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令和 3 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 3 年 4 月 15 日（木曜日）  

午前 10 時 00 分から 10 時 47 分 

２ 開催場所  船橋市西部公民館 3 階 講堂 

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 

（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   金居委員 

 

５ 議 題 

【公 開】 

(1) 各公民館の事業報告（12 月 17 日から 3 月 31 日） 

(2) 各公民館の事業計画（4 月 1 日から 6 月 16 日） 

  および令和３年度の事業計画 

 

６ 傍 聴 者  なし 

 

７ 決定事項 

(1) 各公民館の事業報告（12 月 17 日から 3 月 31 日）を承認 

(2) 各公民館の事業計画（4 月 1 日から 6 月 16 日） 

および令和３年度の事業計画を承認 

 

８ 議 事 次頁より 

９ 次回は令和 3 年 6 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 

 10 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） 

 おはようございます。事務局の進行役を務めさせていただきます西部公民館の館長補

佐 土田です。よろしくお願いします。 

 初めに、配付資料の確認をいたします。机の上に、「令和３年度西部公民館運営審議

会開催日程」、「西部地区公民館職員一覧表」、「会議次第」、「令和３年度事業計画

シート」、そして、本日の会議資料で皆様に事前に配付しております「西部公民館事業

報告・計画」になります。以上、不足はございませんでしょうか。 

○大槻委員 

 委員の名簿はありますか。 

○事務局（西部公民館長補佐） 

 委員名簿ですが、今回、学校教育関係の委員が欠員になっております。また新しい方

が委嘱されましたらお渡しいたします。 

 最初に、西部公民館長の捧よりご挨拶をさせていただきます。 

○西部公民館長 

 おはようございます。本日はお忙しい中、会議に参加いただきましてありがとうござ

います。この４月に西部公民館の館長となりました捧 優子と申します。 

 今回は昨年度の 12月から３月の事業報告をさせていただきますが、コロナウイルス感

染症の影響で公民館を 12月 26日から休館しましたことから、残念なことに中止した事

業が多くございます。公民館の事業については運営審議会でご審議いただいて企画・実

施することとしております。コロナの収束はまだまだという状況でございますが、事業

については、地域の皆様に安心して参加いただけるよう、各公民館ではコロナウイルス

対策をしっかり講じて実施したいと思いますし、参加した市民の方には、公民館を通じ

て地域に関心を持っていただけるようになれたらと考えております。 

 簡単ですがご挨拶とさせていただきます。 

○事務局（西部公民館長補佐） 

 続きまして、事務局の異動者の紹介をさせていただきます。 

○西部公民館長 

 私、西部公民館の館長 捧でございます。 

 異動があった館の館長を紹介させていただきます。 

 法典公民館の館長、渋谷 司です。 

 塚田公民館の館長、粕加屋 顕です。 

 あと、西部公民館の事業担当が木内に変わりましたので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○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、委員長の選出を行います。 
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 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。 

 捧館長、お願いいたします。 

○仮議長 西部公民館長 

 よろしくお願いします。 

 それでは、委員長の選出ですが、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。どなたか立候補され

る方、推薦したい方はいらっしゃいますでしょうか。 

 坂本さん。 

○坂本委員 

 大槻さん、お願いします。 

○仮議長 西部公民館長 

 皆さん、よろしいですか。 

 それでは、３年度の委員長は大槻委員にお願いするということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり、拍手） 

○仮議長 西部公民館長 

 お願いいたします。 

 それでは、大槻委員、委員長席へご移動ください。 

（大槻委員、委員長席へ移動） 

○大槻委員長 

 大槻です。再度ということで委員長を受けさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 早速ですが、副委員長の選任については、再度、石井委員にお願いしたいと思います

が、お願いできますでしょうか。皆さん、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり、拍手） 

○石井委員 

 では、副委員長をやらせていただきます。 

○仮議長 西部公民館長 

 それでは、副委員長は石井委員にお願いしたいと思います。 

 石井委員、副委員長席にお願いいたします。 

（石井委員、副委員長席へ移動） 

○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。 
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○大槻委員長 

