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会 議 次 第 

 

 

１．あいさつ 

 

２．委嘱状交付 

 

３．報告事項  （１）公民館職員の紹介       

        （２）平成２９年度公民館運営方針  

        （３）平成２８年度事業報告及び平成２９年度事 

業開催予定  

        （４）萩山、廻田公民館利用者懇談会 

 

４．審議事項  （１）施設利用の緩和 

          

５．その他   （１）次回日程    

 

 

問い合わせ先 

教育部公民館 

担当者名 澤本 

電 話 番 号  042-395-7511 

ファクス番号 042-395-7515 

会  議  経  過  

 

１ あいさつ 

 

 開会に際して教育部長よりあいさつ 



 

２ 委嘱状交付 

 

 栗原委員及び渡邉委員へ教育部長より委嘱状交付 

（資料 1については、個人情報を含むため非公開） 

 

 

３ 報告事項   

（１） 公民館職員の紹介 

 

 公民館長より異動職員の説明 

（資料 2については、個人情報を含むため非公開） 

 

（２） 平成 29年度公民館運営方針 

 

 公民館長より報告。（資料 3参照） 

 

（３） 平成 28年度事業報告及び平成 29年度事業開催予定 

【事業係長】 

 平成 28年度事業報告をお手元の資料 4に沿って報告させていただきます。 

 市民講座「はじめての囲碁」を 1/28～2/25に全 4回、中央公民館で開催をいたしま

した。定員 20名に対して 32名の申込者があり、20名の方が受講されました。 

 平均年齢は 53.7歳でした。たいへん女性の応募も多く、男女比率は 5：5でした。 

 講師と協議した結果、初心者には十九路盤では難しく、理解するのに時間がかかる

ことから本講座では九路盤を使用して講座を進めました。 

 参加された受講者からのご意見としましては、「囲碁を始めるきっかけになった。次

の続け方の紹介があり、今後も続けていきたい。」等のご意見をいただきました。 

 市民講座「はじめての絵手紙」を 2/15～3/8、毎週水曜日に富士見公民館で開催をい

たしました。54名もの申込者があり、24名の方が受講されました。 

 平日ということもありまして、平均年齢は 69.2歳でした。 

 モチーフとして、ピーマン・イチゴ・紙風船などを描きました。同じモチーフでも

人によってとらえ方が違い、のせる色も様々でみなさんの個性が出た講座となりまし

た。 

 単発講座「声を磨こうパート２」を 2/16・2/23に全 2回、中央公民館で開催をいた

しました。募集人数 40 名のところ 86 名の申込があり、講師と協議の結果、使用する

レクリエーションルームは募集人数を収容可能なことから全員参加としました。申込

者数 86名のうち 83名の方が受講されました。平均年齢は 67.8歳でした。 

 講座内容としましては、1回目に基礎編としまして、歌う姿勢、のどを広げるストレ

ッチ等について学び、2回目は応用編として発声、息の使い方等を学びました。 

 参加された受講者のご意見としましては、「ストレッチ、姿勢など声を出す基本的な

ことがとても参考になりました。」等大変好評なご意見が多かったです。 

 単発講座「親子料理教室」を 3/11 に中央公民館で開催をいたしました。定員 20 名

のところ申込者数 19組 40名の応募があり、抽選の結果 9組 19名の方が受講されまし

た。平均年齢は 23.8歳でした。 

 親子で一緒に調理をすることでコミュニケーションを図ることを目的として開催致



しました。 

 調理メニューは、焼き餃子・中華風かき玉コーンスープ・ハム巻きポテトサラダ・

ミルク寒天デザートを調理いたしました。 

 受講者からのご意見としましては、「家では、親子で料理することもなく、すぐ「あ

ぶない」と思ってしまうので、このような機会はとてもありがたいです。今後もこう

いった講座を続けてほしい。」等のご意見をいただきました。 

 今後も子どもや子育て世代が楽しく学べる講座を検討していきたいと考えておりま

す。 

 ホール公演事業の笑顔あふれるまち東村山土曜寄席 in富士見を 3/4に開催致しまし

た。来場者数は 114 名でした。平成 28 年度の合計来場者数は平成 27 年度より 177 名

増の 717 名でした。今年度につきましても更なる来場者増を目指して周知を充実して

いきたいと考えております。 

 次回開催事業でございます。 

 市民講座「数学を楽しむパート 5」を 5/18～6/1に全 3回を中央公民館で開催致しま

す。 

 市民講座「はじめてのステンドグラス」は 6/4～6/25 廻田公民館で開催を予定して

おります。現在募集期間中となっております。（〆切 5/23） 

 市民講座「チャレンジ！けん玉」は、6/17～7/1に毎週土曜午前 10時から正午まで

中央公民館で開催予定となっております。市報 5/15号に掲載しております。 

 笑顔あふれる東村山土曜寄席を 5/27に萩山公民館、また 7/8に廻田公民館にて開催

を予定しております。 

 これからの音楽文化の担い手である若き音楽家の皆さんに活動の場を広く提供する

とともに、東村山市及び近隣の皆さんに、より多くのすばらしい音楽に出会える場を

提供することを目的に東村山フレッシュコンサートを 10/1に開催します。 

開催に伴い、出演者オーディションを 8/6に開催致します。現在募集中でございます。 

 平成 29年度講座ボランティア会議を 4/13に開催致しました。 

 会議内容としましては、新年度の職員挨拶、出席された講座ボランティアの方々の

ご挨拶、講座担当の割振りについて話し合いをおこないました。 

 また、欠席された方については後日個別に話し合いをおこないました。 

 開催事業及び講座開催は以上となります。  

 

