
 

 

 

 

 

 

令和３年度 第１回 北部公民館運営審議会 

議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日    時  令和３年４月２０日（火） 

  午後３時１３分～３時５４分 

会    場  北部公民館１階 講堂 
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午後３時１３分開会 

○朝隈委員長 

 それでは、令和３年度第１回北部公民館運営審議会を開催いたします。 

 事務局より諸事項の確認がありますので、お願いします。 

○事務局（北部公民館長補佐） 

 まず、配付資料の確認をいたします。事前にお配りいたしました北部公民館運営審議会資

料、各該当館の館報、「令和３年度運営審議会開催日程」、それから、委員の方のみ、「まなび

の風（64 号）」を配付しております。そのほか、本日お机の上に置かせていただきました座

席表、それから、委員の皆様には令和３年度運営審議会名簿でございます。もう１つ、事前

に配付した資料に関して北部公民館分として差し替えがございます。差し替え内容は、事業

計画一覧の番号ずれでございます。ご確認方よろしくお願いいたします。 

 なお、事前に通知いたしました開催案内には、社会教育関係団体新規登録申請について議

題として掲載いたしましたが、本日、新規申請の審議はございませんので、お知らせいたし

ます。 

 続きまして、本日の会議開催要件について申し上げます。 

 本日の審議会は、委員 10名中 10名、全員の出席をいただいておりますので、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条及び船橋市附属機関等の会

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。議事録の作成のため、会

議の内容を録音させていただきますので、あらかじめご了承いただきます。議事録について

も、後日、船橋市ホームページで公開となります。 

 それでは、議事に入ります。議事進行は、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。 

 では、朝隈委員長、議事進行をお願いいたします。 

○朝隈委員長 

 では、議事に入ります。 

 本日の議事は、お手元にある資料のとおりです。 

 本日の傍聴の申し出はございません。 

 議事に先立ちまして、議事録署名人を指名させていただきます。今年度も議事録署名人を

順番で指名させていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○朝隈委員長 

 第１回目につきましては、前田委員にお願いいたします。 

○前田委員 
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 はい、承知しました。 

○朝隈委員長 

 よろしくお願いします。 

 それでは、議事（１）に入ります。議事（１）の「令和３年度事業計画」について、北部

公民館よりご説明お願いいたします。 

○北部公民館長 

 それでは、北部公民館よりご説明させていただきます。 

 説明の前に、差し替えの件、大変申し訳ございませんでした。今後、十分注意してまいり

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、提案になりますが、議事（１）の「令和３年度事業計画」及び議事（２）の「令和

３年度事業計画一覧」についてでございます。（１）の「事業計画」は、各館の付箋のところ

の最初にとじているもので、地域の状況や地域の課題、重点目標が記載されているものでご

ざいます。これにつきましては、各館でそれぞれ地域の課題を洗い出して、重点目標でそれ

を解決するためにどういったことを重点的に実施していくか記載させていただいております。

地域の状況の中で、人口など数字の部分で令和２年４月現在とか 10月現在など、ちょっとば

らつきがございました。最終的には令和３年４月１日で統一はさせていただきますが、今後

は運営審議会に諮る時点でも統一を図りたいと思っていますので、ご了承いただければと思

っております。 

 また、次にとじている議題（２）の「事業計画一覧」でございます。今年度各館で実施す

る予定の全ての事業を載せております。その中で丸印をつけているのが今年度新規の事業で

ございます。 

 本日は、４月１日から６月 14日までの事業計画につきまして、これから各館から説明させ

ていただきます。また、それ以降については今後の運営審議会でも計画として説明させてい

ただきます。先ほど申し上げましたとおり、会議が長くなりますとリスクも高まることから、

これらにつきましては説明を省略させていただきたいと思っております。皆様のご了承を頂

ければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○朝隈委員長 

 ただいま北部公民館長から提案がありましたように、議事（１）「令和３年度事業計画」及

び議事（２）「令和３年度事業計画一覧」については、議事（３）「事業計画（令和３年４月

１日～６月 14日）」を各館ごとにご説明いただくということなので、説明を省略することと

します。何かご意見、ご質問があれば、説明終了後にまとめて受けることにいたしますが、

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○朝隈委員長 

 では、異議がありませんので、改めて北部公民館から、議事（３）「事業計画（令和３年４
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月１日～６月 14日）」についてご説明をお願いします。 

