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午後３時００分開会 

○朝隈委員長 

 それでは、これより令和４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。 

〇事務局（北部公民館長補佐） 

 配付資料の確認をさせていただきます。事前にお手元にお配りした北部公民館運営審議会

資料、それから館報が１部でございます。そのほか、本日お机の上に置かせていただきまし

た令和４年度運営審議会日程、北部公民館運営審議会の名簿、席次表でございます。 

 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、松澤委員、湯浅委員から、

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 10名中８名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。 

〇朝隈委員長 

 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。 

 議事に入る前にちょっと皆さんに許可をもらいたいのですけれども、コロナ禍なので時間

の関係もありまして、簡略した内容説明で進めていってほしいと思いますけれども、よろし

いでしょうか。 

 では、館長、よろしくお願いします。 

 それでは、議事（１）「令和３年度重点目標に対する評価」につきまして、北部公民館さん

からよろしくお願いいたします。説明終了後に質問等を受けたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

〇北部公民館長 

 それでは、北部公民館の令和３年度の重点目標に対する評価につきまして、昨年度と異な

る事業を中心にご報告させていただきます。 

 本冊、１ページをお開きください。（１）につきましては、児童を対象とした事業でござい

ます。新規事業としましては、元小学校の教員による夏休み読書感想文教室、また、ハッピ

ーサタデー事業では、新たにクッキー、ミニチュア弁当のマグネットづくり、忍者修行のレ

クリエーション事業を取り入れることで参加者が楽しめ、また異年齢の交流を図ることがで

きました。 

 （３）です。こちらにつきましては地域の方々が楽しんでもらえる事業としまして、「こど
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も映画会＆ミニ夏祭り」、大学の講師を招いての江戸時代の古文書を読むなどを実施いたしま

した。また、地域の特色を生かした事業としまして、県民の森周辺での自然観察会、豊富地

区の地名と人名に特化した古文書体験、特産物の梨を使った親子でスイーツづくりを実施し

ました。いずれの事業も参加者に楽しんでもらえたこと、また地域を知る良い機会となった

ことで、好意的な意見が多く目的を達成することができました。 

 （４）につきましては、新型コロナの影響により文化祭は中止となりましたが、新たな試

みとして、ロビーにサークルの展示会、動画による発表会、また作品展示により多くの来館

者にＰＲすることができました。 

 （５）につきましては、初の試みとして、北部公民館をメインに、二和、坪井をサテライ

ト会場とする３館同時開催の事業を実施いたしました。今後においては、コロナを見据えた

参加型とオンラインを交えたハイブリッドな事業の実施についての検討も必要と考えており

ます。 

 簡単ではございますが、以上となります。 

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 

 二和公民館です。令和３年度の重点目標に対する評価について、説明いたします。 

 （１）の地区社協や管区内の学校と連携した子育て事業の充実と異年齢の交流事業です。

地区社協さんとの共同事業は全て中止となりましたが、初の試みとなる異年齢の交流事業で

ある書き初め教室につきましては、講師に二和高校の書道部員を招いて小学生との交流が図

られたことからも、今後も続けていきたいと思っています。 

 （２）の高齢者の孤立防止等につながる事業の実施と、生きがい、仲間づくりの場の提供

ですが、ふなばしシルバーリハビリ体操教室の火曜日コースを実施し、延べ 60名以上の参加

者に地域への広がりを実感できました。 

 （３）の地区連との連携による災害時の留意点を学べる事業では、地区連との共催事業は

中止になりましたが、主催事業であります防災講座、北部ブロックとの合同事業では、地震

災害を想定した自宅における備えや避難等について学ぶ機会を提供できました。 

 最後に、（４）の講堂の機能を活用した主催事業の充実と各種団体による利用の支援ですが、

新型コロナウイルス感染の懸念による回数の減少に対して、充実した内容に参加者の好評を

得ることができました。また、利用団体に対する感染予防の徹底と演出への協力等、滞りな

く実施できました。 

 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。口まで早くならなくていいですからね。 

〇海老が作公民館長 

 令和３年度の海老が作公民館重点目標に対する評価を説明させていただきます。 
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 こちらに６点記載させていただきましたが、最初の３点について説明させていただきます。 

