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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成 30年度寒川町社会教育委員会議第 2回公民館部会  

開催日時  平成 30年 10月 26日（金）午後 1時 30分～午後 3時 40分  

開催場所 寒川町民センター 1階会議室  

出席者名及び

傍聴者数 

出席者：三澤委員 (部会長 ) 加藤委員 (副部会長 ) 河村委員  平本委員  

山口委員  

事務局：長岡教育総務課長  奥谷教育総務課主査  

小島教育総務課主任主事  

指定管理者：別府町民センター館長  佐々木町民センター副館長  

      堂前北部公民館副館長  渡辺南部公民館副館長  

傍聴者： 1人  

議 題 

報告事項 (1)モニタリング評価について 

     (2)平成30年度公民館事業中間報告について 

協議事項 (1)「すべての世代がつどう公民館を目指して」について 

決定事項 
 

 

公開又は  

非公開の別  

 

 公  開  

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む）  

 

 

議事の経過 

1. 開会  

 

2．あいさつ  

三澤部会長  

長岡教育総務課長  

    

3．議事録承認委員の指名について   河村委員・加藤副部会長  

 

4．報告事項 

(1)モニタリング評価について（資料 1） 

・事務局から 9月 28日実施モニタリング評価概要について報告 

 

     質疑等なし 

 

 

(2)平成 30年度公民館事業中間報告について（資料 2） 

  ・指定管理者から資料 2説明 

 

【部会長】説明が終わりましたので、これに対しまして何かご質問、ご意見等がござい

ましたらお願いします。 

 

【委員】昨年の公民館講座の事業実績では、生涯学習推進員事業には括弧書きで記載が

あったが、今の報告では、南部で 1個だけ入っているが他のものはどうなのか。 

 

【指定管理者】すみません。その表記が抜けていることに今気がついておりました。推

進員事業に該当するものを改めて申し上げればよろしいでしょうか。 
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【委員】はい。 

 

【指定管理者】町民センターに関しましては、4ページの「知永古美術館とヤクルト本

社湘南化粧品工場見学」が推進員事業でございます。 

 9月までは町民センターでは推進員事業この 1本だけでございます。 

 北部は、4 ページの「さむかわを知ろう講座」と「古典芸能講座」、それから次の 5

ページの「夏休み子どもフェスティバル」です。 

 南部は、10ページの下から 2番目の「中級英会話集中講座」、11ページの「バドミン

トン初心者講習会」、これが生涯学習推進員の事業になります。以上です。 

 

【委員】ありがとうございました。次に南部で、敬老室開放事業で囲碁将棋というのが

ありますが、これは敬老室だけの延べ人数なのでしょうか。 

 

【指定管理者】実は、敬老室は囲碁のサークルがやっているのですが、ロビーで毎日や

はり将棋をやられている方がいます。ですので、その数を合わせています。 

 

【委員】この前のモニタリングでお邪魔した時に敬老室ですごくにぎやかでやっていた

ので、びっくりしました。 

 

【指定管理者】はい、そうですね。ほぼ毎日あのような状況です。 

 

【委員】にぎやかで、良かったなと思っています。 

 それと、私は北部の生涯学習推進員をやっていて、先ほどありました 5ページの健康

づくり講座の「ウォーキング教室」に参加して、楽しいので会を作りましょうというこ

とで立ち上げました。これは、1回先生に教わればあとは自分で会得すればできるとい

うことで、会にできたのですが、先ほどの町民センターの「初めてのチョークアート教

室」でサークル化を望む声が多かったとありましたが、これはやはり講師の方がいない

といけないので、日程等含めて、利用者の会の一つとサークル化するのは難しい部分が

あると思うのですが、どうですか。 

 

【指定管理者】チョークアートの先生が非常に教え方が上手と言いますか、教え方もあ

って、受講生の方が、続けるならこの先生でサークル化して引き続き指導してもらいた

いという話があり、つい 2～3 日前にもサークル化に向けた 2 回目の会がありました。

講師に関してはサークルになったとしてもこのチョークアート教室で講師をしてくだ

さった先生にお願いする方向で動いています。 

 

【委員】そうですか。それを含めて南部のベトナムカゴバッグ教室も、何かサークル化

という声は出なかったですか。 

 

【指定管理者】そこまではいかないですね。 

 

【委員】難しかったですか。 

 

【指定管理者】はい。 

 

【委員】これは、申し込みで女性に限定されたのですか。 

 

【指定管理者】女性に限定はしていませんが、やはり内容が女性に好まれるものなので、

結果的に女性しか来ませんでした。 

 

【委員】実は教員をやっていた時に総合学習の授業の一つとして、籐手芸をやったので

すが、男でも非常に楽しくて、来年度、北部でそのようなものが講師を呼んでできれば
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いいかなと思ったので、参考までにお聞きしました。 

 

