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–会  議  録– 

会議の名称 第２１期東村山市社会教育委員会議（第１６回） 

開 催 日 時 平成２８年１２月７日（水）午後７時～９時 

開 催 場 所 東村山市役所いきいきプラザ４階教育委員会室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員） 

 

 

 

 

 

（市事務局） 

 

 

●欠席者： 

（委  員） 

 

・吉満 洋子議長・桑原  純委員 

・福島 真理委員・杉本みさ子委員 

・當間 昭治委員・片岡  了委員 

・伊藤 二葉委員・島﨑喜美子委員 

・桑名  淳委員 

 

齊藤 雅彦 社会教育課生涯学習係長 

渡辺 洋平 社会教育課 主事 

 

・土田 士朗副議長 

傍 聴 の 可 否 
傍聴可

能 

傍聴不可の

場合はその 

理由 

 
傍聴者

数 
なし 

会 議 次 第 

１．開会 

 

（１）あいさつ（議長、係長） 

   

２．協議事項 

（１）生涯学習計画の進捗状況調査 

 

３．その他 

 

４．今後の会議日程 

 

５．副議長あいさつ   

 

６．閉会 

問い合わせ先 

教育部社会教育課生涯学習係 

担当者名 平島・齋藤・渡辺 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３５１５） 

ファックス番号 ０４２－３９７－５４３１ 

会  議  経  過 

１． 開会 

議長、係長より挨拶があった。 

 

２．協議事項 
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【主事】 

前回の続き（１）生涯学習計画の進捗状況調査、１１月１０日にお配りさせていただ

きました資料の中の「全体を通して」という文言を、「生涯学習計画の前期見直しを終

えて」という形にさせていただいた。こちらについてご意見があればよろしくお願い

したい。 

また、３５ページの子ども総務課①～③、前回の会議で文言を整理するとなっていた。

①は削除。③は簡潔に変えた。一度読ませていただく。 

③社会的に孤立している親の実態把握に努め、必要に応じた支援や対応策・・・とあり

ますが、年度ごとに対象者が変わっています。その理由はなんでしょうか。また、障害

のある子の親やいろいろなイベントに参加しない親は社会的に孤立しやすい親に入る

のでしょうか。と修正させていただいた。 

 

【議長】 

初めのページの①では数字があるとわかりやすいという意見があったのでそのことを

明記した。孤立しやすい親のところは整理させていただいた。主旨は変えていない。

これに関して意見はあるか。 

 

【委員】 

よろしい 

 

【議長】 

それでは次に進めさせていただく。 

 

【主事】 

３９ページの①③子ども若者への教育支援というところで①③目指すべき方向性の中

で「出来た」と書くと成果になってしまいます。①目指すべき方向性の①に「保護者も

楽しみながら参画できるような仕組みづくりを検討し」とありますが、これは検討し

ましたか。③放課後子ども教室は参加した子供への感想はとっているのでしょうか。 

③ボランティアスタッフや教育活動推進員の確保はできていますでしょうか、また、

その方々への研修はできていますでしょうか。 

 

【委員Ａ】 

③のところで、推進委員やボランティアスタッフへの感想、質問はとっているのか。 

 

【議長】 

子ども以外にも感想はとっているのかということだ。 

 

【委員Ｂ】 

アンケートはすでにとっている。 

 

【議長】 

年度の終わりの時に来年もやりますかという形でいろいろ書けるようになっている。 

携わっている人はわかっているが、社会教育委員会議からの意見としてあげたい。 

 

【主事】 

３９ページ②目標３子ども若者への教育支援。②様々な事業を実施しているので、成



- 3 - 

果を書いて欲しいです。続いて３９ページの②図書館目標③子ども若者への教育支援。 

②成果課題の成果で「好評を得た」ではなく、「好評を得ることができた」とした方が

良いと思います。 

 

【議長】 

次は４０ページの①②③④。 

 

【主事】 

４０ページ①②③④社会教育課の目標３子ども若者の教育支援のところ。①提供した

のかどうなのか同じことを繰り返しているように感じます。取組が書かれていた方が

良いと思います。課題が繰り返されているということは何もやっていないということ

だと思います。具体的には実際に支援する職員はいるのか、いないのかという問題も

あるのかと思いますが、自治体がどのように考えているのか本人が悩んでいる場合も

あれば、そうでない場合もあって、親が悩んでいるものもあります。１つの課でやる

ことなのか、２つ以上の課で連携しておこなって行かなければならないこともありま

す。前提としての議論を深めていかなければならないと思います。NPO がやっている

若者支援もあります。ノウハウを学んでいく必要がありますし、抜本的な改革が必要

であるとも思います。 

 

