対策ができればいいですよということです。ですから、社交ダンスで言うと、ダンスパ

ーティー等はよく不特定多数の人と入れ替わって踊ったりするので、そういうことは駄

目ですよということになりました。 

 あと、カラオケですが、カラオケは市中でもまだクラスター感染者が発生している状

況が見受けられるということだと思いますが、残念ながらカラオケはまだ公民館では解
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禁になりませんでした。 

 そのほか、朗読、語学については、マスク着用で声のトーンを落としていただく。1.5

メートルの距離を確保。 

 囲碁、将棋は、活動前後の手指消毒、手洗いの徹底、マスク着用、人との接触、会話

を控える、対面する時間を極力短くする。将棋を打っている時間は、短時間で打ってく

ださいということになってしまうと思います。 

 それから、調理、茶道、飲食でございますが、こちらも 1.5メートル以上の距離確保、

会話を控える、対面にならない、食器等を共有しない、洗剤で洗浄できない茶器を使用

する場合は利用不可とするなどの条件がございますが、これを守っていただければ使用

できる。ただ、一定時間マスクを取って、食べる、飲む、話す行為というのは、ちょっ

とリスクが高まりますので、疑問が残る点ではありますけれども。 

 昨日までの公民館の運営の報告としては、以上でございます。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、承認云々ではないですけれ

ども、皆さんで、利用者の立場からというのでしょうか、それぞれに困ったことがいろ

いろあったかと思いますけれども、何か問題等がありましたらここでおっしゃっていた

だいて、今後の参考等にできればと思います。いかがでしょうか。特にお気づきの点は

ございませんでしたか。大丈夫でしょうか。 

 本当に今回、みんながみんな初めてのことで右往左往というか、何とかここまでよく

やってこれたなと思います。皆さん、本当にお疲れさまでした。 

 それでは、次の議事（２）のほうに移ります。 

 令和２年度各公民館の事業計画を、西部公民館から順次お願いいたします。 

○西部公民館長 

 それでは、９月 17日から 12月 16日までの事業計画を報告させていただきます。 

 その前に、先ほど運営のほうの報告の中で申し上げなかったのですが、市主催の事業

は、基本的には 10 月いっぱいまでやれないことになっています。11 月１日以降は、各

担当部署で、これは市役所で言いますと各課です。我々で言いますと公民館全体となる

のですが、各部署でガイドラインを作成した上で、各課の判断で事業を行いなさいとい

う指示がありました。今、我々のほうでガイドラインを当初のものより見直しておりま

すので、そういう意味もちょっと含みながら事業計画のほうを報告させていただきます。 

 それでは、資料のほうをご覧ください。 

 まず、青少年の事業で「ハッピーサタデー事業」でございます。こちら、時間、日時

は未定でございますが、「けん玉教室（仮）」を計画しております。定員その他は、今

までの事業に比べ、かなり減らしての定員を予定してございます。 

 続きまして、「子供科学教室」でございます。こちらも、日時はまだ未定でございま
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すが、講師は昨年同様、県立船橋高校の阿部先生をお願いしてございます。 