 （１）、こちらは新型コロナウイルス感染症の影響がありましたが、町会や青少年関係団体

では少しずつ事業を再開することができました。市民が企画運営を務める「学びの糸口～心

楽暮（こらぼ）」という事業では、生涯学習コーディネーター、生涯学習インストラクターの

会と協働事業を通じて市民のニーズを取り入れながら事業を展開することができました。ま

た、地元の講師による船橋の自然や史跡をめぐる事業を通じて、地域を学ぶ機会を提供する

ことができたと思っております。 

 （２）、こちらはコロナ禍で外出を控えられる高齢者が増え、閉じ籠もりによる体力低下が

懸念されるため、介護予防を目的とした認知症予防講座を実施しました。今年度以降も高齢

者が安心して参加できる事業の実施をしていきたいと考えています。デジタルデバイド対策

事業、いわゆる「スマホ講座」では、関心も高く、最も初歩的なスマホ講座のニーズが高か

ったため、引き続き初心者向けの講座を中心に開催していきたいと思います。 

 （３）、こちらのふなばしシルバーリハビリ体操教室は徐々に参加者が増えている状況で、

事前申し込みが不要であるため、気軽に参加できるところが好評だったようです。また、地

域の大穴スポーツクラブと連携し開催した健康体操セミナー。こちらは住民の交流や健康づ

くりに役立つ事業でしたので、今後も地域のサークル等と連携して事業を実施していきたい

と思います。 

 （４）（５）（６）については、記載のとおりの評価とさせていただきます。 

 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した。 

 次に、小室公民館さん、お願いします。 

〇小室公民館長 

 小室公民館の令和３年度重点目標に対する評価について、ご説明いたします。 

 小室地域は新規住宅建設により子育て世代が増加していることもあり、幅広い世代のニー

ズに応える事業を行う必要があります。昨年度の事業の中でも青少年対象のものは比較的多

く実施することができました。新型コロナウイルスが流行してから特に小学生など親子で学

習機会や居場所を求めていることが実感できました。ただ、感染症の影響で地域の団体と連

携した事業の実施は難しかったため、今年度は状況を見ながら可能な限り地域団体と協力し、

青少年の健全育成を図りたいと思います。 

 高齢者に関しても、休館期間以外は寿大学を開催することができました。やはりコロナ禍

において集まって交流できる居場所が求められていると感じられました。高齢者の孤立解消

のためにも、そうした機会を提供し、喜んでいただけるような内容で今後も実施していきた

いと思います。 

 成人の事業として開催した「運気アップ講座」、「こむろハーブ講座」、「色鉛筆講座 大人

の塗り絵倶楽部」は、趣味につながる内容であり、参加者も講師の話を非常に興味深く聞き、

積極的に事業に参加している様子でした。コロナ禍で外出をためらっている方も多くいるた

め、家庭でできることを学ぶ機会を提供することができ、満足度の高い講座となったと思い
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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。 

〇八木が谷公民館長 

 令和３年度八木が谷公民館重点目標に対する評価について、説明させていただきます。八

木が谷公民館については、（２）と（３）を主に説明させていただきます。 

 「（２）子供同士や世代間の交流、様々な体験をとおし地域への愛着や地域活動への参加意

識を育む事業を地域の諸団体と連携し実施する」についてですが、３年度は公民館のほうで

の文化祭等が中止になってしまいました。その中で文化祭の代替としまして、サークル体験

活動等を実施させていただきました。これはロビー等でサークル活動を映した動画の放送、

作品展示を行ったものです。ダンスや歌の発表等を行いまして、サークルさん、また参加者

からは、絵や書道の作品を見て、「細かくて迫力がある」等と大変好評でございました。 

 「（３）より多くの住民に『集い、学ぶことの楽しさ』を経験できる事業を展開し、公民館

の新たな魅力を発信する」についてでございますが、３年度は、「始めよう！足腰にやさしい

ノルディックウォーク」や「はじめてのカリグラフィー（西洋書道）講座」を開催しました。

両方とも初めての講座ですが、初心者がほとんどの講座で、ノルディックウォークでは、「良

い姿勢を意識した体の動かし方が分かった」という大変満足だったとの声がありました。ま

た、カリグラフィー（西洋書道）講座では、様々な書体のアルファベットの書き方等を練習

しまして、カード等の作成を大変楽しんで行っていただきました。ただ、両方ともサークル

化に至らなかったのは残念な点でございます。 

 簡単でございますが、八木が谷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、三咲公民館さん、お願いします。 

