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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 第２１期第８回東村山市立公民館運営審議会 

開 催 日 時 令和４年８月２９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、杉山委員

角町委員、鶴田委員、永吉委員、村上委員、森山委員 

 

（市事務局）公民館長 肥沼 、公民館館長補佐 齋藤、事業係長 川嶋 、

廻田公民館 山岸、富士見公民館 町田 

 

事業係 青木、福峯、 

 

●欠席者： 

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 

                    

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。前回、答申に向けて学習会を実施し、とても新鮮で良かった。協議に

時間を掛けたいので、本日は次第の順番を変えて協議の前に事務局より報告事項の説

明を求める。 

 

【事務局】 

７、８月に実施した事業の報告を行う。 

① 市民講座「初めてのガーデニング」は、若い人が参加しやすいよう毎週日曜日 

全４回で実施。地元の造園業者と花卉生産農家の方が講師。４０歳以下の参加 

は２名。 
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② 市民講座「０．１．２歳の子育てを楽しむ」は、白梅学園大学が全面バックア

ップしていただき全５回開催。１０名の子育て世代の方の参加と託児依頼があ

った。毎回、充実した講座となった。 

③ 萩山公民館にて平日開催の市民講座「動きなめらかストレッチ講座」は、募集

人数を超える応募。４０歳以下の参加は５名。 

④ 中央公民館で開催された市民講座「心和む色鉛筆画」も好評。最高齢９０歳の

方も楽しんで受講。今後、同好会が発足予定。 

⑤ 子ども向け単発講座「子どもわくわく旅行体験」を実施。中央公民館ホールと、 

兵庫県城崎マリンワールドをオンラインで中継。子供達がトドにサインを出す 

と、トドが指示通りの動きをしてくれる体験企画をおこなった。 

⑥ 「かめのこ学級」は「コピックアート」と「ちぎり絵」を実施。現在４５歳以 

上の方達の自立を促す形で「桜会」を立ち上げ。自主企画で活動中。 

⑦ 秋津公民館で開催された令和４年度最初の「土曜寄席」、５５名の入場。盛況で

あった。１０月は、富士見公民館で開催予定。 

⑧「第２８回東村山フレッシュコンサート」は、若手の音楽家の育成を目的に、東

村山市文化協会と共催。８月６日にオーディションを実施。学生２組、新人５

組が合格。１０月２日はコンサート本番。当日朝、入場無料チケットを中央公

民館で配布。 

 

今後の予定について 

①「地域の防災対策講座」は、中央公民館ホールにて先着２００名で開催予定。 

②「おやこで音あそび」では、親子一緒に様々な体験をつうじて学ぶ内容。 

③「八国山に眠るロマン」は、全日平日開催。実際に八国山を歩き、座学で学んだ

歴史や縄文時代の生活を辿る。 

④「あきつキッズフェス」は、秋津公民館協力のもと、子供たちが喜ぶような様々 

な内容を企画。 

⑤ 後援事業として白梅学園大学主催、全６回「認知症あんしん生活実践塾」を、 

開催予定。 

⑥ １０月に共催事業として西武・狭山丘陵パートナーズとリオン株式会社で 

「狭山公園宅部池のプランクトン観察会」を、親子１０組で行う予定。会場は、 

狭山公園の宅部池と廻田公民館。 

 

【委員】 

狭山公園には、江戸時代にすでにあったといわれているため池、「宅部池」がある。

水質調査をしているリオン株式会社が、池の中の微生物について研究をおこない、命

のつながりを学ぶ。小学５、６年生を対象。宅部池で実際にプランクトンをすくって、

採集。徒歩で廻田公民館へ移動。高価な電子顕微鏡を使って、プランクトンを観察。

微生物の専門家である一瀬先生をお呼びし解説していただく。 

 

【事務局】 

以上、報告となる。 

 

【会長】 

ありがとうございました。質問、ご意見はありますか。 
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【委員】 