 続きまして、成人の部、「就学時健診等における子育て学習」でございます。こちら

は、11月 17日午後１時半から２時 10分、就学児童への親の関わり方ということで、ス

クールカウンセラーの奥野先生を講師としてお迎えします。 

 続きまして、高齢者でございます。「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」、こちら

は保健所健康づくり課との共催でございます。10 月 28 日（水）、９時 50分から 10 時

半と、11時から 11時 40分、内容はリラックス体操・筋トレ体操です。講師は、保健所

健康づくり課職員、シルバーリハビリ体操初級指導士。各 25名の定員を予定してござい

ます。 

 ここで、すみません、高齢者の事業でございますが、「寿大学」等、年間通して多数

参加者を募ってやる事業については、今年度中止を決定しました。代わりに高齢者向け

は、今後何か別にちょっと考えていきたいと思っております。 

 この保健所の高齢事業については、高齢者のリハビリ等を兼ねて、ひきこもりになら

ないようにということで、保健所の事業については、市主催の事業が何月まで中止とは

関係なく、コロナの最中もずっと継続されておりました。 

 続きまして、その他「おもちゃの病院」でございますが、11 月 21 日（土）を予定し

ております。10時から 12時、壊れたおもちゃの修理でございます。 

 続きまして、「本はともだち」です。11月 26日（木）10時半から 11時半、絵本の読

み聞かせ・工作。講師は西部公民館社会教育関係団体のかえる文庫さんにお願いをして

おります。定員は 10組の予定でございます。 

 続きまして、「親子ふれあいイベント」、12 月 12 日を予定しておりますが、内容と

時間はまだ未定でございます。講師は、マリンバ奏者の宮野下シリュウさんを予定して

ございます。定員もまだ児童ホームと詰め切れていない状態でございますので、今後児

童ホームと協議して決めていきたいと思います。 

 続きまして、「アフター５de公民館」。こちら映画鑑賞でございますが、50人、60人

集まる場合もございますので、慎重に日にち等を決めて開催をしていきたいと思います。 

 続きまして、「西部公民館展示会・活動報告会」でございます。こちらは、文化祭が

不特定多数の方が入って感染のリスクがかなり高いということでございますので、文化

祭は今回 26公民館で全て中止となりました。それぞれ館独自で何かをしようということ

で考えておりますが、西部公民館は 11月７、８日です。各サークルの展示活動報告会を

予定してございます。これは全員参加ではなく、希望を募って展示をしてもらうもので

ございます。 

 最後に、「館報の発行」でございます。発行の日時はまだ未定でございますが、「公

民館の利用について」を今回は予定してございます。9,500部発行の予定でございます。 

 西部公民館は以上でございます。 
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○大槻委員長 

 ありがとうございました。 

 法典公民館、お願いいたします。 

○法典公民館長 

 それでは、法典公民館の 12月 16日までの事業計画の主なものを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。11月に社会教育関係団体の丸山サンクチュア

リさんの協力で、公民館の近くにございます藤原市民の森で森の探検を行います。どう

いう樹木があるのかや、他にも虫や鳥を調べ、森の探検をしたいと思っております。12

月は例年クリスマス会を実施しておりましたが、今年はクリスマス会という形ではなく、

何か工作関係のものができればと考えております。 

 続きまして、成人の部、「就学時健診等における子育て学習」です。法典小学校で実

施する予定になっております。 

 続きまして、高齢者の部、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」です。こちらは保

健所健康づくり課との共催で 10月に実施する予定です。この後１月と３月にこのシルバ

ーリハビリ体操教室は実施いたします。 

 続きまして、「認知症予防講座」です。こちら、法典公民館では数年実施しておりま

せんでしたが、今年度保健所健康づくり課と共催で、10 月 19 日から全４回で実施しま

す。内容は、高齢者を対象にした、身体機能の低下や認知症予防のための運動やレクリ

エーション、ゲームなどという内容になっております。昨日から募集を開始しまして、

現在９名の応募があるところです。定員までまだ空きがございますので、もう少しは増

やしていきたいなと思っているところです。 

 次に、その他の部、「いらっしゃ～い！法典公民館へ」です。記載ではサークル見学・

体験月間となっておりますが、サークルに活動内容やサークルのＰＲのチラシや掲示物

を作っていただき、それを壁面、パネル等に掲示して、サークル紹介をしたいと思って

おります。これは文化祭ができない代わりといいますか、それでサークル活動を紹介し

て来館者に興味を持っていただければと思っております。 

 続きまして、「館報の発行」です。館報は今のところ 10月下旬に発行予定で、事業の

案内や社会教育関係団体の案内などを載せられたらと思っております。 

 簡単ではございますが、法典公民館は以上です。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。 

 丸山公民館、お願いいたします。 

○丸山公民館長 

 丸山公民館の 12月 16日までの事業計画のうち主なものについてご説明いたします。 
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 最初に、青少年の部で、「ハッピーサタデー事業」です。11月７日から、人数を減ら

