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会 議 次 第 

 

 

１．あいさつ  

 

２．委嘱状交付 

 

３．職員紹介 

 

４．委員紹介、あいさつ 

 

５．報告事項   （１）主催事業及び講座報告 

         （２）公民館利用者懇談会 

         （３）公民館の運営方針 

 

６．その他    （１）次回日程について 

 

問い合わせ先 

教育部公民館 

担当者名 松山 

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  

 

 ・開会に際して教育長よりあいさつ 

 

 

 



２．委嘱状交付 

 

・教育長より杉山委員へ委嘱状の交付 

 

３．職員紹介 

 

 ・公民館長より教育部・公民館職員の紹介 

 

４．委員紹介、あいさつ 

 

 ・各委員より自己紹介及びあいさつ 

 ・公民館長より下澤元委員、委員辞退の報告 

 ・会長よりあいさつ 

 

５．報告事項 

 

（１）主催事業及び講座報告 

 

【事業係長】 

平成３０年度事業をお手元の資料１に沿って報告させていただきます。前回、第３

回でご報告が出来なったものにつきましても併せてご報告いたします。各講座等の開

催日、対象者、定員、応募数、受講数等につきましては資料のとおりとなります。 

 

まず、「誇れる日本文化と技術を探る」。市民講座を中央公民館で開催をいたしまし

た。平均年齢は６７．５２歳でした。男性１０名、女性１１名の参加です。ユネスコ

に登録された「和食」とは、と題し、和食の要である出汁の実習などを行いました。 

 

続きまして「健康ダンスエクササイズ」。秋津公民館で開催いたしました。平均年

齢は７１．５８歳でした。男性８名、女性２１名、秋津公民館登録団体の講師を迎え

て、社交ダンスのステップを基本としながら、ペアではなく一人でも、または大勢で

も楽しめるエクササイズを学ぶことを目的として開催しました。 

 

続きまして「異常気象を学ぶ」。中央公民館で開催をいたしました。平均年齢は７

２．７歳でした。男性１３名、女性１１名でした。「異常気象の実態と予測」を行いま

した。マスコミに頻繁に使用されている「異常気象」の概念と定義、時代背景からみ

た気象、予報技術・観測技術の進歩、気象の捉え方等を学びました。受講者は良く勉

強されており、先生に質問をされておりました。 

 

続きまして「聞く力をきたえる」。中央公民館で開催をいたしました。平均年齢は６

３．４歳でした。男性３名、女性１０名でした。講師はカウンセリング＆サポートサ

ービスの高山直子様にお願いしました。ワークを通して「傾聴」の基本を身体で感じ

ました。２人１組となり、話す時の話しやすい距離感・座り方等を決め、お互いに情

報収集をし、自己紹介のペアワークを行いました。その後、ロールプレイから学ぶ「傾

聴」について、相手に考える機会を与えることが出来る話し方について学びました。 

 

続きまして単発講座の「声を磨こう」。中央公民館で開催をいたしました。平均年



齢は６７．１歳でした。男性４名、女性４８名でした。講師は東京都合唱連盟事務局

長、三好草平様にお願いしました。ボイストレーニングの基礎編では、全身のストレ

ッチ、呼吸法、発声法を学んだり、ボイストレーニングの応用編では、歌唱を通して

のボイストレーニングを学んで、全身、肺、腹筋、顔のウォーミングアップストレッ

チなどを勉強しました。 

 

続きまして「はじめてのロボットプログラミング」。小学生講座でして、中央公民

館で開催をいたしました。平均年齢は８．６５歳でした。講師はＮＰＯ法人科学技術

教育ネットワーク、玉水亘様にお願いしました。２０２０年からプログラミング教育

が小学校から順次必修化になるため、昨年度に開催した市民講座「プログラミングっ

てなに？ 親子ロボット教室」が好評であったことから３０年度は単発講座で開催い

たしました。 

 

続きまして「知的障害者青年学級（かめのこ学級）」。閉級式を行いました。１年

間皆勤賞、精勤賞を目指し活動してきた学級生の受賞人数は、皆勤賞４名、精勤賞６

名となりました。例年実施している授与でありますが、思った以上に学級生にとって

活動の励みになっておりました。 

 

続きまして、「笑顔あふれるまち東村山土曜寄席 in萩山」。３月２３日に開催致し

まして、来館者は５５人でした。 

 

 資料２のほうをご覧いただきまして、そちらの方に本年度の予定が入っております。 

 

市民講座「グレン先生の日常英会話」。これは秋津公民館で全４回、６月４日から

６月２５日の毎週火曜日に行います。非常に人気がありまして、既に定員を超えてい

る次第であります。多数ですので、抽選になると思います。 

 

続きまして、市民講座「健康体操 自彊術」。こちらは廻田公民館で６月６日から

６月２７日の毎週木曜日、全４回で開催いたします。 

 

市民講座「エクササイズ＆リズムダンス」。こちらは富士見公民館で６月１４日か

ら７月５日、全４回金曜日に実施いたします。 

 