市民講座「初めてのガーデニング」での花卉組合は、東村山の特徴的なもの。チラ

シなど、もう少し打ち出してもよかったのでは。座学とプランターで学ぶ形がよい。

受講者はプランターを、持って帰れたのか。 

 

【事務局】 

いいえ。室内にブルーシートを敷き、参加者の前で講師が植え替えなどを実演した。 

 

【委員】 

材料費負担で「できた作品はお持ち帰りできます」みたいなプッシュが必要。託児

つきだったが、４０歳以下の参加は２人。子ども向け単発講座「子どもわくわく旅行

体験」のオンライン作業委託料はいくらですか。 

 

【事務局】 

９万円です。 

 

【委員】 

「子どもわくわく旅行体験」は、２００人定員で３０人。オンラインを打ち出して

の企画。オンラインを公民館でどう活用していくのか。各市の自治体では、オンライ

ンを使った講座を、併用、おこなっているものが増えている。せっかくのオンライン

なので、そのようなあり方もあっていい。 

 

【会長】 

ありがとうございました。 

協議事項（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、前回につづき、答申に向けて学習会を行います。～学習者の学習

権をめぐって～として森山委員より意見をいただく。 

 

【委員】 

よろしくお願いいたします。答申にむけての学習。市民講座の３０代、４０代の参

加を促す方策について。 

① 学習者としての３０歳代、４０歳代を一括りにしても良いのだろうか。 

② 公民館として、学習者としての学習権とは、どういうことなのか。 

③公民館事業でやっている３０歳代４０歳代対象の事業が、どんな状況にあるのか。

それをふまえて、もう一回確認、ひとつの問題提起としてみる。 

① 学習者としての３０歳代、４０歳代を一括りにして良いのか。 

３０歳代の特徴は、晩産化や晩婚化。第一子出生時の平均年齢は、３０．７歳。 

ゆとり世代。女性の年齢階級別労働力率では、M 字曲線で３０歳代から下がっていた

が、今は台形に近づいている。女性の配偶関係等々、労働率の関係で、未婚の方もい

る。２０歳代後半から３０歳代で結婚。女性が母親になる第一子の出生は、３０．７

歳。ここ５年間ずっと変わらない。第二子が、３２．５から７歳。晩産化で、育休を

経て仕事へ復帰する。 

４０歳代の特徴は、第２号被保険者になるということ。突然、給料から天引きされ

介護保険の保険者に。子育てと親の介護のダブルケアーが少しずつ押し寄せてくる。

女性も男性もシングルが意外と多い。兄弟がいてもシングルであると身軽。シングル

の介護者にもなりやすい特徴がある。   
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単純に３０歳代、４０歳代の２０年間をひとくくりにするということよりも、３０

