
 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 第２回 北部公民館運営審議会 

議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日    時  令和３年６月１５日（火） 
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午後３時０１分開会 

○朝隈委員長 

 ただいまより、令和３年度第２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、お願いいたします。 

○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（報告・計画）、それから、紫色の表紙で社会教育関係団体の登録申請（更新・拠点変更・

新規）、それから、各館の館報、こちらは事前にお配りしております。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、家庭教育セミナーのまとめ、先ほどお話のあ

りました「広報ふなばし（６月 15日号）」でございます。 

 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、武藤委員及び川﨑委員より、所用のため欠席の旨、連絡を受けております。 

 本日の審議会は、委員 10名中８名の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。 

 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になります。議事録作成のため、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。 

 本日の議事（３）及び（４）につきましては、船橋市情報公開条例第７条第１項第２号に基

づく不開示情報（個人に関する情報）を審議することから、同条例第 26条第２号に該当する

ため非公開となります。議事（３）及び（４）の資料につきましては、会議後に回収させてい

ただきます。 

 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。今回は八木委員にお願い

いたします。よろしくお願いします。 

○八木委員 

 はい。 

○朝隈委員長 
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 それでは、議事（１）についてですが、事業報告については事業内容を事業計画のときに既

に説明しているため、結果について報告を要するものに絞るようにお願いいたします。 

 では、議事（１）「事業報告（４月１日～６月 14日）」について、北部公民館より順次ご説

明をお願いいたします。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。 

 北部公民館さんからよろしくお願いします。 

○北部公民館長 

 それでは、北部公民館の４月１日から６月 14日までの事業報告について、主なものについ

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。記載どおり実施しており

ます。６月 12 日の参加者数の記載をお願いします。全体で 13 名、男６名、女７名になって

おります。 

 次に、豊富小学校の「クラブ活動支援事業」の卓球と折り紙でございます。昨年度までは第

１回目から実施していたのですが、学校のほうから第１回目はオリエンテーションを実施す

るということでしたので、今回は第１回目を中止とさせていただきました。事前に学校側と

もうちょっと密に打ち合わせをしておけばよかったのですが、急な話だったものですから、

今回の第１回目は中止、第２回目からは通常どおり実施するという方向で今動いております

ので、ご理解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、２番目の「デジタル一眼レフカメラ講座」でございます。これに

ついては、講師の方から連絡があり打ち合わせをさせていただきまして、新型コロナウイル

スの関係もありますので、今回は中止とさせていただいております。 

 次のページの複数対象の「巡回児童ホーム事業」でございます。「0.1.2.歳ぽかぽか広場」

でございますが、定員４組の申込制でやりました。今回は８名、男３、女５と参加させていた

だいております。この地域は乳幼児が少ない中で、定員いっぱい来ていただいたことは大変

うれしく思っております。今後もＰＲ等を工夫しながら、公民館に来た乳幼児の方がいらっ

しゃれば声かけさせていただいたりして、いろいろとＰＲさせていただきたいと思っており

ます。今回は、豊富の方と大穴の方と小室の方々が４組お見えになっていただきました。次回

も来ていただければと思っているところでございます。 

 最後になりますが、「卓球開放」は記載のとおり実施しておりまして、６月 12 日の参加者

数ですが、全体で６名、男１、女５でございます。 

 簡単ではございますが、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 
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 それでは、二和公民館の６月 14日までの事業についてご報告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。飾り巻き寿司づくりはパンダ

の顔をつくりました。全て持ち帰っていただく形での実施となりました。 

 次に、成人対象の「多肉植物寄せ植え講座」は、定員に達するのも早く、参加者の方からも

好評を得たこともありまして、今年度中にもう一度開催できないか検討しているところでご

ざいます。 

 次の「スキルアップ講座 Ａコース」です。昨年度までは、女性限定の講座でございました

が、今年度は成人一般として参加者を広く募りましたところ、男性の方にもご参加いただけ

ましたので、来年度からも成人対象の事業として計画したいと考えております。 

 次に、高齢者対象の「二和寿大学」です。１回目は記載のとおり実施をいたしました。 

 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。どちらも記載のとおり実施をいたしました。今後も参加者が増えるようポスターや

チラシでお知らせをしてまいりたいと思っております。 

 次の「デジタルデバイド対策事業」です。初めてのスマートフォン講座ということで丁寧な

ご指導をいただきまして、楽しくご参加いただけたと思っております。 

 最後に、複数対象につきましては、記載のとおり実施しました。ただ、最後の「二和たのし

い歌のつどい」は、合唱であることから、実行委員の方のお申し出により中止となってござい

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す。 

 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 日までの事業について、ご報告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月は、ボーイスカウトさん

の協力により、親子防災講座を実施しております。当初、ブルーシートでテントをつくる予定

でしたが、館内に杭を打つ場所がないことから、講堂でもできる段ボールを使った避難小屋

づくりといたしました。参加者が少なくて残念でしたが、参加した子供たちは自分好みのデ

ザインで避難小屋をつくり、とても楽しそうでした。６月は、スポーツと健康を推進する会北

部コミュニティさんの協力により、プラバン工作とヨーヨーづくりを行いました。 

 次に、成人の「健康体操セミナー」です。全部で５回の講座ですが、昨日６月 14日に終了

しています。この講座は大穴スポーツクラブさんと共催で開催しておりますが、今年度は定

員を 30名に絞って実施しています。毎回、前半にストレッチ体操や体力づくりの体操、後半

は音楽に合わせて楽しみながら体を動かせるダンス等を実施しています。一つ一つの体操の

効果を講師が分かりやすく説明しているので、参加者は意識を持って体を動かすことができ
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たようです。 

