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葛飾公民館長、西部公民館長補佐、西部公民館広域事業担当者 
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５ 議 題 

【公 開】 

(1) 令和 2 年度 各公民館の事業報告（9 月 17 日から 12 月 16 日） 

(2) 令和 2 年度 各公民館の事業計画（12 月 17 日から 3 月 31 日） 

【非公開】 

(3) 社会教育関係団体の登録申請（新規 1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  ３人 

 

７ 決定事項 

(1) 令和 2 年度 各公民館の事業報告（9 月 17 日から 12 月 16 日） 

(2) 令和 2 年度 各公民館の事業計画（12 月 17 日から 3 月 31 日） 

(3) 社会教育関係団体の登録申請（新規 1団体）を承認 

 

８ 議 事 次頁より 

９ その他 次回 令和 3 年 3 月 18 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） 

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

員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３名おります。 

 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。大槻委員長、議事進行をお願いします。 

○大槻委員長 

 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。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。 

 それから、先ほど傍聴人ということでしたが、傍聴人３名の方に入っていただいてください。 

（傍聴人 入室） 

○大槻委員長 

 それでは、議事に入りたいと思います。入ります前に、傍聴人の３名の方、傍聴券の裏に注意事

項を書いております。ご覧になって遵守をよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入ります。 

 議事の（１）各公民館の事業報告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、西部公民館事業報告、９月 17 日から 12 月 16 日を報告させていただきます。今年度

はコロナの関係がございまして、11月から事業を再開させていただいております。 

 事前にお断りしておきますが、今回、時間を短縮して報告させていただきますので、主なものを

中心に各館で報告をさせていただきます。どうかご了承をお願いいたします。 

 それでは、最初に、青少年「ハッピーサタデー事業」でございます。青少年課、本中山児童ホー

ムとの共催事業でございます。小学生を中心とした地域の子供たちの居場所づくりということで、

今回は「けん玉教室」を開催いたしました。講師にけん玉パフォーマーの嶋寺克彰さんをお招きい

たしまして、定員 12名のところ 12名集まりまして開催をいたしました。 

 続きまして、ページをめくっていただきまして２ページ中段でございます。「クリスマスファミ

リーコンサート」、共催は本中山児童ホームでございます。講師にマリンバ奏者、宮野下シリュウ

さんをお招きいたしまして、マリンバの演奏を聴いていただきました。公民館、児童ホームに来る

機会が少ない父親が比較的多く参加され、公民館、児童ホームを知ってもらうことができたと思わ
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れます。また、会場を３階講堂といたしまして、参加者数 98名 33組でしたが、家族単位で着席を

していただいて、幼児はお父さんかお母さんの膝の上に座っていただきました。参加者 98 名でし

たが、比較的、密な状態とは思われませんでした。 

 続きまして、「西部公民館利用サークル展示・活動報告会」でございます。新型コロナウイルス

感染症拡大防止のために、不特定多数が来館される文化祭を今年度は中止とさせていただきました。

その代替の事業といたしまして、展示と活動報告会をさせていただき、各サークルの皆さんの日々

の活動の周知の場といたしました。11月７日、８日、２日間にわたり展示をいたしまして、それぞ

れ 105名、109名の来館者がございました。 

 書道や絵画などの作品を作成している団体はそれぞれ作品を、フラダンス等の団体の皆様には、

そのサークル活動の写真を展示していただきました。約 12 サークルと、葛飾中学校書道部、美術

部に参加をしていただいて、例年とは異なった発表の場を提供することができたと思われます。コ

ロナ禍では初の大きな事業ではございましたが、大きな混乱もなく、多くの皆様から好評を得るこ

とができました。 

 続きまして、「本中山地区津波・洪水ハザードマップ説明講習会」でございます。共催は本中山

地区自治会町会連合会でございます。こちらの事業は、連合町会の役員や防災部員の方、また地域

の居住者の皆様の参加もありました。講師に危機管理課職員をお願いしまして、ハザードマップの

説明と避難計画、防災計画の再確認をしていただきました。皆様、熱心に耳を傾けていただいて、

質疑応答も活発なやり取りがございまして、参加者の皆様の意識の高さがうかがえました。 

 西部公民館からの報告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。 

 法典公民館、お願いいたします。 

○法典公民館長 

 法典公民館の９月 17日から 12月 16日までの事業報告の主なものを説明させていただきます。 

 まず、青少年の部の「ハッピーサタデー事業」です。11月は丸山公民館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、「森であそぼう！」を

開催しました。定員 20名のところ 20名の応募がございました。樹木を調べたり、樹木への札づけ、

丸太切り、薪を切る体験などもしています。地域にある森で自然に親しむいい機会を提供できたと

考えております。 

 12 月は先週の土曜日、12 日に、「カタコト音する映写機で見る昔のふなばし」を開催しており

ます。 

 内容は、20～30年前に制作された 16ミリフィルムの上映で、船橋の歴史や当時の船橋の状況、

市内の交通網などを紹介しているものと、最後にクリスマスにちなんだ映画を上映しております。

保護者同伴で開催しましたが、フィルムの中で 20～30 年前の船橋駅や地元の船橋法典駅、馬込沢

駅が映っているものを上映した関係で、親御さんがとても懐かしんでいる様子でした。家族の会話

のいい話題が提供できたかなと思っております。 

 続きまして、次のページの「認知症予防教室」です。今年度、健康づくり課と共催で 10月 19日

から 11月 16日まで実施しました。「認知症予防教室」は法典公民館で久しぶりの開催となります
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が、気軽に参加できる内容で、20名の定員はいっぱいになりました。リラックス体操、記憶ゲーム、

