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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 3回公民館部会  

開催日時  平成 31年 2月 4日（月）午後 1時 30分～午後 3時 20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)公民館事業報告について 

協議事項 (1)平成31年度公民館事業計画(案)について 

(2)「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   山口委員・河村委員  

 

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 1月 30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)公民館事業報告について（資料 2） 

・指定管理者から資料 2説明 

 

【委員】生涯学習推進員として関わっていますが、9ページのクリスマスピアノコンサ

ートとお飾り作り教室は、生涯学習推進員事業ですので、入れていただけたらと思いま

す。 

 

【指定管理者】失礼しました。これは推進員事業という記載が漏れておりました。おわ

びいたします。 
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【委員】15ページの南部のバドミントン初心者講習会ですが、2つに分かれているのは、

なぜ分かれているのですか。 

 

【指定管理者】前半が大人の部で、後半が小中学生ということでやったのですが、小学

生しか来ませんでした。 

 

【委員】3時だと小学生あたりは参加できるのですかね。 

 

【指定管理者】少し時間が厳しかったので、3時半くらいからがいいのかなという反省

があります。 

 

【委員】1時からと 3時からとは同じメンバーではないのですね。 

 

【指定管理者】違うメンバーです。1 時から 3 時までは大人で、3 時からが子どもとい

うことです。 

 

【委員】北部でもバドミントン初心者講習会を行っているのですが、初心者でも全くの

初心者でない方も来ていて参加者のレベルに差があるのです。指導が難しい部分があっ

て、本当に初めてやる方がついていけないという理由で、途中から来なくなったような

人もいたようですが、南部ではこの辺の問題はなかったですか。 

 

【指定管理者】南部はどちらかというと本当に初心者でした。 

 

【委員】そんなにトラブルはなかったですか。 

 

【指定管理者】そういう意味のトラブルはなかったです。 

 

【委員】初心者とうたっていても多少できる人は来なかったわけですね。 

 

【指定管理者】中級レベルの人は来なかったです。 

 

 

5．協議事項  

(1)平成 31年度公民館事業計画 (案 )について (資料 3) 

・指定管理者から資料3説明 

 

【委員】事前に資料をいただいたので見させていただいたのですが、事業報告にあった

センターの子どもパステルアートというのは人気があると書いてあったのですが、計画

には入っていないのですか。 

 

【指定管理者】失礼いたしました。漏れでございます。これは継続してやりますので、

次回提出する計画表に追記したいと思います。申しわけございません。 

 

【委員】それとともに、事前に資料を見たときに、南部では廃止するものに「×」の印

が表に入っているのですが、センターと北部は「×」の表示がないのですね。「×」が

入っているほうがこちらはわかりやすい。 

 

【指定管理者】基本的にやめている事業はないとお考えいただいてよろしいかと思いま

す。南部は名称変更とかで廃止となっているものもあるかもしれませんが、町民センタ

ーに関しては取りやめとしたものがないというご理解でお願いします。北部は、アニメ

づくり講座というのがあったのですが、人気がなく、リニューアルしようと考えている

のですが、この表には抜けております。 
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【委員】センターですが、お飾り講習会というのが新規・継続で「○」印がついている

のですが、これは今年度行ったということですよね。 

 

【指定管理者】そうです。これは文化財と連携でやっている事業です。平成 30 年度か

らやりました。文化財のほうで事業としては、今までもやっていたのですが、共催とい

う形で取り組んだのは今年からです。 

 

【委員】公民館の事業報告には、どのくらい人数が来たかというのが入っていなかった

ですよね。共催という部分で載せていないということですか。 

 

【指定管理者】こちらの報告書にも載せなければいけないことだと思うのですが、文化

財の報告でも出てきますので、本当は、両方に載せるのが筋だと思うのですが。 

 

【委員】どのくらい参加があったか知りたかったので。 

 

【指定管理者】申しわけございません。 

 

【事務局】今資料を持っていないので参加人数をお伝えすることができないのですが、

12 月末に教育総務課、公民館、図書館の情報提供という形で実績と予定を送らせてい

ただきましたが、その中の、教育総務課の事業実績にあるお飾り講習会がこちらの内容

となります。 

 