 なお、ご意見、質問等につきましては、８公民館の説明終了後に受けたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、北部公民館長から順次説明をよろしくお願いします。 

○北部公民館長 

 それでは、私、北部公民館からご説明させていただきます。 

 北部公民館の事業計画の前に、８館全てに関することでございますが、複数対象の「社会

教育関係団体登録説明・研修会」につきましては、大勢の方を集めての研修会・説明会など

は新型コロナウイルス感染のリスクが高いことから開催をせず、窓口で各サークルに書類等

を渡しまして説明することになっております。日程等は計画の中に入っておりますが、既に

配付している状況でございますので、ご了承いただければと思っております。 

 また、料理教室につきましては、食べることは中止とさせていただいております。今回、

北部地区の中で太巻きとかクッキーとかが入っておりますが、道具などは共有せず、持ち帰

る形で実施させていただく予定でございます。今後は料理教室に関しては、極力、中止また

は延期する方向で検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただければと思っ

ております。 

 それでは、改めまして、北部公民館の４月１日から６月 14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、青少年の「ふなばしハッピーサタデー事業」でございます。月１回実施予定で、年

間を通して４月と８月を除く 10回実施する予定でございます。５月は「子どもエコ教室」、

６月は「レッツ！キッズダンス」を実施する予定でございます。 

 次の「クラブ活動支援事業」の卓球と折り紙でございます。これらは豊富小学校との共催

でございます。これから豊富小学校のほうで４年生から６年生までの子供たちを募集してい

く状況でございます。子供たちが集まれば実施できますが、もし集まらないようであれば中

止となる場合がございます。その辺ご理解をいただければと思っております。 

 次に、成人の「菊づくり講習会」でございます。既に第１回目を４月４日に開催しており、

10月まで７回にわたって実施する予定でございます。秋には参加者全員が菊の大輪を咲かせ

ていただければと思っております。 

 次のページに移りまして、「自然観察会」でございます。県民の森を中心に散策する予定で

ございます。 

 また、「デジタル一眼レフカメラ講座」でございます。３回の講座で、２回目はアンデルセ

ン公園にて撮影会を実施する予定でございます。 

 次に、高齢者の「豊富寿大学」でございます。月１回実施しており、年間を通して４月と

８月を除き 10回実施する予定でございます。５月は「近代教育のはじまり」をテーマに実施

する予定でございます。 
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 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」でございます。今年度から自由参加ではなく

先着 25名で実施する予定でございます。これは健康づくり課との共催で８館全て同じで、先

着での開催になります。 

 次のページに移りまして、複数対象の「巡回児童ホーム事業」でございます。２歳までの

お子さんとその保護者が対象の「0・1・2 歳ぽかぽか広場」でございます。今年度から自由

参加ではなく、これも申込制になっておりまして、４組を定員として実施する予定でござい

ます。 

 次の「社会教育関係団体登録説明・研修会」については、先ほど申し上げたとおりでござ

います。 

 最後になりますが、「卓球開放」でございます。記載どおり実施する予定でございます。卓

球台を開放しますので、自由にお使いいただき楽しんでいただければと思っております。 

 今までご説明させていただきました事業及びこれから説明するほかの公民館の事業全てで

ございますが、マスクの着用、手指消毒の徹底、熱やのどの痛み・だるさなどないかチェッ

クした上で名簿を提出してもらうなど、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を十分実施

した上で行っていく所存でございます。 

 簡単ですが以上でございます。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、二和公民館さん、お願いします。 

