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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 第２１期第７回東村山市立公民館運営審議会 

開 催 日 時 令和４年６月６日 午後６：００～午後８：００ 

開 催 場 所 中央公民館 第３集会室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）佐藤会長、小山副会長、岩浪委員、岩松委員、村上委員、

角町委員、杉山委員、鶴田委員、森山委員 

 

（市事務局）教育部次長 大西、公民館長 肥沼  

公民館館長補佐 齋藤、事業係長 川嶋、 

富士見公民館長 町田、 

事業係 青木、福峯、松山 

 

●欠席者： 永吉委員、 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
０ 

 

会 議 次 第 

 

 

１．会長あいさつ 

２．審議事項 （１）「市民講座等の公民館主催事業に対し３０歳代・

４０歳代の参加を促す方策」について 

                   「答申に向けての学習会」岩松委員  

３．報告事項 （１）令和４年度主催事業及び市民講座について 

       （２）その他 

 

４．その他   次回日程について 

問い合わせ先 

教育部公民館 

担当者名 齋藤 

電 話 番 号  042-395-7511 

ファクス番号 042-395-7515 

会  議  経  過  

【会長】 

こんばんは、本日は答申に向けた学習会を行うにあたり、先に事務局により報告事項

の説明を求める。 

 

【事務局】 

資料１、資料２ご確認いただきたい。資料２は令和３年度の市民講座を開催した際の

受講者の年代割合を記載した。年齢制限のある講座や親子の参加の講座を除いた年代

の割合である。今はなかなか年齢を聞くのが困難であるので、アンケートの問いに年

齢の欄を追加し記入していただいた。ご覧の表を見ていただくと、市民講座１０講座

中、７講座でやはり７０代が主力で２０代から４０代は少ない状況である。全体で言
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うと３．５％である。 

資料１について説明を行う。今年度の講座は「狭山公園・八国山ガイドウォ-ク＆ウォ

ーキング教室」というテーマにし日曜日開催した。応募は２０件あったが１名キャン

セルで１９名。４０歳代以下については３名で平均年齢は６５歳となっている。 

続いて、「親子工作教室」であるが、５月１５日号の市報に初の試みとしてオンライン

開催の募集を行ったが２件の応募であった。 

続いて、「はじめてのガーデニング」も日曜日に開催した。４０人定員のところ今日現

在、１６名の応募があり、４０歳以下の応募は２名であった。 

親子の講座であるが、「０から２歳時の子育てを楽しむ」を中央公民館で開催する。１

５名の定員のところ、現在２名の応募がある。 

今年度は単発講座で「子どもワクワク旅行体験」を実施予定「オンライン」で中央公

民館と兵庫県の「城崎
きのさき

マリンワールド」という水族館と「オンライン」で海の生き物

の紹介、トドのショーを行う予定。子供がサインをトドに出して、トドがいろいろ芸

を行う予定で、応募ではなく先着２００名で準備をしている。 

続きまして「かめのこ学級」は、今年度は順調に開催できておりまして屋外や「公民

館の中で活動をしている。また、６月１９日は、「あじさい公園」に行く予定になって

いる。 

最後は「土曜寄席」は秋津公民館で今年度１回目の開催予定。 

令和４年度の４０歳以下が参加したい環境にするために、いろいろ配慮した。５月か

ら７月に開催する２講座を毎週日曜日開催とした。 

また、チラシ全てに QRコードを記載し直接、電子申請にアクセス出来るようにした。 

続きまして、「オンライン開催」について「親子工作教室」と「子どもワクワク旅行体

験」予定している。親子参加型で子育て世代に講座を親しみやすく感じていただける

ように座学だけではなくて、実技、ワークショップを導入し、親と子が一緒に遊べる

講座、学べる講座を導入するようにした。 

令和３年度の最後に「キックボクササイズ」を実施したところ、若年層の参加が目立

った。 

 

【会長】 

はい、ありがとうございます。 

 

【委員】 

市民講座「狭山公園・八国山ガイドウォ-ク＆ウォーキング教室」の４回講座は、全部

同じ人が参加したのか。 

 

【事務局】 

そうである。 

 

【委員】 

タイトル等、もっと興味を引くような周知を行った方が、よいのではないか。 

 

【会長】 

どのような点を改善すると良いのか。 
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【委員】 

「狭山公園・八国山ガイドウォーク＆ウォ-キング教室」というタイトルは、シンプル

でわかりやすいが、若い人向けの単語みたいなものがちょっと探れるといい。結果か

ら見た感想である。 

 

