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平成 27年度 第２回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  平成 27年 12月 22日（火） 午後１時 30分～午後３時 30分 

 

２ 場 所  焼津公民館 第５、６会議室 

 

３ 出席者 

 （委 員）齋藤育子委員、長島博雄委員、越後和紀委員、永井鉄朗委員 

      平田瑞江委員、伊藤忠雄委員、太田けい子委員、法月さち子委員 

      髙冨美智子委員、大滝由美委員、保科洋子委員, 山口秀夫委員、 

      山田次雄委員 

 （事務局）宮崎生涯学習部長、河野社会教育課長、関社会教育課主幹 

      田中社会教育担当主査、吉川焼津公民館長、八木豊田公民館長 

      岡本小川公民館長、池村東益津公民館長、北川大富公民館長 

      進藤和田公民館長、増井港公民館長、渡邉大村公民館長 

      鈴木大井川公民館長 

  

４ 内 容  【報告事項】 

（１）第64回 静岡県公民館大会について 

（２）平成27年度 公民館まつりについて 

       【審議事項】 

  ・新たな主催講座の企画について（ワークショップ） 

 

 (１) 開会のことば（河野社会教育課長） 

 

 (２) 生涯学習部長あいさつ（宮崎生涯学習部長） 

   本日は、伊藤会長はじめ、お忙しい中お集りいただきましてありがとうございます。併

せて、公民館に関係する様々な行事へのご参加につきましてご協力いただきありがとうご

ざいます。 

公民館の役割についても、地域の課題解決型へのシフトが検討されておりまして、課題

としては「高齢社会」「地域のつながりの希薄さ」「居場所作り」「若年層や男性も多く参加

する講座」などが検討され、また実施されておるところであります。 

   本日は、このような課題を扱う公民館主催講座についてワークショップ形式で検討して

いただき、貴重なご意見をいただければと考えております。 

今年もあと１週間と少しとなりました。皆様良いお年をお迎えください。本日はよろし

くお願いします。 

 

（３）会長あいさつ 

    本日は、年末のおしせまった時期に第２回公民館運営審議会にお集まりいただき、あり

がとうございます。皆様方におかれましては、公民館活動や公民館まつりへのご協力、ま

た公民館大会へ参加していただきありがとうございました。 

 本日は、今後の公民館主催講座のあり方について、ワークショップ形式で協議していた

だきます。皆様から活発なご意見をいただきたいと考えております。 
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 （４）報告事項 

河野課長    ここで、審議会の成立についてご報告します。現在、12名の委員が出席してお

り委員の過半数に達していますので、公民館条例施行規則第10条第２項の規定に

より、本会議は成立しております。なお、議長につきましては、公民館条例施行

規則第９条第２項により、伊藤会長にお願いいたします。それでは伊藤会長よろ

しくお願いいたします。 

 

伊藤議長    伊藤でございます。議事の進行にあたり、ご協力をお願いします。議事に入り

ます前に、本日の会議録の署名についてですが、永井委員にお願いしたいと思い

ます。よろしければ、拍手をお願いします。 

～（拍手）～ 

        ありがとうございます。それでは、議事に入ります。報告事項（１）過日開催

されました第64回静岡県公民館大会について、事務局から説明をお願いします。 

 

田中主査   11月13日の金曜日、袋井市メロープラザにて、第64回静岡県公民館大会が開催さ

れました。大会の内容は、公民館関係者の表彰、基調講演及び代表市町の活動事例

発表でした。 

公民館関係者の表彰では、本会議の冒頭で生涯学習部長より表彰伝達を行いまし

たとおり、焼津市より料理講座の講師として、市内公民館で長年に渡りご活躍され

た田中満江先生がグループリーダーとして表彰されました。 

基調講演では、静岡理工科大学の志村教授より「地域の輝き 寅さんに学ぶ」と

題し、科学的な視点を交えて、日本社会に対するユーモラスな風刺的講演が行われ

ました。  

 来年度の静岡県公民館大会は、掛川市の生涯学習センターで開催予定となってお

ります。以上、簡単ではありますが大会の報告とさせていただきます。  

 