○二和公民館長 

 二和公民館、令和３年度６月 14日までの事業計画を説明させていただきます。 

 青少年対象の「ふなばしハッピーサタデー事業」は、５月に飾り巻き寿司づくりを実施す

る予定です。完成品は全て持ち帰っていただき、味は帰宅してから楽しんでいただきます。 

 次に、成人対象の「多肉植物寄せ植え講座」は、数日で定員に達した人気の講座でござい

ます。 

 次の「スキルアップ講座 Ａコース」は、今までは女性セミナーとして女性限定で開催を

しておりました事業を、本年度は成人対象といたしました。全３回のうち１回目は、紙を使

い、つり下げるタイプのインテリアを作製いたします。２回目は、季節柄、カビに焦点を当

てたお掃除の講座を予定しております。 

 続きまして、高齢者対象の「二和寿大学」です。本年度は、北部地区生涯学習コーディネ

ーターの方々に講師をご紹介していただいたり、受付などのお手伝いをお願いいたしまして、

協力という形で携わっていただきます。全 10回の 1回目は 3Ｑ体操の予定です。 

 次のページに参りまして、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」の月曜コースと火曜コー

スです。月曜コースは４月に１回目が終了しておりまして、参加者につきましては１部が 11

名、２部が４名でございました。火曜コースは本年度から新しい事業となりまして、地域の
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課題でもあります高齢者の体力の維持と健康づくりのために計画いたしました。当初、二和

地区社会福祉協議会との共催を考えていましたが、最終的には公民館の主催事業となりまし

て、月１回定期的に実施する予定でございます。 

 次の「デジタルデバイド対策事業」は、初心者向けのスマートフォン講座の実施を予定し

ております。 

 次のページに参りまして、複数対象の「社会教育関係団体登録説明・研修会」は、先ほど

ご説明させていただいたとおりでございます。 

 次の「巡回児童ホーム事業」、こちらも記載のとおり実施の予定でございます。 

 最後に、「二和たのしい歌のつどい」です。４月３日の１回目は、実行委員会の申し出によ

り中止といたしました。６月は新型コロナの状況により検討することになろうかと考えてお

ります。 

 二和公民館は以上でございます。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、海老が作公民館さん、お願いします。 

○海老が作公民館長 

 それでは、海老が作公民館の６月 14日までの事業計画について、主なものを説明させてい

ただきます。 

 まず、青少年対象の「ふなばしハッピーサタデー事業」です。５月につきましては、ボー

イスカウトさんの協力により、ブルーシートでテントをつくったりトレーナーで担架をつく

ったりと、防災のミニ講習を予定しております。６月は、スポーツと健康を推進する会さん

の協力で、プラバン工作などの製作教室を実施する予定です。 

 次に、成人の「健康体操セミナー」です。地域の大穴スポーツクラブさんとの共催で、健

康体操を全５回で実施します。昨年は実施できませんでしたが、今年度は感染拡大防止の対

策として定員を一昨年の半分として実施する予定です。 

 次のページに行きまして、「市民企画『学びの糸口～心楽暮（こらぼ）』」です。生活課題や

教養に関する学習内容を運営委員さんと一緒に話し合いで決めています。全４回の講座です

が、１回目は卵の殻を使ったエッグポプリの作製、そのほかに散策、オーボエのレクチャー

コンサートを実施する予定です。 

 次に、高齢者対象の「海老が作寿大学」です。こちらも生涯学習コーディネーターの運営

委員さんと一緒に内容を検討しております。５月は映画鑑賞を予定しております。今後は、

８月を除き月１回実施し、年 10回開催する予定となっております。 

 次のページに行きまして、複数対象の「巡回児童ホーム事業」です。三咲児童ホームとの

共催で、５月は 0・1・2歳のお子さんと保護者を対象にぽかぽか広場として開催します。内

容は、親子のリズム体操やプレイ遊びを予定しております。この他に、巡回児童ホームとし
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ては、小学生を対象にした小学生わくわくタイムを６月下旬から年４回の開催を予定してお

ります。 

 簡単ですが、海老が作公民館は以上です。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、小室公民館さん、お願いします。 