 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。全４回のう

ち３回までが終了しております。先週の 11日（金曜日）にオーボエのレクチャーコンサート

を実施しました。講師に楽器の特徴や曲に関しての説明、また、説明の合間にオーボエの演奏

をしていただいております。 

 次に、「いきいきサロン『花梨』」ですが、大穴地区社会福祉協議会さんとの共催で実施予定

でしたが、感染症拡大防止の関係で中止としております。併せて、次のページの「子育てプレ

イルーム」の親子リトミックも中止としております。 

 複数対象の「ファミリー卓球」と児童ホームとの共催の「巡回児童ホーム事業」は、表記の

とおり実施しております。どちらも久しぶりの開催で、再開したことが分からない方もいら

っしゃいますので、引き続きチラシ等で周知をしていきたいと思います。 

 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６月 14日までの事業報告について、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。予定しておりました

「ハッピーウォーク」は、講師と相談をし、中止といたしました。代わりに「フラワーボック

スをつくろう」を実施いたしました。お花紙でカーネーションなど２種類の花をつくり、黒い

紙の箱に詰めました。いろいろな色のお花紙を用意しましたが、人気が高かった色は淡いグ

リーンと水色でした。定員を上回る申し込みがあり参加をお断りする方がいる一方で、６名

が欠席でした。定員のある講座の申込方法を検討していきたいと思います。 

 次に、成人対象事業の「デジタルデバイド対策事業 初めてのスマホ体験」です。申し込み

が多く、すぐに定員になりましたが、当日は４名が欠席で残念でした。参加者たちは熱心に取

り組み、講座終了後も講師に質問をする姿が見られ、スマホへの興味の高さがうかがえまし

た。 

 次の「ほくそう散歩」は、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いたしま

した。 

 次の「こむろ井戸端会議」は、記載のとおりでございます。コロナウイルス関係ため参加を

見合わせたいというご連絡を数件いただきました。 

 次のページに移りまして、高齢者対象事業の「小室寿大学」です。１回目は交通安全教室と

防犯講話を実施いたしました。申し込みの半数以下の参加となり残念ですが、このような時

期なので無理なく参加していただければと思っております。 

 次のページの「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、記載のとおり実施いたしました。 
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 次の複数対象事業、「社会教育関係団体登録説明・研修会」も記載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 

 それでは、八木が谷公民館の６月 14日までの事業報告についてご説明いたします。 

 青少年対象事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」についてでございます。記載にあると

おり、内容は「ニュースポーツ体験！」で、八木が谷地区スポーツ推進委員の方々にご協力を

お願いして計画をしておりましたが、八木が谷地区スポーツ推進委員の方々と協議の結果、

中止とさせていただきました。 

 続きまして、成人対象事業の「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』」、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』」でございます。両講座とも参加いただいたのは高齢者の方々でありましたが、皆さん

熱心にご質問などをされて、コロナウイルス感染拡大が始まって以降、キャッシュレス決済

やスマホを使って支払いをするということへの関心の高さが両講座ともうかがえました。 

 次のページになります。「はじめてのカリグラフィー（西洋書道）講座」でございます。６

月 10日の参加者数を申し上げます。記載のほうよろしくお願いします。11名、男１名、女 10

名でございます。内容的には、３回で、最終的には参加者の方がそれぞれカリグラフィーの文

字を使ってカードを完成させたというところでございます。 

 続きまして、「始めよう！足腰にやさしいノルディックウォーク」でございます。こちらも

参加者数の記載をお願いいたします。６月 11日、14名、男３名、女 11名。２回の講座で、

１日目はあいにくの天候でございましたが、２日目の 11日（金曜日）は天候に恵まれまして、

近くの八木が谷の緑地のほうまでノルディックウォークをしました。参加者の方のアンケー

トでも「満足」というお答えを多くただいております。 

 続きまして、高齢者対象事業、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」です。６月９日の参

加者数を申し上げます。記載をよろしくお願いします。24名、男３名、女 21名でございます。

ふなばしシルバーリハビリ体操教室は、事業の実施回数を変更させていただきました。八木

が谷公民館はこれまでは月２回やっている関係で、健康づくり課の実施回数が 11月まで隔月

でという方針が出て、それまでは月２回で８月以降計画しておりましたが、健康づくり課の

方針が出た後、月１回、健康づくり課が実施しない月に八木が谷公民館と地区社協の事業を

しようということで、全部で 12回ということで計画を変更しました。 

 次のページになります。「健康セミナー」でございます。八木が谷地区社会福祉協議会と八

木が谷在宅介護支援センターとの共催事業でございまして、コロナウイルスの感染拡大の状

況を受けて中止とさせていただきました。 
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 「八木が谷寿大学」については、記載のとおり実施いたしました。 

 続きまして、「いきいきサロン」でございます。こちらも地区社会福祉協議会との共催事業

ですが、中止とさせていただきました。 

 複数対象事業の「社会教育関係団体登録説明・研修会」は、記載のとおり実施いたしまし

た。 

 次のページになります。「親子いけばな教室」は、記載のとおりの実施でございます。 

 「子育てサロン」につきましては、こちらも中止とさせていただいております。 

 「卓球開放」、「図書コーナー運営事業」について、それぞれ人数の記載をお願いいたしま

す。卓球開放事業の６月 13日につきましては、10名でございます。図書コーナー運営事業に

つきましては、参加者数 19名、貸出冊数 33冊です。 

 八木が谷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、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日までの事業報告をいたします。 