して、いつもの半分以下ぐらいの人数で小規模に再開していきます。まず、11月が、紙

粘土を使い冷蔵庫などにメモをとめるような、アイスクリームの形をしたマグネット作

りを公民館職員の指導で行います。12月については、内容、講師等未定で、日にちだけ

は設定してあります。 

 次に、「まるやまおはなし会」です。社会教育関係団体の丸山おはなしの会との共催

で 11月 21日から再開します。 

 次に、「もぐもぐ ぴょんぴょん １・２・３」、これは３年ほど前から毎年行って

いるものですが、２～３歳の児童とその保護者を対象に、コミュニケーションをとりな

がら遊んでいくような形で、お母さんやお父さん同士の交流も図っていくというもので、

11月 12日には落ち葉やどんぐりを使った工作やおもちゃ作り、12月 10日については絵

本の選書方法、読み聞かせなどを行っていきます。 

 次に、高齢者の部で、「ふなばしシルバーリハビリ体操」。これも例年の半分以下ぐ

らいの人数で、密にならないように留意して、保健所の健康づくり課と共催で開催しま

す。 

 次に、その他の部門で、「就学時健診等における子育て学習」ですが、11 月 19 日に

法典東小学校、11 月 26 日に丸山小学校ということで、それぞれ小学生の親としての心

構えというような内容や、小学生のうちに身につけたい生活習慣などについて講演を行

っていきます。 

 次に、「出張子育て支援センター」ですが、これは南本町子育て支援センターとの共

催で 12月２日に開催いたします。 

 次に、「丸山公民館巡回児童ホーム」です。塚田児童ホームとの共催で 11月 19日に

開催いたします。当日は自由参加で、子供たちが何人くらい来るかは不明ですが、余り

多く集まらないように、密にならないように心がけながらやっていきたいと思っており

ます。 

 「ボランティア団体等の活動内容の紹介」ですが、公民館の２階の廊下の部分、フリ

ーなスペースのところでパネルを使って毎月各団体ごとに紹介をしていきます。既に９

月から絵画の展示を始めておりまして、10 月は水墨画、11 月は絵手紙、12 月はカメラ

クラブの写真といった形で、月替わりで活動の様子を紹介します。 

 最後に、「館報の発行」ですが、先ほどお手元のほうにお配りしたのが今年度最初の

館報です。これに続いて、後は 10月と 12月にそれぞれ館報を配っていきたいと思って

おります。配布の数は 7,200部で、新聞折り込みで丸山・馬込地区に配布いたします。 

 丸山公民館は以上になります。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。 
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 塚田公民館、お願いいたします。 

○塚田公民館長 

 塚田公民館でございます。 

 まず、塚田公民館は、「こどもおはなし会」ということで、10回予定しているのです

けれども、これ毎年やっている事業でございまして、やはりコロナウイルス対策という

ことで、今回は５人と、かなり人数を減らしてやる予定でございます。 

 その下の「つかだハッピーサタデー」でございますけれども、こちらは 11月 21日に

ネイチャーゲームとあります。これは公民館の外に出まして、長津川親水公園のほうで

植物をテーマにしたゲームや、フィールドビンゴといいまして、カードに描かれている

自然にあるものを自分たちで探してビンゴを完成させる、そのようなゲームを予定して

おります。 

 その下、「YouTuber体験教室」、こちらについては小学生対象ですが、一応１年生か

ら６年生までということで実施する予定です。ただ、スマートフォン、タブレットを持

っていらっしゃらない低学年のお子さんもいらっしゃいますので、その場合には親御さ

んと一緒に参加していただくというようなことで計画しております。 

 その下、「就学時健診等における子育て学習」ということで、行田西小学校が 11 月

10日、行田東小学校が 11月 24日、塚田小学校が 11月 26日ということで計画しており

ます。 

 内容については記載のとおりですが、来年度塚田に開校します塚田南小学校につきま

しては、現在市場小学校と行田東小学校のお子さんが主に通学する予定になっていまし

て、こちらの子育て学習についてはそれぞれの小学校で実施するということで、今年度

はこちらでは対象になっておりません。 

 ページをめくっていただきまして、「手づくりワークショップ」、こちらは今回３回

のうち２回実施する予定です。まず、11 月 12 日にはオリジナル表紙の文庫型手帳、12

月 16日はクリスマスのお菓子、シュトーレンというものをつくる予定でございます。 

 その次、「まちなか散歩」ですけれども、12月２日、市川市の大町公園で実施する予

定です。昨年度は横浜のほうを散策しましたけれども、電車で行くので、コロナウイル

スを避けたいということで近場にしました。 

 次のページに行っていただきまして、中段の「塚田公民館社会教育関係団体活動報告

会（展示）」というのがございます。こちらにつきましては、文化祭を中止にした関係

で、塚田公民館で活動しているサークル、社会教育関係団体及び一般団体も含めまして

作品の展示等を実施する予定でございます。 

 日にちにつきましては、一応 11月 28日と 29日の２日間を予定しておりまして、昨年

度文化祭の参加団体につきましては 25団体ぐらいあったのですけれども、今年申込みを

受けていまして、一応参加したいという意思表示があったのは５団体でございます。で
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すので、講堂でやろうと思っていたのですが、もう少し狭い部屋でパネル展示を予定し