【議長】 

ご意見あるか。では、次を。 

 

【主事】 

４２ページの健康増進課、目標１健康づくりへの支援というところで、意見といたし

ましては、①目指すべき方向性の①で特定保健指導の実施率の向上とあるが、実態や

成果を数字で表すと、理解しやすいと思います。 

 

【議長】 

ご意見はよろしいか。無いようなので次。 

 

【主事】 

４４ページの③。市民相談交流課、目標２共に生きる社会を築く教育の推進。③成果

課題のところで自己評価とあるが、具体的にはどのような結果だったのでしょうか。

また、意見は他にありましたでしょうか。③課題のところでイメージしづらいという

ことが挙がっていますが、各課で自己評価は高かったようなのでそこのところをどれ

くらい推進されているのかということを感じました。 

 

【委員Ｃ】 

各課で自己評価が高かったようなのでという意味が解らない 

 

【議長】 

意識が定着しているから自己評価が高かったのではないかなと思ったがいかがか。 

 

【主事】 

続きまして４５ページ①②③障害支援課目標２ともに生きる社会を築く教育の支援と

いうところで、②ヘルプカードの配布とありますが、関係者以外の市民にあまり伝わ
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っていないのではないでしょうか。ヘルプカードは障害者の方が持っていて、どのよ

うな効果があるものなのでしょうか。例えば現物の見本を注釈でつけたらどうでしょ

うか。ヘルプカードはどのくらい普及しているのでしょうか。③市民福祉カレッジや

ボランティア講座の回数や、参加者数があるといいと思います。③ボランティア講座

を受けた人がその後どのくらいボランティアに参加しているのかが知りたいと思いま

す。 

 

【議長】 

②はヘルプカードのことだ。 

 

【委員Ｂ】 

②の市民福祉カレッジやとなっているが、市民福祉カレッジは総称みたいな感じだと

思う。あと、障がい者の「がい」は上だと漢字になっている。 

 

【議長】 

②③は上と整合性が取れるようにさせていただく。 

 

【委員Ａ】 

障害理解のための施策として、点字ブロックの上に立ち止まらないとか、そういうや

さしいことから何か始めているかということを聞きたい。 

 

【議長】 

目指すべき方向性の②に啓発活動を推進していると書いてあるが、内容がもしわかれ

ば入れてほしいという風に整理させていただく。 

 

【主事】 

４６ページ①～④市民相談交流課目標２共に生きる社会を築く教育の推進。学校でも

同じことが言えますが、専門的な目で見ていくことが重要であると思います。そのよ

うな子どもたちにも、個性として認めてあげる必要があると思います。次期改訂時に

ＬＧＢＴの問題も取り上げてほしいと思います。④震災訓練の中で障害者の方が避難

所ですごく苦労されていたようでしたが、実際はどうだったのでしょうか。 

 

【議長】 

ここも障害の「がい」は漢字で行きたい。外国の方が苦労されていたというところは

議論があった。 

 

【委員Ｂ】 

前のページの課題の①に入れるのはいかがか。 

 

【委員Ｄ】 

そっちの方が良い担当課が市民相談交流課だから外国人というイメージが強い。 

 

【議長】 

④の文章は前のページの①幅広い年代のかたに障害の理解、啓発ということが書いて

あるのでそこに持っていく。 
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【委員Ｂ】 

ＬＧＢＴもここで良いのか。 

 

【議長】 

４４ページ①②に社会教育委員会議からの意見がないが、ＬＧＢＴの意見を移動して

もよいか。 

 

【委員】 

よろしい 

 

【主事】 

４７ページ①②目標３市民力を高める学習機会の推進。①若年層の参加はどのくらい

あったのでしょうか。 

 

【委員Ａ】 

評価のところで、その市民講座に出た方の意見等を聞きたい。 

 

【議長】 

６講座を受けた人の感想はどうだったのでしょうということだ。次に進む。 

 