○小室公民館長 

 小室公民館の４月１日から６月 14日までの事業計画について、ご説明させていただきます。 

 最初に、青少年対象事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」です。記載の「ハッピーウ

ォーク」は、講師の豊富地区スポーツ推進委員会の方々と相談をし、中止といたしました。

代わりに６月に予定しておりました「フラワーボックスをつくろう」を公民館職員が実施す

る予定でございます。紙で花と箱をつくり、箱の中に花を入れてフラワーボックスをつくり

ます。定員は各回 10名で、時間は１回が 40分で３回行う予定でございます。 

 次に、成人対象事業の「デジタルデバイド対策講座～はじめてのスマホ体験～」です。ス

マートフォンアドバイザーが初心者を対象に、簡単に楽しく使えるようになるためのスマホ

講座を実施する予定でございます。 

 次の「ほくそう散歩」は、全２回の講座の１回目で、北総の初夏と白井七福神を訪ねる自

然散策の予定でございます。生涯学習コーディネーターの方々にご協力いただき実施できれ

ばと思っております。 

 次の「こむろ井戸端会議」は、記載のとおり実施する予定でございます。年 10回、第４金

曜日を基本の開催日とし、日常の話題をもとに参加者同士でいろいろな情報交換、意見交換

の場としたいと思います。一日誰とも話す機会がない方もいらっしゃると思いますので、当

日自由に参加してくださればと考えます。 

 次に、高齢者対象事業の「小室寿大学」は、４月と８月を除き、年 10回の開催予定でござ

います。１回目は交通安全教室と防犯講話を実施する予定でございます。交通安全教室は警

察官が、防犯講話は市の防犯指導員等が、講話やＤＶＤ上映、啓発品の配布を行う予定とな

っております。 

 次のページの「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、記載のとおりの開催予定でござ

います。 

 次の「社会教育関係団体登録説明・研修会」は、先ほどのご説明のとおりでございます。 

 小室公民館は以上でございます。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、八木が谷公民館さん、お願いします。 

○八木が谷公民館長 
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 八木が谷公民館の４月１日から６月 14日までの事業計画についてご説明いたします。 