【副部会長】北部の事業で、古典芸能というのが去年もあったのですが、具体的にどう

いった感じの講座になっているのか教えていただいていいですか。参加人数がずいぶん

多いので。 

 

【指定管理者】前半に文化的な講演みたいなものがありまして、そのあとに落語を実施

しています。 

落語の演題にも絡めたような江戸の風俗みたいな説明を先にされたあとで、本来の寄

席形式の落語という 2部構成になっていたと思います。 

 今年で言いますと、江戸の衣食住というのが講演でございます。落語は「親子酒」と

「妾馬」。これはアマチュアの落語家の先生に毎年お願いしております。 

 

【委員】知永古美術館とヤクルト本社は、辻堂と藤沢の真ん中あたりにあると思うが、

電車で行って、歩いて行ったのですか。 

 

【指定管理者】まず、藤沢駅集合にしました。一般の交通機関を使うことにしたので、

神奈中の路線バスを使って、知永古美術館の近くのバス停まで行きまして、おりて歩い

て 5分ぐらいです。それから今度はヤクルト本社、駅まで一度戻ればヤクルトの最寄り

のバス停まで行けるのですが、そうするとバスが余計になってしまうので、知永古美術

館の最寄りのバス停からなるべくヤクルトに近いバス停まで乗り継ぎなしで行って、そ

こからおりて、歩いてまた 10 分弱です。それでヤクルトに行って、最後はまたヤクル

ト前のバス停から藤沢駅までということで、都合バス 3回乗りました。 

 

【委員】3回ぐらい乗ったのですね。やはりそうですか。婦人会でも中瀬の方たちがヤ

クルト本社に見学に行ったのですが、その時は車で行ったそうなので、ちょうど私もあ

そこいいなと考えていて、以前、飲料のヤクルトのほうに行った時に藤沢にも工場があ

って、そこは化粧品ですからどうですかと言われたので、バス 1台で行けないかななん

て思っていて、ちょうどこういう講座があったということなので、みんなどうやって行

ったのかなと思って質問しました。 

 

【指定管理者】貸し切りバスだとちょっと近すぎるのでもったいないかなということ

で、公共の交通機関で行きました。 

 

【委員】そうですか、わかりました。それからもう一つ。かまど炊き体験はどこでやっ

たのですか。 

 

【指定管理者】すみません。こちらは説明をしなかったのですが、1ページの 4つ目の

環境講座の都市型無農薬農園ということで、茅ヶ崎の熊澤さんという方が、古民家を使

って、ＲＩＶＥＮＤＥＬという無農薬の農園を経営されていらっしゃって、東京からも

土日、1人畳 1枚分ぐらいのスペースを年間幾らで借りて自分で作物を作っていらっし

ゃるのですが、そこを見させていただいて、そこで取れたハーブとか、あとはそこでお

米も作っているらしくて、そこでとれたお米、それからそこでとれた大豆を使ったお味

噌汁、そこでとれたハーブを摘んで参加者が自分で天ぷらを揚げてやりました。 

 

【委員】やはり、ガスを使わないでかまどでやられたのですか。 

 

【指定管理者】はい。かまどがありまして、炭でやりました。 

 

【委員】10 ページの南部の「親子でクレープ作り」とありますけど、これは 10 組 20

名という案内ですよね。そうすると、男 3名というのは、小学生の男子ということです

か？お父さんということではないですよね。 
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【指定管理者】子どもです。親子参加なので。 

 

【委員】お父さんでもいいかなと、ちょっと思ったので。次の、今日の協議事項にもか

かわってくる部分があるので。 

 

【指定管理者】お父さんはいなかったような気がします。 

 

【委員】囲碁と将棋の開放事業で、南部と北部で全然利用人数が違うのですが、南部に

行った時は皆さん、ロビーでやっているのをよく見かけるのですけど、北部ではほとん

ど見かけないのですが、なぜなのでしょう。 

 

【指定管理者】開放事業でも、多くしてやっているのですが、1つの団体しか今ご利用

がないですね。 

 

【委員】利用がないのですか。 

 

【指定管理者】大人の方ももちろんいらっしゃるのですが、囲碁ということになってし

まうと、ほとんどなさっていない。 

 

【委員】地域的に何か違うのですかね。すごい差が出ますよね。 

 

【指定管理者】はい、すごい差が出ていますよね。 

 

【委員】今回の協議事項にも関わってくると思うのですが、南部は、男の人が結構出入

りしているのに、北部は本当に女の人しかいないなと思いました。 

 

【委員】立地条件によるのではないですか。北部の周りは農家の方とか、あと田んぼ、

畑とかあったりして、なかなか、足がそっちへ向かない。南部はいろいろな方が、来ら

れるのではないでしょうかね。駅から南部の間は、だいぶ、家が密集していますからね。

私はそう思いますが、どうでしょう。 

 

【部会長】囲碁をやっている、文化連盟の役員の方が一之宮の方なので、どうしても南

部でやることが多いのではないかな。 

 