脳トレ、文字探しなど、楽しみながら認知症予防につながり、参加者の方には満足していただいて

いる様子でした。今後もこういった認知症予防教室は続けていければと思っております。 

 次に、その他の部の「いらっしゃ～い！法典公民館へ ～趣味の再発見！仲間さがし！～」です。

文化祭を中止にした関係で、代替ではないですが、サークル紹介ができる場というふうな思いでこ

ちらを企画しました。サークルに活動内容やＰＲのチラシをつくってもらい、それを通路に掲示し

てあります。新たにチラシをつくるサークルもあり、来館者に興味を持っていただいていると思い

ます。また、ほかのサークルが新しいチラシをつくっているのに触発されて、自分たちもチラシを

つくり直したりしているようなサークルもあり、皆さん、会員獲得に向けて工夫しているようでし

た。 

 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 

 丸山公民館の事業報告をいたします。 

 まずは、青少年部門で「ハッピーサタデー事業」ですが、11月７日は「アイスクリームのマグネ

ット作り」を開催いたしました。ペットボトルの蓋に紙粘土を盛りつけてアイスクリーム風にして

着色をしました。そして、裏に磁石をつけて、冷蔵庫などにメモを貼りつけるためのマグネットを

つくりました。 

 続いて、12月 12日は「クリスマスお楽しみ会」ということで、フェルトを使ったクリスマスツ

リーをつくりました。それと、クイズや映画会などを開催いたしました。11 月７日、12 月 12 日、

いずれも抽選となりまして、倍率は 2.5倍程度でした。久しぶりの「ハッピーサタデー事業」だっ

たので、皆とても楽しそうでした。11 月、12 月ともに半分ずつの人数で、１部、２部と人数を少

なめにして密を避けるように開催いたしました。 

 続きまして、一番下の成人一般、「シネマ倶楽部 MARUYAMA」です。今年度、事業が大分中止に

なり少なかったものですから、できることからということで、映画を上映してみようということで

やってみました。月１回で５か月間、合計５回の上映を予定しております。毎回、懐かしい映画を

選定して、リクエストなども受け付けるようにしています。初回の 11月 20日については、「ロー

マの休日」でした。30名の申込みがあったのですけれども、当日の参加者は 24名ということで、

若干人数は減ってしまいましたが、講堂で 24 名だったので大分ゆったり鑑賞することができてよ

かったと思います。 

 次に、高齢者の部門で、「ふなばしシルバーリハビリ体操」です。こちらは 11 月４日なので、

事業再開後１回目の事業でした。この回も２部に分けまして人数を減らしました。２回の参加人数

合計が 20となっていますが、確認したところ１回目が 12名で、２回目が８名でした。定員として

はそれぞれ 25 名でしたけれども、再開後１回目ということもあってＰＲが浸透しなかったかなと

いうのと、参加者の方もまだ用心しながら来ているような感じで、人数は大分余裕がありました。

今後、あと２回予定をしております。 
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 事業の報告については、以上になります。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、塚田公民館、お願いいたします。 

○塚田公民館長 

 塚田公民館、報告させていただきます。資料 10ページです。 

 まず、青少年の「こどもおはなし会」については、こちらに記載のとおりですが、12月 12日の

人数につきましては、４組９名の参加がございました。 

 その下「つかだハッピーサタデー」、こちらも記載のとおりですが、12日につきましては、「ク

リスマス きらきらスノードームをつくろう」ということで２回に分けて行いまして、それぞれ１

回目、２回目、６名ずつ合計 12名になります。 

 次の 11 ページ、成人の部分で「就学時健診等における子育て学習」ですが、一番上の行田西小

学校は「中止」と書かれています。これは学校側から申し出がありまして、講師を呼んでの講座は

中止するということで、中止という形になります。その下、行田東小学校については、人数が入っ

ていませんが、92名の参加がございました。 

 その下の「手づくりワークショップ」ですけれども、12月 16日「自家製シュトーレン」をつく

るということで昨日行ったのですが、募集をかけたときに人数が多かったものですから、講師に確

認しまして、来週 23 日に２回目ということで実施する予定です。なお、昨日の人数については６

名でございます。 

 ページを少し飛んでいただきまして、13 ページをお願いいたします。13 ページ一番下ですけれ

ども、「塚田公民館社会教育関係団体活動報告会（展示）」ということで、やはり文化祭を中止に

した関係で、団体向けに何かできないかなということで申込みを受けまして、展示等及び会員の募

集の事業を実施しました。参加団体は８団体になります。ただ、ご覧いただいた人数は少なくて、

28日が 24名、29日が 35名でした。 

 次のページで「つかだコンサート」、一番上にございます。こちらについてはコントラバス奏者

の高杉さんを講師に呼びまして、約１時間でしたけれども実施いたしました。42名の参加がござい

ました。 

 簡単ではございますが、塚田公民館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９月 17 日から 12 月 16 日までの主な事業についてご報告させていただきます。15