【委員】北部でもやっているので、どのくらいの参加があったのかなと思いまして。 

 

【指定管理者】比べたかったということですね。こちらの資料に反映させずにすみませ

ん。 

 

【委員】北部の裏面の 32 番ですが、これは今年度始めたものですので丸がつくのかと

思います。 

 

【指定管理者】北部の 32番、あみぐるみ干支作り講習会も一重丸が抜けております。 

 

【委員】南部で「×」になったところで、18、19、20 番の理由についてお話がなかっ

たのですが、卓球は実績から見ると参加率 100％で人気があるのですよね。それなのに

なぜ廃止になるのか。 

 

【指定管理者】状況によってはやるかもしれませんが、今のところは計画していません。 

 

【委員】参加率が良かったので、来年も継続でもいいのかなと思ったので。あとハワイ

アンリボンレイとかベトナムカゴバックは時間内にできなかったから難しいというこ

とですか。 

 

【指定管理者】そうですね。内容的にまた今年と同じようなものをやるというのもどう

かというのもありますので。 

 

【委員】そういう意味ですね。ものづくりに関していろいろな講座をやるということで

すね。 

 

【指定管理者】そうですね。同じものは 2年続けてというところもありますので、似た

ようなものづくりで他の講座としては出てくるのですが、この固有名詞のものはやらな

いということです。 
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【委員】北部の 15番の子どもパソコン基礎講座は 1回だけで大丈夫なのでしょうか。 

 

【指定管理者】内容もまだ具体になっていないので、もしかしたら増やすかもしれませ

ん。 

 

【委員】大人も習いたいなという感じもするのですが。 

 

【指定管理者】今のイメージは、パソコンといっても組み込み型のパソコンを考えてい

まして、要するに簡単なＰＣボードみたいなものですね。自分たちでプログラムを組ん

で動かすものを考えておりまして、本当の大人向けのパソコン教室とはちょっと違うの

ですね。なぜかというとお子さんに基本的なところを理解してもらいたいなと思ってい

まして、大きなものになっても基本は同じなので、小さなものでご理解いただけるかな

と思って、そういう方向で考えています。 

 

【指定管理者】これは計画でございますので、また年度中に、事業が減るということよ

りもむしろまた何本か増えていくことは予測されます。そこにつきましては年度の途中

で事業を追加させていただくということだけご理解いただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

【部会長】決定ではないですからね。まだ変更があり得るということでよろしくお願い

します。 

 

 

(2)「すべての世代がつどう公民館を目指して」について (資料 4) 

・事務局から資料 4説明  

 

【部会長】それでは今話がありましたとおり、個別ではなくて全体で、どんな意見でも

よろしいと思いますのでお願いいたします。 

 

【委員】1人でも気軽に立ち寄れる公民館というところで、トイレに寄るとか、歩いて

いるときに喉が渇いたときとか、中に自動販売機があるので、立ち寄って休憩するよう

な場所もいいかなと思います。 

 

【委員】それに関連して、サービスで、例えば夏場だと足の駅を利用しながら冷たい水

とかがあるといい。自動販売機は高いので。 

 

【委員】コーヒーとかありましたよね。北部の生涯学習推進員の方がやっていましたよ

ね。日にちが決まっているのですよね。 

 

【委員】生涯学習推進員が集まったときにお茶がありますので、ちょっと寄ってみませ

んか、というときには出します。無料で、冷たいお水をどうぞとか、麦茶もありますと

かそんなふうに、麦茶はちょっと大変かもしれませんけれども。そういうものをちょっ

と書いておくと寄れるのかなという部分がありますね。 

 

【副部会長】それは常に推進員の方がいらしてそういうことをやるということなのです

か。 

 

【委員】ほっこりかふぇは、時々で、必要なときに会合をもってやっています。 

 

【副部会長】ほっこりかふぇは何を目的にしているのですか。 

 

【指定管理者】ほっこりかふぇ自身は推進員の皆さんが中心なのですが、周りからどな
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たでも加わっていただいて、例えばあみぐるみはそこからできたのですね。こういうこ

とをやりたいという雑談の中から。 

 

【副部会長】そういう、やりたいよということとは別に、やっているということはない

のですか。 

 

【指定管理者】あります。講座の講師の方に来ていただいて説明することもできます。 

 