 令和３年度も引き続き委員長ということで務めさせていただきます。よろしくお願い

します。 

 何年か続けてやっているのですが、なかなか慣れないというか、レベルがどんどん下

がらないように頑張っていますけれども、皆さんのご協力あってのことだと思います。

よろしくお願いいたします。 

○事務局（西部公民館長補佐） 

 ありがとうございます。 

 続いて、石井副委員長、ご挨拶をお願いします。 

○石井副委員長 

 石井です。よろしくお願いします。 

 館長のほうはちょくちょく変わるのですが、委員のほうはいつも同じメンバーで、し

たがって委員長も副委員長もまた同じで代わり映えしないですが、よろしくお願いしま

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３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、全委員８名のうち１名が欠席、１名が欠員、宍戸委員は少し遅れて

きますので、現在５名ということになります。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 

 承知しました。 

 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。再度

になりますが、中西委員にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○中西委員 

 中西です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○大槻委員長 

 よろしくお願いいたします。 

 では、議事に入ります。 

 報告事項の（１）「令和２年度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。 
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○西部公民館長 

 西部公民館です。報告のほうからさせていただきます。12 月 17 日から年度末までの

報告をさせていただきますけれども、先ほども申し上げましたように、26日から年度末

まで休館しましたので、10日間の報告となります。葛飾公民館は、その期間に実施した

事業がありませんでしたので、西部地区の５館のうち４館からの報告とさせていただき

ます。 

 それでは、最初に西部公民館です。 

 まず、子供たちが健やかに育つための環境づくりとして、「本はともだち」と題しま

して、かえる文庫様の協力で絵本の読み聞かせと紙芝居等を 12月 24日に実施いたしま

した。定員 20名に対して５組 11名の方に参加いただきました。実施に当たりましては、

書画カメラを使って絵本を大きくスクリーンに投影し、離れたところからでも見られる

ように工夫して実施いたしました。 

 次に、「アフター５de公民館」、日頃公民館を利用することが少ない地域の方に公民

館に来館していただきたいと企画した卓球開放でございます。12 月 17 日に７名の参加

で実施いたしました。 

 最後に、毎月１回開催していた「おもちゃの病院」でございます。令和２年度は２回

のみの実施でしたが、12月 19日に 11人の方に参加いただきました。 

 以上となります。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、法典公民館、お願いいたします。 

○法典公民館長 

 法典公民館、12月 17日から３月 31日までの事業報告です。こちらも 12月 26日から

年度末まで休館ということで、１つだけしかできませんでした。  

 12月 17日木曜日、「クリスマス親子コンサート」です。親子を対象に定員 50人でコ

ンサートを開きました。地元出身の歌手の濵津さんに来ていただきまして、内容として

も親子で楽しめるようなディズニーのメドレーとか、「赤鼻のトナカイ」「パプリカ」

等の人気のある曲で皆さん楽しんでいました。また来年もこのようなことを実施して、

親子で楽しむ場をつくっていきたいと思っております。 

 以上、報告です。 

○大槻委員長 

 ありがとうございます。 

 続きまして、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。この間、事業が２つ開催できました。 

 まず、１つ目の「まるやまおはなし会」ですが、これは社会教育関係団体の丸山おは

なしの会との共催事業です。もともと子供の参加者が近年はずっと少ない状態で推移し
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ておりました。コロナの関係でしばらく開催できていない時期もありましたので、令和

