
 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 第４回 北部公民館運営審議会 
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日    時  令和３年１２月２１日（火） 

  午後３時００分～４時４８分 

会    場  船橋市北部公民館 講堂 
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午後３時００開会 

○朝隈委員長 

 ただいまより、令和３年度第４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） 

 事務局からお知らせいたします。 

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

会教育関係団体登録申請（新規）、ピンク色の表紙のものですね。それから、各館の館報でご

ざいます。そのほか、本日、机の上に置かせていただきました座席表、「まなびの風」12月発

行分でございます。それから、社会教育関係団体登録申請の北部公民館提出分の事業計画及

び予算書の差し替えがございますので、後ほど審議の際に館長よりご説明いたします。大変

申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

 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、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９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）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）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。併せて差

し替えとして一部お渡ししたものに関しても、回収させていただきますので、よろしくお願

いします。 

 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。今回は武藤委員、よろしく

お願いいたします。 



－2－ 

 

○武藤委員 

 はい、かしこまりました。 

○朝隈委員長 

 それでは、議事（１）についてですが、前回、書面会議にてご意見もいただいていますので、

時間の都合もあって、報告については事業内容の説明が必要なものや、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が、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○朝隈委員長 

 では、議事（１）「事業報告（９月 21日～12月 20 日）」について、北部公民館より順次説

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。 

 それでは、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９月 21日から 12月 20日までの事業報告につきまして、主なもの

についてご報告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。12月 18日の「クリスマス デコ☆クッキー作り」でございますが、定員８名のところ、

15名の応募がありました。12月より定員が緩和されたことで、実習室の洗い場の一部に蓋を

してスペースを確保するなどして、応募者全員が参加できるようにさせていただきました。 

 次に、成人の「はじめての陶芸体験～織部焼のカップとソーサーづくり」でございますが、

公民館が休館中の９月に実施する予定でございましたので、中止とさせていただいておりま

す。延期して２月に実施する予定でございます。 

 次に、ちょっと飛びますが、報告の４ページをご覧ください。「歴史講座 鎌倉幕府開府か

ら滅亡まで ～13 人の合議制とは～」の歴史講座でございます。令和４年１月から始まる大

河ドラマをテーマに実施しております。アンケートの結果、15名のうち、13名からは「よか

った」との声をいただいております。現地散策の意見もあり、今後、参考にしていきたいと考

えております。 

 次に、「羊毛フェルト教室」でございますが、こちらは、講師の方からご家庭の事情により

中止の連絡がございましたので、今回は中止とさせていただいております。 

 次のページ、高齢者、「豊富寿大学」の 12月 16日ですが、大変申し訳ございません、前回

の事業計画に漏れておりました。すみませんでした。当日は、折り紙サークルの方々に講師に

なっていただき、来年の干支の虎をみんなで折って楽しみました。 

 次に、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」の 12月 20日の分でございます。これも大変

申し訳ございません、前回の事業計画のほうで漏れておりました。 

 次のページの複数対象の「第 45回豊富地区体育レクリエーション大会」と、次の「第 47回
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北部公民館文化祭」につきましては、新型コロナウイルスの影響により、中止とさせていただ

いております。参考までに、公民館の文化祭については、市内の全ての公民館で中止させてい

ただいております。 

 次のページの「とよとみクリスマスコンサート～ミュージックベル＆トーンチャイム～」

でございます。こちらについても、大変申し訳ございません、前回の事業計画にはございませ

んでしたが、これにつきましては、実際、このコロナウイルスの影響で、実施するかどうか直

前まで待ったというような状況でございました。楽器をメインに検討し、ミュージックベル

とトーンチャイムを使ったクリスマスソングを演奏していただきました。 

 次に、「船橋市北部菊花展」でございます。今回、共催相手の船橋市北部地区菊花愛好会が、

今年度末で解散というお話を伺っております。会員の減少及び高齢化のため解散するという

お話を伺っており、今回が第 60 回目で 60 年間続けてきた菊花展でございますが、残念なが

ら今年が最後の展示会になった状況でございます。 

 簡単ではございますが、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。 

○二和公民館長 

 二和公民館の事業について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。10 月は衆議院選挙のため、

講堂が使用できないということで中止となってしまいましたが、そのほかは記載のとおり実

施をいたしました。 

 次の「子供初級書き初め教室」は、今回初めて二和高校の書道部にご指導をお願いいたしま

して、顧問の先生と生徒さん３名でご指導に当たっていただきました。初級ということで募

集をしたせいか、参加者は３年生が多く、指導がとても大変そうでしたので、次回実施すると

したら、学年とか人数を検討するなど工夫が必要なのかなという印象でございました。 

 次、成人対象の「防災講座」です。こちらは危機管理課が作成しました防災カルテというも

のを参考に地域の想定される被害状況を確認し、さらに在宅避難には欠かせない非常食につ

いて学んでいただきました。参加者からの質問が多数ありましたことから、関心度の高い講

座となったと思います。 

 次に、「三咲小学校 PTA家庭教育セミナー」でございます。前半は公開授業といたしまして、

４年生の児童と希望する保護者の方、後半は保護者のみの２部制にて実施をいたしまして、

児童にとっては、聞きたくてもちょっと聞きにくいことが聞けたり、保護者にとっては、伝え

たくてもちょっと表現に困るような内容を聞くことができて、それぞれの立場で役立つ内容

になったのかなと思います。 

 次の「二和小学校 PTA家庭教育セミナー」につきましては、PTAからの申し出により、中止
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とさせていただきました。 

 次に、「多肉植物寄せ植え講座」です。こちらは、５月に一度開催しまして大変好評で、受

講できなかった方から、再度実施していただけないかというようなご希望をいただき、講師

の協力のもと実施に至った講座でございます。 

 次に、「就学時健診等における子育て学習」です。こちらは、三咲小学校と二和小学校で記

載の内容のとおり実施をいたしました。 

 次の「スキルアップ講座 Ｂコース」は、全３回中１回目が中止となりまして、２回目、３

回目は記載のとおり実施することができました。 

 続きまして、「市民の力活用事業 地域保健大学」です。こちらは、皆様にご審議いただき

まして、無事に開催することができました。５回中２回目まで記載のとおり実施することが

できました。 

 次に、高齢者対象の「二和寿大学」です。10月から 12月、記載のとおり実施をいたしまし

た。 

 次の「シルバーリハビリ体操」の月曜コース、火曜コース。こちらは、９月が中止になった

以外は記載の日程で実施をいたしました。 

 次に、「デジタルデバイド対策事業」といたしまして、「はじめてのスマートフォン講座」を

実施いたしました。 

 続きまして、「二和地区社会福祉活動支援事業」については、11月が実質１回目ということ

で、開催をいたしまして、こちらは、新型コロナ感染対策をとりながら、短時間での実施とな

っておりました。 

 次に、複数対象事業の「にこにこ広場」につきましては、二和地区の社会福祉協議会のほう

から、中止という連絡がございましたので、中止とさせていただいております。 

 次のページに参りまして、「巡回児童ホーム事業」、こちらも記載どおり実施をいたしまし

た。 

 次の「星空観望会」は、親子で部分月食の観望会ということで実施をいたしました。三咲小

学校の校庭をお借りしまして、講師に望遠鏡と双眼鏡をセットしていただきまして、順番に

のぞき込み、観察シートに記録を取っていただくという内容でございました。自然相手の事

業ということで、とても不安がございましたけれども、最終的には全員が月食を観望するこ

とができました。また、公民館の夜の利用についても、少しですけれども知っていただくとい

う機会が設けられたかなと思います。 

 最後に、「二和劇場」と「二和たのしい歌のつどい」です。どちらも今年度初めての開催と

なりました。講堂に多くの方を集めて実施する事業でしたが、新型コロナの感染対策を徹底

し、また、ボランティアの協力により無事に実施することができました。 

 二和公民館の事業報告は以上でございます。 

○朝隈委員長 
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 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 12月 20日までの事業について、報告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」です。11 月６日は親子対象のプログラ