【事務局】 

サブタイトルとか、興味を引くような内容も検討している。 

 

【委員】 

資料２の令和元年の割合だが３０・４０歳代の参加が無いが全体の定員はどうなのか 

 

【事務局】 

おおよそ、募集した定員は参加している。 

 

【委員】 

令和３年度に関して特に４０歳代が参加しやすい環境を整備したものではなくて、令

和３年度のテーマ、結果としてそのようになったと特に３０歳代・４０歳代に絞った

ものではないということで理解できた。 

 

【事務局】 

あえて３０歳代・４０歳代の参加を想定し企画したのは、「キックボクササイズ」であ

る。 

 

【事務局】 

このテーマであれば、若年層の参加があるのか企画したところ若年層の参加が多かっ

た。現在、講座をきっかけにサークルを立ち上げ活動している。 

 

【委員】 

サークルとして活動しているのか。 

 

【事務局】 

サークルとして毎週金曜日、中央公民館で活動している。 

 

【委員】 

７月開催の２講座を毎週日曜日にしたのは、ガーデニングの他にもあるのか。 

 

【事務局】 

ガーデニングとウォ-キングである。 

 

【事務局】 

全て、同じ方が参加している。応募の２０人のうち４０歳以下が３人である。 

 

【委員】 

子どもワクワク旅行体験は、費用も掛かりそうだが、現地と公民館を繋ぐということ

は、委託で行うのか。 
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【事務局】 

そのとおりである。 

 

【委員】 

大学の授業では、オンラインに、費用をかけていない。教員がネットに接続して行っ

ている。公民館にネット環境を準備して、城崎の水族館にもネット環境を準備して行

うとは興味がある。 

 

【事務局】 

通常のズームだけでなく双方でやり取りをすると、画像と音声の調整や専門の機材が

入るので、準備も費用もかかってしまう。 

 

【委員】 

疑問点は解消した。 

 

【会長】 

他に意見等ないか。 

 

【委員】 

「ウォーキング」が１９名中４０歳台以下参加者３名で割合として１５．８％という

ところだが、我々や公民館の方たちも含めてどのくらいの割合をもって成功というと

ころを知りたい。 

 

【委員】 

それは大事なポイントだと思う。３０歳・４０歳代が確実に参加しそうな講座を企画

し、継続して毎年やっていくと考えるのかという問題だと思うので、ここの全員でど

こを目指していくのかを考えていくべきだと思う。 

 

【委員】 

先ほどの「キックボクササイズ」は、ほぼ全員が３０歳代・４０歳代というところで、

それでいいのではないのかという思いもある。 

 

【会長】 

はい。ありがとうございました。今回、先に報告事項を行ったが、学習会を開始した

いと思う。では担当の委員に引き継ぐ。 

 

【事務局】 

今日の事業報告もひとつ念頭に入れていただきながら、この後の学習会で、皆さんか

らの様々なキーワードで、参画をしていただきながらまとめていただきたい。答申に

ついて、１０月までにまとめいただくことを前回までにもお話をさせていただいた。

スケジュールでいくと８月、１０月の２回程度まとめの作業になっていくと想定して

いる。当然ここだけではなくて、これまで中間のまとめ等々で皆さんからも数多くの

ご意見をいただいている。今日この後学習会担当してもらう委員に公民館の実情、事

例を含めてお話をいただきながら委員の皆様にはこれまでご協議いただいた内容を含
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めてワークショップ形式でキーワードが出てくるような形になれば一番望ましいと考

える。 

 