歳代のニーズというものと、４０歳代のニーズというものは、少しずれがあるのでは

ないか。 

② 「学習者の学習権」とは。「学習者というのは、学習したいという判断と意思を 

持っている人」。有名なユネスコの国際成人教育会議（パリ）宣言で出てくる。「学習

権」とは、読み書きの権利。問い続け深く考える権利、想像し創造する権利、自分自

身の世界を読み取り、歴史をつづる権利であり、あらゆる教育の手だてを得る権利で

あり、個人的・集団的力量を発達させる権利である。パリ宣言にふたつ記載あり。「学

習権」というのは、人間の生存にとって不可欠な手段。そして、「学習権」なくして、

人間的発達はない。人間は常に学んでいく、そういうものなのだと。社会教育基本法

の第１２条の「社会教育」というところですね。地方公共団体によって奨励されなけ

ればいけないし、公民館等々は、学習の機会及び情報の提供等を努めなければならな

い。そして、社会教育法第２条においても、主として青少年及び成人に対しておこな

われる組織的な教育活動が、「社会教育」。こういうことが、言われている。 

生涯にわたって能動的、アクティブに学び続けるようにすること。児童、生徒だけ

が学ぶわけではなくて、生涯にわたって学び続ける。こうした事を可能にするには、

「あらゆる市民に対する学ぶ機会としての公教育が等しく保障されていることが前提

になる」。誰もが年代関わらず、学習をしていくことをどう保障していくのか、社会教

育の場においては、重要になるだろう。 

③ 「公民館での事業活動からみえる学習者の様相」 

市民講座「０.１.２歳児の子育てを楽しむ」、副題が「個性をのばす十人十色の子育 

て」、受講人数は１０名。これは１００％全員が３０歳代で３６．１歳が平均。第一子

なのか、第二子なのかはわからないが、育児休業を取得する保護者であると予測され

る。そういう人達が、公民館のチラシを見ていない訳ではない。「ころころの森」にい

る子育て世代のニーズが、今回フィットしたのではないか。前回の議論の時に、こん

なに詰めて作らないで、もうちょっと感覚あけたほうがいいという議論もあったが、

毎週でも親子で来て、いろんな企画を体験したり、絵本を一緒に読んだり、そういう

ことが、フィットしたのではないか。 

子どもの分野では、保育室があるが、例えば認知症をかかえるご家族、高齢者を抱

えている場合には、勉強したくても出ていけない事実があり、それが悪循環になって

しまう。認知症の場合、体の中に水分を、きちんととる。すごく重要なこと。そのこ

とによって、せん妄だとか、幻覚だとかが少なくなる。そういう当たり前のことが、

伝わっていない。そこで、だったら一緒に来ていただこうと、ある先生と白梅学園大

学の学生さんにも協力していただいて、希望があれば講座中無料で、要介護の方をお

預かりする「介護付き」の講座を始めた。「安心塾」として、「塾」の課題に対し、解

決にむけて一人で抱えるということは、やはりしんどい。認知症の症状が、改善され

ることがわかっていても。そんな時にはボランティアが訪問し、一緒に散歩やお出か

けを試みた。結びのところに、「この講座は自ら学び活動したいという市民の意思が形

となって、多くの機関の関わりと市民の身近な場所である公民館の協力を得て、市民

の生涯学習の一環として開催することができました」と、書かせていただいた。いろ

んな人たちの「学習権」をどう保障していくのか、とても重要だと考え進めてきたも

のである。 

三つ目は、小平市が楽しく学べる「中学生無料勉強会」を、２０１３年から続けて

いる。基本的に中学生だったが、だんだんと小学校６年生に。これは、地域との関係

があるので、小中学校にチラシを持って行き、校長先生にご紹介いただく仕組みを、 



5 

 

とっている。学習の障害や困難がある人、外国にルーツを持つ児童生徒さんなども、

来たりしている。これは学びの場でもあるけれども、居場所としてやっているもので

ある。この小学校６年生から中学生３年生の親世代は、３０歳代後半から４０歳代の

方々。外国にルーツを持つ児童生徒の親御さんたちが、夜８時くらいまで仕事に行っ

ているので、お迎えに来ることがある。そこで、いろんな人と出会う。差別をなくす

だとか、誰ひとり取り残さないとか、SDGｓのところで言っているように、３０歳代

４０歳代をターゲットにしつつ、子世代のところとどう繋がっていくのか、４０歳代

の介護問題についても議論して頂きたい。学習者としての３０歳代と、４０歳代への

方策とその課題。３０歳代、４０歳代は、どういう状況にある人なのかをもう１回考

えてみていただいて、３０歳代、４０歳代は、「学習権」を享受しやすい年代の人たち

なのだろうか。そんな事を考えながら、どんな方策があれば３０歳代、４０歳代の参

加を促せるのかという事を前回に引き続いて、もう１回整理してみると、次の答申に

むけて、なにかヒントになるのではないか。 

 