ページになります。 

 青少年対象の事業は実施いたしませんでした。 

 成人対象では、例年実施している葛飾小学校の「就学時健診等における子育て学習」を実施しま

した。規模の大きい学校ではありますが、学校の皆様のご尽力で無事実施できました。 

 その下の 12 月 2 日に実施しました「歴史講座 隅田川に架かる橋の歴史」につきましては、申
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込みが非常に多く、受付当日に定員に達しまして、17名ほどの方にお断りいたしました。参加者の

半分が男性だったというのは、歴史関係の講座によく見られる特徴だと思います。 

 高齢者対象事業につきましては、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」、次のページの「消費

者講座」の「詐欺に遭わないための術を知ろう」のほかに、「一般介護予防事業『楽しく認知症予

防』」を実施いたしました。例年実施している講座ですが、今年度は特に申込みが多くて、高齢者

の方も公民館という比較的身近で安全と思われる場所を、例年以上に求めておられるのかと感じま

した。 

 最後に、その他部門ですが、「葛飾公民館展示・活動報告会」を実施しました。昨年度は台風の

ために文化祭が開催されず、今年度もコロナウイルス感染拡大の影響で開催できなかったので、そ

れに代わるものとして行いました。参加団体は６団体で、見に来られた方も２日間で 53 名と多く

はありませんでしたが、ゆったりと作品を鑑賞でき、こうしたやり方も、これはこれでよかったと

いう感想がいくつか寄せられました。もちろん受付で検温、健康チェック、名簿の記入など、感染

予防の対策を行いまして、多くの人に来ていただければと思いましたが、感染を防ぐ意味では密に

ならないで、安全に実施できたと思います。 

 また、お配りしたとおり、10月に館報を発行しました。 

 葛飾公民館の報告は以上でございます。 

○大槻委員長 

 ありがとうございます。 

 ただいま報告いただきました事業報告につきまして、ご質問、ご意見等ありましたらお願いいた

します。 

○石井副委員長 

 では、１つだけ。 

○大槻委員長 

 お願いします。 

○石井副委員長 

 公民館は、定員を１人 2.25平米とされていますね。３ページの西部の本中山地区の定員 50名の

ところは、講堂ですか。 

○西部公民館長 

 「本中山地区津波・洪水ハザードマップ説明講習会」は、講堂で開催いたしました。テーブルが

欲しいという要望がありましたので、テーブルを出しますとぎりぎり 50 名は座れますので、講堂

で行いました。なるべく広いところ、広いところと選んでやるようにはしております。 

○大槻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 西部公民館、２ページ目ですが、「クリスマスファミリーコンサート」、児童ホームと一緒にや

られたということで、98名。大勢の方々がお集まりになってよかったなと思いますけれども、この

ＰＲはどういうふうにされたのでしょうか。 

○西部公民館長 

 こちらは幼児向けといいますか、一番大きなお子様で小学校の低学年でした。公民館でもチラシ
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を置きましたが、児童ホームにもチラシをお願いしましたので、大半は児童ホームに来館したお客