ミング体験を行っております。当初、９月に実施予定でしたが、11月に延期し実施しました。

ソフトバンクのインストラクターが持参した iPadを使い、プログラムをつくるアプリでじゃ

んけんゲームなどのゲームをつくったりして、楽しみながらプログラミング体験ができたと

思っております。 

 次の「スポーツ雪合戦」の回は中止としております。 

 12 月 18 日は、北部地区子ども会連絡協議会さんの協力により、工作教室を実施しました。

折り紙でクリスマスリースをつくったり、紙皿で UFO をつくったりして、子供たちは思い思

いの作品をつくりあげ、とても楽しんでいる様子でした。 

 「お泊りクリスマス会」、「季節を彩る折り紙教室」、「写経入門講座」は中止とさせていただ

いております。 

 次のページに行きまして、「自然観察教室」です。11月４日、５日と実施しております。１

日目は、滝不動から金杉周辺で海老川上流の流域を、２日目は、セコメディック病院の周辺で

鈴身川流域を散策しております。船橋の里山を歩きながら、植物、鳥、神社などの解説を聞

き、知識を深められたと思います。 

 次の「市民企画講座－元気が出る生涯学習講座」は、生涯学習インストラクターの会（まな

び船橋）と協力して、企画・運営しております。１日目に座学を行い、２日目に散策をしてお

り、船橋駅から大神宮方面への史跡などを巡っております。ふだんは通り過ぎてしまうよう

な場所の歴史を、１日目の座学で学び、２日目に実際に見て確認し、学習の効果を高めること

ができたと思います。 

 次の「就学時健診等における子育て学習」は、表記のとおり実施しております。 

 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。10月、11月、12月と表

記のとおり実施しています。11 月のアンガーマネジメント講座は、コロナ禍で不安やストレ

スを感じる方が多くなっている中で、イライラせずにいきいきと楽しく過ごしてほしいと実

施しました。講師は大穴近辺に在住の方で、今回初めて講師をお願いしましたが、例え話が、

地元の店舗や建物の話だったりしたので、とても身近で分かりやすく話していただけたと思

います。 

 次の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」ですが、10月は中止となりました。12月は表

記のとおり実施しております。 

 続いて、次の「いきいきサロン『花梨』」は中止としております。 

 次のページに行きまして、複数対象の「ファミリー卓球」です。10月、11月と表記のとお
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り実施しております。 

 次の児童ホームと共催の「巡回児童ホーム事業」ですが、９月の会は中止となりましたが、

11月、12月は実施しています。 

 次に、「大穴小学校 PTA家庭教育セミナー」です。PTAと共催で１回目を 11月 10日に実施

しております。今回、講座をこの時間内で２部制で実施しておりまして、最初の１時間を小学

４年生対象、後半１時間は保護者を対象に実施しております。インターネットの安全な使い

方について、それぞれ小学生向けの内容、保護者向けの内容と分けて講義をしていただいて

おります。 

 次のページに行きまして、「クリスマスコンサート」です。申し込み開始初日に定員がいっ

ぱいになるなど、とても人気の講座でした。演奏者の西方さんは、船橋市習志野台出身で、テ

レビにも出演されている方です。今回、西方さんにはトランペットの演奏と、もう一方、サッ

クスを Nogunoguさんというサックス奏者にお願いし、トランペットとサックスのクリスマス

コンサートを実施しました。とてもパワフルな演奏だったり、また、柔らかくて温かい音色だ

ったりと、プロの演奏を楽しむことができました。参加者は、「久しぶりに心が洗われた」「音

楽を聴いて元気をもらった」と、満足そうな様子でした。 

 次の「子育てプレイルーム」「海老が作公民館まつり」は、中止とさせていただいておりま

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９月 21 日から 12 月 20 日までの事業報告について、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。10 月の「シルエット

ランタンとお化けマスクをつくろう」、12月の「ひかりの箱をつくろう」は、どちらも２回に

分けて開催いたしました。事業計画では、12 月はキャンドルづくりでしたが、子供たちの要

望でひかりの箱づくりに変更させていただきました。予定しておりました 11月の「クリスマ

ス電飾会」は、小室地区青少年健全育成連絡協議会の方々と相談させていただき、今年も電飾

の設置のみといたしました。 

 次の「一輪車教室」は、記載のとおり実施いたしました。 

 次の八木が谷公民館と共催の「子供外あそび教室『森の秋をたのしもう』」でございますが、

こちらは、八木が谷公民館長のほうからご説明させていただきたいと思います。 

 次に、成人対象事業です。「こむろ井戸端会議」は、記載のとおり実施いたしました。 

 次の豊富地区社会福祉協議会と共催の「料理サロン」は、コロナウイルス感染症の関係で中
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止となっております。 

 次のページに移りまして、「運気 UP↑講座」です。記載のとおりの内容で、３回開催いたし

ました。申し込み開始から多くの問い合わせをいただき、テーマへの関心の高さが伺えまし

た。参加者からは、「前向きになった」「楽しくためになった」「より深く学びたい」等の声を

いただき、次年度も継続したいと考えております。 

 次の「就学時健診等における子育て学習」は、記載のとおり実施いたしました。小室地区

は、児童数が増加傾向にあり、昨年度より 20名以上多くの参加がございました。 

 次の「こむろハーブ講座」では、日々の暮らしにハーブを取り入れ、生活をより豊かにし、

心と体に役立つことを学びました。３回目の「お月さまとハーブティー」は、自分の生年月日

の月相、月の形ごとにあるハーブをベースに 18種類のハーブティーをテイスティングし、そ

の中から自分に合った効能のハーブをブレンドいたしました。どの回も参加者から大変好評

をいただき、アンケートからも継続してほしいという意見が多かったことから、次年度も暮

らしの中で様々に活用できる内容で行っていきたいと思います。 

 次のページに移りまして、高齢者対象事業の「小室寿大学」は、記載のとおり実施いたしま

した。毎回 20名弱の参加になっており、少なくて残念ですが、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。 

 「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。 

 「みんなで健康体操教室」は、全５回が中止となっております。 

 次の複数対象事業の「小室公民館本館家庭教育セミナー」です。小中学校ともに PTA の意

向で中止となりました。 

 「第 39回 小室公民館文化祭『小室文化まつり』」も中止となっております。 

 「りょっこさんとあそぼう」は、全２回で、12 月と３月に予定されておりましたが、講師

の意向で中止となりました。 

 「親子コンサート」が２月に、「人形劇鑑賞会」は３月に延期の予定でございます。 

 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 

 八木が谷公民館の９月 21日から 12月 20日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「子供外あそび教室『森の秋をたのしもう』」でございますが、今年度の

新規事業でございます。先ほど小室公民館の館長のほうからお話があったように、八木が谷

公民館と小室公民館との共催事業で実施いたしました。子供たちが自然に親しむこと、自然

への興味関心を育みたいという狙いをもって、会場を船橋県民の森にして実施いたしました。

フィールドワーク、工作などの体験を通じて、身近にある船橋県民の森に豊かな自然がこん
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なにあるんだということを感じていただけた内容になっております。親子のふれあい、参加