【委員】 

今日は新任職員研修で行った内容を入れながら話をさせていただく。ここで、中間ま

とめで私たちが出したものであるが、中央公民館は約４０年前に開館して当時、３０

歳・４０歳代の方々を中心に、開設当時から公民館運営に積極的に携わっていただい

た上で今の公民館があると言う歴史がまず、中間まとめに書かれている。 

次に今の公民館事業においては、私たちは１０年後２０年後を考えて、３０歳・４

０歳代の参加を促すことを考えることが重要である。中間まとめに東村山で学んだこ

とを次の世代へ伝承することが理想であり、切れ目のない地域づくりを目指すことが

大切であるので３０歳・４０歳代に参加してもらうということを言ってきた。 

では、公民館とはどういう組織で、どのような機関かというと図書館には図書館法、

博物館には博物館法と言う法律があるが、根拠法が公民館は、社会教育法の中に根拠

がある。社会教育法の目次に第５章が公民館の内容が書かれている、公民館という教

育機関になる。 

社会教育法第２０条に公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活

に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、

健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを

目的とすると、社会教育法上の公民館である以上この目的を目指す。 

設置するのは、市町村で公民館は一部例外か、ほぼ全ての市町村が設置している。図

書館とか博物館と違い国立や県立がないということも特徴である。 

講座の開設や展示会等、図書や資料等を備えて、その利用を図ることである。公民館、

図書室、図書館は全国にまだ、3,000 か所。公民館の、14,000 か所に比べればあきら

かに数が少ないので、図書館が無い所では特に公民館図書室というものが重要になっ

ている場合もある。  

体育、レクリエーション等に関する集会を公民館が行うことになっており、東村山市

では無いと思うが、特に地方に行けば行くほどそこの地域の運動会の事務局を公民館

が開催している事が多い。団体、機関との連絡を図る、ここはつながると思うが、公

民館だけではなく、いろいろなところと連絡を図るというのが公民館の仕事になって

いる。 

最後にあるのが、その施設を住民の集会その他の公共的利用に供することになってい

て、いわゆる一般の市民の方が思う公民館は、部屋を貸してくれる所と思っている。 

公民館運営審議会は、社会教育法第２９条で決まっており公民館運営審議会を置くこ

とができるとなっており、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施

につき調査審議するものとするとなっていて、これが運営に住民参加の仕組みがある

ということになっている。図書館や博物館にも同様にあり、社会教育機関というとこ

ろの特徴となっている。運営に住民参加の仕組みが仕組まれているというのが公民館

の特徴になっている。 

公民館のパンフレットに「つどう、まなぶ、むすぶ」の図が、書いてあるが、興味の

ある人は、文部科学省のホームページ「公民館パンフレット」と検索するとでてくる。

「つどう、まなぶ、むすぶ」場所として公民館が言われているのは、まさにこの目的

達成のためのというのもあり、結果的に「つどう、まなぶ、むすぶ」施設と言われて

いる。例にとってみると、人づくりや地域づくりに向かうと言われている。 

先程、社会教育法の中に公民館があると話したが、社会教育と言う法律において「社
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会教育」とは、学校の教育課程としておこなわれる教育活動を除き、主として青少年