伊藤議長    説明が終わりました。本報告に関して、ご意見、ご質問がありましたらお願い

します。 

よろしいでしょうか。それでは報告事項（２）平成 27年度公民館まつりについ

て、各公民館長から開催の報告をお願いします。なお、大井川公民館については

来年２月に開催予定ですので、計画の説明をお願いします。 

 

吉川館長    焼津公民館では、焼津地区文化のまつりを 11月 7日 8日の２日間開催し、3,072

人の来場と講座生、地域の皆さん、中高生ボランティアからなる運営スタッフ延

べ 208名の協力をいただきました。 

「より一層の地域参加型のまつり」を目標に、地元の新たな協力者の参加の促

進を心掛けて企画しました。 

まつりは、教育委員や公民館運営審議会委員の皆さんを来賓に迎えた開会式を

皮切りに、発表部門には、自主講座と自主グループ、幼稚園４園、焼津東小、南

小、焼津中学校、３年連続となる居崎圭さんによるピアノと初出演となる焼津水

産高校応援団演舞、焼津市中部包括支援センターによる「踊ろう！いいとこ焼津」、

横江誠人さんによる三味線の出演をいただきました。 

また会場には、初の取り組みとして、聴覚障害者用磁気誘導ループ席を設置し

利用いただきました。 
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        展示部門では、自主講座、高齢者学級、社会学級、焼津東小、南小、焼津中学

校による作品を展示し、焼津東小・南小・焼津中学校の作品は、11月末まで継続

してロビーに作品を展示しました。 

        その他、あそびの広場、健康コーナー、高齢者支援コーナー、冷茶サービスの

設置、地域のお店や NPO浜の会、今年初めての出店となった焼津福祉会、焼津市

シルバー人材センターによる各種販売、花苗の無料配布を行いました。 

来年に向けての課題として、準備の段取りや会場の利用方法等を工夫していき

たいと考えております。 

 

八木館長    豊田公民館では、11月７日（土）・８日（日）に第 36回とよだのまつりと第 32

回豊田地区青少年健全育成大会を開催しました。 

オープニングセレモニーでは、豊田公民館を拠点に活動している『混成合唱団

Ｇｉｏｉａ（ジョイア）』の合唱からスタートし、２日目は講座生達による展示や

ステージ発表が意欲的に行われました。雨の中での開催となりましたが、各模擬

店やバザー会場では商品が早くに完売する盛況ぶりで、約 10,000人が来場しまし

た。また『青少年健全育成大会』には昨年を上回る１400 人以上もの住民が参加

してくれました。 

今年も豊田中の学生ボランティアが大勢協力してくれた事、また 11月から館内

を土足化した事など、課題であった『まつり関係者の高齢化や安全面を考えたス

ムーズな準備・運営』ができ、関係者やお客さんに喜んでもらえたと思います。 

        天候に恵まれず３年続けて雨の中での開催となり、今後も雨天時の開催方法に

ついては、自治会や学校側と十分打合せをして対応していく必要があります。 

 

岡本館長    小川公民館まつりは、10月 24日、25日の２日間開催しました。主に子供向け

とした初日は、小川中学校吹奏楽部の演奏を皮切りに、保育園・幼稚園・小学校

の子供たちによる舞台発表が行われ、多くの観客が訪れました。また、ふれあい

動物園や金魚すくいなどの子供コーナー、コギらったのマジックショーなどによ

り多くの子供たちが楽しんでいました。 

２日目の公民館講座の舞台発表も盛況で、最後に小川音頭をみんなで踊りまし

た。新館になって２回目の公民館まつりでしたので、昨年の反省を生かして展示

スペースや模擬店の配置を変えたり、舞台発表については約束事を徹底したりし

て、概ね順調に運営することができました。 

反省点としては、２日とも駐車場が満車になってしまったので、来年も講座生

に自転車や徒歩での来場を呼び掛けるとともに、他の場所への駐車についても検

討したいと思います。 

 

