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午後３時０２分開会 

○朝隈委員長 

 ただいまより、令和４年度第３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、「社会教育関係団体登録申請（新規）」です。また、各館の館報を事前

に配付させていただいております。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、二和公民館の館報が一部追加で置いてあるかと思いますので、ご確認くださ

い。 

 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、

全員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。 

 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、傍聴のお申し出はございません。 

 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。何か

変わったことがあれば言ってください。 

 では、議事（１）「事業報告（６月 21日～９月 19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。 

 では、北部公民館さんから、よろしくお願いいたします。 

○北部公民館長 

 北部公民館でございます。着座にて失礼いたします。 

 北部公民館の６月 21 日から９月 19 日までの事業報告につきまして、終了した事業並びに

参加人数が未記入の箇所についてご説明させていただきます。 
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 報告事項１、「ふなばしハッピーサタデー事業」、９月 17 日の人数です。男が３、女が 12、

計 15名となります。 

 続きまして、「夏休み読書感想文教室」。こちらは、今回で２回目となります。定員 10名に

対し少ない人数となりましたが、逆に個別指導ができ、講師、参加者ともに満足のいく結果と

なりました。次回以降の課題としては、１回目から３回目までの期間が長く、子供の集中が途

切れたことから、日程の検討が必要となります。 

 次ページ、報告２、「季節を彩る“切り絵の世界”」。こちらについては、参加者同士が作品

を見せ合い、感想を述べ合う姿が見られたことから、親睦と交流が図れ、狙いどおりの結果と

なりました。また、講座終了後、サークル化に向けた体験会を実施することとなりまして、職

員のほうがサポートに努めてまいります。 

 続きまして、「相続講座」でございます。こちらは、講師が実際に携わった事例を交えての

内容となり、参加者は熱心に耳を傾け、有意義な講座となりました。また、今年度中に再度、

遺言状に関する講座を予定しております。 

 報告３、「初めての古文書体験～江戸時代の古文書を読む～」。こちらは、終了後のアンケー

トで９割以上から好評を得ました。今後はサークルにつながるよう努めてまいります。 

 続きまして、「菊づくり講習会」、９月 17 日の参加人数は、男７、女５、計 12 名となりま

す。 

 一番下の「世界遺産の旅」、参加人数から申し上げます。９月５日、男 11、女８、計 19。９

月 12日が、男 10、女８、計 18名となります。講義の内容としましては、初回は具体例を提

示しながら基礎知識を習得し、２回目ではアテネのアクアポリス、バルセロナのサグラダフ

ァミリアの２か所に絞って詳細を解説し、参加者の関心や興味を抱かせる内容となりました。 

 続きまして、次ページ以降、参加人数が未記入の箇所が数か所あります。報告４、「豊富寿

大学」の９月 15 日、男３、女 24、計 27。隣の報告５、「巡回児童ホーム事業」の９月９日、

男２、女２、計４。次ページになります。報告６、「卓球開放」の９月３日、男５、女４、計

９となります。 

 また、新型コロナウイルス感染症の第７波の影響によりまして、残念ながら事業の中止、延

期等がございました。 

 北部公民館からは以上となります。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 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９月 19日までの主な事業について報告いたします。 

 青少年対象の「ふなばしハッピーサタデー事業」です。７月９日の「オンライン de親子エ

コ工作教室」では、Zoom 機能を活用して各家庭で風車の家のオルゴールを作製しました。ま

た、９月 10 日開催分の参加者数ですが、男 12 人、女 17 人、計 29 人となりましたので、お

手数ですが記入をお願いいたします。 

 また、７月 24日開催の「化石発掘体験」では、多数の申し込みにより抽選で選ばれた 15名
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が、自身の手で葉っぱなどの化石を発掘したことで、自然科学への興味と学習意欲を高める

きっかけになったと考えます。 

 次のページに移りまして、成人対象の「はじめての足裏リフレ」です。こちらは、事前の問

い合わせも多く、あっという間に定員に達する大変好評を得た事業となり、受講者全員が癒

されて帰宅されました。早速、次年度の開催も検討しております。なお、参加者数ですが、男

３人、女 11人、計 14人となりましたので、お手数ですが記入をお願いいたします。 

 次に、高齢者対象の「二和寿大学」は、記載のとおり実施いたしました。なお、２回目９月

15日の参加者数ですが、男８人、女 45人、計 53人の参加となりましたので、お手数ですが

記入をお願いいたします。 

 最後に、次のページに記載の複数対象です。各事業を記載のとおり実施いたしました。こち

らに記載の「巡回児童ホーム事業」になります。「0・1・2歳ぽかぽか広場」ですが、９月 14

日分の参加者数は、男２人、女６人、計８人となりました。 

 次のページに移りまして、「小学生わくわくタイム」の９月 14 日分の参加者数ですが、男

４人、女５人、計９人となりましたので、お手数ですがそれぞれ記入をお願いいたします。 

 次は「二和劇場」ですが、ピアノとヴァイオリンの演奏に合わせて、テノール歌手とソプラ

ノ歌手により山田耕筰や滝廉太郎などの作品を披露いただきました。来場者のアンケートで

は、「すばらしかった」、「心が癒された」などの感想をいただいております。 

 二和からは以上です。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 

 次に、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９月 19日までの事業について、主なものを報告させていただ