【主事】 

続いて４７ページの③図書館。目標３市民力を高める学習機会の推進。③司書等の専

門職員が現在時点でどれくらいいるのか書いてあった方が説明が説得的になると思い

ます。③取り組みの１行目にある図書館が利用しにくい人とはどのような方のことを

言っているのでしょうか。 

 

【議長】 

いかがか。どのような人を言っているのかというところで、委員から説明があったが、

社会教育委員からの意見欄に対しては、所管からきちんと回答をもらうとしたので、

ここに関してはこのままでいく。 

 

 

【主事】 

続いて４８ページ①～④ふるさと歴史館目標３市民力を高める学習機会の推進。①新

たに指定した文化財名は何でしょうか。③５０周年パレードとあるが日にちを書いて

おくと良いと思います。④各項目において秋津東小学校や八坂小学校が取り組んでい

る祭囃子や太鼓学習はまさに地域学習だと思いますが、これも成果として挙げた方が

良いと思います。・ガイドボランティアは歴史館の方と関係がある方なのでしょうか。

これももし関わっていれば成果としてあげていいのではないでしょうか。・該当する所

管があれば１つに限らず、横のつながりを大事にしながら進めていく方が良いと思い

ます。 

 

【議長】 

こちらはよろしいか。次に進む。 

 

【主事】 
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続きまして４９ページ①～③目標３市民力を高める学習機会の推進。②③多くの文化

団体が参加する文化のつどいや文化祭も、よくまとまっていて、充実した事業に持っ

て行けていると思います。 

 

【議長】 

続いてのページ。５０ページのスポーツ課は成果課題をしっかりとらえているという

ことを書いた方が良い。 

 

【主事】 

５１ページ①～③、地域安全課。暮らしやすい生活を送るための教育。②交通安全教

室の中で自転車運転教室はいつからやっているのでしょうか。また、自転車の免許の

交付等はあるのでしょうか③子どもの見守りは全校で出来るように尽力してほしいと

思います。③成果課題のところで「市民のみなさま」という表現は「市民」だけで良い

と思います。 

 

【委員Ｂ】 

成果の③の地域の皆様とか、様々なところについている。 

 

【議長】 

〇〇の皆様という表現は避けた方が良いと思います。ということにしたい。 

 

【主事】 

続いて、５２ページ環境住宅課目標４暮らしやすい生活を送るための教育。②考える

きっかけになっているとありますが、集まってきた作品をどこにどう活かされてきた

のでしょうか。展示されたとしたらそのことも書いた方が良いと思います。 

 

【議長】 

ここはこれで良いと思う。次に進む。 

 

【主事】 

５２ページ③みどりと公園課。目標４暮らしやすい生活を送るための教育。③緑の基

本計画 2011 はいつまで続くのでしょうか。公共の緑の植生についてまとめた冊子を出

したことも２７年度版なので成果としてあげられるのではないでしょうか。昔、保存

樹木や生け垣を保存しようという運動があったと思います。市からの補助金も出てい

たとおもいますが、これは緑と公園課がやっていたのではないでしょうか。③課題の

中でみどりの保全が挙がっています。環境教育という言葉があるのであえて出さなか

ったのかもしれませんが、緑の保全が最初の課題だったので生け垣なども緑の保全に

つながっているのではないでしょうか。③（春：南台小 ／ 秋：回田小）というのはど

のような意味なのでしょうか。順番に回っているのなら、年度を入れた方が分かりや

すいと思います。 

 

【議長】 

よろしいか。では次に進む。 

 

【主事】 

続きまして５３ページの①～③市民相談交流課。目標４暮らしやすい生活を送るため
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の教育。①消費者力アップ講座は好評だったということだけでなく人数の変化を記載

し、消費者が関連する事件がどれくらい減った等のデータがあるとわかりやすいと思

います。消費者力アップ講座は抽選で２０名と書いてあるがどれくらい集まったので

しょうか。市報とホームページでは応募が多くなかったとありますが、時間帯や内容、

募集の仕方も考えなければならないと思います。③「環境負荷を削減するための啓発

活動」とありますが、東村山市内で環境負荷を削減する取り組みとしてどのようなこ

とをやっているのでしょうか。 

 

【議長】 

ここは最初にふれたように、数値があるとわかりやすいということと、ＰＲの仕方を

考えましょうというところだ。それでは次に進む。 

 