池村館長    東益津公民館では 10月 31日、11月１日に高麓祭を開催しました。高麓祭の開

会式を兼ねた「明るい街づくり大会」では、地域に貢献された２団体を表彰しま

した。また、今年度は天候にも恵まれ、降雨のため一部中止となった昨年度に比

べ多くの来場者に来ていただきました。地域性を活かした農水産物や交流のある

藤枝市瀬戸谷公民館の瀬戸谷コロッケ販売など模擬店のお客様も多く、早々に売

り切れとなるものもありました。 

１日目の土曜日は小学校が登校日となり、自主講座の体験や見学、耕作体験を

したもち米を使っての餅つきなど、小学生が地域住民と交流する場となり、複合

施設としての目的を果たすものとなっていると思います。また、中学生ボランテ

ィアに社会体験を兼ねてお手伝いいただき、真面目な取り組みが役員の大きな助
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力となりました。 

好天のため混乱はありませんでしたが、駐車場が少し離れているので、案内や

整理に十分な配慮をする必要を感じました。 

 

北川館長    本年度の大富ふれあいフェスティバルについては、10月 17日、18日の２日間

にわたり、述べ約 8,300人の参加者を得、例年どおり盛大に開催されました。 

        公民館、旧公民館跡地、中根公園、大富中体育館と、広い会場において、今年

度は今まで以上に地域に密着したまつりになるよう意識して、開催しました。 

        オープニングイベントは、大富中体育館、公民館会場共に地元の幼稚園児から

中学生による吹奏楽、コーラス、踊りなどの発表で始まり、多くの観客の皆さん

で会場は埋め尽くされました。 

        また、恒例の自治会主催の多種多様な模擬店、バザーに加え、地元の郷土芸能

の披露も従来の３団体から４団体に増やし、地区食推による減塩味噌汁試飲会、

地域スポーツクラブ「トミーズ」と大富地区内企業のインドネシア人技能実習生

によるステージ発表など、地域の皆さまの日頃の活動の発信の場として一翼を担

いました。 

        なお、昨年まで実施していた紅白餅まきについては、より多くの皆さまに行き

渡るよう、紅白餅セットを記念品として引換券と交換する方法に変更し、餅まき

を楽しみにしていた皆さまから残念がる声が聞こえる一方、高齢者やお子さまな

ど、今までは餅まきに参加し難かった方から好評を得ました。 

        イベントスケジュールの偏りによる来場者の空白時間や駐車場不足など、課題

については、来年度へ生かせるよう、コミュニティ役員とは、既に改善案などに

ついて協議を進めております。 

        以上で報告を終わります。 

 

進藤館長    本年度の公民館まつりは、10月から公民館の土足化を実施し、玄関でのスリッ

パへの履き替えがなくなったため、施設への出入りが大変スムーズになったよう

に感じました。公民館まつりのあとにも、「荷物の運び込みが楽になった」、「２階

へあがりやすくなった」という声が多く聞かれました。 

また、本年度は自治会役員の改選があり、まつりの運営を経験していない役員

も多かったのですが、昨年度まで務めていた役員の方がお手伝いに来てくれたこ

ともあり、準備や運営など大きな問題もなく実施することができ、あらためて地

域のつながりを感じました。 

今回で２回目になる地域どんぶり「わだ丼」ですが、昨年度の２倍の 100食を

販売しましたが、あっという間に完売となりました。このどんぶりの運営にあた

っては、独居高齢者への配食ボランティア「あじさいの会」に協力をいただいた

こともあり、事前に月１回の配食メニューを「わだ丼」にして会員のみなさまに

試食していただきました。 

講座生の発表では、今年度より新たに始まった「初めてのギター講座」の初々

しい発表がありました。「ブンブンブン」や「サクラサクラ」などの演奏に、観客

の皆さんが一緒になって歌ってくれて応援していた姿が印象的でした。 

 