【副部会長】全く関係のない時に、あそこのロビーのところでということですね。そう

いうのはやはり必要かなと思うのです。来て、ちょっと休憩しながら、「あら、何やっ

ているのですか」って。まして大人だけではなくて、それが親子でお休みなんかで立ち

寄れるような日とか曜日とか時間帯にそういうものがあって、気楽に立ち寄っていける

というのはいいですね。 

 

【指定管理者】親子サロンは似たような感じですけれども、部屋を開放して、おもちゃ

とか置いてあって、就学前のお子さんとその親御さんが部屋を自由に使っていいよとい

うものはやっています。 

 

【副部会長】それはいつでも使えるのですか。 

 

【指定管理者】平日の午前中は全部開けてあります。南部も同じようなことをやってい

ます。 

 

【副部会長】そういうのがセンターであってもいいと思いますよね。センターって大体

気楽に入りにくいじゃないですか。 

 

【指定管理者】そうですね。南北に比べると。 

 

【副部会長】こういう仕事をさせてもらっていて、足の駅というのは初めて知ったので

すよ。それっておもしろいですね。非常にいいと思います。 

 

【指定管理者】たまにウォーキングの方が寄ってきたりはしています。件数は少ないの

ですが。これは利用者に直接はつながらないのですが。 

 

【委員】資料裏面の、公民館活動を行うきっかけづくりの 1つ目の、サークル活動が気

軽にのぞけるサークルをオープンにする期間があるといいということですが、ほっこり

かふぇは利用者の会とは違いますが、何かそこでやっていると、さっきの親子の未就学

児のお母さん方が来て、何をやっているのだろうということで、先ほどお話がありまし

たあみぐるみも立ち上がった行事です。実際に生涯学習で事業をする前に講師の方に来

ていただいて、雑談で話をしていく中で何をやっているのだろうと、そういったことで

立ち上がったものもありますので、そういったところでやっている雰囲気を見せること

も必要かなと思うのです。 

 

【指定管理者】そうですね。 

 

【部会長】例えばやっている催し物を外で表を通った人が見られて、もう少しＰＲでき

るような掲示板的なものがあればいいと思うのですが。今日の予定表みたいな大きなも

ので、今日はこういうことをやっていますというもの。駅舎なんかは使えないのですか。

町の広報板ではなくて、駅のプラットホームは無理でしょうから、駅舎のところに、今

日はこういうものをやっていますとか。駅舎は町のものですよね。 

 

【事務局】通路はそうです。 
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【指定管理者】階段から改札を抜けておりていったところに踊り場があるのですが、そ

こに、掲示板にも貼っているサイズにはなりますが、構内というかぎりぎり駅の建物の

中で、いくつか貼らせてはいただいています。ホームには掲示できていないのですが。 

 

【副部会長】大きい、目につくようなものを。町の掲示板は結構ありますけど、あまり

見ていないのですよね。 

 

【指定管理者】掲示板の効果ということで改めてわかった部分なのですが、先ほどの映

画を始めたと言いましたけれども、第 1回目にはもちろん町の広報に載せたのです。さ

むかわ名画座の第 1回目を始めますと。そのときは掲示板を使わずに 18名だったので

す。第 2回目は広報に載せるのを失念してしまいまして、あわてて、町民センターの周

りだけで全箇所ではないのですが、掲示板に貼ったのです。それも年が明けて三が日を

過ぎてから貼ったのですが、26 日が映画の実施日で、20 日間ぐらいの間に結構見てく

ださって広報に載らなかったのに 60 人の方が来られたので、広報板は結構見ているの

かなと、改めて力があるなと感じました。 

 