【主事】 

続きまして５具体的な取り組みが書いてあるので成果があったと思います。その成果

も書いていいのではないでしょうか。自治会単位で毎月二回資源の回収を行っている

ところもあります。それも成果になるのではないでしょうか。４ページ①～④ごみ減

量推進課。目標４暮らしやすい生活を送るための教育。 

 

【議長】 

ここは成果がないので、いろいろなことをやっているので成果になるのではないかと

いうことだ。次に進む。 

 

【主事】 

続いて５５ページ①~③公民館。目標５施設の充実と整備。①中央公民館はすごくきれ

いになった。備品関係で机やいす、扉などがすごく古くなってきているので、将来的

に新しくしてほしいです。 

 

【議長】 

いくつか新しくなっているという意見もあったが、公民館からこんな計画で進んでい

くということをいただきたいと思う。次に進む。 

 

【委員Ｃ】 

意見はないが５６ページの③．トイレについて。学校の方で洋式トイレが少ないとい

う現状がある。改修していくなら洋式の数を増やしていくべきだと思う。 

 

【議長】 

出来るだけ改修の際は洋式を採用してほしいといった感じにまとめればよいのではな

いか。 

 

【委員Ｅ】 

排泄の仕方だけではなく、蹲踞という文化を教えるために、学校がわざと和式にして

いる学校もある。家庭に合わせるということも大事だが、教育理念とか、教育方針と

いう問題もある。家庭では箸ではなくフォークを使う家庭もある。だからと言ってみ

んなスプーンを使うという問題ではないと思う。学校側の意見もあるのなら出してい

ただければと思う。あくまで社会教育委員としての意見としてですが。 
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【議長】 

改修に際して洋式和式の割合はどうなっていますでしょうかという聞き方にして、意

見を整理します。 

 

【主事】 

５８ページ①図書館。目標１地域で活動する団体の育成と活用。①読み聞かせ等のボ

ランティア回数や携わる人の具体的な数を明記した方が良いと思います。東村山市読

書連絡会に属さない読み聞かせの団体や個人がいると思いますが、これはグループや

個人とは別に考えるのでしょうか。つまり、読み聞かせ等をやっているのは図書館だ

けではないよという意味です。図書館はこういう風にやっているけれど、学校やお母

さんたちはこういう風にやっているということをプラスしていけば広がっていくと思

います。市民の方が見たときに、読み聞かせは図書館しかやっていないのではないか

という印象になってしまうのはよくないと思います。図書館でもやっているが市民の

方もやっているという風に書くと良いと思う。 

 

【委員Ｆ】 

よく意味が分からない。図書館はこの書き方だと色々な団体を応援していますよとい

う書き方になっているので、社会教育委員会議からの意見は当てはまらないと思う。

図書館だけがやっているという印象には私はとらえられない。 

 

【議長】 

図書館のことはよくわからないが、グループや個人をつなぐ連絡会は図書館が支援し

ている。自分たちがよく理解できないことは、載せるべきではないので、ここは消さ

せていただく。 

 

【委員Ｃ】 

各学校における図書活動も充実してきている。さらに図書館の支援をお願いしたい。

という形にすればよいと思う。 

 

【議長】 

ここはもう一度整理します。それでは次に進む。 

 

【主事】 

続きまして５８ページの②③社会教育課、目標１地域で活動する団体の育成と活用。

③成果では、青少対が色々な行事を通して一生懸命やっているということ、これは事

実だし、毎年変化する部分、親も子も変わってきていて、大変だと思いますが、社会教

育課がうまくサポートしてくれているなと感じます。②③若者世代の不足という問題

があると思います。 

 

【委員Ｇ】 

活動の中心となる人のことを言っていると思う。 

 

【議長】 

この表現だと、若者世代の人口が少ないという風にとらえられる。 

 

【委員Ａ】 
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若い世代だけではなく、２０～６０代の間の世代への啓もう活動が必要だと思う。ま

た③だが、今後は子どもたちへの合理的配慮をしていかなければならないと思う。 

 

【議長】 

どのような文言で書くのが良いか。 

 

【委員Ｂ】 

実際青少対のキャンプはそのような配慮はすでにやっているので、あえて載せる必要

はないと思う。 

 

【委員Ｆ】 

日々変化する子どもたちを取り巻く環境に合わせた事業というところに入れてみては

どうか。 

 

【議長】 

それでは日々変化する子どもたちを取り巻く環境に合わせた事業とありますが、具体

的にはどういうことでしょうかという形にしたいと思う。②③中心となる若者世代の

不足という点では、あえて同じ意見を出さなくてもいいと思ったのだが。いかがか。 

 