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。７月は、スポーツ推進委員さんの

協力によりモルック体験を行っております。モルックは、木の棒を投げて点数がついた木製

のピンを倒し、点数を競うものです。子供たちは初めて体験するスポーツなので最初は戸惑

いながらやっていましたが、慣れていくにつれ狙いどおりに投げられる子もおり、とても楽

しそうにモルックを楽しんでおりました。９月 17 日のプログラミング教室では、親子 10 組

が参加し、iPad を使い、簡単なゲームをつくるアプリでゲームをつくりました。説明の後、

ゲームをつくる作業では、それぞれ工夫を凝らしゲームに応用を加えるなど、楽しみながら

プログラミングができた講座となりました。 

 次に、成人対象の「お花屋さんに習うフラワーアレンジメント」です。６月 23日に実施し

ております。参加者からも評判が良く、継続している講座ですが、家で過ごすおうち時間が注

目される中、自宅でも取り組めることから有効な講座だったと思います。今回公民館の講座

が初めてという参加者もいましたので、引き続き市民に周知していくことが必要と感じまし

た。 

 次のページに行きまして、「季節を彩る折り紙教室」です。３回のうち２回が終了しました。 
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 次に、「海老が作寿大学」でございます。９月は市民安全推進課職員のほか、船橋東警察署

署員にも来ていただき、防犯に関する講座、特に振り込め詐欺や交通安全に関する講座を開

催しております。 

 次に、「認知症予防講座」です。９月９日に４回の講座を終了しています。回数を重ねるご

とに「家で脳トレをやってみた」や「体操を夫婦でやっている」などの声が聞かれるようにな

り、ちょっとした心がけが認知症予防になるということが参加者に伝わった講座となりまし

た。午後３時からという時間設定も、公民館の利用が少ない時間帯に講座を実施するという

点で、公民館の有効活用が図れたと思います。 

 次のページで、複数対象の「ファミリー卓球」です。８月、９月と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、「七夕コンサート」です。オカリナとハープのコンサートを実施

しました。コンサート実行委員の協力のもと、スムーズな運営と七夕らしさを感じる舞台の

飾りつけができ、参加者も出演者も楽しんでいただけたようでした。オカリナとハープの楽

器の説明も織り交ぜながらのコンサートであったため、参加者は音楽を楽しみながら楽器に

ついての理解も深めることができたと思います。 

 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 21日から９月 19日までの主な事業について報告いたします。 

 まず、青少年対象として、「ふなばしハッピーサタデー事業」の中で小室地区青少年健全育

成連絡協議会が開催された夏の夕べの会がありました。公民館職員も従事しましたが、花火

を楽しんだりされたそうです。久しぶりに行われたイベントだったため、大変多くの人が集

まり盛況だったとのことです。８月 20日には小室夏まつりが無事行われましたが、同日開催

予定の子供みこし担ぎ体験は、やはり密になってしまうということもあり中止となりました。

10日の「作って遊ぼう『プラバン工作』」は、スタッフの方がグループごとに進み具合を見な

がらご指導くださり、参加者は自分のペースで工作を楽しんでいるようでした。参加人数の

ご記入をお願いします。男の子 10名、女の子４名の計 14名でした。 

 次に、成人対象としまして、「こむろ井戸端会議」につきましては、９月 16 日の回の参加

人数のご記入をお願いいたします。男性２名、女性１名の３名でした。 

 次のページの「こむろハーブ講座」につきましては、記載のとおり好評であるため、来年度

につなげたいと考えております。 

 その下の「こむろ花苗サポーター養成講座」につきましては、当初参加者が集まらないかと

懸念されましたが、センターだよりに掲載するなどして、次回以降は参加者が増えるようで

す。 

 次の「運気ＵＰ⤴講座」につきましては、先日終了しました。９月９日の回の参加者は、男

性４名、女性 11名の計 15名、９月 16日の最終回は、男性５名、女性 11名の計 16名でした。
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ご記入をお願いいたします。薬膳といった食事の知識や心の持ちよう、気功の実践など、多彩

な内容で好評でした。こちらも内容を充実させて次年度も計画したいと考えております。 

 高齢者対象事業としては、「小室寿大学」と「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」のほか

に、「認知症予防講座」をご覧の日程で開催しました。例年なら体操指導を手掛ける業者さん

が実施することが多いのですが、今年度はカラオケ大手の会社の方がご指導くださいました。

昭和時代にはやった懐かしい曲で体操を行うなど、楽しみながら認知症予防につながる新鮮

な内容で好評でした。参加人数は、９月８日の回は、男性２名、女性７名の計９名、９月 15

日の回は、男性３名、女性７名の計 10名でした。ご記入をお願いいたします。 

 最後に、複数対象事業の「小室公民館本館家庭教育セミナー」ですが、「親子で＊萌え断＊

サンドイッチ作ろう」を実施しました。「萌え断」というのは何なのか担当者に聞きましたと

ころ、パンを切った断面が見栄えがするということで、中身は卵のものと梨のものをつくり、

切り口がきれいでボリューム感のあるサンドイッチになったそうです。参加人数は親子で４

組、11名でした。男性１名、女性 10名でした。 

 小室公民館の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。 

 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６月 21日から９月 19日までの事業について報告いたします。 