２年度は子供たちの集まりがどうかという危惧はありましたが、当日は 12人集まりまし

た。そして、ビニールシートを間に挟んだり、マスクとか、距離をあけるといった対策

を十分にとった上で開催いたしました。これから毎月１回ずつやっていけるかなと思っ

ていたところで事業ができなくなってしまいましたので、今回はこの１回だけになって

しまいました。子供たちも久しぶりにこういうものに参加できて楽しそうでしたので、

コロナの収束具合によっては、再開し開催していきたいと思っております。 

 続きまして、「シネマ倶楽部 MARUYAMA」です。こちらは月１回上映する計画で、今回

が２回目でした。１回目が「ローマの休日」を前の月にやりまして、今回は「カサブラ

ンカ」を上映しました。皆さん高齢者がほとんどなのですが、非常に楽しみにしていら

っしゃいます。問い合わせ等もたくさん頂き、30名に人数を絞るのがちょっと大変でし

たが、何とか開催はできました。当日はやはり皆さん非常に喜んでいて、お友達と会え

る楽しみもあり、自分たちが若い頃に見た懐かしい映画を見て、昔のことを思い出しな

がら楽しい時間が過ごせたと思います。これも毎月やる予定だったのですが今中断して

おりまして、また新年度、コロナの状況によってはだんだんと開催していきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○大槻委員長 

 ありがとうございます。 

 塚田公民館、お願いいたします。 

○塚田公民館長 

 それでは、塚田公民館の令和２年 12月 17日から閉館の前までとなります 12月 25日

までの事業をご紹介させていただきます。 

 お手元の資料となりますが、成人対象事業として「手づくりワークショップ」、こち

らは 12月 23日にクリスマスのお菓子作りとしてドイツの伝統的なお菓子でありますシ

ュトーレンをつくる事業を行いました。12 月 16 日にも同様の事業を行っていたのです

が、参加者が多かったということで、２回に分けて実施をさせていただきました。こち

らの参加者は５名でありました。新型コロナウイルス感染症の影響より自宅で過ごす時

間が増えたことから、この事業での手づくりの体験を今後の生活の中に取り入れていき

たいという声が多く寄せられました。 

 続きまして、「老けない身体づくり」は、今回新たな試みとして手話通訳者をつける

事業として実施をいたしました。聴覚に障害のある方１名が参加されて、12 月 18 日に

実施した際の参加者は６名でありました。新たな試みへの感想としまして、「聞こえる

人たちと同じ情報を得ながら楽しく体験ができた」と好評を得ております。今後も継続

的に事業を開催し、参加者が増えるよう周知活動にも力を入れていきたいと考えており

ます。 

 最後に、「館報つかだの発行」ですが、例年はこどもまつり特集号として２月に発行
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していますが、こどもまつりが中止になったことで、12月に３回目を発行いたしました。

公民館の主催事業のお知らせ、社会教育関係団体の紹介、また、「おうち公民館」と題

しまして自宅で行える健康体操などを掲載させていただきました。 

 塚田公民館の報告は以上となります。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。 

 先ほど西部公民館長さんから、葛飾公民館はこの間の事業はなかったということです

が、いかがですか。 

○葛飾公民館長 

 ちょうど計画していた事業が休館期間と重なりましたので、この期間の公民館事業は

実施できませんでしたことをご報告いたします。よろしくお願いいたします。 

○大槻委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、ただいま報告いただきましたそれぞれの公民館の事業報告について、ご質

問、ご意見等ございますでしょうか。いかがでしょうか。 

○坂本委員 

 ちょっといいですか。塚田さんの「老けない身体づくり」というのは、今まであまり

聞いたことがないですが、これは、「ぼけない」と読むのかな。 

○塚田公民館長 

 ご年齢がいくとなかなか身体も動かなくなってくるということで、老化防止とまでい

かないかもしれませんが、なるべく老けないようにということで開催をさせていただき

ました。 

○坂本委員 

 おもしろいネーミングで、初めて聞いたネーミングだったものですから。 

○大槻委員長 

 一字違うと、ちょっとニュアンスが変わりますね。 

○塚田公民館長 

 おっしゃっていただいた「ぼけない」というわけではなく、老けないということでや

らせていただきました。 

○大槻委員長 

 ほかに皆さんいかがでしょうか。 

 一つ全体を通して気になったのですが、備考のところです。2/5 とか 2/2 とか、そう

いうふうな形で書いているのですが、この分母に当たるほうは最初に計画した数字では

ないかと思うのです。２回しかない 2/2という数字が出ているのですが、その辺の表記

の仕方はいかがなのでしょうか。 

○西部公民館長 

 各館でばらばらになっているかと思うのですが、実際に計画したものを分母にしたも
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のと、西部の場合は実際に行ったものが分母になっています。少し分かりづらかったと