【委員Ｅ】 

上は２０～６０代でここで言う若者世代は青少年のことかなと思ったがいかがか。確

認の意味で。 

 

【議長】 

ここはあえて若い世代に焦点を絞らなくても、地域で活動する人材の育成、特に、若

者に力を入れてほしいという風にしてはいかがか。 

 

【委員 F】 

具体的な方法を意見として入れるのはどうか。 

 

【議長】 

今、色々な意見が出たので、ここも相談して整理させていただきたい。 

 

【委員Ｂ】 

成果の③清掃活動の市全体の清掃活動については地区ごとにやったりやらなかったり

ということがあるので、あえて載せない方が良いのではないか。 

 

【議長】 

そこは削除することとしたい。 

 

【主事】 

５９ページ①~③地域で活動する団体の育成と活用。①横のつながりというのがなかな

か難しいのだなと感じた。市民協働課が求めている連携というのはどのようなものな

のか。例えば、スポーツなんかでも、スポーツ課と体育協会が連携をとるのも一つの

連携だと思う。範囲がどこまでなのかというところだ。・ふれあいセンターは市内に 5

館あり、定期的に会合している。市民協議会の会長が市役所で 交流を図っていると
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いうことを書いたほうが良いと思う。・成果と課題が分けて書いてあるが、成果のとこ

ろが課題になってしまっている。・市民協議会と自治会の間には連携はないのだろう

か。②目指すべき方向性を実現するために行った施策・事業等のところで「人的な支

援」とあるが、この意味はどのような意味なのだろうか。③実感した、とあるがその先

が見えてこないということがある。組織として、課題として受け止めて，じゃあこう

していこうというのが欲しい。 

 

【委員Ｄ】 

例えばスポーツ課と体育協会が連携をとるということは当たり前のことだから、削除

しても良いと思う。 

 

【議長】 

市民協働課が求めている連携はどのようなものなのかという形ではいかがか。 

 

【委員Ｄ】 

市民協働課の連携、横のつながりが難しい団体同士のコーディネートをどうしたいの

かということが見えない。具体的にできるかできないのか。スポーツなんかでも、連

携はしているが、その把握と、何を求めているのかということをはっきりさせていく

必要がある。 

 

【議長】 

例えばの前までは残すということでよろしいか。 

 

【委員】 

良い。 

 

【委員Ｇ】 

ふれあいセンターの市民協議会の会長が定期的に市役所で交流を図って意見交換して

いる。そのようなことも書いた方が良いと思う。５館ができたいきさつがあるので、

それはないといけないものではないという意味合いがある。 

 

【議長】 

それでは次に進む。 

 

【主事】 

６０ページ、市民協働課、目標１地域で活動する団体の育成と活用。①成果の記述で

主語がないため、よくわからない。また、ここは課題になるのではないだろうか。②25

年 7 月から市民活動よろず交流会が開催されたとある。その実態・実績を載せてほし

い。(PR の方法、いままでの開催回数、集まった人数、内容等も)・実現するために行

った施策の後ろ部分は成果なのか、団体間の交流や連携の輪が広がりつつある、とあ

るが、結果広がったのだろうか。③中間支援組織とはどういうものなのか。具体的な

組織名を入れてもらえると助かる。・市民協働課は、市と NPO で協働事業を行った場

合は、協働事業振り返りシートというものを記入するが、これはどういう風に活かし

ているのでしょうか。 

 

【議長】 
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我々のところで、市民協働課が分かりづらいということがあったが、色々な質問をす

る中で、回答をもらい、理解していきたい。次に進む。 

 

【主事】 

６２ページ①～③高齢介護課、目標２地域で活躍できる人材の育成と活用。②雇用の

ミスマッチは具体的にどのようなことがあげられるのでしょうか。③積極的な働きか

けが高齢者から出てくる必要があると書いてありますが、これだと働きかけがないか

らやらないという風に読みとれるので働きかけが出るためにどうしなければいけない

かということを記入してほしいと思います。 

 

【議長】 

わかりやすい意見だと思うが、よろしいか。次。 

 

【主事】 

６３ページ①②社会教育課、目標２地域で活躍できる人材の育成と活用。②目指すべ

き方向性の制度の在り方ということで検討までは至っていないとあるので、ぜひ検討

してほしい。土曜講座や公民館の講座でも人材バンクが多く利用されるようになると

いいと思います。 

 