続きまして、市民講座「はじめての俳句」。こちらは中央公民館で７月３日から７

月２４日、毎週水曜日、全４回で行います。 

 

「笑顔あふれるまち東村山土曜寄席」。こちらは秋津公民館にて６月１日土曜日に開

催いたします。 

 

以上です。 

 

【会長】 

ありがとうございました。今の報告について何かございますか。 

 

 



【委員】 

全て定員をオーバーして応募があって喜ばしいことと思います。受講者を決定する

に当たりどのような決定方針をしていますか？ 落選された方の救済措置、同じ人が

何度も当選といったことがあるのかお聞かせ願います。 

 

【事業係長】 

 公開抽選で行います。番号札を来館者に引いていただきまして、その定員分を引い

て、どなたが当たったかということで決定をいたしております。 

 

【公民館長】 

 ２番目のご質問で、惜しくも落選してしまった方の救済措置でございます。私ども

のほうでは大変申し訳ないのですが、特段ございません。今後委員から賜りましたご

意見として導入の検討をしてまいりたいと考えております。 

 

【委員】 

 運が良い人は連続して当選する形ですか？ 

 

【公民館長】 

 はい。その可能性は否定できないということです。 

 

【会長】 

よろしいでしょうか。今のようなことはやはりできるだけ市民に寄り添うという形

で行くのがよろしいかと思います。今の栗原委員からのご質問のようなことは私も思

います。何回も応募しているけれども当たらない方のケアは必要と思いますので、館

長さんのほうから検討していくとお話がありましたが、ぜひよろしくお願いします。

これは私たちも一緒に考えていかなくてはいけないと思っています。 

 

【委員】 

 「聞く力をきたえる」と「はじめてのロボットプログラミング」の人気が高いので

すが、定員１６人、２０人という数は講師の方が見られる人数なのか、部屋の人数な

のか、どこに依存している定員なのか知りたいです。 

 

【事業係長】 

 講師の見られる範囲、教えられる範囲です。 

 

【委員】 

 もう一点、かめのこ学級のユニカールについての説明をお願いします。 

 

【事業係長】 

初めての企画です。市民を交えまして知的障害者青年学級の学級生たちと一緒にユ

ニカールを行いました。市民の参加は７歳の男の子とお母様が出席されました。同じ

チームに入りまして、プレーを楽しまれました。これからも機会があれば市民の方を

交えてかめのこ学級をＰＲできればと考えております。 

 

 



【委員】 

 分かりました。市民のかたも一緒に参加してください、というものだったのですね。

参加がもっと増えるといいですね。 

 

（２）公民館利用者懇談会 

 

【公民館長】 

 前回２月１８日の審議会以降全部で３館で公民館利用者懇談会を開催しておりま

す。開催の日時順に地区館長から申し上げます。 

 

【廻田公民館長】 

 ２月１８日、月曜日の午前１０時から２時間、廻田公民館第１集会室にて廻田公民

館利用者懇談会を開催したご報告をします。当日は参加者が５団体、３名で、そのう

ちの２名は２つのサークルを掛け持ちし参加されていました。そのほか社会教育課よ

り課長と職員の２名、廻田公民館から私と嘱託職員全員、中央公民館より館長補佐を

交えて懇談会を開催いたしました。 

内容としましては第１部と第２部に分けました。第１部では廻田公民館での文化祭

開催について、社会教育課長より昨年度の市民文化祭における報告がありました。ま

た、今年度の市民文化祭の廻田開催に向けて、利用団体の積極的な参加の依頼があり

ました。 

第２部のほうでは利用団体との懇談ということで、利用団体からの活動紹介があり

ました。会員の高齢化はあるものの日々練習を行っている団体や、１０年以上活動し

ている団体、会員の募集に苦労している団体もありました。公民館への要望としまし

ては、ホールに清掃用具を用意してほしい、トイレを洋式にしてほしい、和室に椅子

が欲しいなどの要望がありました。ホールにつきましては早急に清掃用具を用意しま

した。和室の椅子については現在検討中であります。トイレの洋式化については来年

度の予算要求に役立てる予定でいます。簡単ではありますが以上です。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。廻田公民館のことでご質問はありますか？ 

 

【委員】 

 もう少し参加者が増えるとよいと思い質問します。公民館の要望への答えはあった

のですが、活動紹介が第２部にあったということで、高齢化であるものの頑張ってい

るという話に対して何か公民館として今後手だて等はありますか？ 

 

【廻田公民館長】 

 館内にサークルを紹介するチラシの掲示を考えております。 

 

【委員】 

ありがとうございます。 

 

【会長】 

 他にはいかがでしょうか？ それでは次をお願いします。 

 

 



【公民館長】 

 萩山公民館は町田のほうから報告させていただきます。 

 