 まず、青少年の「ふなばしハッピーサタデー事業」ですが、５月はクッキー作り教室を行い

ました。試食はせず、作ったクッキーはそれぞれが持ち帰りました。翌日の母の日のプレゼン

トにした子もいたようです。６月は、公民館職員が講師になり、アイスクリームのマグネット

づくりを行いました。 

 次に、成人です。「デジタルデバイド対策事業 ～はじめてのスマホ体験～」を２回の講座

で行いました。参加者は高齢者の方が多かったですが、熱心な方ばかりで質問も多く出て、講

師も感心していまました。 

 次は高齢者です。「ふなばしシルバーリハビリ体操教室 木曜コース」は、三咲地区社会福

祉協議会との共催事業ですが、社協の方針で５月、６月の事業は中止となりました。 

 もう一つの「ふなばしシルバーリハビリ体操教室 金曜コース」は、健康づくり課との共催

で、記載のとおり実施をいたしました。 

 「三咲寿大学」は、５月 26日に開講式及び映画鑑賞を行いました。 

 次に、複数対象の部です。５月 22日に「オンライン親子工作教室」を行いました。三咲公

民館では初めてのオンラインの事業でしたが、トラブルもなく無事に終了いたしました。風

車の家のオルゴールづくりと、地球環境について学びました。 

 次に、子育て支援事業の「助産師さんのベビーマッサージ」は、前回の運営審議会のときに

は未定だったため掲載されてなかったのですが、１回目を５月 19日に実施いたしました。 

 「卓球開放」は、記載のとおりの日程で実施をいたしました。 

 次の「図書コーナー運営事業」も記載のとおり実施いたしました。 
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 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日までの事業報告について、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！」を行いました。紙に切り

込みを入れて立体的に飛び出す部分をつくって、そこに絵やメッセージを書いてお母さんに

贈るというもので、「お母さん、大好き」などのメッセージが書かれていて、子供たちの温か

い心が伝わる事業となりました。 

 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、たくさんの応

募がありましたが、先着順だったため多くの方をお断りしてしまいました。ボランティア活

動につなげるために今後も継続していく予定ですけれども、今後は募集の際に抽選などを視

野に入れて検討していきたいと思っております。 

 次に、「健康ウォーキング講座」で、こちらも今年度の新規事業です。健康を維持するため

の学習機会として、講堂で歩き方とか靴の履き方などを聞いた後に、高根木戸近隣公園の周

回コースを利用して正しい歩き方を身につけました。アンケートでは、継続を望む声が多く

あり、次年度に向けてもう少し回数を増やして実施していけるように検討しております。６

月 12日の参加人数を申し上げます。全部で 15名、男１名、女 14名です。 

 次のページに参ります。高齢者の「松が丘寿大学」、「総合型介護予防講座『楽しくトレーニ

ング教室』」、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、記載のとおりです。総合型介護予防

講座「楽しくトレーニング教室」の参加者数を申し上げます。全体で 22名、男 4名、女 18名

でした。 

 次に、複数対象の「社会教育関係団体登録説明・研修会」、「図書室活動」、「卓球開放」は記

載のとおりです。図書室活動の６月の参加人数を申し上げます。42 名、貸出冊数は 72 冊で

す。卓球開放は夜間事業だったため、４月 24日以降は中止となっております。 

 松が丘公民館からは以上です。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、坪井公民館さん、お願いします。 

○坪井公民館長 

 坪井公民館の６月 14日までの事業をご説明させていただきます。資料のほうをご覧くださ

い。 

 青少年事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」ですが、申込者全員の 30名が 1人の欠席
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もなく参加いたしました。低学年でもできる工作であったことから、１年生が全体の３分に