【委員】 

今日のお話としては、新しく付け加えられたエビデンスである。３０歳代４０歳代

と一括で考えて、しかも私たちがこうだろうと思う原因に対して、ある程度の３０歳

代の特徴、４０歳代の特徴というようなもののうちの具体的なデータと様子が、森山

先生から示された。学習する権利を受け持っていることができるかを、答申に向けて

考えてほしいワークになっている。 

委員が学習権宣言のところで、「学習者の学習権」だが、一般的な学習というよりは、

お勉強というような学習とか、贅沢品というのではなくて、学習権宣言に「生き残る」

という問題が解決されてから生じる権利ではないというような困難をかかえた３０、

４０歳代が抱えている困難を、自ら学習や、教育を受けることによって、解決できる

ような主体に変わるような学習も含めて今日のワークを考えていただきたい。 

 

【１班】 

カテゴリー別に分けて３０歳代は、結婚の話題が出ました。結婚、子育て家庭、仕

事などで忙しくなる。やっと仕事に慣れ、仕事に夢中になって波にのっているそのよ

うな世代。まだ独身の人も多いので、時間とお金に余裕があるということを話しまし

た。 

 

【委員】 

余裕があるとしてまとめられたのですね。４０歳代の話を聞いても大丈夫か。カテ

ゴリーは、家庭、時間、仕事、健康、介護、その他。それぞれにカテゴリー分けして

何を考えたのか。 

 

【１班】 

３０代と比べると、家庭を持つ層が増えた。４０歳代になると体力とか健康とか気

をつけることが増えていき、子どもが大きくなって家庭の中での今までの生活パター

ンが、変わってくる。関係も変わってきている。仕事も立場ある役職に上がっていく

ことで、さらになかなか自分の時間が取れないという意見が出た。 

 

【委員】 

３０代４０代は、自分の時間は取れないが、仕事、責任、充実している世代だとい

う意見が出ました。２班は、どんな話がでたのか。 
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【２班】 

 ３０歳代、４０歳代と分けて、どちらにしても子育て、仕事が忙しい。情報がすご

く過多になってきて、自分自身のやることが、趣味も含めて忙しい。仕事だけでなく

学習権に関しては、自分たちに学習権があるという意識が、あるのか。公的な学習の

権利を行使できる権利が、あるかという意識が無い。趣味ということに関してはその

意欲が示すが、勉強という学習に関しては意識がないのではないか。学校を卒業して

しまうと、学習権行使をしない。求めないのではないか。３０歳代、４０歳代だけで

はなく、私自身もそうである。４０歳代になってくると、親からの要望が少し出てく

る。子どもからの要求も出てくる。要望と要求は、違う。要望は親が、「してくれない」

という事が４０歳代になると出てくる。 

子育てで仕事が忙しいので、子どもと一緒なら学びたいという気持ちが多い。 

 ３０歳代は、他者との交流を望まない世代が多いと言われているが、一人の世界で

充分だと思っているのではないか。 

 

【３班】 

 子育て中の３０歳代、４０歳代という話が出た。自分は３０歳代で未就学児の子育

て世代だが、４０歳代は小・中学生たちの子育て世代。未就学児の子育てについては

子ども中心の生活になっている。休みの日も子どもたちとどう過ごすかということに

毎回、頭を悩ませている。子どもたちは、近所の公園でも充分で、親も気分転換的に

いろんなところに行きたいと悩む。 

小・中学生の子育て世代になってくると、子どもは子どもの時間、大人は大人の時

間を過ごすようになって、余裕が出てくると思いきや、ほかのイベントで親も忙しく

なる。３０歳代、４０歳代の違いの話が出て、どちらも学ぶ機会というと、なかなか

生活で余裕がない状況である。 

仕事の関係で資格を取る人は、３０歳代も４０歳代もいると思うが、ファイナンシ

ャルプランナーの資格を独学で勉強している人が、１０月に試験があるので例えば、

９月の段階で講師を呼んだ講習会などを公民館で開催する。保育士の資格を独学で取

ろうとする人も、けっこういると思うが、実技の審査の中でピアノがあるが、その練

習をする場所がなければ、公民館でプランの検討をしてあげても良いのではないか。 

広報について今回の配付資料の中にもチラシが何枚かあるが、シンプルなものもあ

れば、写真を添えてイメージしやすいものもある印象を受けた。イメージしやすいプ

ログラムのほうが、参加率も上がる気がする。ただ、それにはそれなりに、コストや、

時間がかかったりするので、たとえば美大の学生さんと協力しながら、チラシを作っ

て、その子たちのステータスにもなるし、こちらの広報も助かる関係を作れると、よ

り宣伝効果があると話しが出た。 

 