 最初に、青少年対象事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」でございます。記載のとお

り、４月、６月、八木が谷地区スポーツ推進委員の方々の協力のもと実施予定でございまし

た。４月 24日の土曜日、「ニュースポーツ体験！」と記載してございますが、この回につき

ましては、八木が谷地区スポーツ推進委員との協議の結果、開催を中止することといたしま

した。 

 続きまして、成人対象事業でございます。「生活応援講座Ａ『学んでみませんか？キャッシ

ュレスの種類や使い方』」。新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式でも、買物の場面

で電子決済の利用が勧められていることなどがございます。キャッシュレス決済の基本的な

ことから学んでいただく内容にしています。 

 続きまして、「生活応援講座Ｂ『体験してみませんか？スマホでキャッシュレス決済』」。こ

ちらはスマートフォンの基礎からアプリやキャッシュレス決済の方法や仕組み、便利でお得

な使い方を、実際にスマートフォンを使って体験していただこうという企画でございます。 

 次の「はじめてのカリグラフィー（西洋書道）講座」でございます。タイトルにあります

ように、カリグラフィーは西洋書道というふうに記載してございますが、アルファベットを

独特のタッチで描く技術でございます。ヨーロッパのほうでは看板とか名刺とか表札など

様々なスタイルで日常生活にも溶け込んでいるようですが、日本でも近年レストランのメニ

ューとかバースデーカードとか結婚式のウエディングボードなどで目にする機会が増えてき

ている内容でございます。専用のペン軸やペン先を使用して、新しい趣味・教養の部分を身

につけていただければと思っております。 

 次、ページが変わります。「始めよう！足腰にやさしいノルディックウォーキング」です。

記載のとおり６月４日、１１日、２回講座で行います。ノルディックウォーキングというの

は、クロスカントリーの選手が夏の間の体力維持、強化トレーニングとして行っていたスキ

ーウォークでございまして、ポールを使った簡単な歩行運動として紹介されたものでござい

ます。ポールを使うことによって全身運動になり、膝の関節や脊柱等の負担軽減にもなるこ

と、ポールを持つことでバランスの維持をサポートするということもあるので転びにくいと

いう利点がございます。 

 続きまして、高齢者対象事業でございます。「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」につき

ましては、記載のとおり４月から１か月に１回の予定で実施いたします。 

 次の「健康セミナー」でございますが、八木が谷地区社会福祉協議会、八木が谷在宅介護

支援センターの方々との共催事業で、健康に関する情報発信をする事業でございます。６月

２日の１回目は、「病院のベッドでは死なない！食事術」ということで、二和病院の管理栄養

士の方に来ていただいて、ご講演いただこうという予定でございます。 

 次の「八木が谷寿大学」は、５月 20 日が開講式でございます。来年２月まで毎月、計 10

回実施する予定でございます。 
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 ページが変わります。「いきいきサロン」でございますが、これは地区社会福祉協議会との

共催事業でございまして、５月、６月、年間 11回の計画で実施する予定でございます。 

 複数対象事業でございます。「社会教育関係団体登録説明・研修会」については、ご説明を

省かせていただきます。 

 「親子いけばな教室」でございますが、平成 30年度から継続をしている事業でございます。

文化庁の伝統文化親子教室事業に申請をしている事業でございまして、各回定員 15名で年間

９回、生け花について親子で親しんでいただこうという内容になってございます。 

 続きまして、「子育てサロン」でございます。記載のとおり実施いたします。 

 ページ変わりまして「卓球開放」、「図書コーナー運営事業」につきましては、記載のとお

り実施いたします。 

 八木が谷公民館については以上でございます。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、三咲公民館さん、お願いします。 

○三咲公民館長 

 三咲公民館の４月１日から６月 14日までの事業計画を説明いたします。 

 青少年教育の「ふなばしハッピーサタデー事業」は、４月に小学生と幼児の親子を対象に

子ども映画会、５月には小学４年生から６年生を対象にクッキーづくり教室を行います。こ

のときに作ったクッキーは、試食をせずにラッピングをして持ち帰ります。６月には公民館

職員の指導でアイスクリームの形をしたマグネットづくりを行います。 

 次に、成人教育ですが、「デジタルデバイド対策講座～はじめてのスマホ体験～」を行いま

す。スマホの基礎を連続講座で楽しみながら覚えていただきます。 

 次に、高齢者の部ですが、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」を２コース開講いたしま

す。１つは木曜コースとして三咲地区社会福祉協議会との共催で実施し、もう１つは金曜コ

ースとして健康づくり課との共催で実施いたします。木曜コースの第１回目の５月６日は、

実施予定だったのですが、社会福祉協議会の方針で５月までは事業を実施しないことが急遽

決定し、５月分は中止となりました。金曜コースにつきましては、当面は隔月で実施という

ことになります。 

 次に、「三咲寿大学」を５月より月 1 回の予定で１年間開催いたします。第１回目は５月

26日で、開講式の後、映画鑑賞を行います。 

 次に、複数対象事業ですが、「社会教育関係団体の登録説明・研修会」は、先の説明のとお

り実施なしとなりました。 

 次は、オンラインでの初めての事業として、アースドクターふなばしの方を講師に「親子

オンライン工作教室」を開催いたします。対象は小学生の児童とその保護者で、風車の家の

オルゴール製作を行います。参加者は自宅からオンラインで参加いたします。 
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 「卓球開放」と「図書コーナー運営事業」は、記載の日程で実施していく予定でございま

す。 

 三咲公民館は以上です。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、松が丘公民館さん、お願いします。 