１を占めて一番多かったです。 

 続いて、成人事業の「歴史講座 近代日本経済の父 ～新一万円札の肖像～ 渋沢栄一」で

すが、こちらも第１回は 1 人の欠席もなく 20 名の参加でした。２回目の６月 10 日の人数の

記載をお願いいたします。全体で 19 名、男５名、女 14 名になります。戸定歴史館の渋沢栄

一の企画展も訪れて、学びの深い講座となりました。 

 続いて、高齢者事業の「坪井みのり学級」ですが、第１回は 35名の参加、第２回目の６月

11日の人数の記載をお願いいたします。全体で 38名、男２名、女 36名になります。昨年度

は 12月の１コマしかできなかったこともあって、今回は落語と介護予防という２回の講座が

実施できたことで、久々に参加者が会えて笑顔があふれる雰囲気が印象的でした。 

 続いて、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」については、一桁の参加人数になりますが、

ご覧のとおりの参加状況です。 

 次の複数対象事業の「おはなしいろえんぴつ」ですが、こちらは新型コロナ感染予防対策の

ために中止になりました。 

 「社会教育関係団体研修・説明会」については、39 団体に資料を送付して行った形になり

ます。 

 坪井公民館の事業報告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。 

 それでは、議事（１）につきまして、ご意見、ご質問等、何かありますでしょうか。マイク

はありますか。 

 有泉委員。 

○有泉委員 

 今、コロナが収束していないということで、公民館としては、例えば、この講堂だと定員が

何名で、ソーシャルディスタンスは何メートルとか、そういうルールが決まっているのです

か。 

○北部公民館長 

 北部公民館です。代表してお話しさせていただきます。 

 取りあえず定員については、前後左右 1.5 メートル空けなさいということで決められてい

ます。各公民館それぞれで講堂の定員は決められて、例えば、ここの北部公民館でしたら、本

来であれば 220名のところ 95名になっています。ですから、1.5メートルを空けて講座とか

は実施しております。以前もちょっとお話しさせていただいたのですが、例えば 20名しか集

まらなかったとか 20名定員の場合だったら、なるべく 1.5メートル以上取って講座を開催し

たりはしています。 

○有泉委員 
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 1.5メートルで 99名入りますか。 

〇北部公民館長 

 正直言うと厳しいと思います。 

○有泉委員 

 ですよね。初めの頃、社協のほうで 1.7 メートル取れと言われました。そのとき測ってみ

たら講堂で 35名しか入らなかったんです。だから、意外と入らないものだなとびっくりしま

した。こういうロープみたいなものを持ってきて、この範囲は駄目だとか、この範囲では 1人

だとかとやったら、結構入らないんです。一応、ここだと 99名ぐらいでやっているというこ

とですね。分かりました。 

〇北部公民館長 

 今、有泉委員おっしゃったとおり、実際ここで 99名というのは正直難しいです。先日、寿

大学をここでやったときは 40 名ですが、極端な話、一番後ろまで椅子をセッティングして、

両側も一番端まで椅子をセッティングしながらやって、40名という形が実際です。ですから、

各公民館をご覧になっても３桁というのは多分ないと思います。寿大学も、例えば、いつもは

定員を 150名ぐらい募集していたのを 60名とか 80名で、常時来るのは、例えば 80名として

も多分 50～60名しか来ないのではないかと思います。そういう形で定員を大分下げて、ここ

でも 1.5メートルだと 99名ですが、実際はそれ以下に下げて募集しているというのが現実だ

と思います。 

〇有泉委員 

 分かりました。 

〇朝隈委員長 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 ほかにご意見がないようであれば、議事（１）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） 

〇朝隈委員長 

 異議なしということで、議事（１）「事業報告（４月１日～６月 14日）」につきまして、承

認いたします。ありがとうございました。 

 では、議事（２）に移らせていただきます。「事業計画（６月 15日～９月 20日）」について

です。各公民館長から説明願います。なお、ご意見、ご質問等につきましては、先ほどと同じ

ように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。 

 それでは、北部公民館からよろしくお願いします。 

〇北部公民館長 

 それでは、北部公民館の６月 15 日から９月 20 日までの事業計画について、ご説明させて

いただきます。 
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 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。７月 17日にはスポーツ

ゲーム大会、９月 18日はデコレーションクッキー作り教室を実施する予定でございます。ク

ッキーづくりのほうにつきましては、調理台に３名までとして、用具も共有せず、食べずに持

ち帰ることで実施する予定でございます。 

 次に、「クラブ活動支援事業」の卓球と折り紙でございます。６月 23 日に、いずれも公民

館の卓球サークルと折り紙のサークルの方々が講師となり教えていただくことになります。

定員ですが、卓球のほうは 15 名ということで載せていますが、今回は 16 名ほど希望がござ

いまして、16名で実施する予定でございます。折り紙のほうは 10名定員で実施する予定でご

ざいます。参考までに、豊富小学校の４年生から６年生が対象になっております。 

 次に、「夏休み読書感想文教室」でございます。夏休みの土曜日に３回にわたって実施する

予定でございます。地元の豊富小学校の元教員だった方々に講師になってもらいまして、第

１回は本の選書の仕方を、第２回は感想をまとめてメモに書いて、それを文章に構成をして

いき、第３回は実際に原稿用紙に書いていくという形で実施する予定でございます。 

 次のページになります。成人の「初めての古文書体験～江戸時代の古文書を読む～」でござ

います。内容としては、江戸時代の生活に密着した内容を中心に、借用書とか三行半などを読

んでいこうと考えております。 

 次の「菊づくり講習会」につきましては、記載のとおり実施予定でございます。 

 次の「デジタルデバイド対策事業（はじめてのスマートフォン講座）」でございます。記載

した日程及び内容で実施する予定でございます。このデジタルデバイド対策事業につきまし

ては、社会教育課中心で携帯会社と業務提携をしまして、市内の 26公民館全てで実施してい

る事業でございます。各館で地域に合わせて初級編や中級編など組み合わせをして実施して

いる状況でございます。 

 次に、「初めての陶芸教室」でございます。これは北部公民館の陶芸設備を活用した事業で

ございます。４回実施するうちの２回分を今回載せております。 

 次のページの「防災教室」でございます。避難所でのコロナ対策と、自分専用の避難計画を

立てる内容で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。６月には、昨年実施した落語のＤＶＤ鑑賞が

大変好評でございましたので、今年度も再度実施する予定でございます。７月には、東京オリ

ンピックの開催前に、記載した内容で講演を実施する予定でございます。９月には、記載した

内容で実施する予定でございます。ちょっと座学が中心になりますが、３回実施する予定で

ございます。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」でございます。共催相手の健康づくり課から

回数を減らしていただきたいということで、回数が 11回だったところを８回に変更になって

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」でございます。「0・1・2 歳
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ぽかぽか広場」、「小学生わくわくタイム」、それぞれ記載のとおり実施する予定でございます。 