【富士見公民館長（前萩山公民館長）】 

 平成３１年３月１１日、月曜日に萩山公民館の第１集会室にて午前１０時より利用

者懇談会を開催いたしました。７団体１０名のかたに参加いただき、中には下澤元委

員も地域の関係でいらしておりました。 

先ほどの廻田公民館と同じような形で、各団体の自己紹介がありました。そのあと

前半は資産マネジメント課のほうで公共施設の再生計画の出張講座が市民の方向けに

ありまして、そちらを開催いたしました。将来の公共施設のケーススタディーについ

て説明していただきました。そちらでは職員と利用団体の方が情報を共有し、当市の

将来像を想定する機会となり、活発な意見が出ました。 

参加団体は高齢者の方が多かったので、将来というのは分かるのだけれど、現在実

際に利用している利用者のことも考えてほしいというご意見もありました。施設も古

いものですので修繕等を考えながら限りある財政の中で順番に、利用者の方に不便が

ないように考えていかなくてはいけないというのが課題と思いました。 

後半は昨年の萩山公民館文化祭が好評でありましたため、今後も継続できればいい

ということでした。そのときの参加団体の方の意見、感想をお話ししていただいたり、

新たに他の団体さんにも参加していただけるよう、話を活発にできたらよいというの

もありました。文化祭は１１月にありますが、懇談会の参加者の中でも知らない方も

いらっしゃいます。告知はしているのですが、その辺りを考えないとなかなか参加し

てもらえないと思いました。今後事務局としては社会教育課ですが、公民館側からも

積極的に周知しなければならないと感じました。以上になります。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。今の報告でご質問等ありましたらお願いします。 

 

（質問なし） 

 

【館長補佐】 

 最後になります。中央公民館では３月２日の土曜日の午前中にロビーコンサートを

行いました。ロビーコンサートを開催した主旨は、市民文化祭であるとかホールを借

りて発表の出来ないような小さな団体の方が、１階のロビーを使ってささやかなコン

サートをすれば、みんなと一緒にやれば楽しいのではないかというところです。 

今回５グループ参加されて、すごく小さいグループもあるし、男声合唱団のように

力強い歌声を披露するグループがあったりします。発表の場を求めている方が非常に

多くいるというのを今回感じました。特に私たちのほうでは元気のない団体のために、

ということを主にしています。今回は南京玉簾の方などは応援しながらでないと、と

いうことで会場一体となって声援を送るなど一体感のあるロビーコンサートを行いま

した。 

その午後に、利用者懇談会を行いました。利用者懇談会では、公民館の施設の改修

に関する強い要望というのはありませんでした。公民館が改修される前は暗い、寒い、

いろいろな不満が出ていたのですが、改修工事が終わってからは、利用者懇談会が苦

情を言う場ではなくなってきました。今回も活動の紹介や情報交換など内容の多い懇

談会になりました。愚痴もあり、自慢話もありという懇談会になりました。大変申し

訳ないのですが、詳しいことは次回ご用意したいと思います。以上です。 



【委員】 

 私も参加したのですが、活動をこのようにやっているというような情報交換があり

ました。私どもの団体は高齢などで人数がだんだん減ってきました。会員募集という

ことでどんな方法があるかとお聞きしたところ、市報の会員募集と行事案内、そこに

出すとよいというのがありました。それはやったことがないのですね。そこで早速登

録して、掲載していただきました。デジカメ写真教室なのですけれども、早速掲載し

たその日に、１０時ごろにも電話をいただいて、すごいなと思いました。その後何人

かからもお電話をいただきまして、すごい効果があるなと思いました。これも利用者

懇談会で情報交換をしたおかげだと思います。とても役に立つ懇談会、もっとたくさ

ん懇談会に参加されたらいいのにと思いました。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。中央公民館について質問などございますか？ 

 

【委員】 

 次回までに何人いらしたかなど、お願いいたします。 

 

【会長】 

 苦情などがなくなって本来の懇談会になっていくということはよろしいですね。あ

ともう一つ、福生市からのことについて報告していただけませんでしょうか。 

 

【館長補佐】 

 これは参考資料として添付させていただきました。東京都公民館研究大会第一課題

別集会を開催するにあたって調査がありました。調査項目に対して東村山市の回答を

致しましたら福生市の方からまとめての報告が届きました。施設の利用について、公

運審の先生の人数、などの資料が来ました。 

 

【会長】 

 何かこれについて気が付いたことなどございますか？ 

 

【委員】 

 これに出ていた者として、２３区の方にも協力していただいたので多摩地域だけで

なく２３区のデータも載っているという点で貴重だと思います。 

 

【会長】 

 このほかに何かありますか。 

 

【公民館長】 

 次回以降、たとえば何市公民館はこんないい取り組みを、たとえば団体の定義が当

市は７人なのですがもっと下げた方がよいのではないかなど、団体の保護といった取

り組みは私どもしているのですが、そういった面からもご意見を賜れればと考えてお

ります。 

 

（３）公民館の運営方針 

 

公民館長より報告（資料３） 



６．その他 

（１）次回日程について 

 

【会長】 

 次回は７月２２日月曜日、１８時より中央公民館にて開催いたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 

 