様と思われます。 

○大槻委員長 

 とてもいっぱいでよかったなという感じでしょうか。 

○西部公民館長 

 先ほども申しましたが、家族単位で固まっていただきましたので、ほかの家族の皆様とは間隔が

いい具合にとれました。 

○大槻委員長 

 お父様が参加されたというのは、最近あまり聞かない話だったので、よかったと思います。 

○西部公民館長 

 そうですね。33組ですから、３人のご家族が多かったのかなと思われます。 

○大槻委員長 

 その他、いかがでしょうか。 

○石井副委員長 

 もう一つ、葛飾公民館ですけれども、歴史講座で、多くなり過ぎて 17 名の参加を断ったという

ことだったので、こういった歴史などは結構人が集まる講座ですよね。だから、やはり少し広めの

部屋を用意しておいたほうがよかったような気がします。多分これは普通の小さい部屋ですよね。 

○葛飾公民館長 

 ただ、今回のこの講座は、２回目に実際都内に隅田川の橋を見に行くという散策を計画しており

まして、あまり多くの人数を連れていけないという関係上、こういった定員にさせていただきまし

て、コロナウイルスの感染拡大の影響で散策ができなくなったので、定員はこのままになってしま

ったという事情があります。 

○石井副委員長 

 分かりました。 

○大槻委員長 

 塚田公民館、「つかだハッピーサタデー」の 12 月 12 日のところで、スノードームというのは、

多分、丸いガラスみたいなものの中に粉が入っているものですよね。 

○塚田公民館長 

 このぐらいの小さな小瓶に洗濯のりと、あともう一つ液体を混ぜて、少し粘り気の出るものを入

れて、中にきらきら光るようなものを入れます。子供たちは非常に喜んで帰られたということです。

私は休みでしたけれども、報告を受けまして、ああ、よかったなと、また次もできたらいいかなと

いうような話はしております。 

○大槻委員長 

 子供にとってとても興味があったかと思いますけれども。 

○塚田公民館長 

 ただ、無料で今回やったのですけれども。 

○大槻委員長 

 無料ですか。 
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○塚田公民館長 

 ちょっと費用がかかるので、多少参加費を取ったほうがよかったということは、反省材料として

出ました。 

○大槻委員長 

 材料費はどのくらいかかったのか、お聞きしたかったのですが。 

 ほかにございますか。参加人数をもとから設定するのはなかなか難しいのかなという気はするの

ですけれども、やはり電話で申込みという形にすると、最初から人数で切ってしまいますよね。そ

の辺をもう少し工夫ができるといいのかなとも思います。しょうがないのかなという部分と半々で

はありますが。 

 ほかに何かございますか。 

 ほかに質問等ないようでしたら、各公民館からの事業報告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、承認するものといたします。 

 次に議事（２）に移ります。各公民館からの事業計画について、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、こちらも主なものを計画の中から報告させていただきます。12 月 17 日から３月 31

日までの西部公民館事業計画でございます。 

 まずは成人の部で、これは２回の講座ですが、「わくわくセミナー ～宇宙と地球の今～」と題

しまして、講師に元ＪＡＸＡ職員、柳川孝二さん、それから、元気象庁職員の矢野良明さんをお呼

びいたしまして、１回目は、さまざまな宇宙活動について、２回目は、温暖化がもたらす異常気象

についてということで、２月 13日と 27日にそれぞれ実施する予定でございます。 

 続きまして、次のページをお願いいたします。一番下、「おぐりはら地域ふれあいコンサート（ふ

なばし音楽フェスティバル）」です。こちらは、おぐりはら地域ふれあいコンサート実行委員会と

の共催となります。今回はエレクトーン奏者の楠本まどかさんをお呼びいたしまして、エレクトー

ンライブを実施する予定でございます。２月 20日、土曜日に行います。 

 こちらは講堂で行いますが、一応定員を 60 名と少し低めに設定させていただきます。感染予防

の観点からなのですが、椅子のみで間隔を 1.5メートルから２メートル近くまでと、なるべくソー

シャルディスタンスを取って会場設営。それから、演奏開始前の開場は、日頃は 30 分前からお客

様を入れていますけれども、早めに、１時間前から会場を開けまして、待ち時間は少し長いのです

が、ロビーに人がたまらないように、早めにお席についていただくように、１時間前から開場する

予定でございます。 

 続きまして、その下でございます。「地域防災講座～東日本大震災から 10年～」と題しまして、

こちらは東日本大震災から 10 年目を迎える福島から見える復興の現状、それから、当時の地域防

災の状況を学ぶということで、講師にうつくしまふくしま未来支援センターより三枝和代さんをお

招きして、「福島から学ぶ防災意識」ということで開催いたします。 
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 もう一回は、危機管理課職員をお願いしまして、「本中山地区の防災について」と題しまして、

お話をしていただく予定でございます。定員はそれぞれ 50 名を考えております。こちらも会場は

講堂を利用する予定でございます。 

 その下でございます。「大江戸和船文化展」、こちらは講師の船大工技術研究家、中山幸雄さん

が製作いたしました江戸の和船、ジオラマの展示会を公民館の実習室で実施いたします。例年です

と３日程度の展示をお願いしておりましたが、今回は少し長めで、１月 30 日から２月７日までの

全部で９日間を予定してございます。残念ながら今、実習室の利用率が非常に低い状態でございま

すので、中山さんと相談しまして実習室を見ていただいたところ、実習室の調理台が６台あります

けれども、それぞれ台が島のように点々と置かれておりまして、それぞれの調理台にジオラマ風景

を何点か展示し、順路を決めて順番に見ていただいて、一方通行のように入口から入ったら出口か

ら出ていただくというような状態にしまして、密集しないように展示を見ていただくよう考えてご

ざいます。 

 主な事業計画、西部公民館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。 

 法典公民館、お願いいたします。 

○法典公民館長 

 法典公民館の、12月 17日から３月 31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、青少年の部の「ハッピーサタデー事業」です。１月に「大きなスクリーンで見る私たちの