【委員】これを含めて掲示板とかですけれども、公民館はこういうところですというと

ころで情報発信が足りないのかなという部分がありますね。例えば中学生・高校生でも

こういう使い道があるとか。この前、県の公民館大会があって参加させていただいたの

ですが、その中で、小池茂子先生の講演があったのですね。その中でびっくりした言葉

として全国公民館研究集会のシンポジウムで北海道の高校生から、基調講演者でシンポ

ジウムパネリストの池上彰氏に投げかけられた質問で、「公民館ってほんとうに必要な

んですか」という言葉が投げかけられたということで、このことにびっくりしたのです。

本当に高校生で、公民館の存在すら知らないのかなというのがありましてね。その中で

アンケートとして、今ＳＮＳとかで情報を得る高校生が多いということだったのです

が、イベントや趣味、習い事に関する情報の入手先で、どういう方法で得ていますかと

いうことでインターネットのウェブサイトが半分ぐらいあるのですね。その中で友人・

知人とか家族というのは 36％ぐらいあったのです。情報社会でもそういったところか

らでも、先ほど話があったようにポスターとか有効に使える部分があるので、公民館の

ＰＲにもっと利用すればいいかと思うのです。公民館はこういう場所ですとか。この前

も話したと思うのですが、分室の夜間利用で、高校生がダンスの利用者として使ってい

るということで、土曜日・日曜日の休みのときとかの昼間によく体育館の前で鏡に反射

させて踊ったりしていますけど、男子の中学生・高校生でもストリートダンス的なもの

がはやっているので、そこで使えますとかもっとＰＲして、もしよければ大きい鏡を置

くとか。予算の関係もありますが、こういった使い方でダンスもできます。鏡もありま

すとかＰＲして。そういったＰＲをすれば、次の世代も使っていくかなと思います。そ

れは中高生ですけれどもね。 

 

【副部会長】先日、この会議があるということで、病院に行ったときにたまたま大学生

がいたので質問してみたのです。こうやってリラックスしている場所だったので、公民

館というものをご存じですかという感じから始まって、「え、公民館？」というのが最

初の答えだったのです。「地域でいろいろなサークルとか、サークルに限らずいろいろ

な行事をやったりしているところってあるでしょう」と言ったら、3人ぐらいいたので

すが「わからない」というほうがあって、興味がないというよりも公民館自体を身近に

感じられていないという感じでした。お父さんとかお母さんも定期的に、いろいろな習

い事とかで町の施設みたいなところに出かけていくことはないかしらと言ったら、その

ときはたまたまなかった。行っていないし、お仕事をしている親御さんだったり、カル

チャーセンターに行っていると、たまたま少ない人数でしたけれども、言っていました。

ほんとうに大学生にしてみると、「公民館？」というのがすごく印象的で、やはりそう

いう年齢だと興味がないし、わからないのだなという印象を突きつけられました。ちょ

っとがっかりしたのですが。もうちょっと、利用しているというのが少しでも聞けるの

かなと思っていたので聞いてみたのですよ。こんなかた苦しい感じではなくて、もっと
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リラックスした感じで話をしていたのですけれど、やはりあまり興味がないというの

か、身近に感じていないというのが印象でしたね。 

 

【事務局】昔は子ども会とかで、公民館に集まっていろいろなことをやっていました。

だから小さいときからそこで、公民館というのはこういう場所だというのを知らないう

ちに学びました。こういうことをやりたければあそこに行けばいいと思ったけれど、そ

ういう組織が今はなくなっています。従来は行ったことがあるけれども、そういう意味

では公民館に行ったことがないから、今の大学生みたいな感覚なのかなと。あと、例え

ば家にいたとしても親が、「今日ちょっと公民館に行って何々やってくる」とかという

のをよく自分が小さいときは聞いていて、そういうときに親が公民館に行って何か集ま

りをやっているのだとか、そういうものも親自体がなくなってきたのかなということ

で、本当に知るチャンスが少なくなってしまったのかなという感じはあります。 

 それから先ほどＳＮＳの話がありましたが、何かで読んだのですが、何か情報を求め

るときにやはり若い人はスマホとか携帯でＳＮＳを見て、ＳＮＳで知り合った仲間とい

うのは我々からしてみると顔も見たことがなくてこわいと思うのですが、今の世代の人

たちは、ＳＮＳで同じ価値観を持ったり同じ趣味を持ったりしている人たちを見つけた

りすると、顔を見たことなくても親近感が湧くというのです。それでいけない事件が起

こったりもしますが、多くの場合はそれで友達をたくさんつくって、同人の仲間のサー

クルに行ってみたりするというのが普通のようにあって、それが今一つの社会をつくる

きっかけになる。そこのところに公民館が入ってくれば、見たこともないものに親近感

が湧いてくれる若者だったら、行ったことがない公民館にも親近感が湧く一つのきっか

けになるのではないかなとも思いました。非常に両刃の剣というか、昭和の大人からし

て見るとどきどきなところもありますが、そういう時代なのかなというのも一つ思いま

した。 

 