 最初に、青少年事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」でございますが、ドッチボール大

会は中止となっております。８月 27日の「MYSKこどもまつり」でございますが、コロナ対策

のため、あらかじめ申し込みをしていただき、当日は最初に感染対策の講座を全員に受けて

いただいてから参加する形を取りました。実施の内容としましては、コリントゲームやプラ

バン、ボックスくじ、おみこしの展示等を行いました。当日は大変よい天気で、子供たちは皆

楽しそうにしておりました。 

 ページ変わりまして、３ページ目です。成人事業の「八木が谷地区４校ＰＴＡ家庭教育セミ

ナー」でございます。こちらにつきましては人数の記載をお願いいたします。男性０、女性 19

名、合計 19名でございます。初回ではフラダンスを行いましたが、こちらは夏休み明けで疲

れた心と体のリフレッシュを目的に行っております。 

 続きまして、下の「庭木の手入れ入門講座」でございます。人数の記載をお願いいたしま

す。９月 12 日の部ですが、男性９名、女性８名、合計 17 名で、９月 14 日は男性 10 名、女

性８名、合計 18名となっております。こちらの講座では、初回につきましては基本的な説明

と、船橋にある樹木を見せながらクイズ形式で講義を行いました。２回目は、公民館の庭にあ

る樹木を使った実技を行いまして、はさみの使い方や剪定後に出た枝のまとめ方、処分方法

について講習を行い、参加者からは「自宅で早速取り入れたい」という感想がございました。 

 続きまして、４ページの高齢者事業です。「健康セミナー」でございます。こちらにつきま

しては共催事業の相手方により中止になっております。 

 ページ変わりまして５ページ目、「介護予防事業『暮らしを彩る趣味の園芸』」でございま
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す。人数の記載をお願いいたします。９月９日、男性１名、女性 15名、合計 16名です。９月

16日、男性１名、女性 15 名、合計 16名になっております。こちらはリースづくりや押し花

カレンダーという講座です。脳の活性化に効果が期待できることから、手元の細かい作業を

実施いたしました。講師の手元をプロジェクターで拡大することにより、参加者に作業が分

かりやすくなっておりました。 

 ページ変わりまして６ページ目、「八木が谷寿大学」でございます。人数の記載をお願いい

たします。９月 15 日の人数でございますが、男性 20 名、女性 47 名、合計 67 名となってお

ります。 

 ７ページ目の複数対象事業でございます。「卓球開放」の人数の記載をお願いします。９月

の人数は、男性 10名、女性 24名、合計 34名でございます。 

 八木が谷公民館から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６月 21日から９月 19日までの事業報告をいたします。 

 青少年の「ふなばしハッピーサタデー事業」ですが、８月の事業につきましては、講師がコ

ロナウイルスの濃厚接触者となってしまい、代替者もいないということで、やむなく中止と

なりました。９月の「手作りおもちゃを作って遊ぶ」の人数の記載をお願いいたします。合計

24名、男６名、女 18名です。 

 次に、夏休み子供向け事業として夏休みこども応援プロジェクトを実施しました。７月に

「夏休み読書感想文教室」、次のページをお願いいたします。８月に「こども俳句教室」、そし

て、「こども環境科学教室」を実施いたしました。なお、こども俳句教室で作成した俳句作品

は、10月の文化祭で展示をする予定でございます。 

 次に、３ページ目をお願いいたします。「着物リメイク講座」の①と②は、同じ内容の講座

を２日に分けて実施をいたしました。 

 次の「はじめてのそば打ち体験」は、サークル化が目標だったのですが、残念ながら実現す

ることはできませんでした。 

 次に、「デジタルデバイド対策講座（はじめてのオンライン体験「Zoom入門編」）」の人数の

記載をお願いいたします。参加者数 10名、男５名、女５名です。 

 次のページをお願いいたします。次に、高齢者の部です。「ふなばしシルバーリハビリ体操

教室」は、木曜コース、金曜コースとも、８月、９月分が中止となりました。 

 次の５ページ目に行きまして、「シルバー男性料理教室」につきましては、社会福祉協議会

の方針で、８月、９月と中止となりました。 

 次に、複数対象の部ですが、９月の「助産師さんのベビーマッサージ」の参加者の記入をお

願いいたします。参加者数 12名、内訳は男２名、女 10名です。 

 次の「卓球開放」の人数の記載もお願いいたします。参加者数 48名、男 10名、女 38名で

す。 
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 最後に、次のページの「図書コーナー運営事業」の記載もお願いいたします。９月分の参加

者数 25名、貸出冊数 40冊です。 

 事業報告は以上となります。 

○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６月 21 日から９月 19 日までの事業報告についてご説明いたします。新規