船橋」というタイトルで、ＤＶＤの上映を行います。こちらは報告のほうで説明させていただきま

した「昔のふなばし」に対応したもので、今回は新しい内容、船橋の現状の紹介のＤＶＤ、市制 80

周年のＤＶＤや、そのほかに子供向けの映画などを上映したいと思います。少し前の船橋と最近の

船橋を見比べていただければと考えております。２月は工作系のものを、３月は映画会を予定して

おります。 

 次のページに行きまして、「子育て支援講座（クリスマス親子コンサート）」です。こちらは日

付の関係で計画のほうに載っておりますが、本日の午前中に開催しております。こちら、講堂で開

催しまして、参加者の距離をとって密にならないように間隔を空けての開催としております。未就

学児とその親を対象に開催しておりますが、コンサートのイベントはお子さんが小さいと泣いたり

騒いだり、なかなか参加しづらいということもありますが、０歳からの子供でも気軽に親子で参加

できるコンサートということで、子育て中の親のちょっとした息抜きや、小さいお子様の音楽に触

れるいい機会になればと思っております。詳しくは次回に報告させていただければと思います。 

 次に、「救急フェア」です。これは毎年、法典３丁目町会さんと合同で避難訓練や起震車の地震

体験を実施しておりますが、今年は少し内容を変えて実施する予定です。避難訓練のほかに、公民

館に備蓄しております防災備品を確認したり、組み立てたり、避難者の受付方法を練習したり、講

義ではなくて体験ができるような形で開催できればと思っております。 

 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。 
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 丸山公民館、お願いいたします。 