思いますので、今後はそういう点に気をつけていきたいと思います。 

○大槻委員長 

 できれば最初の時点で計画をしたものが分母に入るのがいいのかなと思いますけれど

も。 

○西部公民館長 

 そうですね。せっかくこれだけ企画したということが分かりますので。 

○大槻委員長 

 そう、皆さん頑張って企画をしてくださっているのだから。 

○西部公民館長 

 次回またコロナでそういうことがあるかもしれませんので、そのときは考えさせてい

ただきます。 

○大槻委員長 

 どちらにしろ、全館統一していただけるとありがたいと思います。 

○西部公民館長 

 はい。そうですね。 

○大槻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 ご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 

 ありがとうございます。それでは、承認といたします。 

 次に、各公民館からの事業計画です。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、４月から６月の事業計画のほうをご説明させていただきます。 

 コロナにより今後の状況が分からないことから、例年より内容が未定となっているこ

とが多くなってございます。 

 まず、「西部寿大学」でございますが、例年実施している事業として、現在、参加者

の募集を行っております。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」ですが、市の健康づくり課とシルバー

リハビリ体操初級指導士を講師に、４月 21日に講堂で実施を予定しております。 

 次に、「西部子育てサロン」でございますが、本中山地区社会福祉協議会と共催で実

施いたします。ピアニストの高知尾 純さんを招き、ピアノコンサートを行います。 

 最後に、「おもちゃの病院」です。毎月第３土曜日に、ふなばし「おもちゃの病院」

様と共催となりますが、壊れたおもちゃの修理を１階のロビーで行っていただいており

ます。 
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 次に、A3横の「様式 5-1」と書いてある資料がございますでしょうか。令和３年度に

予定している事業です。本来であれば昨年度中にご説明するものですが、集まっていた

だくことができませんでしたので、本日、予定している事業をいくつか説明させていた

だけたらと思います。 

 西部公民館の事業シートをご覧いただけたらと思います。 

 まず、１にある「地域防災講座」ですが、自治会町会連合会との共催で予定していま

す。 

 ２の「はじめての手話」は、障害について理解を深めるために行う予定です。 

 26番目の「船橋から見る富士山」は、西船の浅間神社の富士塚、富士山について学ん

でいただく予定です。 

 28、29は「デジタルデバイド対策事業」です。最近はインターネットで情報を得てい

る方が増えております。その一方で、情報機器を使うことができない方がいらっしゃい

ます。そのため、地域で学習の機会を提供して学び合う中で、市民の皆さんが日常生活

で必要な情報を入手できるようにするものです。携帯電話会社と連携してスマートフォ

ンの使い方を学んでいただきます。この事業は、これから市内全域で進める予定となっ

ております。 

 西部公民館からは以上となります。 

○大槻委員長 

 ありがとうございます。 

 法典公民館、お願いいたします。 

○法典公民館長 

 法典公民館です。４月１日から６月 16日までの計画を発表いたします。 

 まず、青少年部門です。５月８日と６月 12日に絵本の読み聞かせを法典おはなしの広

場さんと一緒にやっていく予定です。こちらは継続ということで考えております。 

 次に、「ハッピーサタデー事業」です。来月の５月 22日ですが、ウォークラリーを仮

に考えております。当初はドッヂビーとか接触が予想されるようなことを考えていたの

で、いかに安全に楽しめるかというのを法典地区子ども会連絡協議会と一緒に模索して

いる最中でございます。 

 続きまして、高齢者部門の「法典寿大学」を今年も予定しております。５月と６月に

このような予定で計画しております。こちらも例年と違って定員をかなり絞った募集と

なっております。 

 「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は健康づくり課との共催で、今年も行ってい

きます。 

 同じく「認知症予防講座」、こちらも毎年健康づくり課との共催で行っていく予定で

ございます。 

 続きまして、「子育て支援講座（ぽんぽこ広場）」ですが、こちらも内容が未定とな

っています。こちらもいかに安全にできるかということでボランティアさんと内容をす
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り合わせている最中でございます。 