者同士の交流も図ることができました。また、北部地区の生涯学習コーディネーターのご協

力もあり、野外の実施でございましたが、事業を安全に行うことができました。 

 次の「子どもてまり教室」でございます。12 月 11 日の参加者数を申し上げます。13 名、

男４名、女９名でございます。小学１年生から６年生まで参加がございまして、講師と八木が

谷公民館の社会教育関係団体のてまりの会の皆さんがサポートに入っていただいたおかげで、

参加者全員それぞれがクリスマスの飾りを完成させることができました。最終日の 12 月 11

日から１週間ほど公民館のロビーで展示スペースを設けまして、展示をいたしました。 

 次のページになります。「ふなばしハッピーサタデー事業」でございます。12 月 18 日の参

加者数を申し上げます。12名です。男２名、女 10名です。 

 次の成人対象事業の「デジタルデバイド対策事業」として、「はじめてのスマホ体験」とい

うことで、「買う前にわかる！超入門編」と、「やさしい基本編」を記載のとおり実施いたしま

した。 

 続きまして、「食卓に香りを ハーブ体験」でございます。12 月９日、16 日の人数の記載

をお願いいたします。12月９日は 13名、男０名、女 13名。12月 16日は 12名、男０名、女

12名でございます。 

 次のページになります。「八木が谷発ぶら歩き『吉橋大師廻りを学ぶ』」でございますが、今

年度新規事業でございます。八千代市の吉橋を中心として、船橋、習志野、鎌ケ谷、白井にま

たがっていた 88か所の霊場や、その遍路について学んでいただきまして、市内にある霊場の

うち、記載してあります２か所の散策を行いました。 

 次の「八木が谷地区４校 PTA 家庭教育セミナー」でございます。今年度２回目を記載のと

おり実施いたしました。１回目につきましては、感染防止のために自宅でできることという

ことで、９月に実施予定でございましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために中

止とさせていただいております。 

 次の「庭木の手入れ入門講座」でございますが、自宅にある庭木をご自分で剪定できるよう

になるということを目標として、講義と実技で剪定の基本について学びました。 

 次のページになります。「就学時健診等における子育て学習」でございますが、管区内３校

の小学校で記載のとおり実施しております。 

 次の高齢者対象事業の「介護予防事業『暮らしを彩る趣味の園芸』」でございますけれども、

こちらは５回講座で実施予定でございました。５回のうち３回を９月に実施するべく準備を

進めておりましたが、９月が休館となり、残念ながら事業を中止とさせていただいておりま

す。 

 次のページ、「八木が谷寿大学」です。12 月 16 日の参加者数を申し上げます。記載をお願

いします。52名、男 15名、女 37名でございます。 

 次の「健康セミナー」は、記載のとおり実施しております。 
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 「いきいきサロン」は、中止としております。 

 次のページになります。「高齢者芸能大会・作品展」でございますが、９月実施予定でおり

ましたので、これも中止とさせていただきました。 

 「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、記載のとおり実施しております。 

 次のページになります。「親子いけばな教室」でございます。記載のとおり実施をしており

ます。 

 次の「第 37回 八木が谷地区文化祭」については、中止とさせていただきまして、次の「子

育てサロン」についても、八木が谷地区社会福祉協議会との共催でございますが、中止とさせ

ていただきました。 

 最後のページになります。「卓球開放」ですが、12 月 12 日の参加者数を申し上げます。記

入のほうをよろしくお願いいたします。12名です。 

 八木が谷公民館は以上です。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、三咲公民館さん、お願いします。 

○三咲公民館長 

 ９月 21 日から 12 月 20 日までの三咲公民館の事業報告について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」は、10月は、「手作りおもちゃをつくっ

てあそぼう」を実施し、低学年の子供が数多く参加いたしました。11月は、親子を対象に「親

子 de はじめてのプログラミング体験」を実施しました。土曜日に開催をいたしましたので、

父親の参加があったことはよかったと思います。 

 次の成人の「三咲子育て応援セミナー ～ママをもっと楽しもう～」は、11月、12月の参

加者が少なかったので、来年度は児童ホームとの連携や PRの仕方を工夫して、もう少し集客

できるようにしたいと考えております。 

 次のページをお願いいたします。「着物のリメイク講座」は、多くの問い合わせや申し込み

があり、関心の高さがうかがえました。 

 次の「大人のための折り紙教室」は、熱心な参加者が多く、特に今回は男性が４名参加して

いただいたことは、とても良かったかったと思います。 

 それから、「就学時健診等における子育て学習」は、表記のとおり実施をいたしました。 

 次のページをお願いいたします。「ハワイアンリボンレイ講座」は、参加人数は少なかった

のですが、20代、30代の方に参加していただけたことは良かったと思っております。 

 次の「三咲地区 ピンポンを楽しむ集い」は、中止となりました。 

 次に、高齢者です。「三咲寿大学」は、９月は中止となりまして、10 月から 12 月は記載の

とおり実施をいたしました。 

 次のページ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 木曜コース」は、
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10月は中止となり、11 月、12月は記載のとおり実施をいたしました。 

 それから、「認知症予防講座 ～プレインジムで脳とからだをエクササイズ～」は、記載の

とおり実施をいたしました。 

 次の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室 金曜コース」は、11 月において記載のとおり

実施をいたしました。 

 次のページをお願いいたします。「呼吸と発声による健康向上の集い」についても、９月は

中止となりまして、10月、11月と記載のとおり実施をいたしました。 

 次に、子育て支援事業として、児童ホームとの共催で「英語であそぼう」を、９月は中止に

なりましたが、11月は開催いたしました。 

 「第 32回三咲公民館文化祭」は、中止となりました。 

 子育て支援事業として、「助産師さんのベビーマッサージ」を 10月に開催をいたしました。 

 次のページをお願いいたします。次の「Winter Concert in MISAKI」は、当日はあいにく

の雨であったのですが、たくさんの方にご来館いただき、盛り上がったコンサートになりま

した。コンサート後のアンケートを見ると、皆さんがコンサートの開催を心待ちにしていた

ことがよく分かりました。 

 次の「防災講座」は、主に地元の三咲在住の方に参加をいただき、防災に関する知識を深め

ました。 

「卓球開放」は記載のとおり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。 

 三咲公民館の事業報告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、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９月 21日から 12月 20日までの事業報告について、ご説明いたします。 

 初めに、青少年事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」です。９月に予定しておりました

「プラバン＆牛乳パック工作」は、コロナによる休館のため中止となりました。10 月には、

当初、マジック教室とマジックショーを計画していましたが、依頼先の千葉マジックサーク

ルから、コロナ禍で練習ができていないということで、お断りがありまして、急遽、公民館職

員による「とびだすハロウィンカードをつくろう！」に変更し、実施いたしました。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、そこにハロウィンの絵やメッセージを書く

というもので、子供たちは思い思いにカードづくりを楽しんでいました。12月は、「書き初め

教室」で、昨年度から古和釜高校の書道部の先生と生徒が講師となり、小学校の３年生から６

年生を対象に行っています。参加人数を申し上げます。全部で７名、男３名、女４名です。 

 次に、「クラブ活動支援事業」です。古和釜小学校の月１回のクラブ活動に松が丘公民館の
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社会教育関係団体が講師となって指導しているものです。12 月 15 日の参加人数を申し上げ