 次に、「夏休み親子クッキング」でございます。梨を使ったお菓子作りを予定しております。

午前と午後の２回に分けて、調理台には親子１組、各４組ずつ募集して実施する予定でござ

います。いずれも食べずに持ち帰りで実施する予定でございます。当初の計画では「季節の料

理教室」ということで３回実施する予定でございました。今回はそのうちの１回で、残りの２

回分につきましては、講師の方との打ち合わせで今回は中止とさせていただいております。 

 次に、「親子映画鑑賞会」でございます。夏休み期間中に実施する予定でございまして、上

映映画については現在検討しているところでございます。 

 次のページに移りまして、「卓球開放」でございます。記載のとおり実施する予定でござい

ます。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

〇朝隈委員長 

 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。 

〇二和公民館長 

 二和公民館の６月 15日から９月 20日の事業計画について、ご説明をいたします。 

 まず、青少年対象の「夏休み工作教室」です。こちらは講師を２名書かせていただいたので

すが、角先生のご都合がつかないということで、講師は１名という形で削除をお願いしたい

と思います。 

 次の「ふなばしハッピーサタデー事業」につきましては、記載のとおり実施する予定でござ

います。 

 次の「読書感想文の書き方講座」につきましては、北図書館との共催事業といたしまして、

全３回中、１回目を北図書館の選書講座に参加いただき、あとの２回は公民館の講座で読書

感想文を書きあげる内容で予定しております。 

 次のページに参りまして、成人対象です。「ヒンメリ作り講座」です。麦わらを使ったフィ

ンランドの伝統工芸でございまして、異文化に触れていただく機会を提供できればと思って

おります。 

 次に、「二和小学校ＰＴＡ家庭教育セミナー」、全３回のうち、１回目を７月中に予定してお

ります。 

 次の「スキルアップ講座 Ａコース」は、全３回中の３回目、それから、Ｂコースにつきま

しては、第１回目を記載のとおりの実施予定でございます。 

 続きまして、高齢者対象です。「二和寿大学」、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」の月

曜コース及び火曜コース、それから、「二和地区社会福祉活動支援事業」は、記載のとおりの

予定となっております。 

 次のページに参りまして、複数対象です。「にこにこ広場」、「巡回児童ホーム事業」、「二和
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たのしい歌のつどい」は、記載のとおり開催を予定してございます。 

 最後に、「デジタルデバイド対策事業」は、親子でご参加いただきくプログラミング教室を

実施する予定でございます。 

 二和公民館は以上です。 

〇朝隈委員長 

 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。 

〇海老が作公民館長 

 それでは、海老が作公民館の６月 15 日から９月 20 日までの事業計画について、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。７月につきましては映画会

を、９月につきましては三咲児童ホームと共催でスーパーボールづくりなどの工作を実施す

る予定です。 

 次に、成人対象の「市民企画『学びの糸口～心楽暮（こらぼ）』」です。最終回の４回目を６

月 18日に開催する予定です。 

 次の「お花屋さんに習うフラワーアレンジメント」は、松が丘にあるお花屋さんを講師に迎

えて、講座を実施する予定です。 

 次に、「ハンドメイド講座」です。２回の講座でそれぞれアクセサリー等をつくるのですが、

こちらは平日公民館に来ることができない方が参加できるように、日曜日に開催します。手

づくりや製作の楽しさ、また、公民館の講座に興味を持ってもらうきっかけとなればと考え

ております。 

 次のページに行きまして、高齢者対象の「海老が作寿大学」です。６月は国際交流講座とし

て馬頭琴奏者のウルグンさんを迎え、講演と馬頭琴の演奏を予定しております。９月は郷土

資料館の学芸員に大穴の歴史についてお話ししていただく予定です。 

 次の「認知症予防講座」は、健康づくり課と共催で８月 20日から全４回で開催します。今

回は時間帯を午後３時からに設定して、公民館の利用が少ない時間帯の有効活用ができれば

と考えております。 

 続いて、次のページの複数対象の事業ですが、「ファミリー卓球」といたしまして、６月、

８月、９月に開催します。 

 次の「巡回児童ホーム事業」といたしまして、７月１６日に「0.1.2 歳ぽかぽか広場」、６

月 16 日に「小学生わくわくタイム」を開催します。また、９月４日に２回目を開催します。 

 次のページに行きまして、「七夕コンサート」でございます。実行委員と共同で企画し、開

催します。今回は「チェロとピアノの饗宴」ということで開催いたします。今回お願いしてい

るチェロ奏者の方は、おととしの女性講座のレクチャーコンサートに出演していただいた方

で、今回はピアノ奏者と二人でコンサートをお願いしております。６月１日に募集を開始し
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て、既に 70名の定員に達しております。 

 最後の「卓球団体交流会」ですが、７月と３月の年２回開催し、今回は１回目となります。

海老が作公民館登録の各卓球団体が協力して卓球大会を開く予定です。なお、現在、海老が作

公民館では、卓球団体が５団体活動しております。 

 簡単ですが、海老が作公民館は以上です。 

〇朝隈委員長 

 ありがとうございます。 

 次に、小室公民館さん、お願いします。 

〇小室公民館長 

 小室公民館の６月 15 日から９月 20 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」は、記載のとおり開催する予