 「館報の発行」に関しましても、先の見通しが立たないので、事業の募集をかけてし

まって、出るか出ないかのときにまた中止になったりすることも考えられるので、ちょ

っと待っている状態でございます。 

 以上、法典公民館の計画でございます。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。 

 先ほどの西部公民館も事業計画シートについてお願いしていたので。 

○法典公民館長 

 申し訳ございません。法典公民館の年間事業計画シートについてご説明させていただ

きます。 

 30ぐらい計画があるのですが、この中で丸がついているものが今年新たな取組として

考えているものでございます。 

 この中でも、14、15、16、この３つは、先ほど西部公民館でデジタルデバイドのお話

が出ましたが、それに該当いたします。こちらは西部の館長が説明してくれたとおりで

すが、今現在、先行きが見えない状況で皆さんひきこもりがちになってしまう。特に高

齢者の方々の孤立を防ぐために、会わなくてもコミュニケーションがとれるような方法

として、きっかけといいますか、デジタル入門ということで考えております。 

 その他は、このとおり予定しておりますが、状況を見て計画を進めている最中でござ

います。 

 以上でございます。 

○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 

 丸山公民館の事業計画をご説明いたします。 

 まず、青少年部門の「まるやまおはなし会」ですが、こちらは先ほどお話ししました

丸山おはなしの会との共催事業で、４月から月１回ずつ開催していきます。 

 次に、成人一般の「シネマ倶楽部 MARUYAMA」になりますが、これは去年から通算で５

月に３回目、６月は４回目ということで、昔の名画を上映いたします。ソーシャルディ

スタンスを厳密に守り、スクリーンが見える角度を考慮に入れますと、講堂で 35人ぐら

いが限界という感じです。毎月このような形でやっていければと思っております。 

 続きまして、高齢者の「丸山さわやか学級」です。これは社会教育課の出前講座を利

用して、市の文化課に依頼する講座です。「遺跡から見る地域の歴史」というタイトル

で、市内の遺跡を学びながら、そこからかいま見える歴史について触れていこうという

ものですが、まだ日程が厳密には決まっておりませんで、今調整中でございます。 

 また、「丸山さわやか学級」は非常に人気がありまして、毎年人数がすごく多くなっ
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てしまいます。今回はコロナの対応で人数を減らさなければいけないということで、同

じテーマのものを複数回やり、そのどこかで参加していただければというような形で、

この遺跡の関係については２回を予定しているのですが、もう少し回数を増やすなりし

て、１回当たりを 40人で、同じ内容で３～４回やるような形にしていけたらということ

で今調整中でございます。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操」ですが、実は先週もう開催されまして、実