増井館長    今年度はこれまでの課題であった点を改善しようということで、２つの大きな

取り組みを行いました。１つ目は町内会長や女性部といった自治会役員の大きな

負担となっていた一品献納バザーを廃止しました。 

２つ目は、地域の個人業者の活性化に貢献するため、地元業者に模擬店への出
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店依頼や材料等の仕入れを行う割合を増やしました。 

また、35回目の公民館まつりにちなんだ「35ｍ海苔巻き作り」に挑戦しました。

ＪＡ大井川女性部や焼津高校家庭部の皆さんの協力のもと、参加者はテレビ局や

新聞社の取材を受けながら 1本の長い海苔巻きを完成させることができ、大いに

盛り上がりました。 

天候にも恵まれたために品物の販売数量は昨年よりも増やしたものの模擬店の

完売時間が早く、お客様に迷惑を掛けたことや昨年よりも催し物が少なかったと

いう声も聞かれたために来年度の課題としたいと思います。 

 

渡邉館長    大村公民館まつり「ふるさとまつり」は、10月 24日、25日の２日間で開催い

たしました。初日の開会式では、焼津西小学校の４年生 140名による合唱・合奏

が披露され、大集会室いっぱいにお集まりいただいた式典参加者に大きな感動を

与えてくれました。 

「ふるさとまつり」では、高年者の輪投げ大会や幼稚園児・小学生・公民館講

座生による演技演芸及び展示発表などが行われました。また、コミュニティスタ

ッフによる模擬店や恒例の餅つきなども行われ、子供から高齢者まで多くの地域

住民にご来場いただきました。 

        「ふるさとまつり」は、自治会役員・町内会長で構成する地域総合部、老人ク

ラブなどの高年者部、壮年会・中老会で構成する青壮年部、女性委員・保健委員

などで構成する女性部、子供会役員などで構成する幼少年育成部と３・４・５・

６・７の５つの自治会を横断的に組織し、部会ごと役割を分担し、総勢約 180名

のスタッフ・ボランティアで運営されております。 

スタッフ同士の交流はもちろんのこと、公民館を利用する講座生や参加した小

中学校・幼稚園の児童生徒と地域住民がこの「ふるさとまつり」を通して交流を

図ることができました。 

        その反面、例年に増して多くの来場者があったため、隣接する公園グラウンド

の臨時駐車場・駐輪場が大変混雑しました。交通面においては、次年度以降も引

き続き細心の注意が必要です。 

 

伊藤議長    説明が終わりました。本報告に関して、ご意見、ご質問がありましたらお願い

します。 

 

長島委員    東益津公民館で表彰という話があったが、表彰されたのは誰ですか。 

 

池村館長    東益津中学校の読み聞かせボランティアと毎年クリスマスイブに高草山にイル

ミネーションをやっている方々が表彰されました。イルミネーションにつきまし

ては、ＰＴＡのОＢの皆さんがやっています。表彰については明るいまちづくり

大会の一環として行っています。 

 

長島委員    代表者はどなたですか。 

 

池村館長    代表者について控えていませんので今は分かりかねます。 

 

山口委員    公民館まつりの模擬店で早い時間に完売が多いということだったが、あてにし

て行ったらもうないということだと思うが、検討するというのは物を増やすとい

うことですか。 
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増井館長    天候がよくてそのようになったと思います。今年は昨年よりも数を増やしたの

ですが、来年については数を増やすことと対応する人を増やすことを検討したい

と考えています。今年は学生ボランティアが大勢来てくれましたが、来年につい

てはバザーを廃止したこともありますので自治会の役員さんを販売にまわしてい

ただけるかなと思っています。 

 

（５）審議事項 

伊藤議長    その他よろしいでしょうか。 

  次に審議事項に入ります。審議事項「新たな主催講座の企画について」ですが、

本日は冒頭のあいさつで触れましたとおり、ワークショップで意見をかわしたい

と考えております。ワークショップの進行は、大富公民館の北川館長にお願いし

ます。 

 