ております。今回新たな試みで、団体で持っている画像とか動画、こういったものをモ

ニターで流そうかと考えております。 

 その次、「つかだコンサート」、こちらはコントラバスの演奏を行います。定員につ

いては、コロナウイルス感染症対策によって 40名程度で、時間についても１時間という

形で実施する予定でございます。 

 最後、「館報つかだの発行」でございますが、10月２日、塚田地区に１万 1,000部を

発行して配布する予定でございます。 

 塚田公民館については以上でございます。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。 

 葛飾公民館、お願いいたします。 

○葛飾公民館長 

 葛飾公民館の 12月 16日までの事業についてご説明させていただきます。お手数です

が、追加した事業がありますので、資料の差し替えをお願いいたします。 

 まず、「ふなばしハッピーサタデー」などの青少年対象事業ですが、協力団体からも

実施に慎重なご意見がほとんどだったので、今回は見送りました。 

 次に、成人対象講座ですが、例年のとおり、葛飾小学校の就学時健診の際の子育て学

習を実施します。また、今回差し替えていただいた資料で追加しましたが、「隅田川の

橋めぐり」という講座を単発で計画しております。これは本来なら講義の後実際に都内

の隅田川の橋をめぐる予定でしたが、まだ都内までまとまった人数で出かけることは難

しいと判断し、今回講義のみを実施して、予備知識を身につけて、新型コロナウイルス

感染症が収まってから各自出かけられればいいのではと考えております。 

 次に、高齢者部門の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」についてですが、こちら

は今年度３回行いますが、そのうち 10月と 12月にそれぞれ２回ずつ、定員 20名で開催

します。「かつしか寿大学」を今年度実施しませんので、こういう機会を待っている方

もいるらしく、何件か既にお問合せを頂いております。 

 また、同じく健康づくり課共催の「一般介護予防事業『楽しく認知症予防』」も開催

します。 

 それから、裏面にまいりまして、今のような状況で実施できる事業として、市で行っ

ているまちづくり出前講座を申請することにしました。これは「消費者講座」というこ

とで実施を考えておりますが、外出や人と交流する機会が減った高齢者が通信販売や訪

問販売に関わることも増えるのではと懸念されまして、その中には悪質なものもありま

すので、その見分け方や対処法を学ぶために計画いたしました。 

 最後に、その他部門として、今年度文化祭は中止にしましたが、各団体の日頃の活動
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を公開する場として、11月 14日、15日の土曜・日曜日に講堂で展示・活動報告会を実

施することにしました。 

 また、これから公民館報を発行し、新型コロナウイルス感染症防止に対応した公民館

の利用方法やサークル紹介、実施する事業を掲載したいと思います。 

 葛飾公民館の今期の計画については以上でございます。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。 

 ただいま発表いただきました事業計画につきまして、ご質問、ご意見等ございました

らお願いいたします。いかがでしょうか。 

 皆さんそれぞれにコロナ対策ということで工夫をされていて、大変だったなと思いま

す。 

 西部公民館、丸山公民館、塚田公民館等に子供に対する読み聞かせ等の事業があった

かと思うのですけれども、「本はともだち」、それから、「まるやまおはなし会」、「こ

どもおはなし会」、そのやり方ですけれども、どのように考えていらっしゃるのでしょ

うか。もちろん読み聞かせになると、マスクをするというのもちょっと問題というか、

しなくてはいけないのでしょうけれども、フェースシールドにするのか。また、密には

ならないようにというのは当たり前ですけれども、つい立てではなくて何かビニールの

ようなものとか、考えていらっしゃるかと思うのですけれども、お願いします。 

○西部公民館長 

 西部公民館でございますが、今、26公民館にビニールのシールドといいますか、スタ

ンドとビニールのシートが各部屋２組ずつ配られましたので、例えば今の読み聞かせで

すと、読む人の前に透明のビニールをスタンドでつけまして、幼児のためにフェースシ

ールドも西部ブロックでは各館に用意してございますので、読んでいただく方にはフェ

ースシールドをしていただいて、ビニールの前で読んでいただくという形を想定してお

ります。当然聞く皆さんはマスクをしていただいて、ある程度の間隔をとっていただく。

ですから、ちょっと広めのお部屋でできればなと考えております。 

○大槻委員長 

 それでさっきの定員も、６名とか、随分減らしていらっしゃるということなんでしょ

うか。 

○西部公民館長 

 若干というか、かなり以前よりは募集の定員は減らしております。講堂でマイクを使

うという手もあるかとは思いますが、ちょっと離れ過ぎてしまうのかなと思いますので。 

○大槻委員長 

 それと、時間的には大分今までよりは少なくして、短時間で。 

○西部公民館長 
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 そうですね。なるべく短時間といいますか、平常時よりも短い時間でというのも考え