定でございます。１回の参加人数が多くならないように回数を分け実施したいと思います。 

 次の「デジタルデバイド対策事業 子供プログラミング教室『ロボラボ』」、ですが、講師が

病気で今回の講座は中止になりました。昨年度、地区のボランティアに興味のある方やコー

ディネーターの方を対象にロボラボサポーター講座を実施し、好評を得られておりましたの

で、時機を見て講師と相談させていただき、つなげていきたいと思います。 

 次に、「夏休み読書感想文教室」です。今年度は小学校３、４年生を対象に開催したいと思

います。感想文の書き方のポイントを学び、読書の楽しさを知るとともに、文章表現力を身に

つけることを目的といたします。 

 次の「子供みこし」は、小室夏まつりが中止となったため、みこし担ぎ体験も中止となりま

した。 

 次に、成人対象事業の「デジタルデバイド対策事業」です。記載のとおりの開催予定です

が、３回目と４回目は急遽予定されたもので、５月に実施いたしました１回目の「初めてのス

マホ体験講座」に参加できなかった方々から次回の開催を望む声が多くございまして、ソフ

トバンク株式会社に依頼し、実施できる予定となりました。LINE体験と QR決済についても関

心は高いものと思われ、明日の LINE体験講座も申し込み初日に定員を上回る申し込みがござ

いました。 

 次の「ほくそう散歩」、「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。 

 次の「小室公民館本館家庭教育セミナー」、全３回の１回目は、「船橋の梨農家に教わるおい

しい梨レシピ」を開催する予定でございます。講師は、地元の梨農家「芳蔵園」さんです。地

元の梨でつくるおいしいお菓子づくりや料理を親子で体験いたします。梨農家をされてきて

よかったことや大変だったこと、また、規格外となる野菜や果物の廃棄削減を目指す取組を

されていらっしゃるので、そういったお話も併せて伺いたいと考えております。 

 次に、高齢者対象事業の「小室寿大学」は、記載のとおり実施する予定でございます。株式
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会社明治の食育セミナーの中から「チョコレートの世界へようこそ！」を開催いたします。身