〇三咲公民館長 

 令和３年度三咲公民館の重点目標に対する評価について、説明いたします。主に（２）（３）

（６）について説明させていただきます。 

 （２）は「児童ホームと協力して子育て支援事業を実施する」ですが、児童ホームとの共

催事業として、「助産師さんのベビーマッサージ」、「英語であそぼう」を実施し、子育て支援

事業の充実を図りました。 

 （３）は「団体と協力して、青少年向け事業を実施する」でございますけれども、三咲公

民館が児童ホームとの併設館であるというメリットを活かしまして、それぞれのネットワー

クを活用して、ハッピーサタデー事業を行いました。また、夏休み応援プロジェクトとして、

「読書感想文講座」、「こども環境科学教室」、「こども俳句教室」の３つの事業を実施いたし

ました。 

 それから、最後（６）になりますけれども、（６）は「課題に取り組む事業、住民の学習ニ
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ーズに対応する事業を実施し、成人向け事業の充実を図る」です。成人向け事業として、「筆

ペンで書くはじめての写経」、「着物のリメイク講座」、「大人のための折り紙教室」、「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～」等を実施し、住民の学習ニーズに対

応できるようにいたしました。また、オンラインで「環境講座」を行いまして、地球温暖化

と熱中症について学びました。 

 三咲公民館は以上です。 

〇朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、松が丘公民館さん、お願いします。 

〇松が丘公民館長 

 松が丘公民館の重点目標に対する評価についてご説明いたします。主に（１）（３）（５）

についてご説明いたします。 

 （１）ですけれども、高齢者事業の充実を図るということで、結構たくさんの事業が中止

になった中で、デジタルデバイド対策の観点から取り組みましたスマホの事業が予想以上に

参加希望者が多く、デジタルデバイド対策に関する目標について達成できたのではないかと

考えております。 

 それから、（３）の「青少年団体、学校、児童ホームと連携して」というところですけれど

も、多くの事業を実施できました。３年度は初めてオンライン申請という手法を取り入れて

募集をかけまして、どの事業も大変多くの参加者を得ることができました。また今後もこち

らの手法を取り入れて青少年事業のほうには使用していきたいと思っております。 

 （５）の「自宅や人混みを避けて運動を学び」ということで、新しい事業として「健康ウ

ォーキング講座」を実施いたしました。それぞれの参加者から大変好評を得まして、目的の

達成に近づけたものと考えております。運動方法の知識とか運動量を測るということで、大

変いい事業ができました。 

 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 

 それでは、坪井公民館の令和３年度重点目標に対する評価について、ご説明させていただ

きます。 

 まず（１）についてですが、公民館主催の地域防災講座を船橋 SLネットワークさんを講師

にして毎年実施しております。最近、地震が頻繁に起こるようになっています。また、毎年

のように豪雨災害が、船橋だけではないのですが、各地で起きていることを考えて、またや

るのかと言われてしまうのですが、毎年必ずやっていきたい事業として位置づけております。 

 （２）ですけれども、子供たちの事業についてです。坪井地域は 18歳未満の人口が全人口

の３割近くを占めるという地域になっていることから、公民館が地域団体と一緒になって地

域の未来を担う子供たちと結びつきを強くできるような事業をしたいと考えております。地
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域団体は何かと言いますと、そこに書いてある坪井地区の社会福祉協議会とか、スポーツと

健康を推進する会、坪井地区スポーツ推進委員など、ふだんから子供たちを温かく見守って

いただいている団体と協力してやっていきたいなと考えております。 

 （３）ですが、異なる世代の間の交流ができる事業が何かないかということで、昨年度「水

と緑のコンサート」の中で坪井中学校の吹奏楽部をお招きしてコンサートをやろうとしたの

ですが、ちょうどコロナの一番ひどいときだったもので、中止になっているんです。それを

今年、令和４年度、何とかやりたいなということで、今中学校のほうと協議しているところ

でございます。 

 最後の（４）についてですが、公民館の高齢者事業の参加者数が、数字から見ても明らか

に令和３年度は減っていることが読み取れましたので、今年度はフレイル対策として、高齢

者の運動機能の向上や認知症の予防の事業を力を入れてやりたいと考えているところです。 

 以上です。 

〇朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事（１）「令和３年度重点目標に対する評価」につきまして、ご意見、ご質問