【部会長】子ども会もあまりないですよね。 

 

【事務局】昔は何かことあるごとに集まっていました。 

 

【副部会長】子ども会から始まったような感じですものね。 

 

【部会長】何かやろうというと大抵公民館を借りて、公民館を使っていましたね。 

子どもも一緒に連れていっていましたよね。 

寒川小学校は、すぐ裏に分室があるが、あまり気がついていないのでしょうね。どう

ですかね。 

 

【副部会長】気がつかないということはないと思いますが、入口が全く逆なので。 

 

【部会長】入口が学校側にあれば、あそこは公民館だとわかる。 

 

【副部会長】分室は、学童保育とはつながっているが、校舎とはつながっていないので

すよね。 

 

【部会長】そうですね。分室は裏が入口だからね。 

 

【副部会長】昔の公民館は、すぐに行けるところにあったのですが。 

 

【委員】とりあえずこれを 2年間話していて終わってしまうのはもったいないので、何

か来年度に向けて 1 つぐらいやってみて成果を見ていったほうがいいかなと思うので

すが。例えば、前に言いましたがＰＲの方法として冊子を作るとか。 

 

【指定管理者】これは町とも話をして考えています。全戸配付で年 1回ぐらい、公民館
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の催し物のスケジュールを入れるのではなくて、公民館はこういうところですという活

動がわかるような手引書みたいなものを作れればと考えています。 

 

【委員】できたら南部、北部、センターとありますので、講座名だと利用者の会とわか

りませんので、簡単に、こういうようなことをやっていますので興味ある方はぜひお電

話くださいというような、そんなＰＲの仕方も 1つ、全戸配付であると思うのです。少

しやってみる方法もあると思うのですが、いかがでしょうか。4月ぐらいから。 

 

【副部会長】私は、サークルをのぞけるようにオープンにするというものをやってもら

いたいです。だけど、これはよしあしで、サークル自体がそういうものを希望していな

かったり、人数を増やさないというサークルもあるのですよね。 

 

【指定管理者】そうなのです。今の仲間でやりたいから。本来それではいけない部分が

あって、来る者は拒まずではないですが、そうしていただくのが本来はサークル活動の

考え方だと思うのですが、そうではないサークルさんがあることも事実です。 

 

【副部会長】そういうことがあると、結局そういうサークルはそういうところに出たく

ないとなりますよね。全部同じように、公平にそういうことをお願いすることもできな

くなってしまいますよね。でもせめてちょっとのぞけるようにドアをオープンにするぐ

らいやっていただけるといいのですが。 

 

【委員】継続性のあるような講座を考えるのも 1つだと思うのです。前も言いましたが、

北部は講座から継続して、吹き矢とノルディックウォーキングを立ち上げました。吹き

矢も、先ほどの事業報告でもありましたが、今年度体験をやったところさらに 3名増え

ました。増え過ぎると集会室の的の関係とかで、待たされる時間が多くなるので、あま

り入ってほしくないという部分もありますが、人気があります。多分体験をやると来年

も人数が入ってくると思います。ノルディックウォオーキングも今 10人くらいいるの

ですが、月に 1回ぐらい細々と活動はしています。そういう中でうまく継続できるとい

いのですが、いざ、やるとなると中心になる人が大変だとネックになる部分もあります

ので、難しいとは思いますが。 

 

【委員】サークル入会体験フェスタは、1カ月ぐらい期間がありますが、見たい人は、

やっているときに来てくださいという感じでやっているのですか。 

 

【指定管理者】公民館のサークルさんは見学者があればいつでも見てもらうものが本来

のものなのですが、このサークル入会体験フェスタは、このサークルだったらこの日や

っていますというスケジュールをロビーに貼って、よりスケジュールを全面的に利用者

に見せて見学をしやすくなるような仕掛けをしていますが、本来だったらいつでも見学

できるべきものです。 

 

【委員】普通はいつでも見学できるが、一応、期間を設けているということですね。 

 