及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を含

む）と書いてあり、公民館の事業のところにこれが入っているところもある。簡単に

説明すると、法定上の学校教育を除いた領域を社会教育と言って、子どもから大人ま

でが対象となって、組織的な教育活動であって、身体的活動も含まれるというのが前

述の条文を訳すと、このようになる。 

次に「教育基本法」について、日本の教育法の体系の図を出したが、教育に関してだ

け見ると、社会教育法の上位法に教育基本法があって、日本国憲法がトップでその下

に教育基本法があって、その下に社会教育法、学校教育法、学校給食法、様々な教育

に関する法律があり上が大きくて下に行けば行くほど、細かいことが決まっていくと

いうような図になっている。ただ、下は上に反することはないので、そういうような

図になっている。 

教育基本法で、社会教育法の上位法で社会教育ではどんなことが言われているかと言

うと、１２条に書いてあるが、個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行わ

れる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならないものとして社会

教育は捉えられている。 

その方法として国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施

設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によっ

て、社会教育の振興に努めなければならないとされているのが社会教育である。 

教育基本法の社会教育を、簡単に説明すると、社会教育法の定義より広い。地域や職

場など社会一般において行われるものも含むのが教育基本法というところの社会教育

と言われている。 

一方、生涯学習はどのようなものか説明するが、教育基本法の第３条に生涯学習の理

念という言葉がある。 

生涯学習は、国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよ

う、その生涯にわたって、あらゆる機会、あらゆる場所において学習することができ、

その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない、  

公民館等の施設に「だれでも いつでも どこでも」か「つどう、まなぶ、むすぶ」

っていうのが、よく書かれていることがある。 

これは理念なので、定義ではない。社会教育のようなきっちりした定義はないので、

生涯学習という大きな概念の中に学校教育も入っていて、学校教育のうまれた部分が

社会教育と捉えると、非常にわかりやすいのではないかなと思う。 

法律以外にも捉え方はあって、社会教育が大切にしてきたものを２０１１年「月刊社

会教育」という本の３月号に辻先生が、教育機会を広げるのだ、学習の自由を守るの

だ、ゆたかなくらしと社会をつくるのだというような社会教育は、歴史の中で大切に

してきたのだということが書かれている。 

九州大学に在籍している岡先生が書いた文章で「社会教育職員はどのような仕事をし

ているのか?」があるのだが、「教育」と言う言葉の中には「自ら発達していく存在と

しての学習者の主体性」と言うのは前提になっていて、一方的に教えるのではないと

話している。 

自ら「学び合う」活動を、組織し、支援する仕事が社会教育と書いてあり演出家のよ

うな役割だということである。 

そのポイントは、暮らしの中で困ったという声を聞いて、それを学習の課題にしてい

くのかというのがポイントだと言う話を、お読みいただきたい。 

地域課題の現実に対する対処ではなく、地域に時間をかけた思考や判断を培っていく。
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つまり考える人を地域に育てていくのが社会教育の仕事だと書いてある。 

行政課題の例であるが、子どもに虫歯が多いというデータがあった。対処としては、

保護者に歯磨き指導をしたり、検診でチェックをしたりの方向で、それらが対処とし

て早い手段である。 

というようなことを、すぐ話し合いたいと思うが、生活の課題、地域の課題を学習課

題としていくと考えると、グル-プでの話し合い中に職員がいて、「子どもに虫歯が多

くて…」という話がでたとすると、それについて話し合ってみようかと、話し合いを

する。そしたら、ほんとうに多いのかとか、どんな生活をしているのかとか、何を食

べているのか、ちょっと調べてみましょうかと話をする。 

調べてみたら、家事が忙しくて歯磨きしてあげる時間がない等、ワンオペでやってい

るということの問題につながったり、同居している人がいて、子供を預かっていても

らっている間に、こっそりおやつをあげている問題があったりしてという事を、話し

合いの中から見つかった。それを、解決する学習の課題というのが生まれる訳である。 

家事が忙しいというワンオペであったら、男女共同参画の話で、データ問題等を父親

の講座を開催しても良い。他の家族と一緒に食育の講座を一緒に学んだりすることも

出来る、どうしてそうなっているのか、生活の背景を学ぶことによって、学習の課題

にすることができる。 

グループ内で情報共有し、家族内で話し合うための学習というのも、実はこれをやっ

ていかなくてはいけなくて、親だって「あげるのやめてください」ってただ、言うの

でなく、どのように言っていくのかが、アサーティブのトレ-ニングが必要かもしれな

いし、学習の課題は様々で、その背景に学習の課題とていうものある。それをとおし

て解決することによって自分で考えられる。 

この前と同じように、この問題を解決していけばいいのだ、学習を通して解決して

いけばいいのだ、というふうに人が、地域にたくさん居るほうが、他の問題にも同じ

ように解決できるはずなのでというのが、社会教育の学習の特徴である。 

東村山市の公民館は、１９７０年代に三多摩各地で公民館づくり運動というのがあっ

た。 

東村山市も１９７５年に「東村山公民館をつくる会」というのが出来て、その後「東

村山の社会教育を進める会」に変わった。 

学級、講座の企画員制度が導入されて中央公民館が 1980年に完成した。1980年には、

東村山市で行った企画員制度が先駆的として全国に紹介された。 

特に企画員になるにあたり研修を受けるなどの仕組みが全国的に先駆的だという記録

として載っている。 

１９８０年に、保育室が設置され１９８１年に障害者青年学級が開設された。学習の

機会を広げるという点で東村山市はすでに行ってきた。 

「公民館づくり運動に参加して」という座談会の記録が残っていたので、お一人の方

のものを持ってきた。婦人学級が第１回開かれたなかで、社会教育委員の方と出会っ

て、活動を始めたが会場は公民館が無いので市役所やプレハブの青年教室で行ってい

た。それまで東村山市は、青年学級と家庭教育学級しかなかった。 

様々な地域の人と情報交換したり、見学したりして、この方は学んだが東村山市の運

動を始めた市民は公民館の様子を全く知らなかった。 

だから、みんなで見学しに行って、憲法とか、教育基本法とか、社会教育法とか、「三

多摩テーゼ」と言われている東京都教育委員会が出した文章とかを学んで、それを学

んだうえで市民に、自分のこととして説明しようとした。 

「公民館」という１６ミリフィルムは今、ネット上で視聴できる。 
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そこでは、出張講座を開催し、全生園の患者さんも一緒に勉強したということが記録