等、何かありますか。 

 前田さん、お願いします。 

〇前田委員 

 今、公民館から発表されていないところでもよろしいですか。 

〇朝隈委員長 

 いいですよ。どこの公民館で、何ページの何と。 

〇前田委員 

 三咲公民館の目標に対する評価の（１）にございます「評価」の中で書かれているブレイ

ンジムエクササイズのことですけれども、たしか去年の 10月ぐらいに開催された事業だと思

います。「ブレインジム」というのが、言葉からして私も当時知らなかったもので、いろいろ

自分なりに調べて興味を持ったのですけれども、参加された方の感想なり反応、それから、

ブレインジムも体を動かしながら、体操しながらということなので、シルバーリハビリ体操

と比較してどうなんだろう、似て非なるものなのか、全然違うものなのか、その辺をちょっ

と参考までに教えていただければと思います。 

〇朝隈委員長 

 加藤館長、お答えしていただいていいですか。それとも三咲公民館ですか。ブレインジム

と…… 

〇前田委員 

 反応、反響。 

〇朝隈委員長 

 違いですよね。ブレインジムというのは認知症予防ですよね。 

〇三咲公民館長 

 そうですね。 
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〇朝隈委員長 

 シニア体操との違いでしたか、今おっしゃったのは。 

〇前田委員 

 違いというか、似たようなものなのか、それとも全然違うものなのか。 

〇朝隈委員長 

 似てはいるんですけれども、シニア体操というのは高齢者向けの、健康を害さないように、

その前に健康な体をつくるために、船橋市か、国か、何かが指定されたんです。毎月とか、

月１回、２回やるようにと。それでどこの公民館もやっているんですけれども。 

〇前田委員 

 私も参加したことがあります。 

〇朝隈委員長 

 このブレインジムというのは認知症予防なので、脳と体と、多分一緒ですよね、三咲館長。 

〇三咲公民館長 

 そうですね。ブレインというのは脳ですけれども、脳を使って脳と体を活性化させる運動

ということで、どちらかというとゲーム形式でやるような感じでした。参加者もすごく楽し

そうにやっていて、シルバーリハビリ体操とはまたちょっと違った感じのものでありました。

どちらかというと脳を活性化させる目的で行っているように感じました。両事業とも脳を活

性化させる体操ということで、目的としては同じだと思います。 

〇朝隈委員長 

 よろしいですか。両方とも認知症予防にはなります。私も福祉の仕事をしているので、や

っぱり体を動かすということは頭も回転がよくなるので、認知症予防にはなるんです。かな

り認知症の方が増えているみたいです。家庭に引き籠もられてしまっているので。だからこ

ういうのは必要かもしれませんね。 

〇前田委員 

 まあ、今後もやっていただければ。 

〇朝隈委員長 

 そうですね。各公民館も皆さん考えていらっしゃるようですので、その効果がどうだった

かなんていうのも発表してもらえるといいですね。これをやったら認知症が減ったまではい

かないと思いますけれども。 

〇前田委員 

 ありがとうございました。 

〇朝隈委員長 

 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。 

 ほかにご意見、ご質問等ないようでしたら、議事（１）「令和３年度重点目標に対する評価」

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。異議ありませんので、議事（１）「令和３年度重点目標に対する評
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価」につきまして、承認いたします。 