事業を中心にご説明いたします。 

 最初に、報告１ページの青少年事業です。「クラブ活動支援事業」、９月 14日の人数を申し

上げます。男 14名、女 15名、合計 29名です。 

 そのほかの夏休みの講座につきましては、７月１日から募集を開始し、どの講座も定員を

超える応募がありました。内容については記載のとおりです。 

 次に、成人事業です。報告３ページ、「介護職員へのみち」は新規事業です。介護に携わる

上での知識、技術、プロセスを身につけるための方法を学んで、介護職員の資格を取得するに

はどうしたらよいかという導入の部分を学習する講座で、前回の会議でもご説明したと思い

ますが、船橋市生涯学習基本構想推進計画の中で、再チャレンジする人への学習支援という

施策がありまして、学校教育から一旦離れた人がそれぞれのタイミングで学び直して仕事で

の能力につなげていく、いわゆるリカレント教育というものを推進することを意識した講座

です。初めての試みで応募人数等にあまり期待していなかったのですが、８名の応募があり、

平均年齢が 44.8歳と松が丘公民館としては非常に若い年齢層となり、リカレント教育の支援

につながったものと考えております。 

 次に、高齢者事業です。高齢者事業は記載のとおりです。 

 報告４ページ、「松が丘寿大学」、９月 15 日の人数を申し上げます。男９名、女 38 名、合

計 47名です。 

 次に、報告５ページからの複数対象事業です。報告６ページ、「卓球開放」、９月の人数を申

し上げます。男 27名、女 21名、合計 48名です。 

 次の「親子で非常食をつくってみよう」は、新規事業となります。災害時の非常食をつくる

ことを通して、防災について親子で考えながらコミュニケーションを図っていただくことを

目的として実施しました。応募人数は定員を下回りましたが、講師が小学生向けにやさしく

説明していただいたおかげで子供は災害について非常によく理解することができ、真剣に親

子で災害について考えるきっかけになりました。 

 松が丘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、坪井公民館さん、お願いします。 

○坪井公民館長 

 坪井公民館の事業報告（６月 21 日から９月 19 日）をご説明させていただきます。やはり
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事業数が多いため、新規事業や主な事業を中心にご報告させていただきます。 