 他には、公民館に Wi-Fi を入れて、℮ スポーツの会場にしようという声が出た。 

 

【４班】 

 ３０歳代、４０歳代は世の中の真ん中の世代。子どもを育てている世代が多い。だ

が、ある層は収入が安定していて、２０歳代から勤めている人であれば、３０歳代で

結婚して子どもが誕生して大変であると思う。だんだん収入がアップして４０歳代に

なると、職場の中心になる。そうすると、時間がないという世代。一方で、逆に子ど

もをかかえているお母さんは、子どもが寝ている間しか、自分の時間がない。一方で、

結婚している男性のほうが、好きな趣味に走ったりして学習に時間をさけない人も出
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てくる。同居している人は、生活をまわすのが手一杯で学習は贅沢なものだと思って

しまって、ふみきれないのではないかという意見が出た。 

 

３０歳代、４０歳代って、ピンとくるのは、日本の中核。日本を背負って立ってい

る世代である。ただ、その基本から考えた時に、こういう公民館に来ることじたい、

そのものが難しい人も、たくさんいる。生活に困窮して暇もない時間もない金も無い

人が、かなりいるだろうと思う。一生懸命公民館で、３０歳代、４０歳代をどう呼び

込んで、公民館を利用してもらうかについて公運審で検討しているが、実際かなり違

うと、私は思っている。学習権について言うならば、３０歳代、４０歳代に学習権が

あると思う。毎日の生活が、学習だと思う。 

 

【委員】 

「学習権」はあるのか。逆説的な問いかけみたいなものがあって、外から見ると学

習は贅沢。公民館に通っているなんてある人には、贅沢だと思われているところもあ

るし、本来的な学習の意味が、違ってとられているので、困窮する人も時間がない人

も、学習することによって今の条件を打破、改善していくもので、公民館が提供でき

ていればいい。だけれど、なかなかできない。子どもが寝ている時間だけが、自分の

ものだという子育て中の人に、さっきのガーデニングで、公民館で作ったガーデニン

グがそこでふっと目に入って、「あ、なんかほっとするし、ゆっくりできるわ」とか、

「ガーデニングに来て隣の人としゃべって、ちょっとストレス解消したわ」というよ

うなことも含めて、何が、公民館が提供できるのかというのが大切。３０歳代、４０

歳代の共通項目として、時間がない、お金がない、つまり学習する環境がないという

話である。 

 

【委員】 

もう一回そこを考えていかなくてはいけないと思う。確かに忙しい。お金がある、

ないとか関係なく、自分のために学ぶという事を、どうやって作り出していくのか、

本質的なところは、考える必要があると思う。 

 

【事務局】 

 こういった学習会で皆さんからのご意見やお話が、集まりました。ひとつ輪になっ

て、一人ひとり限られた時間の中でお伺いするよりも、はるかにたくさんの意見やキ

ーワードが出てきたと思っています。答申に向けて次回の会議の時に、まとめた内容

を委員の皆さんで、ご協議いただける形で進めたいと思います。会長と副会長にご尽

力いただき、皆さんにお見せできる内容にまとめていくこととします。 

 

【事務局】 

 次回、１０月３１日で、担当していただく委員、会長、副会長と相談させていただ

き、資料が揃い次第、ご送付いたします。 

 

【会長】 

 次回は１０月３１日にお集まりいただくことになりました。今日と前回のことを踏

まえまして、岩松委員と森山委員の絶大なご協力をいただきながら、努力してまいり

たい。いろいろとご意見いただくこと多々あると思うが、よろしくご協力お願いする。 

 