【指定管理者】そうですね。強化月間ではないですが、この 1カ月間はスケジュール表

を出して、わかりやすく表示をして、普段興味がないところにも少し興味を持ってもら

えるような仕掛けです。 

 

【委員】でもその結果、8 名から 10 名の人が入会してくれるのは良いことだと思いま

す。 

 

【指定管理者】誇れるような大きな数字ではないのですが、それによって入会にはつな

がっています。 
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【委員】1回から 2回に増やした結果、少しでも成果が上がっているということはよか

ったと思います。でも中には、見せたくないというサークルもあるわけですよね。 

 

【指定管理者】実施する前に、活動日のどこで見学できるかサークルにアンケートとい

うか簡単なものに答えてもらうのですが、うちは結構ですからという回答のサークルさ

んもゼロではありません。 

 

【委員】小中学校の立場から幾つか質問しながらいくのですが、小中学生が公民館に行

く、その場所があると気づくためには何かやっていかないといけないと思うのですが、

最初に、小学校 3年生で学区探検があるのです。学区に公民館が含まれている、旭小学

校、寒川小学校、それから南小学校は自分の学区を 3年生で回って理解するという学習

が社会科であるので、そのときに、昔は結構公民館に行って、トイレも借りつつ、少し

涼んだりしながら行っていたのですが、そういえば最近あまりぞろぞろ行っていないな

と。私は小谷小学校なので、小谷小学校は学区ではないのでなかなか行きにくいのです

が、旭小学校ではよく自分が担任を持っているときに 3年生を連れていったりしていた

ので、実際に来てもらう機会を少し増やしていけたらいい。逆に学区の学校側にどんど

ん見に来てくださいというアピールをしてもいいのかなというものが 1つありました。

子どもたちが存在に気づくために。では中学生・高校生になるとどうするかというと、

連れていくわけにいかないので、やはりネットなのですね。そうすると、例えば先ほど

ホームページをやるとか、フェイスブックをやるというのですが、子どもの検索に引っ

かかる。例えば「ダンス練習場所」といったときに引っかかるとか、そういう手はずを

少ししてもいいのかなと思いました。あと、町のメール配信は使えないのですか。 

私は、いろいろな学校を渡っているので、鎌倉と藤沢と茅ヶ崎と寒川と防災とかのメー

ル配信を入れているのですが、茅ヶ崎や藤沢はチェックボックスがあって、イベントの

情報が欲しいとかいう選択ができるのですね。寒川は結構ばんと来てしまいますけれど

も。だから寒川もメール配信を使っているから、全部ずらずらと書くと要らないとなっ

てしまうので、例えば、「公民館情報はこちら」というリンク先をつけて配信するとか、

おもしろいイベントをやっていますとか、そういう子どもたちが気づくというところを

少しやったらいいかなと思いました。 

 2 つ目は子どもたちが行く必然。必然というのは間違いなく作品展示だと思うので

す。僕の作品があるからお母さん行こうと。そのお母さんに対して何をするのかという

ところもあると思うのです。ジュニア絵画展をやっていただいて、子どもたちは本当に

たくさん応募するのですが、そういうどうしても行く必然みたいなものがあるといいか

なと感じています。 

 もう 1つは学校がやっていることの発展ですね。理科でやっているのですが、全員で

教えているので科学教室みたいな小学生・中学生が興味を持ちそうなものに特化したも

のをポスター掲示してもらうとか、全部一律で広報に載っていると少なくとも子どもは

見ないので、そういう科学教室があるよ、おもしろいよというのが子どもに入るといい

なと感じました。 

 それと小中学校だったら、何かなと考えていたときに考えつかなかったのですが、学

校がやっていることと並行したものをやっていくと子どもたちが来る可能性があるか

なと。例えば、ちょっとわかりにくいのですが、小学校 2 年生の国語で、「スーホの白

い馬」ってあるじゃないですか。それは結構教科書から外れないのですね。そうすると

馬頭琴を展示するとか、映像化をするとか、それも春夏にやるのではなくて、教科書に

載っている秋口から冬、3学期にやれば今ここで勉強しているその実物が学校にない。

でも公民館に行ったら触らせてくれるみたいな、それぐらいしか思いつかないのです

が、何か並行したものがあって学校にはないもの。抽象的で本当に申しわけないのです

が、そういうものもありかなと感じて。まだやりようは幾つかあるかなと感じています

けれども。現状、小谷小学校の子はやはり公民館はすごく遠いですね。 

 