○松が丘公民館長 

 松が丘公民館の４月１日から６月 14日までの事業計画について、ご説明いたします。 

 初めに、青少年の「ふなばしハッピーサタデー事業」です。５月は公民館職員を講師とし

まして「母の日のプレゼント とびだすメッセージカードをつくろう！」を行います。ハッ

ピーサタデーは６月以降８回、全部で９回実施予定です。 

 次に、成人の「自分でやってみよう！植木剪定」です。今年度の新規事業で、ボランティ

アの育成を視野に入れ、古和釜小学校の校庭を借用して園芸家の指導により実施いたします。 

 次の「健康ウォーキング講座」です。こちらも新規事業になります。健康を維持するため

の学習機会としまして、高根木戸近隣公園の周回コースを利用いたしまして、全２回で正し

い歩き方を身につけます。 

 次に、高齢者の「松が丘寿大学」です。５月は開講式と交通安全・防犯の講話を聞きます。

６月以降９回、全 10回で実施する予定になっております。 

 次のページに参ります。「総合型介護予防講座『楽しくトレーニング教室』」、その次の「ふ

なばしシルバーリハビリ体操教室」については、記載のとおりになります。 

 次に、複数対象の「社会教育関係団体登録説明・研修会」は、ご説明のとおりです。 

 その次の「おはなし会」ですが、６月から通年で実施を計画しておりましたが、幼児を対

象として密になってしまう可能性があるということで、本日、講師のエルマーおはなしの会

さんから、８月まで中止にし、９月から様子を見て実施を決めていきたいという要望がござ

いまして、６月 10日のおはなし会は中止を決定いたしました。 

 次のページです。「図書室活動」は記載のとおりです。 

 「卓球開放」ですけれども、記載の日にちのうち、４月 23 日、30 日、５月７日は夜間事

業であるため、まん延防止等重点措置によって中止となりました。 

 松が丘公民館は以上でございます。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 では、坪井公民館さん、お願いします。 

○坪井公民館長 

 それでは、一番最後のページの表裏になりますが、坪井公民館の４月１日から６月 14日ま

での事業計画をご説明させていただきます。 
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 最初に、青少年事業「ふなばしハッピーサタデー事業」でございます。４月は実施しませ

んが 12月に２回行いますので、全 12回のうち今回が１回目となります。プラバン工作のほ

かに牛乳パックでつくるヨーヨーと色紙でつくる紙コプターの作製も行います。低学年向け

ですが、子供たちが楽しめる内容となっております。 

 次に、成人事業ですが、「歴史講座 近代日本経済の父～新一万円札の肖像～渋沢栄一」と

命名された講座になります。ＮＨＫ大河ドラマの「青天を衝け」で話題の題材です。今回、

内容については、講師との打ち合わせで、ドラマの話題性を追うのではなく忠実に史実にこ

だわる講座にしたいというようなお話がございまして、それを柱に企画しております。１回

目は座学で、２回目は松戸市の戸定邸へ散策を計画しております。 

 続きまして、高齢者事業の１つ目ですが、「坪井みのり学級」です。全 10回のうち、１回

目の５月は落語です。真打ちの金原亭馬玉師匠に来館いただき、高座をお願いしております。

６月の介護予防運動は、東京都墨田区にある高齢者向けのスポーツマシーンの開発を手がけ

る東京体育機器株式会社様から講師を派遣していただき、ご高齢の方でも無理なく動ける運

動の指導をしていただきます。 

 高齢者事業の２つ目は、市の健康づくり課と共催でやる「ふなばしシルバーリハビリ体操

教室」です。全 10回の開催のうち、今回が１回目になります。こちらも高齢者の方でも無理

なく動ける体操を実施してもらうことになっております。 

 その他事業の１つ目は「おはなしいろえんぴつ」です。隔月で年６回行われるものの今回

１回目です。坪井公民館おなじみの読み聞かせをはじめとした親子のふれあいの場を提供す

る事業となっております。 

 最後に、「社会教育関係団体登録説明・研修会」については、先ほど北部の鈴木館長ご説明

のとおりになります。 

 事業全体で、その内容に合わせて定員の制限や健康状態の確認、密にならない工夫などを

して、感染防止に努めて実施してまいりたいと思っています。 

 坪井公民館の事業系計画については以上です。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事（１）「令和３年度事業計画」、議事（２）「令和３年度事業計画一覧」、議

事（３）「事業計画（令和３年４月１日～６月 14日）」につきまして、ご意見、ご質問等、何

かありますでしょうか。ご質問がありましたら、公民館名とページをお願いします。 

 有泉委員。 

○有泉委員 

 代表して北部公民館長でもいいのですが、公民館の事業をやるのに、ソーシャルディスタ

ンスというのは何メートルを考えているのですか。 

○北部公民館長 
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 1.5 メートルでやっております。前後左右 1.5 メートルあけるように。ただ、例えばこの