 

5．協議事項  

(1)「すべての世代がつどう公民館を目指して」について (資料 3) 

  ・事務局から資料 3、指定管理者から追加参考資料説明  

 

【委員】質問ですが、夜間のサークルの活動状況で、夜間を使っている理由として、例

えば、昼間は何かパートや何かをしていて、夜しか活動ができないというのか、または

昼間取ろうとしても使いたい場所が使われてしまっているから夜になっているのか、ど

ちらなのでしょう。あとは、平均年齢はやはり高いのでしょうか。 

 

【指定管理者】1年半こちらの仕事に携わっていて、夜間もそうなのですが、午前も午

後も曜日によって、すみ分けがされておりまして、この夜間登録されているサークルと

いうのは、夜間が一番活動しやすくてこの時間帯を使われてらっしゃるのだと思われま

す。午前・午後が使えなくて夜間に流れてきているというのではなくて、定期的に活動

されているので、夜間が都合のいいサークルさんが夜間を使っているということで稼働

率を見ていただいても、まだ 100％の稼働率ではなくて、空いているところがあります。

もし昼で使いたいと思われればまたそこの別のところに移るようなこともできると思

われますので、夜間に使われているということは夜間が一番都合のいいサークルさんが
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夜間を使われているのではないかと思われます。説明になっているかどうかわからない

ですが。 

 

【委員】この表を見ると運動系が多いので、北部だと昼間に集会室とかが入りきれない

から夜間にというような部分があるのかなと思ったのですが。 

 

【部会長】夜間のサークルの活動については、よろしいですか。 

それでは「すべての世代がつどう公民館を目指して」ということで、先ほど説明があり

ました議題を確認したいと思いますが、順番に行きますか。 

 

【事務局】そうですね。あまり利用していない世代というところで、事務局のほうで今、

3項目挙げさせていただいておりますが、まずこのほかに何か考えられる世代、層、生

活スタイルというのがあるかを考えていただいて、出そろったところで、それぞれの層

があまり利用しない原因は何なのかというところについてご意見いただければと思い

ます。 

 

【部会長】そうですね。この前の会議で出た意見をまとめていただいたということです

から、このほかに追加、原因が何であるかということについてご意見がありましたらお

願いします。なかなか難しいですが。 

 

【委員】前回話をさせていただいて、記載されているくらいのことしか思いつかなかっ

たのですが、利用しない原因の 1つ目と 2つ目ですが、北部でスポーツ吹き矢をやって

いて、この前、また体験会を行ったのですが、12 名参加の中で 3 名。男性が 2 名、女

性が 1名入ったのです。ちょうど今年の 3月に退職されて、広報とか見て何かないか探

していて、楽しそうなので入ってきたということなので、特に 2番目で、広報とか全く

見ていないということはないのかなとは思います。 

 

【委員】それでは、上から学生のところは学校のほうから少しイメージできるものをお

話できるかと思うのですが、小学生はやはり下校後に利用したり、近くの子たちはかな

り行くと思うのです。私が知っている限りも、帰りに行っちゃだめよと言っても帰りに

ランドセルのまま行ったりだとか、ランドセルほっぽり投げてから行くとか、それから

卓球であったりバドミントンだの、そんなのはよく聞くのですが、やはり中高大という

ふうになっていくとほとんど利用はないと思うのです。 

 どうしてもそれを考えると、やはり彼らの生活圏や活動範囲というのが、上に上がれ

ば上がるほど地域にないので、やはりそこは厳しいかと思うのです。居場所が地域じゃ

ないので。 

 中学校に入れば部活が始まって習い事もあったりして、そこから家に直行、直帰する

という図が見えてきますし、高校になると少し遠い高校に行くことによって、やはり部

活であれ、習い事であれ自分の趣味であったり、寒川エリアから出てしまう子がどんど

ん多くなっていくと。今度は大学生になるとさらに遠くなってしまうと思いますよね。

ですから、平日のところで、この中高大学生を捕まえるというのはやはり厳しいとは思

うのです。 

 ただ、その中でもさっきのダンスサークルではないですけれども、ニーズに見合った

場があるというのを知ることができれば、ああ、こんな近くにこんなに安くてこんなに

短時間で行かれて使えるところがあるんだというのを見つければ、多分来るような気も

しますし、また勉強を教えてくれる、にこにこ学習会であったり未来塾であったり、そ

ういうところの情報があれば、来るかと思うので、やはりかなり上に行けば行くほど、

学生については捕まえにくい状況はあると思います。 

 ただ、休日であったり、それから夜であったり、全く利用拡大の可能性がないという

ことはないと思うのです。なので、とりあえず学生の来ない原因というのはやはりそこ

にいないというそれだけになるとは思いますね。 

ただ、可能性がないわけではないとは思うのですが。一応、学生に関してはそういう
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ふうに考えられると思います。 