 それでは、次に、議事（２）に入りますが、議事（１）と同様、簡略説明で進めていこう

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 では、北部公民館長からよろしくお願いします。 

〇北部公民館長 

 北部公民館の事業計画をご説明いたします。 

 こちらも新規の事業を中心にご説明いたします。 

 ４月から６月までの新規の事業につきましては、特に計画はございませんが、先ほどの重

点目標に対する評価をもとに内容を変更した点がいくつかございます。 

 １点目としましては、計画の１ページ、「ふなばしハッピーサタデー事業」の６月４日に実

施する「アタック５（カーリングゲーム）」。こちらは北京オリンピックのカーリング女子の

銀メダル獲得もありまして、多くの子供たちの参加が期待できるということで今回実施いた

します。ハッピーサタデー事業につきましては、年間 11回の開催を予定しております。 

 ２点目としましては、２ページ目の「豊富寿大学」です。こちらは生活に役立つ内容とし

まして、「整理収納講座」を実施いたします。こちらも年間 10回開催を予定しております。

また、同じく２ページ上段にございます「料理サロン」の４月 22日、こちらにつきましては、

新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み中止といたしました。 

 ３点目としまして、３ページ目にございます「卓球開放」の時間を、昨年度の午後から午

前に変更したところ、１回目の４月９日の参加人数が前年比の倍以上ありましたので、今後

の増加が見込まれることが予想されます。 

 北部公民館からは以上となります。 

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。 

〇二和公民館長 

 二和公民館です。それでは事業計画についてご説明いたします。 

 まず最初の、青少年対象の事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」です。こちらは５月

にチョコレートづくり、６月にプラバンや割り箸鉄砲づくりを実施する予定です。 

 次に、成人対象の「多肉植物寄せ植え講座」です。こちらは数日で定員に達した人気の講

座になります。 

 次に、「スキルアップ講座 Ａコース」では、専門講師を招いてテラリウムづくりを実施し

ます。 

 次に、「防災講座」ですが、令和元年の台風 19号で当館では 50人以上の避難者を受け入れ

ましたけれども、その中で避難のタイミングや持ち出すものが分からないなどといった声が

聞かれたことから、今年度は台風災害をテーマとした講義を行います。 

 続きまして、高齢者対象の「二和寿大学」は、北部地区生涯学習コーディネーターに協力

いただき実施します。 

 次は、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」ですが、火曜コースにつきましては主催事業
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となり、月一の定期開催とする予定でございます。 

 次に、「二和地区社会福祉活動支援事業」ですが、１回目の４月 18日は地区社協さんの申

し出により中止となりました。 

 続いて、複数対象の「巡回児童ホーム事業」ですが、０歳～２歳の親子を対象とした「ぽ

かぽか広場」を年８回、小学生を対象とした「わくわくタイム」を年６回開催する予定です。 

 次の「にこにこ広場」は、未就園児の親子を対象とした地区社協さんとの共催事業ですけ

れども、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、直接子供と触れ合うことが難しい現

状でありますので、ボランティアによる遊びをやめまして、今年度はリトミックの講師を招

きまして、家庭でも親子でリズム遊びができるよう指導していただきます。なお、４月 22

日の１回目は地区社協さんの申し出により中止となりました。 

 次に、「二和劇場」です。こちらは講堂の可動式観覧席を生かしてホール的に利用する事業

ですけれども、５月の講演は「Flamenco～弾ける情熱～」と題してフラメンココンサートを

開催します。 

 次に、「二和たのしい歌のつどい」です。同実行委員会との共催で、年６回開催する予定で

す。１回目は 65名の参加がございました。 

 最後に、「社会教育関係団体研修会」です。サークルが一堂に会するいい機会ですので、

活動報告書の記載説明のほかに、社会教育関係団体の望ましい在り方について研修会を行い

ました。 

 二和からは以上です。 

〇朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 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 20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、青少年の「ふなばしハッピーサタデー事業」でございます。海老が作公民館では子

供会やボーイスカウト、青少年相談員さんたちと、青少年事業実行委員会を組織し、ハッピ

ーサタデーやこどもまつりなどで、協働で事業を実施しております。 

 ５月の「ハッピーサタデー」につきましては、ボーイスカウト船橋第 20団さんの協力によ

り、ロッククライミングを行います。板を組み合わせて作成したロッククライミングのコー

スに、落下しても大丈夫なように補助ロープ、ハーネスを着けて実施します。２年間開催で

きておりませんでしたので３年ぶりとなるため、先日、安全性を確かめるテスト等も行って

おります。６月は船橋市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、

紙飛行機や紙鉄砲などの工作を実施する予定です。 

 次に、成人の「健康体操セミナー」です。こちらは地域の大穴スポーツクラブさんと共催

で、健康体操を全５回で実施します。内容はストレッチや筋トレ、健康体操などです。そち

らは定員 20 名としていますが、公民館の定員となり、大穴スポーツクラブさんは別枠で 30

名を募集し、計 50人で開催いたします。地域の方には大変人気の講座で、定員を超える応募
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があり、10名近くのキャンセル待ちが現在出ております。 