近な食品であるチョコレートの歴史や栄養価など、カカオの木の原寸大のタペストリーを使

って説明していただく予定となっております。 

 次の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、記載のとおりでございます。 

 次のページの「みんなで健康体操教室」は、歌やダンスを用いての事業のため、中止といた

しました。 

 小室公民館は以上でございます。 

〇朝隈委員長 

 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。 

〇八木が谷公民館長 

 八木が谷公民館の６月 15日から９月 20日までの事業計画について、ご説明いたします。 

 青少年対象事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」は、７月、８月、９月と記載のとおり

実施する予定でございましたが、８月 28日の「MYSK子どもまつり」は、８月の実施は見送る

こととなりました。中止ということではなくて、実施時期をずらしてということで現段階で

は考えております。 

 続きまして、成人対象事業の「八木が谷地区４校ＰＴＡ家庭教育セミナー」です。１回目を

記載のとおり実施いたします。内容的には「コロナ感染防止のために自宅でできること」とい

う内容にいたします。 

 続きまして、「デジタルデバイド対策事業 はじめてのスマホ体験『買う前にわかる！超入

門編』」、ページが変わりまして、「デジタルデバイド対策事業 はじめてのスマホ体験『やさ

しい基本編』」は、双方とも大変人気でございまして、募集開始から間もなく定員に達したよ

うな状況でございます。 

 続きまして、高齢者対象事業の「健康セミナー」、「八木が谷寿大学」、「ふなばしシルバ―リ

ハビリ体操教室」につきましては、記載のとおり実施する予定でございます。 

 次に、「いきいきサロン」でございますが、こちらも八木が谷地区社会福祉協議会さんとの

共催でございます。記載のとおり、７月、８月、９月と毎月実施する予定でおります。 

 次の複数対象事業、「親子いけばな教室」でございますが、６月、７月、８月、「花意匠の基

本」ということで実施する予定でございます。 

 ページ変わります。「子育てサロン」でございますが、こちらも八木が谷地区社会福祉協議

会さんとの共催事業でございまして、内容につきましては、記載のとおり７月に２回、８月に

２回、９月は１回の予定でございます。 

 「卓球開放」、「図書コーナー運営事業」につきましては、記載のとおり計画して実施する予

定でございます。 

 八木が谷公民館は以上でございます。 
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〇朝隈委員長 

 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。 

〇三咲公民館長 

 三咲公民館の６月 15日から９月 20日までの事業計画を説明いたします。 

 青少年の「ふなばしハッピーサタデー事業」ですが、７月は「バルーン大魔王がやってく

る！」を行います。講師がバルーンを使ったパフォーマンスを行います。８月は「子ども環境

科学教室」として、アースドクターの方を講師に、地球温暖化の話とミニソーラーカーづくり

を行います。これは夏休みこども応援プロジェクトとして行います。 

 同じく夏休みこども応援プロジェクトとして、小学校３年生から６年生を対象に「読書感

想文教室」を行います。講師は船橋市を拠点に印刷物の編集やカメラマンをされている安藤

さんで、30 代の若い方です。講座は２日間で行い、１回目は本の選び方や読書感想文の書き

方のポイントを教わり、２日目は実際に書いてきた感想文について一人一人指導を行います。 

 次も夏休みこども応援プロジェクトとして「子ども俳句教室」を行います。これも小学校３

年生から６年生の児童を対象に２日間にわたり実施をいたします。まず、「俳句とは」から始

まり、俳句の基礎について学習をいたします。その後、館の敷地を吟行しながら素材を見つ

け、そこで感じたことを俳句にいたします。俳句ができたら、短冊に清書して落款を押して作

品を完成させます。 

 次に、２ページ目をお願いいたします。成人対象事業として、「筆ペンで書くはじめての写

経 ～延命十句観音経を学ぶ～」を行います。これは般若心経よりも短いお経なので、手軽に

写経に参加できます。たくさんの応募があり、抽選で参加者を決定いたしました。 

 次に、７月１日に「オンライン環境講座」を行います。アースドクターふなばしの方を講師

に、大人向けにオンラインで地球温暖化の現状と原因、熱中症の対応について学習をいたし

ます。 

 次の「ハワイアンリボンレイ講座」は、ハワイを代表する花プルメリアをリースにしてフォ

トフレームづくりを行います。 

 次に、高齢者ですが、「三咲寿大学」は、６月に健康体操、７月に薬剤師による薬の飲み方

の講座を行います。 

 次の３ページ目をお願いいたします。「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」の木曜コース、

また金曜コースの２講座は、表記のとおりの日程で行います。 

 次に、複数対象事業として、児童ホームとの共催で「英語であそぼう」を６月に実施いたし

ます。 

 次の「呼吸と発生による健康向上の集い」ですが、詩吟の師範の先生が呼吸や発声の仕方を

指導いたします。講堂で実施し、人と人との距離を取り、マスクをして十分換気をしながら短

い時間で行う予定でございます。 
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 次に、４ページ目をお願いいたします。「卓球開放」、「図書コーナー運営事業」は、記載の

とおり実施する予定です。 

 三咲公民館は以上でございます。 

〇朝隈委員長 

 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。 

〇松が丘公民館長 

 松が丘公民館の６月 15日から９月 20日までの事業計画をご説明いたします。 

 初めに、青少年の「ふなばしハッピーサタデー事業」です。６月は「父の日のプレゼント、

段ボール織機と布でコースターをつくろう」を行います。これは長方形のダンボールに切り

込みを入れて糸をかけたところに、持参していただいた端切れを裂いて紐をつくってもらい

まして、糸を縦糸、紐を横糸にして織物のコースターをつくるというものです。既に募集が終

了しておりますが、今回初めて申し込みに船橋のオンライン申請システムを活用して募集し

たところ、電話での応募よりも反応がよく、システムにアクセスした時間帯を確認したとこ

ろ、約半数が公民館の開館時間外でした。７月については記載のとおりでございます。 

 次に、「クラブ活動支援偉業」です。毎年、松が丘公民館を利用する社会教育関係団体など

が協力して、古和釜小学校のクラブの時間に指導に行く事業ですが、例年協力していただい

ている茶道サークルについては、小学校と相談の上、コロナの感染リスクがあるということ

で今年度は指導を中止することとなりました。 

 次の「夏休みの自由研究はこれで決まり！子供陶芸教室」は、松が丘公民館の各陶芸サーク

ルが加入しております陶芸団体連絡協議会の指導により実施いたします。 

 次の「夏休み読書感想教室」は、元教頭の大澤先生に指導をお願いいたしまして、小学校の

３、４年生を対象に実施いたします。この３日間は子供たちのために午前中に図書室を開放

して、公民館の涼しい場所で集中してもらい、書き終わらない子たちの対応をしたいと考え

ております。 

 次のページに参ります。成人の「デジタルデバイド対策事業（はじめてのスマホ体験『やさ

しい基本編』）」と「松が丘防災講座～災害を乗り越える力を身につけよう～」は、今年度の新

規事業です。防災講座２回のうちの１回目は、自宅での準備ついての講話と、起震車による地

震の体験を実施いたします。 

 次に、高齢者の「松が丘寿大学」、「総合型介護予防講座『楽しくトレーニング教室』」は、

記載のとおりでございます。 

 次の「デジタルデバイド対策事業（はじめてのスマホ体験『シニア向けスマホ編』）」は、高

齢者に特化したデジタルデバイド対策事業です。館報で予告をしたところ、募集開始前から

数件の問い合わせがあり、関心が高いものと思われます。 

 次の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は記載のとおりです。 
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 複数対象の「図書室活動」と「卓球開放」も記載のとおりですが、すみません、訂正をお願