【委員】 

良いと思います。 

 

【主事】 

６４ページ社会教育課、①成果はあると思います。例えば読み聞かせボランティアや

ふるさと歴史館での活動で参加者がいれば成果ですし、以前ふるさと歴史館に行った

ときに中学生が案内してくれたこともありました。各所管から情報を得れば、もっと

詳しく書けると思います。成果と効果というのがあると思いますが、成果はやったこ

と、効果はそれによって生まれた影響。やったことは成果になると思うので、やった

ことでもよいので、書いた方が良いと思います。③個人的に人材バンクを活用させて

いただきました。こういう方がいますかと聞いたらすぐに教えてくれたし、どのよう

な人かも教えてくれました。 

 

【委員】 

良いと思います。 

 

【主事】 

６６ページ③公民館、目標１生涯学習推進のネットワークづくり。③市民の皆様とい

う言葉は必要ないと思います。 

 

【委員】 

良いと思います。 

 

【主事】 

６６ページ①②社会教育課、目標１生涯学習推進のネットワークづくり。①今年の市

民文化祭に参加したが、参加者が少ないと感じました。大ホールが埋まらないと思い

ました。ＰＲは立派な冊子をつくったりしていますが、今後はそんなところが課題か
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と思います。 

 

【委員】 

良いと思います。 

 

【主事】 

続いて６７ページ市民協働課目標１生涯学習推進のネットワークづくり、①市民協働

よろず交流会は、課のホームページを見ない人にはわからないと思います。②「検討

を開始した」とありますが、検討を開始したらこのような課題が出てきて、このよう

な成果があったという形で書くと良いと思います。 

 

【委員】 

良いと思います。 

 

【主事】 

６８ページ①②③社会教育課「知の循環型社会」。①人材バンクは一般的に単に登録だ

けでなく、一定の審査を受けて受け入れるはずだと思います。例えば、話術がうまい

とか、受けが良いというような印象があると思います。申し込みに来た時に、一度そ

こでやらせてみるといったことも必要だと思いますし、それがお墨付きということだ

と思います。行政が講師を選ぶのと、市民が先生を選ぶのは同じ目線で見ていかなけ

ればいけないと思います。だから、実績等を見ながら決めていかなければいけないと

思います。人材バンク冊子に例えば去年の実績等を書いておけばこの人はこんなこと

をやっているのかといったことが分かりやすくなると思います。少しずつ改善してい

ってほしいです。②文化祭だから、賑わいが欲しいですが、一般市民からすると、趣味

のグループの発表会だというイメージが強く、人が来ないと思います。狙いとしては

市として、文化を広めていくこと。多くの市民の人に集ってもらいたい。これは参加

団体が増えたからと言って解決するものではないと思います。行政は文化祭として仕

掛けるのであれば、そうではないよということを考えていかなければいけないと思い

ます。そうしなければ文化祭の意味がなくなってしまうと思います。 

 

【委員】 

良いと思います。 

 

【議長】 

社会教育課の担当のところは、どんな議論があったかを担当者はわかっているから、

今後検討してもらいたいと思う。これで、私たちからの意見のところは終了した。各

所管には２８年度記入をお願いする１月には渡したい。その前に事務局と整理し、皆

さんに訂正したものを送らせていただくので、修正等あれば、事務局にメールしてほ

しい。１月は成人式があり、定例会はなしということにしたいと思う。以上。事務局に

返す。 

 

３．その他 

（１）東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会・研修会 

   平成２８年１２月１７日（土） 

   １３：００～ 学園都市センター（八王子市） 
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（２）成人式 

   平成２９年１月９日（祝） 

   １３：３０～ 式典  １２時集合 

 

４．今後の会議日程 

 

   第１７回 東京都市町村社会教育委員連絡協議会交流大会・研修会 

    日 時：平成２８年 １２月１７日（土）１３時  学園都市センター 

 

   第１８回 成人式  明法高校講堂 

    日 時：平成２９年  １月 ９日（祝）受付１３時 

 

   第１９回  

    日 時：平成２９年  ２月 ９日（木）１９時  教育委員会室 

 

５．副議長あいさつ  

 

６．閉会 

 

※資料が必要な方は社会教育課までお問い合わせください 