【委員】 

 抽選の場合、どのように抽選を行っているのでしょうか。また、市民講座と単発講

座の違いはどういったものでしょうか。 

 

【事業係長】 

 抽選は、公民館職員ではなく、来館された市民の方に番号札を引いていただく形を

とっております。公平な抽選により当落を決めております。 

 市民講座と単発講座の違いですが、市民講座については年間 14講座を開催しており

ます。10 月ごろに市報にて市民講座のテーマの提案を募集し、また、講座ボランティ

ア、公民館職員もテーマを提案いたします。それらの案を講座ボランティアと審議を

重ね、公民館運営審議会にて説明をさせていただき、採択をいただいた 14講座を開催

するものです。 

 単発講座は、14 講座から漏れたもので開催の要望の多かったものを選び開催してお

ります。 



 

【委員】 

 フレッシュコンサートのオーディションなのですが、どういった方が審査を行うの

ですか。 

 

【事業係長】 

 様々な楽器の方がエントリーしてきますので、公平に審査が出来る方を東村山市文

化協会の方と検討を重ね、選出しております。 

 

【委員】 

 不合格になっている方も例年いらっしゃるのですか。 

 

【事業係長】 

 昨年度は、31 組の応募がございまして、1 日かけてオーディションをおこない、合

格者の発表をおこないました。 

 

（４） 萩山、廻田公民館利用者懇談会 

【萩山地区館長】 

 3/13に萩山公民館としては、初めての利用者懇談会を開催しました。 

 約 120 団体の登録があるのですが、活発に活動していただいている 7 団体に参加し

ていただきました。 

 萩山公民館では、文化祭を 6 年ほど開催していなかったので、文化祭につての議論

を重ねました。 

 そのおかげもありまして今年度は文化祭を開催できる運びとなりまして、5/10 時点

で 6団体に手を挙げていただけました。 

 展示を中心に茶道や体操の体験教室を開催してまいりたいと思っております。 

 今年度についても利用者懇談会を実施するつもりであります。 

 

【廻田地区館長】 

 6/19に初めての利用者懇談会を開催する予定でございます。 

 6/1の市報にも掲載する予定でございます。 

 

 

４ 審議事項   

（１）施設利用の緩和 

【館長補佐】 

 資料 8をご覧ください。平成 25年度に利用の緩和を図っておりますが、その成果と

して利用者数の増加がみられます。 

 今年度の利用の緩和においては、公共施設予約システムで選択のできる利用目的に

合わせた項目でどの部屋が利用可能であるかを検討させていただきました。 

 ○は利用可能、△は条件によっては可能、×は利用不可としております。 

 次回審議会の際に更なる審議を行えればと考えております。 

 

【委員】 

 ○と△については、すでに利用実績があるのですか。 



 

【館長補佐】 

 窓口で聞き込みを行い、徐々にですが緩和をおこなっております。 

 

【委員】 

 以前よりはっきりとしたという印象を受けました。 

 この件に関しては、いつから緩和をおこなう予定でしょうか。 

 

【館長補佐】 

 まだお知らせをしていませんが、実際に利用している項目もございます。 

 

【委員】 

 次回審議会を目処に公にできるようにしていただければと思います。 

 

【委員】 

 25 年度では、カラオケ・合唱となっていたものを今回カラオケと合唱を別項目にし

ているようですが、なぜでしょうか。 

 

【館長補佐】 

 実際に公共施設予約システムで選ぶことのできる項目にさせていただいたためで

す。 

 

【委員】 

 合唱が使用できるのにカラオケは使用できないのはなぜでしょうか。 

 

【館長補佐】 

 機械がないという理由で×にさせていただきました。 

 

【会長】 

 資料 7についての説明をお願いいたします。 

 

【館長補佐】 

 平成 17年度から 28年度までの来館者数を各館毎にまとめたものです。 

 平成 19年度のところで条例を改正したため、来館者数が非常に落ちました。 

 平成25年のところで利用緩和を進めたために来館者数が増加してきたと考えており

ます。 

 

【会長】 

 利用人数も回復しましたね。利用の緩和の見直しも大きいのでしょうね。 

 

 

５ その他 

（１） 次回日程 

【会長】 

 次回は、7/24（月）の午後 6時から中央公民館の第 3集会室にておこないます。 



 本日は、ありがとうございました。 

 

 