際のところ人数はあまり多くなかったです。正確な人数等は次回の報告のときに報告さ

せていただきたいと思いますが、10人ぐらいだったように見えました。久しぶりに皆さ

ん見えていたので、こういう機会は大事にしていきたいと考えております。 

 次に、「丸山公民館巡回児童ホーム」ですが、こちらは５月 20日に予定しております。

従来は当日自由参加だったのですが、結構な人数が来るということで、今回は事前に申

込者を募り人数を確定させて、あまり多くない人数に絞ってやっていくという形で、最

初は手探りでやっていくということです。 

 それでは、様式 5-1の事業計画シートのほうのご説明をさせていただきます。 

 令和２年度は、ほとんど何もできなかったので、令和元年度で人気のあった事業を中

心に計画しました。丸のついたところが新しい事業です。 

 14番の「江戸つまみかんざし教室」というのは、江戸時代から伝わるつまみ細工とい

う技法でかんざしをつくっていくというものです。２年度に計画していてできなかった

ものですが、今年は状況を見ながらやっていきたいと思っております。 

 15番の「雑学講座」、これは生涯学習コーディネーターの協力を得まして開催します。

「『気象』を学ぶ」とありますが、あとは電子マネーとかそういうものがありますので、

今の時流に合わせたお金の活用の仕方というものも勉強できたらと考えております。こ

れも内容、時期等がまだはっきりしておりません。 

 16番は、新型コロナウイルス対策事業といたしまして、「公民館で旅気分 バーチャ

ルツアー」というものです。これもまだ内容まで詰まっていないのですが、概略としま

しては、ネット上の会議システム、Zoomですとか Webexとかいろいろありますけれども、

そういったものを使ってネットで観光地と回線を結んで、観光地の紹介ＶＴＲみたいな

ものを見ながら、ガイドの方と回線をつないで質問をしたり、そういった形でやってみ

たいと思っておりまして、その候補地を今選定中です。 

 17番の「はじめてのスマートフォン講座」については、ここ数年、丸山公民館で行っ

ているものと同じで、高齢者の方、これからスマホを使ってみようかなというような、

初めて触る人を対象に教えていく講座です。 

 次の 18番は、その次の段階の「さらにスマートフォン講座」というタイトルで、スマ

ホを買ったけれどもうまくできない、もうちょっと教えてもらいたいという人に対して、

次の段階でもう少し詳しいことをやってみるとか、今までやってできなかったことを復

習してみるとか、そういった形の講座です。これは初めて企画しました。 

 さらに、19 番のほうが「はじめての LINE 教室」ということで、高齢者の方がお子さ
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んやお孫さんに会えない期間が相当長くありますので、LINEのビデオ通話とかでお孫さ

んの顔を見ながら会話ができるようにとか、そういうようなことで LINEを活用していこ

うという企画です。 

 20番以降は例年行っている事業がほとんどで、内容をコロナの時代に合わせた形で開

催していきたいと思っております。 

 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。 

○塚田公民館長 

 塚田公民館の令和３年４月１日から６月 16日まで、実施を計画している主な事業につ

いてご説明させていただきます。 

 青少年対象事業では、「こどもおはなし会」を計画しております。こちらは社会教育

関係団体つかだおはなし会との共催で、幼児の情操と読書活動の推進を目的に、原則第

２・第４土曜日を予定しております。 

 次に、成人対象事業となります。「ウイークエンド リラックスヨガ」は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、今年の２月から３月にかけて実施を予定した事業を６

月に変更して実施を計画しております。この事業は、２月から３月の予定のときに応募

いただいた方が参加するという内容で、全員男性の方が参加する予定になっております。 

 「終活のポイント」は、人生の後半を迎えるための活動を学ぶことにより、誰もが感

じている終末ということに対する不安を解消することを目的として、はつらつとした豊

かな人生を送ることを目標に、テーマは「相続について」、行政書士の方を講師に招い

て開催を予定しております。 

 次に、高齢者対象事業となります。「塚田元気クラブ」は、遊びを交えながらレクリ

エーションゲームや健康体操で介護予防、健康維持の増進を図り、地域の高齢者がより

豊かな日常生活を送ることを目標に船橋市レクリエーション協会が塚田公民館で実施し

ていた事業を、今年度は共催という形で実施を計画しております。 

 「塚田寿大学」は、現代社会に対応し、かつ身近な学習機会を提供するとともに、参

加者相互の親睦を図ることを目的としております。初回は、講座に入りやすいように映

画鑑賞を予定しております。 

 続きまして、5-1 の様式に変わりまして、令和３年度の塚田公民館事業計画を説明さ

せていただきます。 

 これまで例年実施していた事業などはできる限り継続し、昨年度実施を計画していた

事業で新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかった事業の一部をスライド

して今年度に実施を計画しております。 

 それでは、今年度新たに実施を計画する事業を中心にご説明させていただきます。 

 12番となります。小学生とその保護者を対象として「親子体験学習」を計画しており
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ます。こちらは、大神保の青少年キャンプ場におきまして親子参加によるデイキャンプ