北川館長    ただいま、議長よりお話しがありましたとおり、ワークショップ形式により進

めさせていただきます。３つのグループ分かれていただくわけですが、委員の皆

さま方には、予めグループごとお座りいただいておりますので、ここで、伊藤議

長と保科職務代理にお席の移動をお願いいたします。 

 それでは、まずワークショップに入る前にルールというと堅苦しいですけど、

ご留意いただく点について、簡単にご説明させていただきます。 

        机の上にも表示してありますように、ワークショップは「気軽に、楽しく、中

身濃く！」をモットーに、皆さんが互いを尊重し合い、対等な立場で参加いただ

くこと、時間を守ること、他の人の意見を否定や非難しないこと、この３つをお

守りいただくようにお願いします。 

 次に、本日の進行についてですが、お手元の資料３ページ、資料２をご覧くだ

さい。テーマは、「新たな主催講座の企画について」ということで、まずは、グル

ープで役割分担をお決めいただきます。 

        その後、各自思い思いに、新たな主催講座の企画について、お手元の付箋紙に

お書きいただきます。付箋紙は４色用意しておりますので、次のページの資料３

の区分に従い、お利用ください。ただ、項目の色分けについては、視点の置き方

で変わってくる場合もあると思いますので、そこであまり悩まれる必要はないの

で、直感で選んでいただければ結構です。 

また、今回のテーマについては、何が正しいとか、間違っているとかそういっ

た類のものではないので、資料にもありますとおり、既成概念に捉われることな

く、自由にお考えください。 

そこまでが概ね、約 20分程度、２時半位を目途に作業いただき、その後、グル

ープ内で、各自発表し合いながら、グループ発表の準備を進めていただきます。 

各グループに配布してあります、模造紙とマジックをご自由にお使いいただき

ながら作業を進めてください。 

        付箋紙の色分けについても、皆さんと意見交換を進める中で、変更になる場合

もあると思います。お気を付けいただきたいのは、冒頭申し上げたワークショッ

プの注意点に加え、発言は一人１回につき、１分以内でお願いしたいということ

です。委員の皆さまのより多くの意見を幅広く伺うため、ご協力をお願いします。 

 なお、本日の作業では、グループとしての意見という形で特にまとめていただ

く必要はありません。あくまでも、より多くのご意見を伺うことを目的としてお

りますので、重ねてになりますが、既成概念に捉われず、自由な意見交換を行っ
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てください。 

        グループでの作業が約 30分程度、午後３時を予定しており、その後発表いただ

きます。１班から順番に３分以内でお願いします。 

        説明は以上です。それでは、作業を開始してください。 

 

 

～ワークショップ～ 

 

北川館長    それでは、グループ発表をお願いします。恐れ入りますが、３分を経過したと

ころで、タイマーを鳴らさせていただきますので、ご了承ください。 

 