 

【委員】でも公民館を利用させていただいて、クーラーがきいていますし、夏休みとか、

中学生の試験 1 週間前に机で勉強している子を見かけます。たくさんではありません

が、若干はそういった場所で使っているのかなと思います。 

 あとは、北部の生涯学習推進員でやっている応援コンサートでは旭が丘中学校の吹奏

楽部の生徒をお呼びしたり、子どもフェスティバルでは、お琴の部を呼んで発表会とか

をするとやはりお友達とか中学生が来た時とか、会があると親も来たりします。勤労者、

特にパパさんはそういったきっかけでは入っては来ます。だから子ども中心の行事をす

ることによって少しは公民館を知る機会にはなるとは思います。 

 

【委員】この間も文化祭で、寒川東中学校の家政部の方たちのお茶をやっていたのです

が、そういう学校とのコラボみたいなのもしてもいいのではないかなと思います。本当

に、小学生は来るけど、中学生、もう上に行くと本当に来ないですよね。でもやはり吹

奏楽部やお琴などを発表の場として公民館でやってもらうと、親御さんも来てくれると

いう感じもある。あとはちょっと難しいかなと思います。 

 

【副部会長】子どもの発表とかは親が、必然、見たくなるので来ますよね。そういうと

きに普段接しないようなお父さんたちが来た時に、お父さんたちが何か興味があるよう

な展示、そこでやっているサークルの展示でもいいし、何かそういう目にできるような

物が、子どもの発表とは別にあれば、またちょっと小さなところからお父さんたちが参

加、親御さんの参加というのもできていく。 

 ちょっとずれるかもしれないけど、公民館のサークルをオープンにさせる月間、その

週によってサークルの日にちが違うのでオープンにしてもらって、何かちょっとでも、

ああ、どんなふうにやっているのかな、今日はこれやっているからどんなふうにやって

いるのだろう、自分は好きだけれども、なかなかそこまで行けないとかって、そんなや

はり今きっかけということで、それも一つかなと。オープンにしてしまう。そういうち

ょっとした期間を作るということもいいのではないかなと思ったりもしたのです。 

 

【委員】先ほどの話で、勤労世代とちょっと離れるのですが、北部では、「ほっこりカ

フェ」といって、ロビーのところでミニ体験というか、ミニ講座みたいのをやっていて、

今度、講座で毛糸を使って干支作りをするあみぐるみというので、前にちょうどお昼ぐ

らいの時間帯にキティちゃんを編んでいたところに、別の親子の読み聞かせで来ていた

小さい子のお母さんたちが何をやっているのだろうとのぞくことによってＰＲもでき

るということも一つあるのかもしれません。公民館によっても、お母さん方になってし

まいますので、男の人には難しいところもありますけど。知ってもらうということでは

いいかなと思います。それでそれを家に持ち帰って、お父さんとの会話の中で、公民館

ってこんなこともやっているのだと現物があるとまた広がってくるのも一つだと思い

ます。 

 

【副部会長】ご夫婦によっては 1人で幾つもサークルに入っている方も、男女関係なく

いますものね。だから、お母さんだけがやっているという人にはなるべくお父さんに声

かけてもらうとか。そういうのも必要なのですが、なかなか。 

 

【委員】一番いいのはやはり夫婦で、多分男の人は出にくいので、女の人が引っ張って、

一緒に参加するとか、やはり女の人にもちょっと協力が必要かななんて思います。 

 

【副部会長】そういうご夫婦って結構いっぱいいますよね。 

 

【委員】やはり男の人のほうがやりにくいので、奥さんが引っ張ってきて、一緒にやり

ましょうよというと、結構楽しければね。 
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【副部会長】内容的には我関せずで、あなたはこっち、私はこっちという感じでやって

いたり、とてもいいですよね。ちょっとしたきっかけなのでしょうけどね。行きましょ

うよって。ちょっと腰を上げてもらえれば。 

 

【部会長】今、文化祭をやっていますけど、結構人は入っていますか。いろいろなこと

をやっているわけですよね。今日は写真ですかね。 

 

【指定管理者】はい。 

 

【部会長】見ていると夏の青少年文化ふれあいデーでも、やはり子ども１人では来ない

ですね。親が来ないと。それと男親というのはまず来ない。だいたいついてくるのは女

親。 

話は違うのですが、8月に分室で講座をやっていたが、分室がわからなくて、町民セ

ンターに 4人ぐらい来ていた。 

 

【事務局】町民センター分室というから、町民センターに来てしまうということですね。 

 

【指定管理者】まれにいらっしゃいます。 

 

【部会長】4組ぐらい来ましたね。分室でやっているということだったので、伝えたら

分室の場所がわからない。寒川小学校といっても近くではない人にはわからない。寒川

小学校でも入口が裏ですから道を教えても正門から入ったのでは入れない。場所の案内

が必要なのでは。 

 