を行い、自然体験を通じて参加者同士の親睦と交流を図ることを目的に、青少年相談員

の方々の協力を得て実施する予定です。 

 20番の成人対象事業として「まなぼう教室」を計画しております。この事業は生涯学

習コーディネーター連絡協議会と共催で企画・実施を行い、学習内容につきましても参

加者と生涯学習コーディネーターとの話し合いの中で考えていただき、行う予定でおり

ます。 

 23番ですが、こちらも成人を対象とした事業で、「おつまみづくり」を計画しており

ます。夜の時間帯を利用して、簡単なおつまみをつくれるように調理実習を行う予定で

す。こちらは、先ほどご説明させていただきました「ウイークエンド リラックスヨガ」

と同様に、公民館の夜の時間帯の利用促進につながることも目的の１つとして事業を計

画しております。 

 33番になります。成人を対象に「地域防災講座」を計画しております。危機管理課の

職員に講師を依頼し、地域の方々に自身が住んでいる地域の中での防災対策の必要性に

ついての講演等を、塚田地区連合自治会との共催事業として計画をしております。 

 最後となります。館報「つかだ」の発行です。新型コロナウイルスの影響で未確定な

ところが多いのですが、初回は５月の中旬に発行を予定しており、内容は年間行事、事

業予定等を中心に作成する予定です。作成部数は毎回１万 1,000部を予定しており、新

聞折り込みで１万 500部の配布、残り 500部を公民館窓口と東武線塚田駅に備え置いて

配布を予定しております。 

 塚田公民館の報告は以上となります。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、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４月１日から６月 16日までの事業計画について説明いたします。 

 例年実施しているものがほとんどですが、成人対象の２番目として、本日から受付の

「家庭問題を考える講座 あなたはパートナーに Noと言えますか？」を市民協働課と協

働し、保育つきで開催します。コロナ禍における家庭での閉塞感から、表面的には分か

りづらいですけれども、ＤＶなどの問題が増加していることが推測されます。別紙の年

間事業計画には「ＤＶ講座」と仮のタイトルをつけていましたが、抵抗感なく申し込み

ができるようにＤＶというのを前面に出して強調しないようなタイトルにいたしました。

ＤＶについての基礎知識、コロナ禍での現状、周囲の対処方法について学習する機会と

したいと思います。 

 それから、昨年度１回も実施できなかった高齢者学級の「かつしか寿大学」や葛飾公

民館の特徴でもある「葛の葉らいぶコンサート」も、この時期から開催できたらと思っ

ております。 
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 一番下の部分で、月に１回、葛飾地区社会福祉協議会の皆様にご尽力いただいて例年

実施している「ちびっこ広場」ですが、この資料を作成した後、乳幼児対象ということ

もありまして、慎重に考えるとまだ実施できる体制が整っていないということになりま

して、５月分は中止とさせていただきました。６月から実施できればいいと考えており

ます。 

 今期の事業計画については以上となります。 

 また、年間を通しては、様式 5-1の事業計画シートです。新規事業として 18番、仮タ

イトル「地域史講座①」となっておりますけれども、「船橋今昔物語」というのを実施

します。これは、まなび船橋さんの協力を得て、散策を取り入れながら地域の歴史を学

びたいということで計画いたしました。 

 また、昨年度実施する予定で中止になった江戸東京博物館の学芸員を講師とする永井

荷風に関する講座を郷土資料館と一緒に計画いたしましたが、これを 19番の「地域史講

座」として実施いたします。 

 ほかに新規事業として、16番の百人一首を読み解く「古典を学ぶ」、17番の「初めて

のガーデニング」、20番の「アロマ講座」を計画しております。いずれも性別に関係な

く参加でき、家で充実した時間を過ごせるよう企画しました。 

 そして、22番、23番の「デジタルデバイド対策事業」として、１回目はやさしい基本

編について、２回目は、セキュリティについてではなく Zoom入門編ということで、初め

てのオンラインということで実施する予定になっております。 

 葛飾公民館の今年度の事業計画につきましては、以上でございます。 

○大槻委員長 

 ありがとうございました。 

 ただいま報告いただきました事業計画（４月１日から６月 16日）と、令和３年度の年

間の事業計画になりますけれども、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 いろいろな事業を計画されていて、ちゃんと実施できるといいなというふうに思って