ます。全部で 33名、男 20名、女 13名です。 

 次に、成人事業です。「新型コロナウイルス感染予防講座『プロが教える掃除と除菌のコツ』」

は、新規事業として計画していましたが、コロナによる休館のために中止となりました。 

 次のページに参ります。「デジタルデバイド対策事業（はじめてのオンライン体験『Zoom入

門編』）」は、新規事業として実施いたしました。貸出機の関係もあり、定員が少なかったので

すが、予想以上の申込みがあり、そのほとんどが高齢の方でした。高齢の方でもきっかけさえ

あれば、スマホやタブレットを使用したいと思っていることが分かる事業になりました。地

域でのニーズが高かったので、今年度２月に同じ内容で再度実施することといたしました。

また、せっかく覚えた操作を継続して使用しないと忘れてしまうと思いますので、次年度は

この講座を継続するとともに、オンラインの講座を組み合わせていこうかなというふうにも

考えております。 

 次に、「写真で旅気分！公民館で東京・七福神の寺社めぐり～浅草・谷中編～」です。当初

は現地を歩く計画でしたが、コロナの影響を考慮しまして、３回全てを座学として、写真を見

ながら現地に思いをはせていただくというような事業にいたしました。受講者の方たちには、

今後この学習を生かして現地に行っていただければと考えております。 

 次のページに参りまして、「ライフプラン講座『退職後に備える資産形成（基礎編）』」は、

これも新規事業です。退職を控えてこれから資産形成を始めたいと考えている人を対象とし

て、土曜日に事業を計画しましたけれども、実際のところ、金融証券には興味がないというよ

うな声が多く聞かれまして、なかなか参加者が集まりませんでした。講座では、ライフプラン

やマネープランの必要性やリスク、退職前にやっておきたいこと、資産運用のシミュレーシ

ョンなどについて、とても分かりやすく説明していただき、参加者の方からは、「以前職場で

受けた講座より新しいことが聞けた」という声とか、積極的に講師に質問する人など、参加し

た方皆さんが満足する講座になりました。次年度もライフスタイルに応じた講座を検討して

いく予定です。 

 次の「デジタルデバイド対策事業（はじめてのスマホ体験『スマホの基本とスマホ決済』）」

も、先ほどの Zoom と同様の新規事業です。船橋市で PayPay の利用を呼びかけているような

こともありまして、こちらも予想以上の申込みがありました。今年度、またこちらも３月に同

じ内容で再度実施することといたしました。 

 次の「松が丘防災講座～災害を乗り越える力を身につけよう～」は、１回目がコロナによる

休館で中止になったため、２回目も中止といたしました。 

 次の「松が丘粋生き講座～素敵に生きよう今日から明日へ～」は、新規事業です。すみませ

ん、ねらいの後ろのところに「共催：松が丘粋生き講座実行委員」の記載が抜けてしまってい

ますので、加筆のほうをお願いいたします。 

 こちらは、実行委員さんと一緒に内容とか講師について企画をした講座です。毎日を生き
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生きと暮らすためのヒントになるような内容で企画いたしました。１回目は、体のツボとお

灸について学習して、お灸を体験しました。２回目は、管理栄養士による講演で、「栄養で人

生は変わる」と題しまして、脳内神経伝達物質がつくられなくなると、怒りっぽくなったり、

思考が偏り頑固になるというようなお話を聞きました。３回目は、１月 12日にピアノコンサ

ートを開催して、これで終了となります。 

 次のページに参ります。「就学時健診等における子育て学習」は、記載のとおりです。 

 次に、高齢者事業です。「松が丘寿大学」と「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。寿大学の 12月 16日の人数を申し上げます。合計で 31名、男５名、女 26名

です。 

 次に、複数対象、次のページです。「親子ビクス」は、前回の計画では、９月 28日と 11月

30日とご説明しておりましたけれども、９月に休館になったことに伴いまして、９月 28日分

は 12月 22日に延期となりました。 

 次の「松が丘公民館管区老人クラブ連絡協議会文化祭」は、年度当初に予定しておりました

けれども、管区内の老人クラブの減少により、協議会が７月 24日付で解散してしまったため

に中止となりました。 

 次の「オータムコンサート」は、記載のとおりです。 

 次に、「松が丘公民館卓球大会」と、次のページの「松が丘公民館サークル文化祭」「福祉ま

つり」「オール古和釜ミニコンサート」は、不特定多数の参加が見込まれるために、コロナ感

染防止として開催を中止いたしました。ただ、「松が丘公民館サークル文化祭」については、

成果発表の場として、ロビーで作品の展示会をすることとして、作品をつくっているサーク

ルに呼びかけましたところ、３つのサークルが手を挙げまして、11 月から１月にかけて、ロ

ビーのほうで展示会を開催しています。 

 次に、「親子クリスマス会」です。12 月９日の人数を申し上げます。合計 55名、男 16名、

女 39名です。クリスマス会は松が丘児童ホームと共催で実施していますが、今年度はコロナ

の感染防止のために密を避けて、２日間にわたって 30分ずつの３回に分けて実施いたしまし

た。児童ホームの職員が楽器演奏やサンタに扮するなどして、たくさんの親子を楽しませて

いました。 

 次のページです。「図書館活動」です。松が丘公民館の図書室は、12月１日から市内の図書

館や公民館図書室とオンラインでつながったことに伴いまして、図書館活動は 10月までとな

り、11月はオンライン図書室に向けての準備のため、閉室いたしました。12月に入ってから

は、これまで遠くの公民館や図書館を利用していた地域の方が利用するようになりました。

オンラインになったことをまだ知らない方もいらっしゃるようで、調べましたところ、これ

まで１日平均６～７人の利用者がいるようです。今後、いろいろな形で広報して、利用者を増

やしていければと思っております。 

 次の「卓球開放」は、記載のとおりです。12月の人数を申し上げます。全部で 33名、男 24
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名、女９名です。 

 松が丘公民館は以上でございます。 

○朝隈委員長 

 すみません、松が丘公民館さん、報告３の一番上の３番目ですが、私、これの人数を聞き漏

らしたかな。12月 11日の「ライフプラン講座」です。 

○松が丘公民館長 

 大変失礼いたしました。「ライフプラン講座」の 12月 11日の人数を申し上げます。合計で

10名、男５名、女５名です。 

○朝隈委員長 

 すみません。 

 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 12月 20日までの事業の報告をさせていただきます。 

 まず、９月の「子ども映画会」が、新型コロナの関係で 11月に変更になりました。10月に

行った「DNA の研究体験」につきましても、本来、８月にやるものが 10 月に実施したという

ことになっております。 

 続きまして、12 月の「かきぞめ教室」の人数のご記入をお願いいたします。２部制になっ

ておりまして、小学校３・４年生の部が、男８名、女 11名、計 19名になります。小学校５・

６年生の部のほうが、男９名、女 10 名、合計 19 名ということになります。冬休みの宿題へ

の対応もあることから、毎年人気の事業となっております。 

 続く成人事業の「歴史講座 ご朱印の楽しみ～神社と仏閣～」ですが、こちらは、緊急事態

宣言が明けたことを受けて、予定どおり実施することができました。成田山の散策について

は、ちょっと密になってしまうかと心配したところですが、予定どおり実施することができ

て、奥之院など 13ポイントを見学して、学んでいくコースを散策いたしました。アンケート

結果も良好でした。 

 続く「坪井公民館本館家庭教育セミナー ～親子が笑顔になる楽しい子育て～」につきま

しても、１回目、２回目と予定どおり実施することができました。12 月につきましては、人

数のご記入をお願いいたします。男性が１名、女性が 22 名、合計 23 名になります。２回目

の「親子で挑戦！iPad でプログラミング体験」だけが、子供も参加する親子での事業になっ

ておりまして、あとは家庭教育セミナーについては、保護者向けの事業ということになりま

す。 

 続いて、「就学時健診等における子育て学習」ですが、坪井小学校が市内一番の児童数を誇

る学校ということで、保護者 212名の参加がありました。 

 次の「地域防災講座」ですけれども、こちらについて７町会・自治会の防災担当者を中心に

19名の参加がございました。 
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 続いて、「デジタルデバイド対策事業 ～スマホの活用～」ですけれども、緊急事態宣言が