いいたします。卓球開放ですけれども、６月 20 日まで夜間利用ができないということです。

６月 18日を記載してしまいましたが、そちらは実施いたしませんので、よろしくお願いいた

します。 

 次のページで「親子でＤＩＹ～初心者でもできるブックスタンド作り」は、今年度の新規事

業です。親子がコミュニケーションを図る場として実施いたします。大穴中学校の技術科室

を借用いたしまして、電動工具などを使い実施いたします。 

 松が丘公民館からは以上でございます。 

〇朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、坪井公民館さん、お願いします。 

〇坪井公民館長 

 坪井公民館の事業計画（６月 15日～９月 20日）をご説明させていただきます。 

 最初に、青少年事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」でございます。近づいてまいりま

した東京パラリンピックの正式種目であるボッチャの体験をはじめとして、月ごとにスポー

ツ、工作、科学研究と３つの内容を準備して子供たちを迎えたいと計画しております。 

 続く、「こどもサイエンス教室」ですが、こちらは２日間の学級講座で、ハッピーサタデー

とは別な視点で実施いたします。大学の研究者と子供たちを結びつけることによって、子供

たちの好奇心を引き出すことにより、夢や学びのきっかけづくりになればと考えております。 

 次に、成人事業の「オリンピック歴史講座」ですが、1964 年の東京大会、そして、１年遅

れにはなりましたが 2020の東京大会、オリンピックの歴史の変遷を検証しながら、船橋ゆか

りの選手を調べていく講座となります。 

 続く、高齢者事業の「坪井みのり学級」ですが、８月がお休みのため、７月と９月の開催と

なります。９月の「江戸時代の村と百姓」は、無償で講師を派遣していただける千葉県文書館

の出前講座を活用いたします。 

 「ふなばしシルバーリハビリ体操」は、５月に続く第２回目となります。 

 「認知症予防講座」は、全５回の学級講座で、運動、音楽、レクなど、認知症予防のプログ

ラムを学ぶ講座です。５回のうち１回目、２回目を９月に開催するものです。 

 その他事業の「つぼい・水と緑のコンサート」ですが、船橋市飯山満にあるお寺の副住職で

音楽家の眞行さんをお呼びして、新型コロナウイルス対策も考えてビブラフォンや和太鼓な

どの打楽器を中心としたコンサートを開催いたします。収容人数も定員 240 の講堂に４分の

１以下の 50人を定員にして募集をしました。既に応募がいっぱいになっております。 

 最後に、「おはなしいろえんぴつ」ですが、こちらについては感染予防の観点から、状況に

よっては５月の第１回に引き続き中止になる場合もあると考えております。 

 全体として、事業実施については感染予防をしながら進めてまいります。 
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 以上、坪井公民館の事業計画でした。 

〇朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事（２）につきまして、ご意見、ご質問等、何かございますでしょうか。 

 有泉委員、お願いします。 

〇有泉委員 

 まず、二和でやっている「二和たのしい歌のつどい」というのがありますね。これの定員が

130人となっているのですが、ちょっと公民館の方針が私も分からないのですが、コロナは注

射を打つからもういいという考えですか。その辺がちょっと分からないから、注射を打つの

でいいというのであれば 130 人でも大丈夫かもしれませんけれども、ちょっと何か……。そ

れから、八木が谷の寿大学も 90 名だったかな。私の感覚からいうと信じられないというか、

一人でも出たら新聞で大騒ぎですよね。だから、その辺もよく考えてやっていただきたいな

と私は思います。 

〇朝隈委員長 

 二和公民館さんですけれども、これは定員は何人ですか。 

〇二和公民館長 

 二和公民館の講堂の定員が 134 人です。二和公民館のパイプ椅子を並べる形ではなく、電

動で椅子が出てきて階段状になるような形ですので、席的には 349 席ございますので、前後

左右を空けますと半分以下になるということで 130人という定員にしております。 

〇有泉委員 

 待っている間も近いからね。 

〇二和公民館長 

 受付時に、市松模様にお座りいただくよう案内し、順次入場してお待ちいただく形になる

と思います。 

〇有泉委員 

 階段というのは私も分からないですが、例えば、八木が谷さんなんかは 90名と言っている

んですが、90名入れてみれば分かりますよ。人と人の間は１メートルぐらいですよ。 

〇八木が谷公民館長 

 有泉さんおっしゃるように、定員 90 にして 90 入ったらそういう形にはなってくるかなと

思いますが、募集して、定員は 90 名ですけど 70 名の応募しかなくて、実際にはそこまで入

らないです。５月の開講式についても 65名の参加でしたので。アッパー70、申込んだ人が全

部来て 70です。それぞれ出席率はちょっと分かりませんけれども、90名の定員までは達しな

いです。 

〇有泉委員 

 もう１～２か月待てば、かなりの人が注射しているので大丈夫だと思うのですが、出さな
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いように、せっかくここまで皆さん我慢してきたんだから、お願いしますよ。 

〇八木が谷公民館長 

 分かりました。感染対策には万全を期してこれからも実施いたします。 

〇北部公民館長 

 我々公民館のほうも十分感染予防を徹底した上で、それぞれ開催させていただきます。そ

の辺は十分注意して実施していきたいと思っておりますので、何とぞご理解いただければと

思います。 

〇有泉委員 

 そうですね。アリーナでちょっと出て大騒ぎしているぐらいだから。 

〇北部公民館長 

 その辺は十分注意して行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇朝隈委員長 

 そうですね。今までじっと我慢してきたから、これでクラスターが発生してしまうと、やっ

ぱり館長たちが大変だと思いますので、最善の注意を払っていただいて、ほかの公民館もそ

うですけど、いろいろ事業をやっていただくのは本当にありがたいことなのですが、くれぐ

れも気をつけてやっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

〇北部公民館長 

 はい、分かりました。 

〇朝隈委員長 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ないようでしたら、議事（２）の「事業計画（６月 15日～９月 20日）」につきまして、承

認することでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇朝隈委員長 

 ありがとうございます。 

 ここで休憩に入らせていただきます。５分。 

〇北部公民館長 

 では、あちらの時計で 13分ぐらいに開始したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

（休憩） 

 

議事（３）「社会教育関係団体登録申請（更新及び拠点変更）」 

議事（４）「社会教育関係団体登録申請（新規）」 

非公開の審議であるため、船橋市附属機関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致します。 
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〇朝隈委員長 

 ほかに会議全体を通してご意見とか何かございましたら。ちょっと時間も押し詰まってい

るのですが、よろしいでしょうか。 

 なければ、以上をもちまして、令和３年度第２回北部公民館運営審議会を閉会いたします。 

 

午後４時４０分 閉会 

 

 