 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。こちらは市

民との協働事業で、運営委員と学習内容を話合いで決めております。全４回の講座ですが、1

回目はエコの観点を取り入れ、ふろしきに関する講義、２回目以降は散策やオーナメントづ

くり、ピアノのレクチャーコンサートを実施する予定でございます。 

 次に、高齢者の「海老が作寿大学」です。こちらは海老が作公民館でも生涯学習コーディ

ネーターとの協働事業になります。５月は映画観賞を、６月は国際交流講座として、「コスタ

リカの音楽と文化」についての講座を開催する予定です。 

 他の事業については、表記のとおり開催する予定です。 

 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した。 

 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 20日までの主な事業についてご説明させていただきます。 

 まず、青少年対象として「ふなばしハッピーサタデー事業」の中で、豊富地区スポーツ推

進委員会のご協力を得まして、５月 14日にアンデルセン公園に向かう「こむろハッピーウォ

ーク」、6 月 18 日に「ボッチャ体験」を予定しております。さらに講師のご都合などで急遽

日程が決まったため、こちらには記載できませんでしたが、新規事業の「子供の体験活動推

進事業 ～ファミリーキャンプ体験～」といたしまして、６月５日に八木が谷公民館と合同

で青少年キャンプ場を会場としてサバイバルクッキングを内容とした事業を計画しておりま

す。 

 次に、成人対象事業として「デジタルデバイド対策事業（はじめてのスマホ体験）」、「メル

カリ教室」、「こむろ井戸端会議」のほかに、次のページに行きまして、「こむろハーブ講座」

を実施します。こちらは昨年度から実施しており好評ですが、今年度は環境に配慮しながら

心豊かな暮らしを楽しむ構成としました。 

 高齢者対象としては、例年どおり「小室寿大学」や「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」

をご覧の日程で開催します。 

 小室公民館の今期の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。 

 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 20日までの主な事業についてご説明いたします。 

 １ページ目の「何でも挑戦！プランターで野菜作り」についてですが、こちらは國松光男

氏による講座となっております。表では「葉物野菜作り」となっておりますが、主にミニト

マトをつくることを学ぶ全４回の講座となっております。これは新たな趣味づくりや交流を

通した仲間づくりのために行うものでございます。 
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 次に、「水彩画初級講座」についてですが、こちらは船橋市美術連盟会員・五十嵐威氏によ

る初心者でも始めやすい趣味となるよう、紙の選び方やペンの持ち方など、基本的なことか

ら水彩画の技術を身につけるための全３回の講座となっております。 

 次のページ、「大人の趣味時間」についてですが、社会教育関係団体にご協力いただきまし

て、コーラスやペン習字、この表にはございませんが、絵手紙や書道、手まりづくりなどを

行う全６回の講座となっています。こちらにつきましては、一日体験を行うものですが、参

加者は新たな趣味づくりや発見、また社会教育関係団体への加入など、活性化を目指すもの

でございます。 

 あとは、先ほど小室公民館からご説明がありましたように、「子供の体験活動推進事業」で

サバイバルクッキングを八木が谷公民館も共催で行うことになります。 

 八木が谷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、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 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」を記載のとおり実施いたします。 

 次に、成人教育ですけれども、乳幼児の親子を対象に「本館家庭教育セミナー 三咲子育

て応援セミナー ～子育て時間をもっと楽しく～」を行います。５月は親子ビクスを実施予

定です。親子ビクスとは、親子でスキンシップを図りながら音楽に合わせて体を動かす体操

のことです。６月は親子でハープコンサートを行います。 

 次に、新規事業として「座よさこい健康体操」を全３回で行います。「座よさこい」とは鳴

子を持って椅子に座ったまま踊れる、誰でも参加できる体操です。この体操は脳トレと体力・

気力の向上が目的となっています。 

 次のページをお願いいたします。こちらも新規講座として、「はじめてのそば打ち体験」を

２回の講座で行います。今回は土日に開催することによって男性の参加を期待しており、サ

ークル化ができればいいと考えております。 

 次に、デジタルデバイド事業として、「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くのが目的です。 

 次に、高齢者ですが、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」を２コース開催いたします。 

 次のページですけれども、「三咲寿大学」を５月より月１回のペースで１年間開催いたしま

す。 

 次の複数対象事業につきましては、記載の日程で実施していく予定です。 

 三咲公民館は以上となります。 

〇朝隈委員長 

 ありがとうございます。 

 次に、松が丘公民館さん、お願いします。 

〇松が丘公民館長 
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 ６月 20日までの松が丘公民館の事業計画について、ご説明いたします。 