 まず、青少年事業の「ふなばしハッピーサタデー事業」ですが、９月の参加者のご記入をお

願いいたします。合計が 26名、男２名、女 24名でした。 

 続いて、「こどもサイエンス教室」ですが、ここに記載の「人工イクラ」というのは、昆布

に含まれるアルギン酸という成分を塩化カルシウムの水溶液に１滴ずつ落としていくとイク

ラに似た形のものをつくれるという事業でした。食べられるイクラをつくる実験ではないで

す。それでも子供たちは化学物質の変化に大変興味を持って取り組んでいました。 

 ２ページの成人事業、「楽しく生きよう！『子育て講座』」、こちらは坪井公民館の新規事業

です。子育て世代の人口構成がすごく高い坪井公民館の状況に鑑みて、働き盛りでふだんは

なかなか公民館に足を運ぶことができない人たちを取り込むことを目的として事業を実施し

ました。親子で参加できる講座にしたことがよかったようで、応募のあった８組のうち５組

がお父さんでした。仕事を忘れて子供たちと一緒に楽しそうに取り組む姿を見て、事業目的

が達成できたのかなというふうに感じました。 

 一つ飛びまして、同じページの下段の「坪井公民館本館家庭教育セミナー ～夢に向かっ

て挑戦する子供たちに寄り添う～」です。６月の運営審議会の計画で載せていなかったので

すが、坪井小学校のＰＴＡと打ち合わせを行ってＰＴＡ役員から案が浮上して、ＰＴＡの役

員が自ら千葉ジェッツのエージェントと交渉して、急遽９月３日に実施ということになった

ものであります。事業報告のみで申し訳ございません。内容は、「子供たちに壁を乗り越えて

夢に向かって一歩一歩努力する力と勇気を与える」というテーマをＰＴＡのほうで設定して

くれまして、効果的な講演会になりました。 

 続いて、３ページ上段の高齢者事業、「坪井みのり学級」です。９月の人数の記入をお願い

いたします。合計 41名、男３名、女 38名です。 

 さらに、中段の「介護予防教室」の参加者の記入をお願いいたします。９月８日が計９名、

男２名、女７名です。９月 15日についても、同じく合計が９名、男２名、女７名です。 

 以下、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」と「デジタルデバイド対策事業」については、

ご覧のとおりになります。 

 ４ページ中段の「つぼい・水と緑のコンサート」ですが、ハープ奏者の本間美貴子さんとヴ

ァイオリン奏者の中野純子さんが参加者の年齢を考えながら選曲してくれて、非常にいいコ

ンサートになりました。また同じようなコンサートを実施してほしいという声が多く聞かれ

ました。 

 次の「おはなしいろえんぴつ」ですが、やはり新型コロナ感染症への不安があることから、

ボランティア団体と協議して中止とさせていただいております。 

 最後に、５ページの「おもちゃの病院」ですが、１回ごとの参加者が全部５名ということで

非常に参加者が少ないように見えるのですが、持ってくるおもちゃの数は結構多くて、３か

月で合計 28件の壊れたおもちゃが集まりました。中には入院が必要になるような重症のケー

スもあって、おもちゃドクターさんは大変忙しい状況でした。 

 坪井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。 

 それでは、議事（１）につきまして、ご意見、ご質問等、何かございますでしょうか。 

 前田さん、お願いします。 

○前田委員 

 ２点ほど教えていただきたいのですが、小室公民館さんで、最初のハッピーサタデーの７

月 23 日、720 名というたくさんの参加で、内容としては、先ほどの説明で花火をやられたと

いうことですが、それ以外にはどんなことをやられたのでしょうか。 

○小室公民館長 

 花火をやられたということで聞いておりまして、細かいことは聞いておらず申し訳ありま

せんが、それ以外のことは行ってないと思われます。 

○前田委員 

 そうですか。分かりました。 

 もう一点、同じく小室公民館さんですが、２ページ目にあります「こむろ井戸端会議」です

けれども、非常に楽しい集いのように見えるのですが、６月 24日に参加された方は男性が２

名ということで、あと公民館の職員の方が何人か出られたのでしょうけれども、これで１時

間、男の人２人でおしゃべりというのは弾むのでしょうか。 

○小室公民館長 

 私が間に入った形で、もともとお知り合い同士でお見えになっているので、そんなに気ま

ずい雰囲気にはならずに楽しくお話ししていただいていると思います。 

○前田委員 

 もしかしたら公民館職員の方が間に入って非常に苦労されたのかなとか思ったりしていた

のですが。分かりました。ありがとうございました。 

○朝隈委員長 

 私言ってもいいですか。この井戸端会議ですが、コロナのせいで人数が少ないのですか。前

は 15名ぐらいおりましたよね。 

○小室公民館長 

 かなり以前のことは存じ上げないのですが、近年はそんなにはいなかったと思います。 

○朝隈委員長 

 私、何かちょっと考えたほうがいいのではないかと前から思っていたのですが、人を集め

る対策として何か必要なのではないかなと私自身は思っているのですけれども、どうでしょ

うか。意見です。 

○小室公民館長 

 参加された方は結構皆さんよくお話しされて、それ以上人数が多いと、お一人お一人がお

話しできなくなってしまう状態が見受けられまして、申し込み制ではなくて当日気が向いた

ら体調とかがよければお越しくださいという形にしているので、私としましては、当分はこ

のままでよろしいのではないかと思っているのですが。 

○朝隈委員長 

 そうですか。分かりました。 
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○金子委員 

 今の件で少し。 

○朝隈委員長 

 金子さん。 

○金子委員 

 ちょうど小室に住んでいますので、この井戸端会議も非常に長い事業ですよね。ただ、「メ

ンバーが固定化しちゃって入りづらいんだよな」ということを聞いたような気もします。や

はり少しどこかで趣向を変えてみる、新しい人が入ってこれる、みたいなことも必要なのか

なと思います。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。館長、何か考えてみてください。 

○小室公民館長 

 分かりました。 

○朝隈委員長 

 とてもいいと思うんですよね。何のあれもなく入りたい人は入ってくださいという感じだ

からいいと思うのですが、何せ人数がこれではもったいないかなと。 

 どうもすみません、余計なことを言いました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ほかにご意見、ご質問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） 

○朝隈委員長 

 では、異議がありませんので、議事（１）「事業報告（６月 21日～９月 19日）」につきまし

て、承認いたします。 

 それでは、議事（２）に移らせていただきます。「事業計画（９月 20日～12月 19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。 

 北部公民館さんからお願いします。 

○北部公民館長 

 北部公民館でございます。９月 20日から 12月 19日までの事業計画につきまして、新規で

の事業を中心にご説明いたします。 

 計画２、「遺言状講座」になります。こちらは先ほどの報告事項で申し上げました「相続講

座」の続編となる事業でございます。会場を講堂に移しまして、定員を５名増やしました。 

 続きまして、計画３、「イチからレシピ作り“エコな食卓”」です。こちらは、北部公民館で

料理関係の事業で大変お世話になっております平野先生を講師として、今年度は SDGsに対応

した事業を実施します。 

 続きまして、計画４、「豊富寿大学」では、新規の内容としまして 10月に「防災講座」、11

月の「船橋の文人」は、船橋にゆかりのあります太宰治について、船橋との関わりを中心に講



－11－ 

 

話を行います。 

 計画５、「みんなでボッチャ体験」になります。こちらは豊富地区スポーツ推進委員のご協

力のもと、パラスポーツの普及と地域住民の健康増進を図ることを目的に実施いたします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により残念ながら中止となった事業をご報告いたします。

計画４、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」の 10月 24日、続きまして、計画５、「第 46

回豊富地区体育レクリエーション大会」も、豊富地区連合町会が中心となりまして感染対策

を施し、種目内容の検討を重ねてきたところでございますが、第７波の感染者が非常に多い

ということもありまして、残念ながら中止となってしまいました。 

 計画６、「第 48 回北部公民館文化祭」の日程につきましては、日曜日のワクチン接種の関

係から、11月５日、12日の土曜日、２週での実施となります。 

 最後になります。こちらには記載がないのですが、北部地区公民館の合同事業について、口

頭でご説明いたします。こちらは、北部地区８館で合同事業を実施する事業となります。昨年

度は北部公民館を会場として、坪井、二和をサテライト会場とした「防災講座」を実施してお

ります。コロナ禍によりまして事業の中止が相次ぎ、職員の経験値も低下したこと、また、ウ

ィズコロナを見据え、オンライン講座の必要性から、事業担当者のスキルアップが必要であ

るということで検討を行いまして、今年度は研修を実施することになります。内容としまし

ては、各館の事業見学、会議用のＰＣを用いたオンライン講座、二和公民館所属の技術職員に

よる音響・照明の３点の研修を実施いたします。 

 北部公民館からは以上となります。 

○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 

 二和公民館の９月 20日から 12月 19日の主な事業計画についてご説明いたします。 

 まず、青少年対象について、記載のとおり実施予定となります。特に「子供かきぞめ教室」

は、船橋二和高校書道部顧問の先生と部員さんの指導による、昨年度大変好評を得た事業で

あり、今年度で２回目となります。 

 次に、成人対象です。記載のとおり実施予定ですが、次のページになります「スキルアップ

講座 Ｂコース」では、鍼灸マッサージ師会の先生を講師に招きお灸体験をします。 

 次の「成田山新勝寺御朱印めぐり」では、２回にわたり講義と散策を実施いたします。 

 次のページに移りまして、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」、「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。 

 また、「デジタルデバイド対策事業」としましては、基本編を１回、ステップアップ講座を

２回、記載内容のとおり実施予定です。 

 次のページに移りまして、複数対象になります。全て記載のとおりの予定となっておりま

すが、中でも「親子ランプシェード作り」は、夜の部を活用した事業となります。 

 次の「二和劇場」では、アコーディオンとパフォーマンスの大道芸によるファミリーコンサ

ートを開催します。 
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 次のページに移りまして、「第 48 回二和文化祭」になります。こちらは昨年がコロナウイ