明けて６日目の事業だったことから、本来、20名参加のところ、欠席者が多くて 14名という

参加でした。 

 続いて、「坪井みのり学級」ですが、こちらについても緊急事態宣言が明けたことを受けて、

10月、11月と予定どおり実施することができました。12月につきましては、人数のご記入を

お願いいたします。男が５名、女が 25名、合計 30名になります。 

 続く「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」ですけれども、９月の講座が中止となっており

ます。10月については、予定どおり行うことができました。 

 その次の「認知症予防教室」もご覧のとおりの数字になります。一つ前の「ふなばしシルバ

ーリハビリ体操教室」の定員が 25 名、その後の「認知症予防教室」の定員が 30 名なのです

が、参加者が予定より思ったよりも少ないところを見ると、高齢者の出控えがあったのかな

というふうに我々のほうでは分析しております。 

 続いて、「デジタルデバイド対策事業 ～はじめてのスマホ体験～」ですが、こちらについ

ては、コロナ対応のために中止となっております。 

 最後の複数対象事業ですけれども、こちらについても、６月から延期となって開催した 10

月 23日の「眞行 打楽器コンサート」以外、「船橋市立坪井中学校吹奏楽部コンサート」「お

はなしいろえんぴつ」「坪井公民館文化祭」については、全て感染対策ということで、中止さ

せていただいております。 

 坪井公民館の事業報告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。 

 ８公民館さん、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、何かございますか。前に書面のと

きにいくつかいただいてご回答されているのもあると思いますけれども、さらに何かござい

ましたら、どうぞ。 

○齋藤委員 

 このカリキュラムを見まして、立派なものなのですが、残念なことにコロナの影響なので

しょうか、中止、中止、また用心して先生方も中止をしているということが、去年と今年を見

ていて、とても残念だなと思うことばかりです。 

〇朝隈委員長 

 ありがとうございます。そうですね。館長たちも四苦八苦しながら多分やっていらっしゃ

るのではないかなと。危険と裏合わせなものですから、私たちも、これやれ、あれやれと言え

ない部分がありまして、館長たちも大変な思いをしながら計画しているのだろうなと思いま

す。いつ収束するか分かりませんけれども、今後ともよろしくお願いしたいなとは思ってお

ります。 
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 何かほかにございますか。ほかにご意見、ご質問ないようであれば、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 

 ありがとうございます。 

 では、異議ありませんので、議事（１）「事業報告（９月 21日～12月 20 日）」につきまし

て、承認いたします。 

 では、議事（２）に移りたいと思います。議事（２）「事業計画（12月 21 日～３月 31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、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、北部公民館から順次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 12月 21日から３月 31日までの事業計画について、主なものを中

心に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。１月８日には公民館職員

によるペットボトルのキャップを使ったミニ弁当のマグネット作りを、２月 26日には「忍者

修行道場」ということで、これから講師との打ち合わせで細かい内容は決めていきますが、講

堂を使って忍者になりきって、紙の手裏剣や一本橋を渡るなどのミニゲームを実施する予定

でございます。３月 19 日には食べることはせず、持ち帰りで飾り巻きずしをつくる計画を立

てております。 

 次に、「書き初め教室」でございます。こちらが実は、共催相手の県立船橋豊富高校のほう

から、県のガイドラインに基づいて、児童生徒の交流はちょっと難しいというご連絡があり

ましたので、今回は中止とさせていただきました。 

 次の「お話玉手箱」についても、県立船橋豊富高等学校の生徒が読み聞かせ会をするという

ことで計画しているのですが、こちらについては今後変更する可能性もありますので、一応、

未定という形で計画のほうは立てさせていただいおります。 

 次のページに移りまして、「本館家庭教育セミナー」でございます。就学前の親子を対象に

実施する予定でございます。１月 28日は北図書館の司書の方を講師としてお呼びし、絵本の

読み聞かせや選書についてお話ししていただく予定です。２回目以降の日程と講師について

は未定ではございますが、記載した内容で現在のところ計画を立てています。 

 次のページの「季節を彩る“切り絵の世界”」でございます。それぞれ、季節に合わせた切

り絵を作成する予定でございます。初日は冬をイメージした作品、２日目は立春大吉、最終日

には菜の花をイメージした切り絵を作成する予定でございます。 

 次の「初めての陶芸体験～織部焼のカップとソーサーづくり」でございます。９月に中止に

なったため、今回、２月、３月にかけて実施する予定でございます。 
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 次のページに移りまして、複数対象の「サークル活動 PR展示会」でございます。こちらは、

文化祭が中止になったということで、館内で作品の展示をしたいと考えております。それに

合わせてサークルさんの PRもやっていこうということで企画したものです。内容的にはサー

クル活動の成果の発表及びサークルの PRとして企画させていただいて、公民館職員がカメラ

で活動等を撮影し、各サークル 10 分程度に編集しまして、１月８日から 23 日の間、北部公

民館内のテレビで放映する予定でございます。また同時に各サークルさんの作品もパネルな

どで展示する予定でございます。１月 15日（土）には、北部公民館の講堂で動画上映会も実

施する予定でございます。 

 次に、「とよとみジョイフルコンサート」でございます。今回は、モンゴルの伝統楽器の馬

頭琴を使った演奏を楽しんでいただこうと思っております。馬頭琴は、モンゴル語でモリン

ホールと言うそうです。弦が２本の弦楽器でございまして、先端が馬の頭の形をした楽器で

ございます。 

 次のページの「北部地区公民館合同事業」でございます。防災講座を実施する予定でござい

まして、当日はメイン会場を北部公民館、サブ会場を二和公民館と坪井公民館で実施する予

定でございます。北部公民館の駐車場には起震車も来てもらい、地震体験をしていただく予

定でございます。また、二和公民館と坪井公民館の２か所には、講師のＳＬネットワーク船橋

の方もそれぞれ配置させていただきまして、オンラインでつなげて講座に参加していただく

予定でございます。 

 簡単ではございますが、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、青少年対象の「ふなばしハッピーサタデー事業」は、記載のとおり実施を予定してお

ります。 

 次に、成人対象です。「カラーセラピー」、こちらはスキルアップ講座Ｂコースの 1 回目、

９月に中止になった事業です。開催を希望する声を多くいただきましたので、１回の事業と

して計画をいたしました。 

 次の「佐倉七福神めぐり」についても、昨年度予定していた事業ですけれども、こちらも今

年度、座学と散策の２回を予定しております。 

 次の「二和小学校 PTA 家庭教育セミナー」です。こちらも５年生の児童と希望する保護者

を対象としまして、性に関する講座を実施する予定でございます。 

 次の「健康講座」につきましては、腸内環境と口腔ケアの２つの内容で実施を予定しており

ます。 
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 続きまして、「市民の力活用事業 地域保健大学」です。こちらは全５回の３回目以降を予