【委員】それに関連して、前回の会議で話し合った、ジュニア絵画展を 3館で移動して

やりましたよね。前回の会議では出展された作品を全部展示できればという話もありま

したが、絵画展はどれくらいの来場者が来られたのでしょうか。文化祭のように受付は

していないから正確には数えていないとは思いますが。 

 

【指定管理者】今年のジュニア絵画展をどのぐらいの方が見に来たかということですよ

ね。 

 

【委員】感覚的にお父さんがいたのかなと思いまして。 

 

【指定管理者】200点飾っていまして、その中で、入賞された人には表彰式があります

ということで、はがきでご案内を差し上げたのでその方たちはかなり見に来られている

のではないかと思いますが、200人選ばれた方全員には通知が出せていないので。 

 

【委員】でも、小学校では配られているのでは。どうなのでしょうか。 

 

【委員】受賞の一覧が来れば学校だよりに全部載せるので、それはわかると思うんです。

子どもの作品が飾ってあるとなれば、やはりどうしても見に行きたくなってしまうの

で、それは父親であっても、おじいちゃん、おばあちゃんであっても必ず見に行くとい

うのは多いと思います。 

 

【委員】そうですね。それが公民館に足を運ぶ一つにも。それがスタートだと思うので

すが、足を運んでもらうことのきっかけづくりとして。今年もあったのですよね。 

 

【副部会長】あって最終的に 200点に絞られて飾られた。 

 

【委員】そうですよね。 
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【委員】応募した子全部は出さない。大変な数になってしまうので。賞を受けた子が出

します。 

 

【副部会長】カウントもしていないし、書くこともないので、人数まではちょっと、把

握できないのではないですか。 

 

【指定管理者】毎日 10人は来ていますね。1館あたり 10日ぐらいやりましたので 100

人ぐらいはきっと公民館に来ているのではないかなと思いますが。 

 

【委員】当然、土日を挟んで回っているのですよね。 

 

【指定管理者】はい。今年の絵画展は、9月 10日から始まりまして、9月 10日月曜か

ら 18日火曜がまず町民センターでした。次に 9月 20日木曜から 29日の金曜が北部で

す。最後に 9月 30日日曜から 10月 7日日曜が南部なので、いずれの館も土日 1回は含

まれていると思います。応募の数は昨年よりちょっと減りました。昨年は 1,800を超え

ていたのですが、今年は 1,749でした。この中の 200点しか展示ができないので、それ

以外の分は審査の段階で落とされてしまうことになります。 

 

【委員】資料の対策のＰＲ方法ですが、今、公民館やサークルの事業は広報に、催し物

で載っていますよね。 

 

【指定管理者】はい。公民館講座の募集ですよね。 

 

【委員】募集は 2月くらい前にやっていますね。ちょっと記憶がないのですが、今年の

3月とか 4月に、公民館としてこんな事業やっていますとか利用サークルこんなものや

っていますというのを、広報と別に何か公民館レベルで一つとしてありましたか。 

 

【副部会長】あれは公民館まつりのときに、そういう物が出るのですよ。公民館に来て

もらっていればそういう資料を手にすることはできるのだが。でも、興味がある方は、

あとからこちらのほうにもらいに来るということもありますよね。 

 

【委員】公民館だよりというのは作ってないんですよね。 

 

【指定管理者】公民館だよりは全戸配布とかはしていませんが、各館で刷った物を置い

ていて、館に来ていただければ毎月 1回出しています。 

 

【委員】毎月出ているものですね。 

 

【委員】出るのですか。 

 

【指定管理者】ただ全戸配布まではできていないので。各館のラックにはささっている

状態にはなっています。 

 

【委員】そうですか、すみません。そういうところを知らないんですよね。 

 

【部会長】町の広報じゃ挟み込めないですね。 

 

【指定管理者】そこまではできていません。全戸配布まではしていません。 

 

【委員】年 1回、退職される方にも活用できるように 3月とか 4月に公民館で一つの冊

子として、社協だよりとか自治連だよりみたいなものを 1回配っておくと、1年間保存

みたいな形になってもいいのかなってちょっと思ったのですが。そこにいろいろな講座
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を載せるとか、ＰＲするような文章を載せるとか。何か難しいですか。お金がかかる部

分もあるかもしれませんがいかがですかね。そうすると、目を通すかななんて思うのも

一つ。やらないよりやったほうがという部分はあるかと。 

 

【指定管理者】そうですね。刷り物として 1年間の予定が見られるような物があればい

いという感じですか。 

 

【委員】そうですね。 

 

【指定管理者】年間のスケジュールみたいなものが年度の頭ぐらいに、全部ではなくて

も、大まかなラインナップが、長いスパンの物がつかめるものがあればいいということ

ですかね。 

 

【委員】3月か 4月ぐらいにそういった機会に、中身はちょっとこれから考えないとい

けないですけど、今回の会議に参加するにあたって、それも、一つかななんてちょっと

思ったのですが。 

 