ルス感染症予防の関係で中止、その前の年が二和公民館の大規模改修工事の関係で中止とい

うことで、３年ぶりの開催となります。 

 次に、「ふたわ福祉まつり」です。こちらは二和地区社会福祉協議会との共催になりますが、

同協議会からの申し出により両日とも中止となりました。 

 二和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、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９月 20日から 12月 19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」です。11 月の内容は、ただいま検討中

です。12月は工作教室を予定しています。 

 次の「お泊りクリスマス会」は、北部地区子ども会連絡協議会さんとの共催になります。当

初の予定では 17 日から 18 日で記載しておりますが、宿泊はせず、17日の土曜日の午後に調

理等は行わずレクを実施する方向で検討しております。 

 次に、成人対象の「写経入門講座」です。９月 22日から全３回で、筆ペンを使用した写経

を学びます。最初は「延命十句観音経」という短いお経などを題材に、その後、「般若心経」

などの写経をする予定です。講座後も自分で取り組むことができるきっかけになればと考え

ております。 

 次に、11月２日実施予定の「自然観察教室」です。自然や文化を学び、参加者同士の親睦、

健康増進に役立てればと考えております。今回は佐倉城址公園を中心に、全体で６キロ程度

の距離を３時間ほどかけて散策する予定になっております。 

 次のページに行きまして、「市民企画講座－元気が出る生涯学習講座」です。船橋市生涯学

習インストラクターの会、まなび船橋さんの企画により、11月 18 日と 25日の全２回で、市

川市の文学や歴史について学ぶ予定です。１回目は公民館で座学を行い、翌週の２回目に市

川市の散策を行います。座学と散策を行うことで、より知識と関心を深められればと考えて

おります。 

 次に、少し先に進みまして、計画４ページの一番下の「大穴小学校ＰＴＡ家庭教育セミナ

ー」です。大穴小学校の４年生の児童と親を対象に、ＳＮＳ、インターネットを安全に使うた

めの講座を実施します。大穴小学校ＰＴＡ家庭教育セミナーでは、ＰＴＡさんからの要望で、

ＳＮＳやインターネットの安全安心な使用についての講座をここ４年ほど実施しております。

学校の授業の時間に組み込んでいただいており、最初の半分を児童対象に行い、残りの半分

を親を対象に行います。講師は、総務省の関連団体のネットの安全安心な使い方の啓発活動

をしているマルチメディア振興センターから派遣していただきます。 

 次のページに行きまして、12月 10日実施予定の「クリスマスコンサート」です。実行委員

と協働で企画・運営しております。今回はソプラノとピアノのコンサートを行います。ピアノ
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は船橋市出身で、各地で活躍されている平尾有衣さん、ソプラノは小葉田早穂さん、小葉田さ

んも世界各地、日本各地で活躍されている方です。オペラを中心にクリスマス曲なども演奏

していただく予定です。 

 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 20日から 12月 19日までの主な事業についてご説明いたします。 

 まず、青少年対象として「ふなばしハッピーサタデー事業」は、記載のとおり予定しており

ます。10月 15日の回は職員が工作をする予定でしたが、家庭教育セミナーと日程が重なった

ため中止といたしました。 

 次に、２ページの成人対象事業の中で「仏像入門講座」を実施します。難しい知識は関係な

く各地の寺を巡って仏像を見るのが好きな方は多いかと思いますが、講師の松井先生は堅苦

しくない軽妙な語り方で、今年度初回の寿大学でもお話しいただき好評でした。今回は主に

運慶・快慶の活躍した鎌倉期の仏像と、鎌倉で馴染みのある大仏や長谷寺観音について解説

される予定です。 

 その下の「『睡眠』と『健康』の知恵袋講座」については、ご自分の睡眠の現状に満足せず

改善したいと思っている方は多いと思われますが、申し込みの受付時はまずまずの反応があ

りまして、今日現在 20名定員のうち 16名の申し込みがあります。 

 高齢者対象としては、「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。 

 複数対象事業としては、10 月と 11 月に「小室公民館本館家庭教育セミナー」、11 月 10 日

に小室小学校で「就学時健診等における子育て学習」を実施します。 

 また、11 月５日と６日の土曜・日曜日で「小室公民館文化祭『第 40 回小室文化まつり』」

を開催する予定です。今年度は作品展示と発表を内容としております。 

 小室公民館の今期の計画については、以上でございます。 

○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 20から 12月 19日までの事業計画についてご説明いたします。 

 まず、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。10 月の忍者体験で

は、密を避けるため 30 分ずつ 10 人のグループに分け、的当て、網くぐり、手裏剣などを行

います。11 月の理科体験では、リトマス紙等を使った化学ペンの色の変化等の実験を行いま

す。また、12月のクリスマスパーティーでは、リースづくりを行う予定でございます。 

 続きまして、「子ども手まり教室」でございます。子供たちに伝統文化である手まりを体験、

習得してもらう講座となっております。 
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 続きまして、成人事業の「八木が谷発ぶら歩き『大仏・木下道・開墾地を歩く』」でござい