○丸山公民館長 

 丸山公民館の事業計画について、ご説明します。 

 まず、８ページの青少年部門、「ハッピーサタデー事業」になります。１月 16 日は昨年に引き

続き、けん玉パフォーマーの嶋寺さんをお呼びして、けん玉教室を開催いたします。 

 ３月 13 日は、ＮＰＯ法人船橋市レクリエーション協会に依頼しまして、「忍者修行道場」とい

うものを開催いたします。これは子供たちみんなが忍者に扮して、手裏剣投げやチャンバラゲーム

などを行うものです。３月 27 日は工作や謎解きゲームなどのお楽しみ会を開催いたします。今月

行ったのと似たような感じでやろうかなと思っております。 

 同じページの一番下の「サイエンスセミナー2020」は、毎年、夏に開催していますが、今年は夏

開催できなかったので、２月に予定します。内容については例年どおり、木の葉の化石の発掘体験

を行います。 

 続きまして、９ページの真ん中辺り、「テラリウム教室 アトリエまるやま」については、昨年

度初めて開催しましたが、とても人気がありましたので、今年もまたやってみようかなということ

です。テラリウムというのがなかなか分かりにくいかもしれないので、ＰＲのときはその辺を少し

工夫して募集しようかと考えております。 

 続きまして、その下の「シネマ倶楽部 MARUYAMA」です。これが毎月行う映画ですが、今月は、

明日金曜日、２回目として「カサブランカ」を上映いたします。１月については「鉄道員ぽっぽや」

を上映します。２月と３月については、まだ内容は未定です。 

 続きまして、10ページの女性部門の「結び小物作り教室」になります。こちらも昨年度、初めて

開催して好評だったために、今年度も開催いたします。 

 その下の「ハーブのある暮らし」になります。こちらは２回で行うのですが、１回目の３月 12

日の「エアーフレッシュナー」というのは、ハーブを使ったもので香りを楽しむのですが、今、皆

さんマスクをされていますので、マスクにシュシュッとかけて香りを楽しむといったものです。２

回目の３月 26 日については、「アロマワックスバー」とありますけれども、ろうで土台をつくっ

て、その上にハーブを並べて、香りとともに見て楽しむというものをつくります。 

 先ほど、募集のとき、電話だとすぐいっぱいになってしまう可能性もあると委員長おっしゃいま

したけれども、最近は、特に子供の事業については、メールで申し込んでいただいて、抽選してそ

の結果をまたメールで返すというような方法を大体とっております。成人や高齢者の事業について

は、メールではあまりうまくいかないものですから、直接、窓口でもいいし電話でもいいので申し

込んでいただいて、ちょっと定員を超えそうだなという、人気のありそうな事業については、そこ

で一旦申し込んでいただいた中で抽選をして、また直接ご連絡するという方法をとっています。た

まに少し読みが違って定員を超えてしまうときもありますけれども、抽選になれば皆さん公平にい

けるかなというので、最近はなるべくそのように努めております。 

 丸山公民館の計画については以上です。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。 

 塚田公民館、お願いいたします。 
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○塚田公民館長 

 それでは、塚田公民館の 12 月 17 日から３月 31 日までの事業計画を説明させていただきます。

資料 13ページをお願いいたします。 

 まず、「つかだハッピーサタデー」でございます。３回実施しますが、その中で１回目、１月９

日の「押し花カード作り」、こちらは塚田公民館で活動しています社会教育関係団体の押し花サー

クルみちくさの会の方に講師をお願いして実施します。 

 その下、２月 20 日の「ハンドベル鑑賞」は、児童ホームとの共催で、ハンドベルの団体にやっ

ていただくということで、２回予定しております。 

 次のページですが、先ほど報告のときにもありましたけれども、「手づくりワークショップ」で、

一番上は「自家製シュトーレン」、これは２回目になります。その下の「布ぞうり制作」は、布で

草履をつくるという、読んで字のごとくなのですけれども、こちらは「全国友の会船橋方面」とい

う、やはり塚田公民館で活動している社会教育関係団体に講師をお願いして、実施する予定でござ

います。 

 １つ飛ばしまして、「サークル体験講座『杖道研究会』」です。これはどこの公民館もそうなの

でしょうけれども、会員数が年々減少して、さらに今年はコロナウイルスの関係で、もうやめてし

まったりということもあります。団体から何かできないかなという相談を受けたことで、こういう

ことを実施しようということになり、３回実施します。この「杖道」というのは武道の一つですけ

れども、ここに書いてある「杖」を使って、相手と戦うということではなくて、「型」の武道にな

ります。ですので、空手のように組んだりすることはありませんので、基本的に講堂を利用するこ

とができるものでございます。 

 14ページの下の、「音楽講座 ウクレレ」とその次の「音楽講座 Guitar」ですが、音楽の講座

については塚田公民館は毎年やっておりまして、人気が高いものですから、今年もウクレレとギタ

ーということで実施します。なお、塚田公民館の講座の定員を見ていただくと、かなり人数を絞っ

ています。密にならないような形で企画しております。 

 次、15ページの真ん中ぐらい、「ウイークエンド リラックスヨガ」と記載がございます。こち

らは３回実施するのですが、時間について、18時～19時ということで、土曜日の夜に実施します。

基本的に男性をターゲットにしている事業でございます。 

 その下の「スマホ教室」です。塚田公民館で以前やったことがありますけれども、久しぶりにこ

ういう講座を 50 歳以上の方に参加のターゲットを絞ってやってみようということで、３回実施し

ます。 

 次のページへお願いいたします。16ページの一番上、「つかだ寄席」です。例年、高齢者向けの

寿大学の公開講座として２月に実施しているのですが、今年は寿大学を中止しました。やはり寄席

はかなり人気の高い事業でございまして、落語家の三遊亭鳳志さんに相談しまして、できるという

ことで２月 16日に予定しております。 

 塚田公民館の事業計画については以上になります。 

○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。 
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○葛飾公民館長 