講堂で 20名だったら、なるべく距離を取るため２メートルとか、時によって多少違いますけ

れども、基本は 1.5メートルを取っています。 

○有泉委員 

 一番心配なのは、寿大学みたいな高齢者の学級がありますね。例えば 1.5メートルでやっ

て、これだけの人数が入れるのかどうかというのがちょっと心配で、我々も社協で全部測り

ました。社協では２メートル取りなさいというので、講堂を測ってみると、意外と入らない

です。坪井で測ったら 30名でした。ソーシャルディスタンスを保つのは意外と大変だという

ことがそのとき分かって、例えば体操なんかはすごく人気でわーっと来てしまうので、事前

に整理券を発行してそれ以上は入れないとか、そういうことも考えたのですが、そこまで行

かないうちにシャットダウンしなさいという指令が来てやめました。一つでも発生してしま

うと大騒ぎになってしまうので、その辺はマスクを必ずするとか、厳しく言うようだけれど

も、やっていただきたいと思います。 

○北部公民館長 

 今、有泉委員からご指摘がありましたとおり、実際に２メートル取るとこの講堂でも 20

人くらいになってしまいますので、特に寿大学は各館とも大分減らして募集している状況で

はございます。当日来る方も、定員いっぱいというケースは少ないですが、有泉さんから指

摘がありましたように、十分コロナ対策には気をつけて、なるべくソーシャルディスタンス

を取るようにして、マスクは着用、定期的な換気、そういったことを十分注意した上で実施

していきたいと思っております。おっしゃるとおりクラスターが公民館で起きたら大変なこ

とになりますので、職員一同、その辺は十分に注意して対応してまいりたいと思っておりま

す。 

○有泉委員 

 そうですね。それから、ワクチン接種もされるようなので、少し待てば、２～３か月たて

ば、高齢者はみんなワクチンをするようになると思うので、その辺も考慮してやっていただ

きたいと思います。 

○北部公民館長 

 ありがとうございます。ご意見を参考に十分注意してやっていきたいと思いますので、ど

うぞご理解いただければと思います。ありがとうございます。 

○朝隈委員長 

 各館全部共通だと思いますので、コロナ禍の防止策というのは各館ともよくやっていただ

きたいと思います。 

 ほかに何かご質問ございますか。 

○金子委員 

 北部の館長に代表してお願いします。年度の一覧表をずっと見たわけではないのですが、



－12－ 

 

高齢者の詐欺に関する教育であるとか講義であるとか、そういうような催しが見当たらなく

なってしまったような気がします。まだまだ高齢者の詐欺というのは社会問題化されていま

すので、今コロナで大変ですけれども、そちらのほうもお忘れなくというお願いです。 

○北部公民館長 

 ご意見ありがとうございます。一覧の中に「寿大学」というのがありまして、年間を通し

て各館 10回前後開催します。その中でいろんな内容の講座をやっている状況です。大変申し

訳ございません、私も８館の 10回前後の内容を全て把握しておりませんが、各館でその辺は

十分検討して企画させていただいているところでございます。今後、金子委員さんのご意見

を参考に、詐欺とかに引っかからないような内容の講座も各館で企画検討してまいりたいと

思いますので、どうぞご理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○朝隈委員長 

 よろしくお願いします。ほかにございませんか。 

 ほかにご意見、ご質問等ないようであれば、議事（１）、議事（２）、議事（３）につきま

して、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） 

○朝隈委員長 

 ありがとうございます。異議ありませんので、議事（１）、議事（２）、議事（３）につき

まして、承認いたします。 

○北部公民館長 

 ありがとうございます。 

○朝隈委員長 

 ほかに、本日の会議全体を通して何かございますでしょうか。 

 内久根委員、何かありますか。 

○内久根副委員長 

 特には。 

○朝隈委員長 

 なければ、以上をもちまして令和３年度第１回北部公民館運営審議会を閉会いたします。 

 

午後３時５４分 閉会 