ます。１回目は座学としまして事前学習を行い、２回目に実際に現地を歩いていていただい

て、地元である地域を知ってもらいたいと思っております。 

 続きまして、２ページ目でございます。「書道１日体験講座」でございます。こちらは今回

報告にありました「大人の趣味時間」で中止となってしまいました講座を再度開催するもの

でございます。新たな趣味の発見とサークルの活性化を目指しております。 

 続きまして、３ページ目の高齢者事業、「健康セミナー」でございます。こちらは地区社協

さんとの共催事業で、健康づくり、介護予防を目的に実施いたします。こちらの講義でござい

ますが、ハンドマッサージ等では、実際にツボ押しとか、セルフによる実技等を行う予定でご

ざいます。 

 続きまして、５ページ目の「高齢者芸能大会・作品展」でございます。こちらは老人クラブ

さんとの共催事業でございます。地域の高齢者を対象としました文化祭となりまして、カラ

オケ、尺八等の演奏、切り絵や手芸作品の展示を行います。コロナ禍のため出演者は前回の半

数程度となってしまいました。 

 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９月 20日から 12月 19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、12 月は船橋北高校の書道部の先生と

生徒さんに講師をお願いしまして、書き初め教室を実施予定です。 

 一つ飛ばしまして、地域住民の親睦を目的とした卓球大会「三咲地区 ピンポンを楽しむ

集い」を 11月に実施いたします。 

 次のページをお願いいたします。「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～」を実施いたします。１回目は座学で、参道狛犬の歴史、狛犬散歩の楽しみ方について学

び、２回目は実際に成田山を散策して狛犬を見学いたします。 

 次の「睡眠と健康の知恵袋講座」、「呼吸と発声による健康向上の集い」は、記載のとおり実

施いたします。 

 次の「おうちで旅体験～フィリピン セブ島オンラインツアー～」は、公民館と現地フィリ

ピンのセブ島をオンラインでつないで、セブ島の様子をライブで案内をしてもらいます。セ

ブ島の歴史、観光等を学びます。 

 次の３ページですが、「介護予防教室」、「ふなばしシルバーリハビリ体操教室」の木曜コー

ス、金曜コースは、記載のとおり実施をいたします。 

 次のページをお願いいたします。「三咲寿大学」、「シルバー男性料理教室」も記載のとおり

実施をいたします。 

 「第 33回三咲公民館文化祭」につきましては、10月８日、９日の２日間の日程で行います。 

 次の５ページをお願いいたします。「三咲公民館サークル活動自由見学ウイーク」は、地域
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の方が公民館でのサークル活動を自由に見学できる事業として、期間を設定して実施をいた

します。文化祭でこの事業のＰＲをして、文化祭実施後に実際の活動の様子を見に来てもら

えればと思い企画をいたしました。サークルの人数の増加、サークル活動の周知が目的とな

ります。 

 次に、「フォークギター弾き語りコンサート」をご覧の日程で行います。 

 それから、「Winter Concert in MISAKI」は、チェロ、トランペット奏者の西方さんをお

招きしてコンサートを行います。 

 三咲公民館は以上となります。 

○朝隈委員長 

 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 20日から 12月 19日までの事業計画についてご説明いたします。 

 初めに、計画１ページの青少年事業です。青少年事業については記載のとおりです。 

 次に、成人事業です。「松が丘公民館本館家庭教育セミナー」は、今年度のテーマを「子供

の成長に合わせた子育てを学ぶ」としまして、１回目の講座は「小中学生の片付けやすい部屋

づくり」を実施します。これまで松が丘公民館の家庭教育セミナーの講座は、対象を主に小学

生の保護者として実施してまいりましたけれども、今年度は中学生までの保護者を対象とし

て実施する予定です。 

 次に、計画２ページ、「古文書講座」は新規事業となります。第三次船橋市生涯学習基本構

想・推進計画策定に先駆けて実施しました生涯学習アンケートで、松が丘地区で文化活動に

参加したいと考えている人がとても多かったということで、郷土資料館と共催で全３回の講

座を実施することとしました。既に募集が始まっておりまして、定員を超える応募がありま

した。 

 次の「家族のための介護講座」も新規事業です。松が丘地区の生涯学習コーディネーターで

身体の不自由な方からの提案があり計画したものです。船橋市福祉サービス公社の方を講師

として、自分の家族に介護が必要となったことを想定して、車椅子介助とか着替えの介助方

法について実習して学習していきます。市内で一番高齢化率が高い松が丘地区としましては、

これからますます介護に関するニーズが高まってくるものと考えております。 

 次に、高齢者事業です。計画３ページの「松が丘寿大学」、12月は例年ダーツ・輪投げ大会

を実施してまいりましたが、今年度ソフトバンクのほうから高齢者向けのマットスというゲ

ームの提案があり、それを取り入れて実施する予定です。マットスというのは、筑波大の先生

が開発したと言われていまして、誰でも簡単に楽しめる脳トレ運動で、専用のボールをマッ

トに投げて、落ちた場所に応じて得点化するというゲームで、ソフトバンクからロボットの

ペッパーがゲームの説明をしに来ることになっています。 

 次に、複数対象事業です。計画５ページの「松が丘ハートフルコンサート」は新規事業で

す。２月の寒い時期に実施する地域ふれあいコンサートに替えて実施します。今年度沖縄復

帰 50周年記念としまして、琉球太鼓エイサー演舞披露を実施いたします。 

 次の「松が丘公民館サークル文化祭」は、11 月 12 日、13 日で実施する予定です。例年で



－16－ 

 