【副部会長】各回覧の中にそういう冊子を回覧するというのは、どうでしょうね。無理？ 

 

【委員】回覧はもうほとんどスルーです。 

 

【委員】回覧無理だと思いますね。 

文化祭も、回覧にしたらどうですかって言ったら、何か自治会の関係で難しいと言わ

れたというので。ＰＲ方法がね。ただ回覧が一番みんなに伝わるというような感じなの

ですけれども。 

 

【副部会長】今公民館ではどんなことやっています、どんなサークルがありますという

冊子にして、1回、回すのではだめか。 

 

【委員】難しい。 

 

【委員】手元に残らないと。20 軒ぐらいだと 1 週間ぐらいで回ってしまうところがあ

りますから。見て、チェックして回してしまう。 

 

【指定管理者】回覧だとということですか。 

 

【副部会長】全家庭に配布というのは大変であれば、とりあえず回覧かなと思っただけ

のことです。でも、あなたが興味のあるものはありませんかみたいな、タイトルはそん

な単純なものでなくて、もっとちゃんとして。 

 

【委員】自治会の役員やっていますけど、ほとんど回覧って見ていませんね。回るのが

早いですよ。 

 

【部会長】回覧板は、まとめてくるからね。1枚や 2枚なら見るけど。何枚もあるもの

はね。 

 

【委員】保存にならないとだめだと思うのですよね。 

 

【部会長】そういうことは年に 1回、何かチラシを出す。それしかないのでは。 

 

【委員】広報だと見ますよね。見ない人もいるかもしれない。 
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【部会長】広報も小さいでしょう。それでやはり、広報で内容が結構カットされてしま

う。 

 

【委員】最後のページの予定表に、あれでも何か主なものをちょっと書いてあるといい

かなと思う。 

 

【副部会長】興味がないとなかなか。 

 

【委員】あれもやはり小さいからね。 

 

【部会長】広報は見るかな。 

 

【委員】広報だとお金はかからないかな。 

 

【部会長】広報は全所帯なのですか。 

 

【委員】全世帯だからね。 

 

【部会長】配布になるというのは、自治会になってくる。 

 

【委員】私の一つのアイデアですけど、そうすると、これから何しようかっていう退職

する年の 3 月、4 月に配布できるといいのかなと思ったのですね。でも今は 60 とかで

働く世代ですけどね。 

 

【指定管理者】先ほどの公民館だよりは公民館のホームページにも載っています。 

 

【委員】でも、まあ。お年寄りとかには。公民館で検索するということすらしないと思

いますし。やはりお年を取った方はプリント類も。 

 

【部会長】ホームページは年寄りは見ない。見方がわからないし。やはり今の 40 代、

50代ぐらいまではいいのでしょうけど。 

 

【副部会長】だからやはりさっき言ったように、お子さんたちが何か演技をするのであ

ればと言って親が行く、そのときに何か目にできるような物を置くとか。こんなものを

やっていますよと、そういうときにちょっと配布するとか。 

 

【部会長】先ほどの文化連盟で夏の青少年文化年ふれあいデーをやっても、やはり夏休

みというと子どもがいない、どこかに行ってしまうのか、来る子どもが少ないですね。

いろいろやっていても、さっき囲碁の話も出たけど、囲碁なんかはわからないのでまず

子どもは 1人か 2人しかやろうとしない。まだ将棋のほうが。 

 そういう意味では子どもをいかに集めるかというのはなかなか難しい。子どももいろ

いろなことやっているから。 

 

【指定管理者】先ほどおっしゃった全戸配布という話ですけども、今いろいろな業者あ

りますので、刷り物自体が業者に出しても非常に安くできるので、ネットで完成原稿入

れれば印刷代なんて本当に作る自体はそれほどお金はかからないと思うのです。あと

は、広報と一緒に入れてもらうということは無理だと思いますから、折り込みの業者に

頼んで全戸配布また別途料金払って 2万世帯ぐらいですかね。折り込み料を調べて、折

り込み業者に頼むようになるのかなと思うのですが。 

 

【委員】話がそれるかもしれませんが、広報と一緒に社協とかいろいろ入っていますよ

ね。あれも折り込み代がかかっているのですか。 
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【指定管理者】ちょっとわからないのですが。 

 

【委員】いろいろなものが入っていますよね。 

 

【事務局】公民館のものであれば、広報と一緒に全戸配布というのは可能だと思います。 

 

【指定管理者】それなら、印刷物さえ作れば折り込み料とかも相乗りさせてもらっても

大丈夫ということですか。 

 

【事務局】ただ、結局それも全戸配布の年間の予算があると思うので、年度当初とかに

事前に言っておかないと突然入れるのは無理だと思いますが、早めに 1年前とかに予定

を組んで入れるのであれば多分公民館のものなので、広報と一緒の全戸配布は可能だと

は思います。 

 