ています。あまり短くしても意味のない事業になってしまいますので、時間については

また講師の方とご相談してまいりたいと思いますので。 

○大槻委員長 

 ありがとうございます。子供、特に、小学生ぐらいだと言えば分かるのですけれども、

幼稚園に行っていらっしゃらない就園前のお子さんとかだと、なかなか思うように行動

してくれないという部分があって、難しいのかなという気はしました。でも、事業とし

てはやはり子供の居場所ということから考えても、何とかやっていってほしいなと思っ

ています。 

 何か皆さんございますか。 

 今お聞きしたら、寿大学も全部、今年度中は中止ということですよね。 

○西部公民館長 

 そうですね。それに代わる高齢者向けの事業を今後考えてはいきたいと思います。 

○大槻委員長 

 そうなってくると、高齢者の方々に対するＰＲの仕方というか周知方法なんかもちょ

っと考えていかないと、公民館に毎月来ていらっしゃった方が来なくなるような形です

よね。 

 皆さんいかがでしょうか。何かお気づきの点とかございますか。 

 ご質問等ないようでしたら、各公民館からの事業計画については承認するものとして

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○大槻委員長 

 それでは、承認といたします。 

 それでは、次の議題に移るのですけれども、これからは非公開の審議事項となります。

議事（３）については、船橋市情報公開条例第７条第２号の不開示情報を審議すること

から、同条例第 26条第２号に該当しますので、会議を非公開といたします。 

 

 以下、船橋市情報公開条例第 26条第２号に該当するため、非公開とする。 

 

○大槻委員長 

  本日の議事につきましては、これで終了となりました。皆さんのご協力、本当にあ

りがとうございました。 

 本日の会議の議事録署名は、中西委員、よろしくお願いいたします。 

○中西委員 

 分かりました。 
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○坂本委員 

 ちょっとお伺いしていいですか。 

○大槻委員長 

 はい。 

○坂本委員 

 社会教育団体登録がそれぞれ館によって終わったと思うのですけれども、こんな状態

でやめたとか、社会教育団体に登録するのはやめようとか、そんな団体もあったのでし

ょうか。 

○西部公民館長 

 今年度に入りまして活動がかなり停滞していましたので、解散する団体はかなり増え

ています。どこのブロックも例外なく、解散している団体は例年に比べて増えています。

登録する団体が今回２件もありましたのでよかったのですが、今後の登録はちょっと微

妙なところかなと、あまり出てこないのかなとは思います。 

○大槻委員長 

 今回、社会教育関係団体の報告書は、中間年だったんですよね。 

○西部公民館長 

 そうですね。中間年でございます。 

○大槻委員長 

 でも、一応、会計報告とか事業報告、その辺のものはほとんどの団体は出されている

ということでよろしいのですか。 

○西部公民館長 

 例年ですと、６月で切替えですけれども、今回はコロナ騒動がございましたので、各

公民館で独自に期限を設定いたしまして、報告書を頂いております。来年度は本当の切

替えの年ですので、何とか正常な期限で出していただけるようにお願いをしたいと思い

ます。 

○坂本委員 

 それは仕方がないとは思うけれども、やっぱり今年停滞してしまうとテンションが下

がって、お年寄りは、私なんかもちょっとテンションが下がってしまうから、モチベー

ションをそこまで上げていくのに、よっこらしょみたいな感じになってしまうなと思い

ます。 

○西部公民館長 

 来月からまた活動を再開できるサークルもありますので、多少は戻ってきていただけ

るのではないかというのは期待をしております。 

○坂本委員 

 ありがとうございます。 
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○大槻委員長 

 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、議事のほうを終了とさせていただきます。 

 事務局、よろしくお願いいたします。 

○事務局（西部公民館長補佐） 

 皆様、ご審議ありがとうございました。今ご審議いただきました社会教育関係団体の

資料については回収させていただきますので、机の上に置いたままお帰りのほうをお願

いします。 

 次回は 12月 17日（木曜日）、午後２時から、会場はこちら西部公民館第１・第２集

会室です。 

 これをもちまして、令和２年度第１回西部公民館運営審議会を閉会いたします。 

 

閉会 

 