 今年度の新規事業で、成人教育の中の 3つの事業についてお話しいたします。 

 計画の１ページ「初心者のためのポールウォーキング講座」ですが、既に２回目まで終了

しております。若い方を対象にしようと思いまして土曜日に計画しましたけれども、結局 63

歳から 81歳までの方で実施しております。けれども、ポールウォーキングは足腰の弱い方に

も有効な運動ですので、ふだん杖を使用して歩行している方が楽に歩くコツなどをつかんで、

運動を始めるきっかけになっているようでございます。 

 次に、同じく計画の１ページ「災害時○○どうする？」です。在宅避難、トイレ、食事に

それぞれ注目して、全３回で災害に対する知識を深めていただく講座になります。既に募集

が始まっておりますが、町会の役員さんなどの申込みが多いようです。 

 次に、計画の２ページ「初心者のための日本刀講座」です。最近、日本刀が若い方の間で

大変人気があるということで、若い方に来ていただきたいと考えまして、土曜日に計画いた

しました。講師は松が丘公民館の近くに住む若手の日本刀研師の方で松村壮太郎さんという

方にお願いして、当日は日本刀を何本も持って来ていただいて鑑賞することになっておりま

す。 

 その他の計画については記載のとおりです。 

 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４月 1日から６月 20日までの事業についてご説明させていただきます。 

 先ほどの事業評価の中でもあったのですが、子供たちの事業を地域の団体と一緒にという

お話だったものですから、（１）の「ふなばしハッピーサタデー事業」については、５月は船

橋市スポーツと健康を推進する会さんにご協力をいただいてプラバン工作、６月は坪井地区

のスポーツ推進委員会のご協力をいただいて軽スポーツ体験をする予定でおります。 

 一つ飛びまして、高齢者事業で「坪井みのり学級」ですけれども、昨年度の参加者にアン

ケートを取って、どんな事業が一番参加したいかということで、一般的に落語とかコンサー

トがすごく人気があるのですが、昨年度はそれを抑えて体を動かせるものに参加したいとい

う人が一番多かったものですから、６月の事業に気功体験として荒谷先生をお招きして、「身

体・心・呼吸を整えましょう」ということで気功の実技体験をする予定でおります。 

 複数対象事業で、裏面になりますが、中止になっているものがあります。こちらの「おは

なしいろえんぴつ」ですけれども、読み聞かせの事業なものですから、ボランティア団体さ

んのほうと打ち合わせをさせていただきました。コロナも少しずつ収束してきているのです

が、まだちょっと厳しいでしょうということで、最初の３回については中止、今後について

ももう少し状況を見て判断をさせていただきたいというような回答でした。 

 坪井公民館からの事業説明については以上になります。 

〇朝隈委員長 
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 ありがとうございました。 

 それでは、議事（２）「事業計画（令和４年４月１日～６月 20日）」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。 