として残っている。 

陶芸窯が予算上設置できないという事で、遅れている間も全生園に通って公民館の講

座と人権差別をなくす活動機会を自主的に市民の方が作ってきたというのが、ポイン

トだと思う。 

その後、公民館を作る機会にあたって、「公民館専門委員会」を設置しその方々も団体

の枠を確保し、参加したということが書かれている。 

結果として、専門委員会の中で、住民の声が生かされた素晴らしい中央館ができまし

たと文末は結んでいた。２００４年度時点の文章である。 

他の市町村を見てみると、岡山市の公民館基本方針が２０１９年に策定された。 

「ともに わたしたちが 未来をつくる 開かれた公民館 ～出会う つながる 学

び合う 活躍する～」、ここの「活躍する」を入れたこと岡山市が第一歩である。 

公民館を「集い」「学び」「活躍」の場としてとらえて、さらに多様の人に開かれ、つ

ながり、次世代を育み、地域の未来を生み出す場として捉え、SDGsも入っている、ESD

も入っている、教育全体を捉えたような地域づくりプロセスを書いたものである。検

索すると出てくる。 

そこで、「若者」とあるが、「まちづくり」、「地域防災」、「若者」のなかに「学び合う」、

「つながる」、「出会う」、若者をひとつのターゲットにしているということがわかっ

た。 

優良公民館の事例からヒントで、姫路市立公民館では、中高生や男性、障がい者の参

加が定着してきた公民館があると書いてある。中高生は、ただ参加するだけでなく、

講師やボランティアとして公民館で働いている。そのポイントは、みんなでつくる公

民館がポイントのひとつになっており、日頃から声をかけて話を聞いて、提案ができ

る雰囲気づくりをして敷居の低い公民館を目指した。 

お客さんとしてではなく、企画、運営にも携わってもらいボランティアの人に提案し

てもらったことを、いろんな場面で取り入れて、みんながつくるという意識を持つこ

とがポイントになっていると思う。 

いろいろ見てきたが、「参加当事者」、「楽しみ」、「みんな」というのがキーワードでは

ないかとまとめた。 

国分寺市が、いい答申を出している。「サムエイジ」というのを出していて、定年退職

者や夫婦ふたりの生活になった世代や、子育てが終わりひと段落した人の生活、50 歳

や 65歳を「サムエイジ」と捉えて、その方々をどうやって公民館に来てもらうか、と

いう答申を国分寺が出している。令和元年に出している答申であるが私たちは、これ

よりももう少し若い世代を、ターゲットにもしているのだが、国分寺市はワーキング

グループを作って、「サードエイジ」と子どもを主役とした異世代交流と、ふたつのワ

ーキンググループにわかれている。 

「サードエイジ」を取り組むために、どのように考えたかと言うと、「サードエイジ」

そのものについてまず学び、「サードエイジの人生再設計と地域参加」というふうに、

「サードエイジ」の人たちが、どんな人なのかをちゃんと分析した上で、答申を出し

ているというのが普通だと思う。 

「サードエイジ」とは、どのような時にその人たちは公民館を利用するのかとか、ど

んな人たちが利用するのかということを検討した結果、提案をしているという、答申

として見本になるのではないかと思っている。 

５館共通として、人生１００年時代を見つめた学びの等々というものを、やってみた

り、地域へ還元していくということを意識してやったりというのが、答申を後に皆で
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見てみたら、役に立つのではないかと思う。 

何か質問はあるか。無ければ、ブロックで話し合う時間にする。 

内容としては、３０歳、４０歳代の講座参加に対し阻害しているものと、それを打開

するようなアイデアや対策を出してもらえれば、きっと、答申につながるのではない

かと思う。それを模造紙と付箋を使用しグループで話し合いを行う。 

事業係の方にグル-プに入ってもらって各グループで話し合って、それを全体で共有す

る。 

キーワードは、「楽しくできる」、「当事者としてどう参加してもらうか」 

そんなことを話し合えたらいいなと思う。4グループになるように職員２人で。自己紹

介をして司会を決めて報告すること。 

 

※グループで話し合い 

 

【司会】 

では、そろそろ、グループで話し合った内容を発表してもらう。 

 