しまいます。 

 事業計画ですけれども、今年は社会教育関係団体登録の更新になるかと思いますが、

例年ですとそのときには計画等に関して研修会というか説明会的なものが各公民館であ

ったかと思います。その辺の状況はいかがでしょうか。今回予定には入っていませんよ

ね。 

○西部公民館長 

 例年ですと、２年に１回の更新のときは、社会教育関係団体の手続きのやり方と、社

会教育関係団体のあり方についてご説明するような研修会というのを開いておりました

が、大勢の方が集まるというところで、今回、西部地区については中止させていただき

ました。お手紙を送りましてご提出をお願いしているところですけれども、日頃から顔

を合わせている皆さんですので、公民館のほうに遠慮なく手続き等はお聞きいただいて、

私どものほうも丁寧な対応をしていきたいと思いますので、今回はそれでやらせていた
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だきたいと思います。 

○大槻委員長 

 ちなみに、締め切りというのは６月初めぐらいでしたか。 

○西部公民館長 

 ５月の下旬ぐらいです。 

○大槻委員長 

 分かりました。なかなか会える機会がとれないということで大変かと思いますけれど

も、皆さん、サークル等のフォローのほうをよろしくお願いできればと思います。 

○西部公民館長 

 ありがとうございます。 

○大槻委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○石井副委員長 

 このシートのほうでちょっと聞きたいことがあるんですが、各館で「デジタルデバイ

ド対策事業」というのをやっていて、今までも携帯電話の講座というのは結構あったと

思います。携帯電話ではなくパソコンですか。どっちにしても似たようなものですが、

あれは大体３回、４回継続してやっていました。これは１回ぽっきりですか。 

○西部公民館長 

 具体的にはこれからというところですが、１回というわけでもなくて、習った方がま

た人に教えるような形が進んでいったらいいなという、継続して教え合うようなイメー

ジで捉えてやっている事業でございます。 

○石井副委員長 

 では、ここにある 11月というのは 11月に始めるということで、例えば 12月にもう一

回やるとか、そういうことはないですか。 

 多分、年寄りの初心者向けに１回やっても全然覚えない。私のところも携帯会社から

公団でやっているから来いと言われるけれども、行ってもそこだけやっただけで全体的

には何もやらないから、結局は分からない。継続的にやらないと多分難しい面がある。 

○西部公民館長 

 そうですね。それは市全体で今形のほうがはっきり定まっていないところですので、

もう少し具体的になりましたら、皆様にご説明の機会を設けさせていただけたらと思い

ます。 

○石井副委員長 

 はい。 

○大槻委員長 

 そうですね、なかなか１回では。何度聞いても覚えられない感じですかね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 無いようでしたら、この事業計画につきましても承認ということでよろしいでしょう
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か。 

（「異議なし」の声あり） 

○大槻委員長 

 ありがとうございます。それでは、承認といたします。 

 これで本日の議事は終了となります。委員の皆さん、ご協力ありがとうございました。 

 本日の議事録署名は先ほどお願いしました中西委員です。よろしくお願いいたします。 

○中西委員 

 分かりました。 

○大槻委員長 

 それでは、今日の審議を終わりとさせていただきます。 

 では、事務局、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。次回は、６月 17日（木曜日）、午後２時から

です。会場は、西部公民館の第１・２集会室になります。 

 それでは、これをもちまして、令和３年度第１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 

 