定しておりまして、最終回には心身の健康について、グループワーク等の時間を設けまして、

ご自身や家族の健康について、改めて見つめ直す機会にしていただけたらと思っております。 

 次に、高齢者対象の「二和寿大学」です。そこから「二和地区社会福祉活動支援事業」につ

きましては、記載のとおり実施を予定しております。 

 次に、「デジタルデバイド対策事業」は、６月と 12 月に実施をいたしまして、受講できな

かった方がかなりいらっしゃいましたので、受講生を増やすということで、１日で午前と午

後の２回を計画いたしました。 

 続きまして、複数対象事業、「第 13 回北部市民ウォーク」です。船橋市スポーツと健康を

推進する会北部コミュニティの皆さんとの共催で、二和公民館を出発しまして、金杉緑地な

どを巡って、御滝不動尊まで約７キロメートルのウォーキングを予定しております。 

 次の「巡回児童ホーム事業」は、記載のとおり実施する予定です。 

 その次の「にこにこ広場」については、二和地区社会福祉協議会から今年度内中止という連

絡がございましたので、中止ということになりました。 

 次に、「二和劇場」です。１月は平成３年 10月に二和公民館が複合施設として開館し 30年

が経過したということで、こちらを記念してコンサートを企画いたしました。２月は地域ふ

れあいコンサートを予定しております。次の「二和たのしい歌のつどい」とも併せまして、新

型コロナウイルス感染対策に注意をしながら、開催をしたいと考えております。 

 最後になります。「二和のまちづくり推進事業」でございます。二和地区自治会連合会との

共催で開催をいたします。内容は詳しくはまだ決まっておりませんが、地域が元気になるよ

うな内容で実施できるよう、検討してまいりたいと思います。 

 二和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、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。２月は例年ですと、こどもま

つりを開催しておりますが、感染症対策としてこどもまつりは中止とし、代わりにハッピー

サタデー特別版として開催します。紙飛行機作成、陶芸、ペンシルバルーンの作成などを実施

する予定です。参加は申込制にして、１つのブースに集中しないようにグループ分けし、順番

に３つのブースを回ろうと考えています。講師は青少年事業実行委員会のほかに、今回は武

藤委員の槙の会さんに、ペンシルバルーンの製作等をお願いしております。 

 次の３月の大穴地区子どもフェスティバルは、大穴連合町会、大穴スポーツクラブ、PTAな

どが中心となって実施しているイベントですが、今年度は中止となりました。 
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 次に、成人対象の「デジタルデバイド対策事業」です。１月 14日にスマホをまだ持ってい

ない方向けの講座、21 日にスマホを持っているがうまく使いこなせない方を対象に実施する

予定です。既に募集は終了しておりまして、両講座とも申込み初日や２日目早々に定員が埋

まるような人気の講座でした。 

 次の「デジタルデバイド対策事業（社会教育関係団体向けオンライン体験研修会）」ですが、

海老が作公民館の登録団体向けに、サークル支援として実施いたします。Zoom を使ってサー

クル会員同士の交流や、ちょっとした連絡ができるようになればと考えております。 

 次のページの高齢者対象の「海老が作寿大学」です。１月にはバイオリン、ピアノ、チェロ

による新春コンサートを、２月には健康体操を予定しております。３月につきましては、今の

ところ検討中となっております。 

 次の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、記載のとおり計画しております。 

 なお、「いきいきサロン『花梨』」のほうは、中止となります。 

 次に、複数対象の「親子地産地消料理教室」です。１月に親子を対象に、料理教室を予定し

ております。船橋産のにんじんを使って親子でギョーザをつくることによって、地元の食材

への関心と、親子の交流が図れたらと考えております。なお、今回の料理教室は感染症対策

で、つくったギョーザはその場では食べずに、家に持ち帰ることにしております。 

 次のページに行きまして、「大穴小学校ＰＴＡ家庭教育セミナー」の２回目です。２月に親

子でキャンドル作りを行います。スティック状や星形のカラフルな材料を使い、思い思いの

キャンドルをつくっていただければと思っております。こちらも親子の交流が図れたらと考

えております。 

 次の「ファミリー卓球」「巡回児童ホーム事業」は、表記のとおり実施する予定です。 

 次のページの「子育てプレイルーム」ですが、こちらは中止となっております。 

 最後の「卓球団体交流会」ですが、公民館登録の卓球団体の交流会です。７月の回は中止に

なりまして、３月の回は女性の卓球サークルの交流として予定しております。今後、サークル

に意向を確認しながら、実施できるかどうかを検討していきたいと思っております。 

 海老が作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３月 31 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月のスポーツゲーム大会は、豊富地区スポーツ推進委員により４種類の

ゲームを行う予定でございます。２月の「ケータイ電話を分解！ レアメタルを見つけよう」

は、ソフトバンクからお借りした携帯電話を分解し、レアメタルを見つけます。ふだん、あま
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り目にすることがない携帯電話の内部が見られます。分解し終わった携帯電話はソフトバン

クにお返しいたします。分解の説明は公民館職員がいたしますが、サポートでソフトバンク

の社員が１名来てくださいます。 

 ３月の巣立ちの会は、毎年、小室小学校で一歩前進する子供たちにエールを送る会として

実施しておりましたが、小室地区青少年育成連絡協議会の方と相談し、今年度も安全を考え、

中止することといたしました。 

 次に、成人対象事業です。「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「色鉛筆講座『大人の塗り絵倶楽部』」は、全２回の予定で、基本的な塗り方や混色を

学びます。色鉛筆の塗り絵は場所を選ばず、手軽に楽しむことができますので、趣味の一つに

加えていただければと思います。大人の塗り絵はアートセラピーとも呼ばれており、メンタ

ルケアが期待でき、集中することでストレス解消につながると言われています。また、色を塗

ることに夢中になり呼吸が自然と規則的になることで、自律神経を整える効果もあるそうで

す。 

 次のページに移りまして、豊富地区社会福祉協議会との共催の「料理サロン」は、中止とな

っております。 

 次に、高齢者対象の「小室寿大学」です。記載のとおり実施する予定でございます。12 月

にハープ、２月に三味線の公演予定でございます。大変コンサートを楽しみにしていらっし

ゃる方が多く、たくさんのお問い合わせをいただいております。１月は「飛躍する船橋」と

「船橋便り 船橋乗り物の旅」を上映いたします。「飛躍する船橋」は昭和 32 年度に制作さ

れたもので、当時の町並みや人々の暮らし、産業などが紹介されております。 

 次の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」「認知症予防講座」は、記載のとおりでござい

ます。 

 次に、複数対象事業です。「小室地域ふれあいコンサート」は、マリンバとピアノのサロン

コンサートです。出演者のグループ名は「KEYsiDE」、キーサイドとお読みします。マリンバ奏

者は宮野下シリュウさん、ピアノ奏者は伊藤辰哉さんです。小室公民館は講堂がないので、

３・４集会室が会場になります。新型コロナウイルス感染症の関係で定員を 40名として、同

日２回公演といたしました。また、電話のみでの申込みとし、抽選といたしました。 

 次の児童ホームと共催の「りょっこさんとあそぼう」は、講師の要望で中止いたしました。 

 次の「親子コンサート」と次のページの「人形劇鑑賞会」も、児童ホームと共催です。こち

らも２回に分けての開催で、１回目は親子対象、２回目は青少年が対象となっております。 

 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。 
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〇八木が谷公民館長 