【委員】そうですね。学区内に 1つあればいいのですけれどもね。 
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【委員】公民館に行けという感じにならないですね。 

 

【委員】遠いと思います。旭小学校とかは近いですけれども。小谷小学校のほうはちょ

っと遠いですよね。 

 

【委員】先ほど小学校とか掲示板を利用するというのがありましたが、子ども向けのス

キップは小学校に貼ってはいないのですか。スキップはどういう配付でしたか。 

 

【事務局】全戸配付です。 

 

【委員】全戸配付していますよね。そこでこういう子ども向けをやっていますというＰ

Ｒには利用ができていると思うのですが。 

 

【指定管理者】アンケートを見ていると子ども向けはスキップが一番多いですね。 

 

【委員】それと情報発信ですが、ＳＮＳも見る機会がないですから、本当に紙が一番で、

まずは家庭に行くことが大切だと思うのです。 

 

【指定管理者】親御さんが見て、こんなのがあるよという、自分が見てというよりも親

からの勧めというのがあります。 

 

【委員】小学生がきちんと親にプリントを渡すという習慣がついていますからね。平塚

での県公民館大会で、平塚は本当に小学校 1つに公民館が 1つあるということで、小学

校と公民館の利用ができるという話もあったのです。いいことだと思うのですが、逆に

それが煩わしい部分もよさの反面であるのかもしれませんが、平塚はすごいなと思った

のです。 

 

【指定管理者】南部の生涯学習推進員事業の中に、人が経験した体験を子どもたちに話

すというのがあるのです。具体的には自分が勉強するきっかけとしてこういうものがあ

ったので、そういうものを知ってほしいということで子どもたちに話す。この 1月に南

小学校と一之宮小学校でやりました。そういうことを通じて学校ともっと連携すると

か、逆に一之宮小学校の教頭先生が言われたのは、そういうのもあるし、学校の社会科

の事業として一般の人に、例えば戦争体験とかいうものをやってもらいたいとか、学校

とのコラボというものは 1つあるのかなと思いました。なかなかそこができていないと

ころがあるなと思います。 

 

【委員】公民館のことをもっと知ってもらって、公民館のいろいろ持っている人材みた

いなものを小学校に行ってやるということも１つだと思います。 

 

【指定管理者】そうですね。今みたいに、例えばですが、サークルで、戦争体験のある

方が学校に出向いて社会科の授業の 1 つの枠の中でご自分の体験を話していただくと

か、昔遊びを教えてあげるとかといったことはできるのではないかとは思います。 

 

【委員】そこに親を呼んでとかするといい。小学校では総合学習はあるのですか。 

 

【委員】1・2年は生活科と、3年以上は総合的な学習の時間があります。 

 

【委員】総合的な学習の時間がありますよね。そんなときでも単発的にできればいいと

思うのですが。 

 

【委員】そうですね。ただ学校のカリキュラム的には初めから内容ありきにはならない

ので、こういうのがありますからぜひ何が何でもやってくださいということにはならな
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いので、ある程度可能性を示していただいて、学校側が、こんなことがあるのだったら

来てもらいたいという道筋があると学校としてはありがたいです。 

 

【委員】それは随分先の話だと思いますが一つの案として。 

 

【事務局】たくさんご意見をいただきましてありがとうございました。最初に説明させ

ていただきましたが、今日いただいたご意見も含めてまたさらに整理して 13 日の全体

会でご報告しながら、また全体でご意見いただければと考えておりますのでよろしくお

願いします。 

 

 

6．その他  

・次回の会議開催予定について   

第 2回社会教育委員会議  

2月 13日 (水 )  13:30～  町民センター 1階会議室  

 

 

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～ 12月分）  

資料 3 平成 31年度町民センター・北部公民館・南部公民館事業計画一覧表  

資料 4 すべての世代がつどう公民館を目指して  

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
・山口明伸    ・河村卓丸 

（平成 31年 3月 5日確定） 

 