【指定管理者】そうですか。 

 

【部会長】広報は今全部シルバーが入っている。 

 

【事務局】そうですね。ですので、その関係でおそらく、全戸配布する物が増えるとそ

れだけシルバーさんに払う作業料が増えたり、その辺の関係もあると思うので。それを

事前に言っておけば多分大丈夫だと思います。 

 

【部会長】新聞折り込みじゃ高いし、やはり広報と一緒にやるのが一番安いかもしれな

い。 

 

【委員】話がそれますけど、配布というのは、広報に一括であればお金は 1回分なので

すか、全戸配布するものの量で変わらないのか。 

 

【事務局】おそらく仕分けの分があるのではないかと思います。要は全戸配布するもの

の種類が増えればそれだけ仕分けをしなければいけなくなるので、その分の料金がもし

かしたらかかるのかもしれないです。 

 

【委員】そこはシルバーでやっているのですか。 

 

【事務局】多分、町では必要部数だけ渡して、シルバーが入れているのだと思いますね。 

 

【委員】ここでそんな無駄な時間過ごしてもいけないので、ちょっとまた確認してくだ

さい。 

 

【指定管理者】はい。 

 

【委員】対策の 2番目の個人で行きやすいとか入りやすい雰囲気が必要というのは、こ

れはなかなか難しいことなので、公民館に来ていただくということが大切な部分だと私

は思うのです。それで、例えば親子参加事業、私この前もちょっと話をしたと思います

けども、やはり親子のクッキングとか、親子の星空観察なんかもありましたよね。その

辺の親子、特にパパが参加できるような、例えばパパズクッキングではありませんけど、

パパズ（親子）とか、そういった名前でやってみて、そのときに例えば勝手なアイデア

ですけど、一つアイデアとして、お母さんがいない家もあったりして難しい部分もあり

ますが、母の日の前に母のために親子で料理を作ろう講座みたいのがあるとか。何か、

ときのイベントでそういった講座もあっても来るのかなと思います。 

 

【委員】親子でクッキングは、よく食生活改善推進団体でもやるのですが、なかなか人
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が集まらないのですよ。子どもだけなら夏休みに来るのですが、親子となると結構難し

いですね。 

 

【委員】お母さんとクッキングとかってなると、さっきもたくさん南部で来られた。 

 

【委員】父親も今できる人もいますよね。 

 

【委員】でも、メンズクッキングだけでも来ていますし、子どもが入ると難しいのかな

って。 

 

【指定管理者】メンズクッキングもそんなには多くないのですが。 

 

【委員】調理場の関係もありますからね。 

 

【指定管理者】いらっしゃいますけど、60後半とか 70の方で、途中から独身になられ

てしまった方。 

 

【副部会長】でも麺打ちとか。 

 

【委員】そば打ちとか。 

 

【委員】そういうのはよく男の人がやりますよね。 

 

【委員】やはり興味ある講座を作ることが一つかなというのはありますよね。特にお父

さんの。 

 

【指定管理者】裾野を広げることに直接つながるかどうかわからないのですが、先ほど

新年度の事業として子ども映画を始めたと報告させていただいたのですが、大人向けの

映画講座も定期的にやろうと思っていまして。講座よりもっと柔らかくて、ただ映画を

ふらっと見に来るだけも公民館に初めてデビューしてもらえればいいかなって、きっか

けにはなるのかなとちょっと思いまして。一応大人の映画も 11月からやろうと思って

いますので、男の方も結構来てくれるのではないかと思ってはいます。 

  

【委員】何をやるのでしたっけ。 

 

【指定管理者】1回目は『用心棒』ですかね。 

 

【事務局】前段で映画の面白さみたいなのを説明して、その後みんなで観ましょうとい

う講座とのことです。 

 

【部会長】大人の映画はいいかもしれないね。 

 

【副部会長】あと、みんなにアンケートを取っていただいて、要するに今どんなことを

やりたいかとか、どんなサークルがあったら入りたいとかというそんな 1人ひとりの意

見を何か聞けるような手立てはないでしょうかね。 

 

【事務局】ちょっと危険な部分もありますが、今ホームページでそういうアンケートを

取ることもできます。自由に書き込んでもらうような。ちょっといろいろなものも来て

しまう可能性もありますが。 

 

【副部会長】公民館にどんなサークルがあったらいいか、希望を聞いてみるとか。 
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【委員】1回アンケートを取りましたよね。 

 

【指定管理者】利用者満足度アンケートをやりましたが、あれは利用者が対象なので、

既にサークルに入っている方に回答していただいているのですが、それでもさらにこん

なサークルがあったらまた掛け持ちでやりたいというようなことは答えてもらえるか

と思いますので、また今年もやりますのでそういう設問を増やすことは可能かと思いま

す。 

 

【事務局】ただここに来ていない人たちの声が本当はいいですよね。 

 