 金子委員、お願いします。 

〇金子委員 

 北部公民館ですけれども、「卓球開放」の時間帯を変えてみたら参加者が倍増したというこ

とだったのですけれども、どういう目的で変えようとしたのか、ちょっと聞き漏らしてしま

ったので、その辺ちょっと教えていただけると。 

〇北部公民館長 

 昨年までですと、午後３時からの開放ということで、例えば土曜日の３時となると、皆さ

んの一日の予定がもう朝から入っているので、逆に早い時間にしたら集まるのではないかと

いうことで今年度変えてみました。利用者の皆様からも、午前中にやりたいというご意見も

ありましたので、その意見も参考に今年度時間を変えてみました。 

〇金子委員 

 分かりました。事業に対する評価というところから、そこへ発展したわけですよね。 

〇北部公民館長 

 そうですね。 

〇金子委員 

 ほかの公民館は午後のところが多いので、実は時間帯を変えるのは結構冒険だったのかな

と思います。重点目標に対する評価を具体化・具現化していくという意味では、重点目標に

対する評価がストレートに具体化できるというのは、すごいなというか、そうしていってい

ただければ分かりやすいなと感じました。 

〇北部公民館長 

 ありがとうございます。 

〇朝隈委員長 

 それは、子供の数が減ったんですか。大人が増えたんですか。 

〇北部公民館長 

 そうですね。大人が増えていまして、実際子供もいて声かけは行いました。 

〇朝隈委員長 

 子供は午前では無理な場合がありますよね。 

〇北部公民館長 

 はい。例えば違う目的で来た子に対しても、これから職員のほうからも積極的に声かけを

して、また卓球等を通じて異年齢交流とか、その辺もつなげていければと考えております。 

〇朝隈委員長 

 そうですね。午後になってしまうと、子供がやる機会が少しなくなったかなという気がし

て、ちょっと心配しました。大人は、私なんかもそうですが、午前中にやってしまったほう

がいいんですよ。午後３時からなんていうと中途半端で、すごく嫌な時間なんです。だから

大人としては午前中、私なんかはそう思うんですけれども、子供にとってはどうかなと、ち
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ょっと思いました。 

〇北部公民館長 

 朝の時間も、例えば子供同士で公民館で集まって、そこからどこかに行くとか、公民館で

ちょっと時間を潰してというところも見られたので、その子達に声掛けをすることで、新た

な参加者に繋がることできる一つのきっかけにも。また子供のほうのご意見も聞いて、例え

ば「卓球開放」だけではなくて、違った形でもスポーツをやる機会をつくれればと考えてい

ます。 

〇朝隈委員長 

 そうですね。何か子供にも機会をつくってあげればいいかなと。 

〇北部公民館長 

 一つ、学校のクラブ活動行事というのがありまして、そこでも昨年まで卓球を取り入れて、

近くの豊富小の子がかなり参加しているということも聞いておりますので、そういったとこ

ろでも学校に出向いてやる機会もできるかと考えています。 

〇朝隈委員長 

 よろしくお願いします。ほかにございませんでしょうか。 

〇内久根副委員長 

 八木が谷公民館の事業計画に、青少年のハッピーサタデーが載っていないのですが、これ

は……。 

〇八木が谷公民館長 

 まだこの６月 20日までの期間ではありませんでしたので、次回からという形になります。 

〇朝隈委員長 

 そうですよね。では、次からは載るわけですね。 

〇八木が谷公民館長 

 ええ、もちろん載る形になります。 

〇内久根副委員長 

 他館と一緒に、共催の事業もあるみたいなので。 

〇八木が谷公民館長 

 ハッピーサタデー自体は年間の計画がありますので、たまたま今回はなかっただけで、も

ちろん今後はございます。 

〇朝隈委員長 

 たまたま抜けちゃったと。では次からお願いします。 

〇八木が谷公民館長 

 はい。 

〇朝隈委員長 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 では、ご意見、ご質問等ないようであれば、議事（２）「事業計画（令和４年４月１日～６

月 20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） 



－15－ 

 

〇朝隈委員長 

 では、異議ありませんので、議事（２）「事業計画（令和４年４月１日～６月 20日）」につ

きまして、承認いたします。 

 ほかに本日の全体会議として何かございましたら、どうぞご意見を。 

 ございませんね。館長たちも新しく入れ替わって、前の人のやつを引き継いでやっていか

なければいけないということもあって大変かと思います。コロナのこともありますし、地震

もしょっちゅう来ますし。 

 一つお願いがあるのですけれども、やっぱり地震は怖いですから、「サークルをやっている

途中に地震があったらこういうところから逃げてください」とか、「公民館で放送しますから

待ってください」とか、何か機会あるごとにサークルの皆さんにお伝え願いたいんです。サ

ークルだけではないですけれども、あそこを使っていただく人たちに。 

 講習会等をやるのもすごくいいことだと思いますけれども、事あるごとに、やっぱり命に

かかわることでもあるので。（地震が）しょっちゅうありますでしょう。ちょっと怖いなと前

から思っていたんです。「出口はここですよ」とか、多分、分からなくて卓球をやっていたり

しているのではないかと思うんです。だから公民館の事業の中でも、「何かありましたら公民

館で放送するまでじっとしていてください」とか、「このようにしておいてください」とか、

注意事項として言っていただけたらいいかなと思いますので、よろしくお願いします。 

〇北部公民館長 

 はい。ありがとうございます。 

〇朝隈委員長 

 よろしくお願いします。 

 では、以上をもちまして、令和４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４７分 閉会 