すと全ての社会教育関係団体に参加を呼びかけていたところですが、今年度は希望する団体

に限って参加することとしまして、模擬店も飲食を伴うものは全て中止とします。 

 その他の事業は記載のとおりです。 

 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 

 坪井公民館の事業計画、９月 20日から 12月 19日をご説明させていただきます。こちらも

事業数が多いので、新規事業と主な事業を中心にご説明させていただきます。 

 最初に、計画１ページ中段の成人事業、「地域防災講座」ですけれども、１年に１回は防災

に関する講座を町会自治会の皆さんと協力してやっていきたいという考え方から、今年度は

地震と在宅避難をテーマにハザードマップや防災カルテを検証する座学と簡易トイレのつく

り方を学ぶワークを組み合わせた講座を実施いたします。 

 １つ飛びまして、計画２ページの「坪井中学校ＰＴＡ家庭教育セミナー」ですが、今年坪井

地区で初めて中学校のＰＴＡが開設の申請をしてくれた講座です。12 月に実施予定の坪井中

学校吹奏楽部コンサートは、コロナ禍ですけれども、実施できれば地域と学校を結びつける

事業になるのではないかと期待しております。 

 その後４つ飛びまして、計画３ページの下段の「坪井公民館文化祭」ですが、坪井は実行委

員会を中心に新型コロナウイルス対策を踏まえながら２年ぶりの実施に向けて準備を進めて

おります。 

 ４ページの上段の「つぼい・水と緑のコンサート」、こちらは２ページでご説明させていた

だいた坪井中学校ＰＴＡ家庭教育セミナーでのコンサートを水と緑のコンサートに位置づけ

て、広く参加者を集めて実施する予定です。本番の水と緑のコンサートについては広く地域

住民の方を募集して、前日に行う本番さながらのリハーサルで保護者の方をお呼びするとい

うようなすみ分けをして、コロナ対策で密にならないような工夫をしながら今実施に向けて

取り組んでいるところです。 

 同じく計画４ページ中段、子育て支援事業の「おひるねアート」と「ハープコンサート」に

ついては、坪井公民館の新規事業に位置づけております。子育て世代の多い坪井地区では、幼

児と保護者に寄り添う事業が、公民館単独ですとスキルがないために、地域の坪井地区児童

ホームと共催により、乳幼児が参加できる事業として実施する予定で今計画しております。 

 ２つ飛んで５ページの一番最後、「プラれ場 ～プラレールで遊ぼう～」という事業です。

こちらはコロナ禍でしばらく開催できていなかった事業ですが、久しぶりに関東プラレーラ

ーの会のご協力をいただいて、一日に４回やるのですが、密にならないように各回 10組ずつ、

事前申込みを受けて実施する予定で今準備を進めております。 

 以上、坪井公民館の事業計画のご説明になります。 

○朝隈委員長 

 ありがとうございました。 
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 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。 

○朝隈委員長 

 分かりました。 

 ご質問はなさそうですので、私から。 

 坪井さんの水と緑のコンサートに学校の人たちにお願いしてやっていると、これはすごく

いいことかなと思いました。なぜかというと、コロナ禍で子供たちがいくら練習しても出番

がないと、豊富の学校のほうからそんな話が出て、だから出番をつくってほしいというのが

学校の先生たちの考えみたいです。だから、こういうのは専門の方をお願いするのもいいの

かもしれないけれども、こうやって学校にお願いするのもいいのかなと、そんな感じもしま

した。 

 それから、一般の人からご意見が出たのですが、デジタルデバイド対策の講習会にソフト

バンクを使っていますよね。それはソフトバンクの機種を持ってきて、ほかの機種だと全然

分からない。ソフトバンクのコマーシャルをされているような気がすると。私も講習を受け

たことがないので分からないのですが、そういうご意見が私のところに入ったので、それは

どうなのかなと。受けていないから何とも言えないのですが、機種が違えばすっかり分から

ないですよね、こういうのは。ソフトバンクが持ってきた機種で説明を受けても、自分が違う

ものだと、私なんてまるきり分からないですよ。だから、これは皆さんのほうに言っておいた

ほうがいいのかなと思いましたので、一応ご意見として出させていただきます。 

 それでは、ほかにご意見とかご質問がないようであれば、議事（２）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（２）「事業計画（９月 20日～12月 19

日）」につきまして、承認いたします。 

 それでは、この後、議事（３）の審議になりますけれども、ここで５分ほど休憩とさせてい

ただきます。 

（休憩） 

 

○朝隈委員長 

 皆さんそろったようですので、議事（３）に入りたいと思いますが、その前に二和公民館長

から前回の訂正があるということなのでお願いします。 

○二和公民館長 

 令和４年６月 21 日に開催されました第２回北部公民館運営審議会にける会議録について、

二和公民館の事業報告に関する前田委員の質問への回答について、訂正させていただきます。 

 この会議録は既にホームページ等で掲載されているのですが、当日の資料に記載しました

ミニデイの時間が 10時～14時となっていましたが、正確には 10時～12時でした。また、当

該事業について、前田委員より「昼食の時間帯を挟んでいるが、参加者は昼食を取るのか取ら

ないのか」という質問に対しまして、入れ替え制のため館内飲食はない旨の回答をいたしま
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したが、これは同じく共催事業となります巡回児童ホーム事業との勘違いによる回答となり

ましたので、お詫びして訂正させていただきます。 

 以上です。 

○朝隈委員長 

 分かりました。よろしいですね。 

 

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。 

 

○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。 

 ございませんようでしたら、以上をもちまして、令和４年度第３回北部公民館運営審議会

を閉会いたします。 

 

午後４時２９分 閉会 

 