 八木が谷公民館の３月 31日までの事業計画について、ご説明いたします。 

 青少年対象事業でございますが、「ふなばしハッピーサタデー事業」「書き初め教室」「子ど

も将棋道場」を記載のとおり実施する計画でございます。「書き初め教室」につきましては、

既に申込みを終了しております。毎年度、実施したときには大変人気の事業でございまして、

今年度も参加希望が多く、抽選で参加者を決定させていただきました。 

 次のページになります。成人対象事業でございます。「八木が谷地区４校 PTA家庭教育セミ

ナー」「食卓に香りを ハーブ体験」でございますが、記載のとおり実施する予定でございま

す。申し訳ございません。「食卓に香りを ハーブ体験」の定員のところですが、参加者数に

間違いがございます。定員 18名です。記入のほうをよろしくお願いいたします。 

 続きまして、高齢者対象事業でございますが、「健康セミナー」「八木が谷寿大学」、次のペ

ージの「ふなばしシルバ―リハビリ体操教室」「いきいきサロン」、それぞれ記載のとおり実施

する予定としております。 

 次の複数対象事業、「親子いけばな教室」でございますが、12月、今月はお正月の花をして、

1月はまとめの会で、全９回の講座を終了する予定でございます。 

 ページ変わります。「サークル活動応援事業『広がる！続ける！公民館』」ですが、今年度の

新規事業でございます。八木が谷公民館に登録されている社会教育関係団体の方々に活動を

アピールする場をつくって、その活動を支援することを主な目的としております。コロナウ

イルスの感染拡大以降、その活動の内容を制限され、また、文化祭も２年連続中止をさせてい

ただいて、日頃の活動の発表の場がないという状況が続いております。公民館のロビーを使

って、記載にございます１月 11 日から２月 10 日の間、活動の発表をしていただければと思

っております。「サークル活動の動画放映」とございますが、これにつきましては、八木が谷

公民館の社会教育関係団体にビデオサークル五月会さんというところがございまして、そち

らの協力を得て、今月の 11日に、動画を放映することを希望された団体には撮影会を実施し

終了しております。 

 続きまして、「子育てサロン」「地域ふれあいコンサート」「卓球開放」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。 

 八木が谷公民館は以上でございます。よろしくお願いします。 

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３月 31 日までの事業計画を説明させていただきます。 

 青少年の「ふなばしハッピーサタデー事業」ですが、12 月は地元の小学生を対象に「冬休

み書き初め教室」を開催いたします。講師は船橋北高校の書道部の顧問の先生にお願いいた
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しました。当日は書道部の生徒さんも何人か応援に来ていただける予定です。２月は「ジャグ

リングショーと体験」を実施いたします。最初にジャグラーのおこたんぺさんによる実演を

行い、そのあと小学生を対象にジャグリングの体験をしてもらいます。 

 次に、成人の部です。「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。今年の５月から６月にかけて一度実施いたしまして、大変好評だったのでその２回目を

１月に実施する予定です。 

 次の「世界遺産講座」は、世界遺産とは何か、世界遺産の登録基準などの世界遺産全般的な

話と各地の世界遺産の紹介などを、２回講座で２月と３月に実施いたします。 

 次のページをお願いいたします。次の「参道狛犬ものがたり～お参りがもっと楽しくなる

狛犬講座～」を２月に開催いたします。講師の参道狛犬ナビゲーターの山元さんは、市川市在

住の方で、参道の狛犬が大好きで全国を渡り歩いていて、独自に狛犬について研究調査をさ

れている方です。独自の観点から狛犬について面白い話をしていただけるのではないかと思

っています。 

 次は、高齢者です。「三咲寿大学」は、１月に公開講座として新春落語を実施いたします。

２月はハープコンサートと閉校式を行います。 

 次の「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」の木曜コース、次のページの金曜コースを記載

のとおり実施する予定です。 

 次に、複数対象事業です。２月 26日に「ふなばし音楽フェスティバル 三咲地区地域ふれ

あいコンサート」を実施いたします。ベトナムの楽器であるトルンの演奏とピアノ、バイオリ

ンの演奏を行います。このコンサートは２年連続で新型コロナウイルスの影響で中止になっ

てしまっているので、今回こそ実施できることを願っております。 

 次の「呼吸と発声による健康向上の集い」は、記載のとおり 12月から３月まで、月に１回

のペースで実施をいたします。 

 次のページをお願いいたします。子育て支援事業として「英語であそぼう」を２月に実施す

る予定です。 

 また、次の「卓球開放」「図書コーナー運営事業」については、記載のとおり実施をする予

定です。 

 三咲公民館の事業計画は以上です。 

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３月 31日までの事業計画について、ご説明いたします。 

 初めに、青少年事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」は記載のとおりです。２月 19日

のハッピーサタデーは、例年、２月にこどもまつりとして多くの子供が集まるイベントを実
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施していましたけれども、今年度はコロナ感染防止のために定員制といたしました。古和釜

中学校の生徒にボランティアをお願いして、30 名の小学生を 10 人ずつ３グループに分けて、

各グループに中学生のボランティアをつけまして、３つのブースをローテンションで回って

もらおうと計画しております。３つのブースはそれぞれ、携帯電話の分解と、射的、それから

ボッチャのゲームを予定しております。 

 次の「クラブ活動支援事業」は、記載のとおりです。 

 次に、成人事業です。「松が丘粋生き講座～素敵に生きよう今日から明日へ～」は、１月 12

日に３回目のピアノのコンサートを実施して、講座を終了いたします。 

 次のページです。「家庭教育セミナー」は記載のとおりです。１月 15 日の募集は終了して

おりますが、定員以上の応募がありまして、抽選で先日受講者を決定したところです。 

 次の「デジタルデバイド対策事業（はじめてのオンライン体験「Zoom入門編」）と「スマホ

の基本とスマホ決済」は、報告のほうでご説明したとおり、応募者が多かったことから、２回

目の実施を計画したものでございます。 

 次に、高齢者事業です。「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」、次のページの「松が丘寿大

学」は記載のとおりです。 

 次に、複数対象です。「親子ビクス」、次のページの「地域ふれあいコンサート」は記載のと

おりです。 

 次の「卓球開放」ですけれども、１月７日に、当初、地域の連合町会の行事が入っておりま

したので卓球開放を実施しない予定でしたが、行事が取りやめとなったことから、１月７日

にも卓球開放を開催することといたしました。１月７日の加筆をお願いしたいと思います。 

 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３月 31 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、青少年事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」でございます。１月は日本の伝統

文化として興味深い落語、２月は身の回りにあるペットボトル等を使ってできる工作教室、

３月は本来であれば子どもまつりを開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症対策

のため、参加人数をコントロールできる拡大版のハッピーサタデーとして、自由参加ではな

く事前申込制の事業を計画しております。 

 次に、成人事業ですが、コロナの感染対策に留意しながら、身近な歴史を学べることで興味

深い「坪井の歴史講座」を１回目は座学、２回目は地域散策を組み合わせて開催させていただ

く予定です。 

 下段の「季節の料理講座」につきましては、持ち帰りでどうかなど検討をしてみたのです
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が、現状ではちょっと厳しいかなということで、中止にさせていただきたいと考えておりま