【グループ代表】 

課題として魅力ある講座が無いという事がひとつある。冒頭にあった「キックボクサ

サイズ」は、若い方がたくさん参加した事から、魅力ある講座だったのだということ

と認識した。単発講座だったのが良かったのではないかという意見が出た。 

それ以外の市民講座というのは、単発ではなく、４週連続だったりとかすると、先ほ

どの「八国山ガイドウォーク、ウォーキング教室」と言うのも 5月 29日から、おそら

く毎週、４回ぐらいにわたってあると日曜日を４回連続つぶれるっていうところにち

ょっと、ハードルがあるのではないかと。1回だけの日曜日だったら、単発で行ってみ

ようとか、八国山でウォーキングしようという人もかなりいるのではないかなと、阻

害する要因としては、連続４回、というところだと考える。 

「0歳から 2歳児までの子育てを楽しむ」、これも７月７日からほぼ毎週で５回あると

の事だが、一つ一つの講座には非常に魅力があるが５回出るということを考えると、

申込みをするか躊躇してしまうのではないか。 

７月に 1 回開催したら、２、３か月後にまた 1 回とか、そういう形のほうが参加しや

すいのではないか。少し間を置いて開催する。 

同じく課題の中に、人間関係を築くのが不得意で知らない人と接するのが不安だとい

う事もある。 

4回連続で開催すると、１回でも休んでしまうとグループに入りづらくなる。単発講座

では知り合い作りというより、気軽に参加できる方が大きいのではないかと考える。 

 

【グループ代表】 

4回連続は、毎週決まった日に開催したのか。 

【事務局】 

同じ曜日に 4週連続である。 

  

【委員】 

きっかけとしては良いと思うがその後、どのように繫いでいくのか、毎回出ることは、

ハードルが高いかもしれない。 
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【グループ代表】 

少し間を空け開催すれば、参加するハードルは下がると思うが、何回か行けば顔見知

りにはなれるのではないか月 1 回とか行けば、自然と声をかけこともあるのではない

か。若い人達がそれぞれ忙しいのもあるが、個人で楽しむことが多いという事で、世

代間ギャップがある。公民館には居場所はあるけども、公民館の事業とかには参加し

ない。居場所として学習するスペースがある。 

講座に関しても申込のハードルがある。申し込んでも参加希望が多いと抽選になる。

誰でも参加出来る。いつでもつながりがつける、いつも何かをやっている公民館であ

れば、来る機会が増えるのではないか。 

 

【司会】 

基本的に時代のニーズが違うというところからスタートしているので。申し込みのハ

ードルが高いので、いつでも、誰でも申し込まずに参加出来る場があれば、最初の一

歩になるのではないか。そのように話しているグループもあった。 

 

【グループ代表】 

講座の種類とか。お試し参加の単発講座などを行うことによって、きっかけづくりに

つながる。それが、無限ループにつながっていく。 

 

【司会】 

講座の数と内容ということなので。お試し参加を受ける等工夫が必要。 

 

【事務局】 

単発講座みたいな 1回完結か、例えば複数回でも 1回だけでも参加できる等、1回目と

3回目だけ参加出来るような仕組みであれば申し込みやすいと思う。 

 

【司会】 

それは、自分達のグループでも話にでていた。全て出なくてもよいと思う。 

 

【事務局】 

講座の内容とか、テーマにもよると思うが。 

 

【司会】 

ひと言書いてあると、心のハードルが。今まで来ていないが参加するために。きっか

けとして良いと思う。 

 

【グループ代表】 

やはり各班で出たような内容で、回数が多いと参加のハードルが高いのではないかと

いう、単発で参加しやすいようなものにするのもひとつの手ではないか。子どもたち

の居場所として、常に何かを行っていると良い。 

公民館には学生たちも来ているので、そういったところも活用できると、また違った

かたちに持っていけるのではないかという話がでた。 

核となる人が居ると、その方達が仲間を誘い広めていけるのではないかと思う。 
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【司会】 

魅力ある講座がないという問題は難しい。多様性、ニーズ性、はじめの一歩をどのよ

うに作るのかというところに、集約した気がする。 

その後、どうするのか、どうやって公民館のサークル作りとかにつなげていくかと前

段が足りないということかもしれない。 

一歩が踏み出せない人たちが、きっと多くいて、その一歩さえ踏み出してもらえれば、

いいのだけれど、そのための仕組みとして、4回連続講座を 1回講座だけでもいいよと

いうことぐらいだと考える。 

他には、コミュニケーションの話がずっと出ていて、人と出会うとか、つながりをつ

くると言うような講座も必要としている人が居るのでは、ないかという話があった。 

つながりを作りたいという需要もあるかもしれない。 

では、そろそろ予定の時間となるので、話し合いはこれで終了する。 

 

【事務局】 

では、次回の開催についてであるが、8月の下旬ころを予定したい。日程については、

後日、候補日を連絡し調整させていただきたい。決定次第、連絡させていただく。 

 

 