 葛飾公民館の 12 月 17 日から３月 31 日までの事業について、ご説明させていただきます。最終

の 18ページになります。 

 青少年対象事業は引き続き実施しませんので、成人対象講座からですが、例年どおり生涯学習コ

ーディネーターとの事業、「おもしろ雑学講座『私たちの街を知ろう』」を実施します。東日本大

震災から 10年目を迎え、防災について取り上げることにしましたが、地域を知ろうということで、

１回目で防災について講義を受け、２回目で昔川だった場所などを中心に、防災の視点を持ちなが

ら地域を散策することにしています。３回目は、暗渠や寺などの史跡を見ながら、飛ノ台史跡公園

博物館へ歩くことにしています。 

 次に、女性対象部門の「女性セミナー」についてですが、近ごろは家にいる時間が長くなる傾向

があるので、その時間を充実させるためにということで企画しました。１、２回目で寄せ植えなど

ガーデニングについて講義と実習を行い、３回目ではマスクの保存時でも使えるよう、アロマにつ

いて実習します。特に１、２回目の園芸に関する内容などは、男性も興味を示すのではないかと思

いましたが、今回実施の反響を見て、好評であれば来年度、女性限定ではなく成人向けで実施しよ

うかと事業担当とも話し合っております。 

 最後に高齢者対象部門の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」についてですけれども、こちら

は今年度最後の３回目を行います。 

 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。 

 ただいま説明いただきました各公民館の事業計画について、ご質問、ご意見等ございましたらお

願いいたします。 

○牛山委員 

 西部公民館さんの３ページの「大江戸和船文化展」は、とてもすばらしくて、ぜひ私も見たいな

と思いました。一方通行にしてジオラマの通路を見て回るようにするということですが、見学者が

多いとき、間隔を空けてもらうための工夫は、どんなことをお考えでしょうか。 

○西部公民館長 

 ２階のロビーがありますので、入り切れない場合は職員を動員して、ちょっとだけお待ちいただ

こうかなとは思っているのですが。なるべくいい順路を考えて、密にならないようにとは思ってお

ります。 

○牛山委員 

 よく喫茶店とかでレジに並ぶときに、下にテープを貼ったりしていますよね。その間隔を保って

歩けるような何か、誰か職員がずっと張りついているわけにはいかないかなと思うので、そういう

工夫を皆さんで考えていただけたらと思います。職員がいなくても個人個人でみんなが気をつけら

れるようなものが具体的に何かあれば、皆さん守ってくださると思うので。 

○西部公民館長 

 一応、感染予防の関係がございますので、講師の方と職員１名は、今回これは必ず付くように。 

○牛山委員 
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 そうなんですか。大変ですね。 

○西部公民館長 

 個人カードを書いていただくようになりますので。 

○牛山委員 

 なるほど。時間が長いので大変ですね。 

○西部公民館長 

 あと発熱があるかどうかも、一応確認しろという指令が出ていますので、来館者の方にはお手間

ですがご協力をいただいて、見学する実習室の各島の前には、この辺りに立って見てください的な

足跡か何かを貼ろうかなと。 

○牛山委員 

 そうですね。 

○西部公民館長 

 文化祭の代替の展示会でも足跡を貼らせていただいて、この辺りから見学をお願いしますという

ことでマークは付けさせていただきました。 

○牛山委員 

 分かりました。ありがとうございました。 

○大槻委員長 

 どうぞ。 

○坂本委員 

 今回、こういうことなので、子どもフェスティバルはもう初めから全館やらないということです

か。 

○西部公民館長 

 そうです。文化祭同様、不特定多数の方が大勢いらっしゃいますので。また、今感染が拡大して

いますので、大勢集まるものはちょっと避けたいなと考えております。残念なのですが。 

○坂本委員 

 分かりました。 

○大槻委員長 

 「西部公民館わくわくセミナー ～宇宙と地球の今～」ということで、２回ありますけれども、

これは連続して申込みをとるのでしょうか。それとも単独で１回ずつで構わないのでしょうか。 

○西部公民館長 

 最初に参加者を募集して、両方参加していただけるようにします。 

○大槻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○牛山委員 

 法典公民館さんの 6/18 ページ、ハーブの連続講座ですけれども、これは有料で材料費は自己負

担ということですか。 

○法典公民館長 

 こちらのハーブ教室は有料で自己負担でやらせていただきます。金額のほうはまだ決まっていま
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せんけれども、5,000円ぐらいにはなってしまうのではないかなと思います。 

○牛山委員 

 内容を見てもちょっとお高いのではないかなというふうに思ったものですから。分かりました。

ありがとうございました。 

○大槻委員長 

 一遍に 5,000円というと、ちょっとどきっとしますけれども、４回でこれだけのものというとし

ょうがないんでしょうかね。 

○法典公民館長 

 内容的には、参加者からは、高くないなという意識は頂いているみたいです。 

○大槻委員長 

 逆に、これくらいでやってもらえるんだという部分があるんですかね。 

 ほかにいかがですか。 

 それぞれの皆さんの事業、工夫していただいていて、例えばハッピーサタデーとかそういうもの

でも、１回、２回に分けたりしているのがこちらに何件が出ています。そのときですけれども、１

回目に参加するお子さんと２回目に参加するお子さん、それはどういうふうな形で分かれるのでし

ょうか。多分、子供としては最初の時間に来てしまうのかなという気はしますけれども。 

○丸山公民館長 

 丸山公民館の例でお答えしますと、まず、１回目と２回目とそれぞれで募集します。どっちに参

加したいかというのを最初に申し込む段階で決めてもらって、それぞれの中で抽選をしています。

なので、早い時間と遅い時間と、希望のほうで参加できるかどうかということですね。 

○大槻委員長 

 大体ハッピーサタデー関係は、あまり募集をかけるのではなく、その当日自由参加というのが昨

年までの状況だったかと思います。特別なお料理とかそういうのは除いてですが。今年はやはり１

回目、２回目に分けて募集をかけているということですか。 

○丸山公民館長 

 不特定多数にならないようにということもあって、最初からメンバーが分かるように募集して、

当選者を決めて、その人たちに来てもらうというような形にしています。 

○大槻委員長 

 なかなか大変ですね。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 先ほどから材料費の話が出ていましたけれども、丸山公民館のテラリウム作りも結構かかるのか

なという気はするのですけれども、その辺の材料費もまだ決まってはいないということですかね。 

○丸山公民館長 

 そうですね。これは今、講師と詰めているところですけれども、去年もやはりちょっと高めでし

た。特殊なものもありますので、どうしても材料費は高くなってしまうということでした。 

○大槻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どこの公民館も寿大学というか高齢者向けのものはやっていないので、単発でということになっ
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てしまっていますけれども、その辺のＰＲの方法、募集をかけているとすればその方法、その辺は

いかがでしょうか。普通に公民館の広報に載せるだけとか、あると思いますけれども。 

○西部公民館長 

 今年度につきましては、年度当初で募集という形は取らなかったのですが、前年度登録していた

だいている方がいらっしゃいましたので、その方を対象に通知を差し上げました。二度、三度、や

る、やらないというふうになりまして、やれるかなと思ったら、まだ駄目だというお達しが来まし

たので、たしか２回くらいできないという通知を差し上げたのではないかと思います。もうずっと

引っ張られてしまいましたので、11月以降ということで、今年度は寿大学としては開催を断念して、

高齢者向けで何かを考えていこうということにさせていただきました。 

 来年度については、現段階では通常どおり募集をかけてというふうには思っています。昨年度登

録していただいた方にまた通知を出すという手もありますが。その辺は多くの方には来ていただき

たいですけれども、ちょっと心配だなというところもあります。かといって人数制限するのもどう

なのかという、痛しかゆしなところがございます。最善の方法を考えていきたいと思います。 

○石井副委員長 

 高齢者の部屋というのはやっぱりこういう部屋なんですか。 

○西部公民館長 

 寿大学は、基本、講堂を使っています。 

○石井副委員長 

 例えば、大体 100名前後ですよね。 

○西部公民館長 

 そうですね。大体 70 から 80 を超える方々に西部公民館では参加していただいていましたので、

いつも一番広い部屋で開催するようにはしておりました。 

○大槻委員長 

 中止になったことで、市民の皆さんというか、参加されていた方々のご意見などは何かございま

すか。やはり早く開いてほしいということもあるのかなという気はするのですけれども。 

○西部公民館長 

 「再開はいつですか」というお言葉をいくつかいただきました。 

○大槻委員長 

 何とも言えない部分ですね。 

○西部公民館長 

 そうですね。あと、逆に「やるんですか」というお言葉もありましたので。 

○大槻委員長 

 それから、１つ気づいたのですけれども、西部公民館の「本はともだち」、その対象の定員が、

今回 10組から 20組に増えているのですけれども、その辺はお部屋が変わったからということです

か。 

○西部公民館長 

 こちら、以前は和室でやっていたのですが、ここの建物の体育レクリエーション室は畳で、柔道

場になっていますので、お部屋が広い分、間隔もとれますので。 
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○大槻委員長 