す。 

 続いて、高齢者事業になります。「坪井みのり学級」は、１月はアースドクターふなばしを

講師に、地球温暖化に対する世界や船橋の取組を学ぶ講座。２月は、薬を服用されている高齢

者の方が多いことから、薬剤師の先生を招いて、薬を安全に使うための心がけについて聞き

たいということで講座を企画しております。３月は閉校式も兼ねているために、華やかにフ

ルートのコンサートを実施する予定で考えております。高齢者の講座であることを踏まえて、

感染が落ち着いている状況下ではありますが、今後も定員の上限を 50人として、運営してま

いりたいと考えております。 

 「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」は、資料のとおり１月、２月の２回を開催して、６

回の開催を終了する予定です。 

 複数対象事業、「地域ふれあいコンサート」は、やはりこれも感染対策をしっかりと行った

上で、定員 50名に絞って弦楽四重奏による春の雰囲気が漂うコンサートを開催したいと考え

ております。 

 最後の「おはなしいろえんぴつ」については、朗読者と参加者の近い距離での読み聞かせ事

業のために、感染防止の観点から、ボランティアさんとも相談したのですが、年度内は中止と

いう判断に至っております。 

 坪井公民館の事業計画について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。 

 ８公民館さん、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 

 今、説明を聞かせていただきました。ありがとうございました。 

 私もよく分からないのですが、コロナのことで事業を一時中止していましたけれども、今、

聞いていると、ほとんど元に戻ったような感じもします。人数制限とかそういうところを加

味しているけれども、あとは今までどおりという考え方ですか。その辺の考え方がよく分か

らないのですが、今までどおり通常になったというのか、通常ではなくてここは制限してい

るというのか。市から方針が出ているのかよく分かりませんが、どういう考えで運営しよう

としているのですか。 

〇北部公民館長 

 定員については、先ほど私がご挨拶の中で申し上げたとおり、定員については元に戻って、

通常の会議室の定員まで使って構わないという形にはなっているのですが、我々公民館主催

事業につきましては、コンサートとかそれ以外の事業についても、コロナのときとそれほど
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変わらなく、定員については制限させていただいているところではございます。 

〇有泉委員 

 必ずマスクをして来なければいけないとか、そういうのはあるのですか。 

〇北部公民館長 

 マスクの着用は必ずしていただいて、手指の消毒、検温、そういったものは徹底してやらせ

ていただいています。実際に私ども北部公民館でも、先日コンサートをやったのですが、以前

は 1.5 メートルとかというのがありましたが、それはありません。だからと言って、椅子を

くっつけるようなことはせずに、50人で開催している状況です。 

 ですから、ほかの公民館におかれましても、コンサートで百名とか百何名とか、二和のほう

は百何名ともともとの定員が大きいので百何名というのはありますけれども、ほかは 50～60

人でやっているところがほとんどだと思います。そういった意味では、定員については緩和

されましたけれども、我々公民館の主催事業としては、まだまだそこは少なく募集している

ところではございます。 

〇有泉委員 

 各公民館に任されているんですか。 

〇北部公民館長 

 そうですね。例えば、北部公民館の講堂の定員は 220名です。じゃあ、200名入れていいよ

と具体的に言われているわけではないですけれども、それは公民館の職員として、それぞれ

館長として、施設管理者として、今後まだコロナの影響もありますので、その辺は制限させて

いただいて募集人員を決めているという形です。 

〇有泉委員 

 定員はそういう状況ですけれども、事業そのものは今までどおりやっていいと。 

〇北部公民館長 

 そうですね。ただ、食べ物に関しては、やはりその場で食べるということは控えています。

実際に利用される団体の方々にも、食べて駄目とは決まっていませんので、食べる場合は必

ず黙食をしてください、しゃべるときは必ずマスクをしてくださいと、そういった形では徹

底しております。 

〇朝隈委員長 

 よろしいですか。 

〇有泉委員 

 はい。 

〇朝隈委員長 

 規定、規則というのはそのまま残っているのがたくさんあるんですよね。それを頭に入れ

ながらやっているんですよね。 

〇北部公民館長 
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 マスクの着用と手指の消毒、三密回避（密集・密接・密閉）は守ってください。換気も定期

的にしてください。そういったものは徹底して、そこについては今までと変わりなくやって

います。 

〇朝隈委員長 

 そうですね。１月、２月、３月はやけにコンサートが多いので、人数がね。これを見るとコ

ンサートだらけなんですよね。 

〇北部公民館長 

 みんなそれほど多く募集していないはずです。50～60 人とか、そういった形で開催させて

いただいています。 

〇朝隈委員長 

 そうですね。 

〇有泉委員 

 一時は距離を決めて、何メートルおきに椅子を置きなさいなんて言っていましたが、今は

そういうのはないんですね。 

〇北部公民館長 

 ないです。ないですけれども、先ほど来何度も言いますけれども、やはり公民館としては何

かあっては困りますので、それぞれの館で全くくっつけるわけではなく、前後左右１メート

ルぐらい空けて実施しているのが現実ではございます。 

〇朝隈委員長 

 いろいろ気をつけて実施していっていただきたいと思います。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

〇金子委員 

 今、コンサートの話が出ましたけれども、演奏する側もマスクをして、聞く側もマスクをし

て、限られたいろんな制約の中でもいろいろ事業が出てきて、取りあえずはよかったなと思

っています。 

 その中で、よく分からなかったことがあるのでお願いします。北部公民館のハッピーサタ

デーで、１月８日の「ミニ弁当のマグネット作り」というのがよく分からなかったのですが、

イメージ的にどんな感じでしょうか。 

〇北部公民館長 

 ペットボトルのふたに紙粘土を入れて、のり弁をつくったり、ハンバーグをつくったりす

るものです。それにマグネットをつけてくっつけるようにしたものです。 

〇金子委員 

 分かりました。 

 あと、海老が作公民館のスマホのデジタルデバイド対策事業は、「はじめてのスマホ」など

はほとんどの公民館がやられていると思うんです。一歩踏み込んで LINEですとか、そういう
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中で Zoom体験というのがあって、これは松が丘も入っていましたか。Zoom体験の Zoomとは

何ですか。よく分からなかったのでお願いします。 

〇海老が作公民館長 

 ソーシャルネットワーキングサービスの一つで、パソコンやスマホを使って双方向で映像

を見たりして、コミュニケーションが取れるものです。テレビ電話のようなものです。そうい

ったもののやり取りの練習をして、サークルの皆さん同士で、今日は欠席しますとか、先生の

都合で何日になりましたとか、そういったやり取りがサークルの皆さんでできるようになれ

ばと考えております。 

〇金子委員 

 スマホの取扱いだけでは終わらないということですね。 

〇海老が作公民館長 

 そうですね。プラスアルファがあります。 

〇金子委員 

 そうすると、高齢者と若者の情報の格差が縮まっていくということですね。 

〇海老が作公民館長 

 はい。 

〇金子委員 

 ありがとうございます。 

〇朝隈委員長 

 分かりましたか。Zoomでやるということですね。 

〇武藤委員 

 オンライン飲み会みたいなものですよね。 

〇内久根副委員長 

 みんなが Zoomを使えるようになると集まらなくても。 

〇朝隈委員長 

 お互いに Zoomでやるんでしょう。そうですよね。 

 何かほかにございますでしょうか。 

 ほかにご意見、ご質問等がないようであれば、議事（２）の「事業計画（12月 21日～３月

31日）」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 

 異義はありませんので、議事（２）「事業計画（12月 21日～３月 31日）」につきまして、

承認いたします。 

（休憩） 
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議事（３）「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。 

 

〇朝隈委員長 

 ほかに本日の会議全体を通して何かございますか。 

 無いようですので、以上をもちまして、令和３年度第４回北部公民館運営審議会を閉会い

たします。 

 

午後４時４８分 閉会 

 