【指定管理者】本当はそうなのですよね。 

 

【副部会長】でもやはりなかなかそういう人というのは、そういうのも興味を示さない

という部分があるが、そう思ってしまうと何もできなくなってしまうので、とりあえず

動いてみて。 

あと奥さん関係とか、周りにたまたまそういうきっかけがあったという。何か地域集

会所でそういうチャンスはいっぱいできると本当はいいのですよね。身近なところで、

そういうことをやりたいというようなものがあれば、それがいい。 

 

【委員】もう、それは自治会でやっていますからね。 

 

【副部会長】たくさん集まったら公民館のほうに足を運ぶとか。 

 

【委員】自治会の中で老人クラブみたいな形で、麻雀クラブとか、絵手紙教室とか、グ

ランドゴルフとか 4つも 5つも、サークルも立ち上がっています。だからそういったと

ころでやっているから公民館のほうにも参加はしないという部分もあるのかもしれま

せんね。それは小谷の話ですけど。 

 

【委員】足がなかったりすると、こっちのほうに出てくるの大変だったりして、お金を

払っても近場の集会所でやるというようなこともある。 

 

【副部会長】地域集会所というのは定年退職した方がたの誘致ということ考えれば一番

だと私は思うのです。 

 

【事務局】公民館から離れている地域は集会所を利用されている可能性は大です。 

 

【委員】そうですね。 

 

【委員】でもだんだんと自治会の加入率も低くなって、停滞気味ですからね。なかなか、

その人たちがずっと年が上がっていくと、そういった老人がいなくなってしまうという

ところですよね。利用者の会もだいぶ減ってきて毎年 1つ 2つは消えていっている部分

もあるのでしょうか。 

 

【指定管理者】今のところ、新しくできているところとの均衡がようやく取れているぐ

らいですかね。 

ただ、どちらかというとやはり減る方向にあるのかもしれないです。やはり高齢化で

会員が減って閉めざるを得ないという会が結構あります。 

 

【委員】それもあるのですよね。 

 

【指定管理者】新しいところだとどのサークルも多分ほとんど入って来ないと思うの

で、新しいところへ入ってくればまた新陳代謝できるのだと思うのですが、ずっと当初
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のメンバーでやられているサークルが大半だと思うので。 

 

【委員】そうですね。 

 

【指定管理者】だから、新しいサークルができないとだめだと思うのですよ。先ほどの

ウォーキングと吹き矢も新しくできたので、そういう新しい種目とか新しい内容の講座

が増えてくるといいと思うのです。 

 

【委員】そうですね。たまたま私が昨年度から生涯学習推進員やっていて、かかわりが

できたので、2つ作った経緯もあるのですが。 

 

【指定管理者】あと今日は、足の駅で 30人、40人ぐらいの団体が休憩で来て、中の掲

示物を一生懸命見ていましたね。 

 

【委員】茅ヶ崎のノルディックウォーキングの方ですよね。 

 

【委員】北部そうですね。足の駅ってなっていますよね。 

 

【副部会長】南部でノルディックってやっていますよね。 

 

【指定管理者】南部は昔やっていたらしいです。来年度はやろうと今計画しています。 

 

【委員】吹き矢も南部でできるとか。 

 

【指定管理者】吹き矢は、北部でやられていた方が一部来られて 11月から始まります。 

 

【委員】好評らしいですね。 

 

【委員】そういったサークルが立ち上がるような、講座という部分もあれば、口コミで

だんだんと入らないかとか広がる。 

 

【指定管理者】やはり健康に関するものが一番強いですね。 

 

【委員】そうですね。 

 

【事務局】項目立てをしたほうが話しやすいかと思ったのですが、逆に話しづらかった

みたいです。いろいろなご意見をいただいてありがとうございます。今日いただいたご

意見も整理しながら、また次回改めてご意見をいただきやすいような方法を検討したい

と思いますので、この議題については、今日はこのぐらいにしていただければと思いま

す。 

 

【部会長】難しい問題なので、あとは次回ということでお願いします。 

 

 

6．その他  

・次回の部会の開催予定について   

2月 4日 (月 )  13:30～  町民センター 1階会議室  

・ 1月 25日 (金 )県社会教育委員連絡協議会地区研究会 (伊勢原市会場 ) 

へのあと 1名 (すでに三澤部会長参加予定のため )の参加依頼  

 ※県事務局から開催要項が送付されたら再度案内を行うので、参加

について検討依頼  
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7．閉会    

加藤副部会長  

 

配付資料 

資料 1 指定管理業務モニタリング票（施設類型Ⅱ）【公民館用】  

資料 2 平成 30年度公民館講座事業実績（ 4月～ 9月分）  

資料 3 すべての世代がつどう公民館を目指して  

 

参考資料  

公民館夜間サークル活動状況  等  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
・河村卓丸    ・加藤桂子 

（平成 30年 12月 4日確定） 

 