 大丈夫だろうということですね。 

○西部公民館長 

 増やしてみました。 

○大槻委員長 

 いろいろ工夫してやってくださっているということで、ありがとうございます。 

○西部公民館長 

 そうですね。間隔をあけて座っていただくので、単純に本を見せるだけですと本が小さいので、

プロジェクターで拡大してスクリーンに絵本とかを映して、なおかつ読み聞かせの方にはマイクを

使っていただいて声を聞かせるとか、そういう工夫をしております。 

○大槻委員長 

 子供の事業も高齢者に関わるものもそうですけれども、少なくなっている段階で、やはりできる

方法を考えてやっていただけるのはありがたいと思うので、続けていただければと思います。 

○西部公民館長 

 100％安全かどうかというのは、我々は専門家ではないので判断できませんが、今後もガイドラ

インに沿ってやり方を考えていきたいと思います。 

○大槻委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○牛山委員 

 塚田公民館さんの 14/18ページの一番下、「音楽講座 ウクレレ」ですけれども、ウクレレを初

体験と書いてありますが、楽器はどうなさるのでしょうか。ウクレレを持っていらっしゃる方で…

…。 

○塚田公民館長 

 まずウクレレにつきましては、去年この先生に別の講座でお願いしました。うちのウクレレの団

体の講師をやっていらっしゃる方で、今回は全くの初心者向けに先生のほうでウクレレを用意して

くれます。かなり安価なウクレレを、場合によってはそれを譲り渡してもいいというようなものを

ご用意いただいています。 

 ギターにつきましては、これはある程度持っていらっしゃる方を対象にしています。さすがにギ

ターの貸出はないのですが、昨年もギターの教室をやりましたが、やはり２回やったうちの後半が

コロナでできなかったものですから、中途半端に終わってしまったということで、また今年度も同

じ伊谷先生にお願いしまして、実施する予定でございます。 

○牛山委員 

 ありがとうございます。 

○大槻委員長 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ないようでしたら、こちらの事業計画につきましても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） 
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○大槻委員長 

 ありがとうございます。では、事業計画、承認といたします。 

 それでは、ここから非公開の審議事項となりますので、傍聴人の方には退席していただきたいと

思います。 

（傍聴人 退室） 

 

以下、非公開の審議等であるため、船橋市附属機関等の会議の公開実施要綱第８条第３項後段の

規定により記載を省略します。 

 

○大槻委員長 

 これで本日の議事は終わりとなります。 

○坂本委員 

 違うことでちょっとお聞きしたいことがあります。市のホームページを見ていましたら、公民館

を、いわゆる管理を委託するという方針のことが出ていました。サウンディング型市場調査を実施

しましたと。公民館を民間のほうに委託するということが市のほうで討議されているみたいなので、

これを見て、えっと思いまして。 

○西部公民館長 

 ちょっと説明させていただきます。 

 方針がはっきり決まってからお伝えしようとは思っていたのですが、今現在、公民館も指定管理

者制度の導入を検討する施設に入れられておりまして、社会教育課のほうでこのサウンディング調

査というのをやりました。 

 サウンディング調査というのは、公民館を指定管理にした場合、おたくの会社はどういうふうに

運営しますかという声を聞くわけです。Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、名乗り出てきたところに対して、どう

いうふうに運営するかというプランを聞きます。ただ聞くだけです。ここの会社はどういうふうに

運営する、あそこはどういうふうに運営する、それをただ参考にするということで、今すぐに公民

館が指定管理者制度を導入するかというものではございません。それを材料に、じゃあこうしよう

か、ああしようか、やはり向いていないね、というような判断の材料です。 

○坂本委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

○大槻委員長 

 今それを聞くと、指定管理者になるのが前提で考えているような、そういう雰囲気を受けてしま

います。 

○西部公民館長 

 我々は前提とは思っていません。あくまでも自営で、職員が運営する公民館として今後もやって

いきたいと考えております。 

○坂本委員 

 私もそのようにしてほしいなと思います。ちょっとこれを見たので、どういうものかなと思って。

ありがとうございます。 
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○大槻委員長 

 それでは、終わりにしたいと思います。 

 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。 

 それでは、事務局にお返しします。 

○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。先ほどの社会教育関係団体登録申請の資料については回

収させていただきますので、そのまま机の上に置いておいてください。 

 次回の審議会は、令和３年３月 18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２回西部公民館運営審議会を閉会いたします。ありがとうござ

いました。 

 

閉会 

 