長島委員    １班で話し合ったことを発表いたします。既成概念にとらわれた頭を柔らかく

して何とか考えました。まず私たちの班の最終的な結論は、この具体的なアイデ

ィアというところに集約されます。 

ではどんな講座を開いたらいいかということで、福祉系の関係、それからビジ

ネスにからむこと、あとはいろいろな形で参加者を求める。具体的に言いますと

福祉、認知症予防とか介護とか、うつ病対策、最後は終活ということまでやった

らどうかと、ビジネス関係においては 20 代、30 代の人への就労支援講座とか、

仕事を起こしたいとそんな人に対する支援をというのもあります。それから夫婦

での参加ができるような講座とか、消費者にとってお得なものとか、婚活とか第

２の人生とかいろんな形で、特に変わったのは本に関わる講座とか自分の特技を

生かす講座。 

ではそれをやるにはどうしたらいいか、新しい講師としては地元の高校生とか、

商工会議所の皆さんに講師として来てもらったらどうかとか、あとは地域の中に

埋もれている人がいますので、そういった人を発掘するには、講座生とか地域の

役員の人に聞いてそういう人に声を掛けてみるとか、というのもありますし、食

の会、今言った食べ物・健康にからむもの、そういった講師は大勢いますけどそ

ういった人に来ていただく。さらにそれを活発化していくにはどういった手法あ

るかということですけど、１つは子ども同伴でできるように託児付きはどうかと、

それから公民館で定期的にアンケートをとって住民のニーズを把握すると、多少

時間はかかります。それから大きなテーマを一つ決めて３年ぐらいかけて発表し

たらどうかというのもあります。 

それからそういった講師・手法含めまして全体的に講座だけではなく、公民館

がさらに活発になるようにということのキーワードとすれば交流という言葉が出

ました。大人だけではなくて地元の中学生、高校生と一緒になってやるもの。そ

れから若者の居場所づくり、それから地元の福祉大学との連携、要するに地元の

中学生、高校生、大学生、若者との交流というのをぜひやってみたい。それがい

いのではないかというのがあります。 

その他としましては公民館まつり、先ほど館長さんから説明がありましたが、

引換券をやってもちつきのもちをもらったとか、土足で上がれるようになってよ

かったとかそういったお話がありました。以上であります。 

 

山田委員    私たちのところでは、こうしたテーマ、つまり見出しをこういうふうに作って

高齢化、少子化、子育ての若者も含めてこうしたテーマでやりました。もう１つ

は安心安全の問題がこのように出て、もう１つは伝統文化を守りたいとの意見が

出て、その他という形の中でこうした意見が出て、５つに分けました。 
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そこで高齢化、高齢者という形の中では、女性の講座やあるいは児童団体との

発表会をやったり、あるいはまた生きがいや健康についての意見が出ました。 

少子化につきましては、若い男女の料理教室、あるいは各種団体との交流を活

発にやりたいと、子育ての工夫や知恵を伝えようと。それからもう１つは若者の

男性をターゲットにして土曜・日曜に開催すると、平日の曜日にこだわらないで

夜間に催すといった意見も出てきました。 

それから安心安全、生活の問題については、特に大きな問題になっております

原発の視察という意見も出てまいりました。それから歴史物ですね、博物館のよ

うなそうしたものの研究者、地域の研究者の意見を聞くと。それから公務員の活

用、ハローワーク、年金の問題、環境の問題の学習という意見も出た。それから

救急救命の講座をやったらどうだろう。それからペット問題の講座もあってもよ

いのではないか。もちろん若者の講座、伝統文化については技術の継承等々のお

話なんかも聞かせてもらったり、あるいは大学生に協力してもらって中高生向け

の講座を行うというような意見も出ております。それから文化連盟などの出前講

座という意見も出ております。文学の講座も単発ながらやっていただきたいとい

う意見も出ました。それからディスカバリーパークの職員等のお話を活用したら

どうだろうと、ディスカバリーパークのいろいろなことを聞きたいという意見が

出ました。 

それから、その他の点につきましては、活動場所を探している音楽家がいると

いうことで、こうしたことについても目を向けたらどうかと。それから中には保

険会社や中電、銀行等のお話も聞けたらどうか、こういうお話も必要ではないか

ということも出てきております。たくさんいろいろありまして、その他の点につ

いては、講座生を講師に招いて、皆さんにお話をしてもらったらどんなもんだろ

うという意見もあります。伝統文化の継承ということもうたわれております。そ

れからふろしきの活用、ロープの使い方、漁船員の知恵なんかも聞かせてもらっ

たらどんなもんだろうと、こんなような意見も出てきました。以上です。 

 

齋藤委員    ３班の発表をさせていただきます。皆さんみたいにまとまっていないのですけ

ど、一応今の絵と同じように書き出しまして１つずつチェックしたという段階で

す。公民館で一番出席が悪いというとおかしいんですけども、出にくい年齢層と

いうのは 40 代、50 代ぐらいの男性の方が多いと思いますので、そういう人たち

を出すためには講座自体の日時を土日とか祭日とかそういうような形で優先的に

そういう講座はその時間帯に入れて、一般に奥様たちとか普通の人が出れるのは

昼間とか平日とかにしたらどうですかというような感じの意見が出ました。 

それに並行しまして、今オリンピックが話題になっていたり、スポーツのこと

が野球とか出ていますので、そういうのをメインにして講座というかお話という

か座談会というか、そういうものをテーマでやればもっとそういう人たちも参加

するのではないでしょうかというような意見も出ました。 

講座自体は新しい先生とかそういう人たちを求めるプラス、業者さんというか

市内の業者さんとかそういう人も取り込んで、例えば男性の方の大工仕事じゃな

いけど、ちょっとした家の直しとか、植木のことだとか、魚のことだとかそうい

うことをやるときに業者さんを取り込んで、もしできればちょっとおまけでプレ

ゼントでも最後にもらえるような形にすれば、半分宣伝もあるしそういうふうに

すればどうでしょうかという意見も出ました。 

それから防災関係というか焼津がいろいろ危ないところにありますので、そう
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いうのを勉強するために東益津の方は山崩れというかそういうこともあるし、こ

こら辺は津波のこともあるし、大井川の方へ行けば川の氾濫とかあるから、そう

いうことをメインにして防災のいろんな勉強をさせてもらうというのを各公民館

でやれればいいじゃないですか、そういう案が出ました。もう１つは、若いお父

さんたちの今イクメンというのがあって、そういう方たちの赤ちゃんに関わる勉

強とか、子育てに関わる勉強とか、小さい時の病気とかそういうものを少し勉強

させてもらえるとかそういうものがあるといいな。うちのところはまとめがない

ので出たものだけしか発表しませんのでよろしくお願いします。 

 

北川館長    発表者の皆様、お疲れ様でした。また、グループワークに参加いただいた委員

の皆様お疲れ様でした。本当に漠然とした大きなテーマだったので話し合いも難

しかったかなと思いますけど、そういった中でも活発な意見が交わされまして公

民館によっては「それもうやっているよ」とか、「それやりたいと思っているけど

こういう課題があってできないよ」とかいうのを感じている館長もいると思いま

す。 

        本日いただいた意見を参考に、次回３月の公運審の中で今度はこれをまとめて

いきたいなと思っております。その後、来年度中に「今後の新たな公民館の主催

講座の企画について」提言書という形で教育長に提出できたらいいなというふう

に考えておりますので、ご承知おきください。 

 皆さまのご協力をもちまして厳しいタイトなスケジュールの中、ワークショッ

プがスムーズに進行ができました、本当にありがとうございました。 

それでは、進行を議長にお返しします。 

 

伊藤議長    大変お世話になりました。ありがとうございました。複数にわたりまして貴重

なご意見をいただきまして、本当にありがとうございました。これで私の役目は

終わりましたので、事務局にお渡しします。ありがとうございました。 

 

河野課長    伊藤会長、議事の進行ありがとうございました。また、委員の皆様につきまし

ては、今回ワークショップということで本当に貴重なご意見をいただきました。

そして先ほど、北川館長からありましたようにこの貴重な意見を次の回の中でま

とめて提言書という形で出していただけるということで、本当に公民館の講座の

あり方ということでこういった部分で生かされればいいのかなと思います。 

         

（６）その他（連絡事項） 

河野課長    先ほどもちょっと触れましたが、次回３月 17日に公運審を午後に予定しており

ます。案内につきましては近くなりましたらご案内をさせていただきますので、

お願いをしたいと思います。それと皆様の方に事前に案内をさせていただきまし

たが、来年の成人式ということで１月 10日に各地区の中学校の体育館、大井川に

つきましては大井川文化会館ミュージコになりますが、またそちらの方にご列席

いただければ大変ありがたいと思います。 

 

(７) 閉会 

河野課長    本日は大変お忙しい中、貴重なお時間をいただきましてありがとうございまし

た。 
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焼津市公民館条例施行規則第 11条第２項の規定により署名する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日  

  

 

議長 

                                 印 

 

 

 

委員 

                                 印 


