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平成 27年度 第３回焼津市公民館運営審議会 議事録 

 

１ 日 時  平成 28年 3月 17日（火） 午後１時 30分～午後 3時 50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、法月さち子委員、西村とみ子委員 

髙冨美智子委員、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）平成27年度 公民館事業運営について 

（２）和田公民館建設計画について（進捗状況） 

       【審議事項】 

（１） ワークショップ説明 

（２） ワークショップ 

① 新たな主催講座の企画に関する意見まとめ 

② 平成28年度公民館講座における各館共通テーマ№１ 

焼津を楽しむ「地域のお宝発掘講座」について 

 

 (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） 

   皆さん、こんにちは。ご多忙のところご出席いただきありがとうございます。和田公民

館の再編ということで、本日も後ほど進捗状況をご報告させていただきますが、色々な案

を検討する中で、和田小学校の南校舎をリニューアルするということと、多目的ホールを

増築するという方向で方針が出たというところでございます。機能面につきましては、本

来の学習の場と交流の場、これに加えまして防災機能、子育て支援、高齢者の居場所づく

りといった幅の広い役割が果たすことができるように計画しているところです。 

本日はこの後、公民館の課題に関するテーマにつきまして、ワークショップを行ってい

ただくということで、皆様の忌憚のないご意見を頂きたいと思いますので合わせてよろし

くお願い致します。 

 

（３）会長あいさつ 

    皆さん、こんにちは。大変いい陽気となりまして、天気予報では霜が降りるという予報

でしたが山沿いでは霜が降りました。本日は、お忙しい中ご出席いただきありがとうござ

います。前回三つに分かれてワークショップをお願いしましたけど、本日は主催講座とし

まして28年度は焼津を楽しむ地域のお宝発掘というものについて協議に入るわけですが、
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楽な気持ちで意見を出し合っていただければありがたいかなと思います。本日はよろしく

お願い致します。ありがとうございました。 

 

 （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。今日は委員の皆さんが半数以上

いらっしゃるということで、規則によりまして本会議は成立しております。なお、

宮崎部長につきましては、公務が他にありましてここで退席させていただきま

す。よろしくお願い致します。 

それでは、会議の進行について公民館条例施行規則によりまして、議長につき

ましては、伊藤会長にお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 

伊藤議長 それでは、只今より議事に入らせていただきます。平成27年度公民館事業運営

につきまして、事務局から説明をお願い致します。 

池村館長 それでは、公民館ごとに平成 27 年度の事業報告をさせていただきます。資料 1

をご覧ください。左から順番に東益津公民館から説明させていただきます。 

今年度、東益津公民館では、自主講座を６７講座、自主グループを５講座開講

し、その他にも高齢者学級、成人学級である木曜講座、自治会ごとの社会学級を

３つ開講しました。 

高齢者学級については、地域のさわやかクラブの閉鎖が相次いでいることか

ら、高齢者が外出し、集まる機会としての必要性を感じています。 

東益津地区は６５歳以上人口（高齢化率）の割合が市内で最も高い地区でもあり

ますので、今後はより一層、高齢利用者にも配慮した内容の企画を心がけるつも

りです。 

また、子供・親子向けの短期講座として、お菓子作りや工作講座等のほか、大

学で芸術文化を専攻する学生さんによる、ピアノと声楽コンサートを昨年に引き

続き夏休み期間に開催し、多くの親子連れ、一般の方のご参加をいただきました。 

 コミュニティ関連では、青少年健全育成部が企画立案から熱心に参加してくれ

るおかげで、夏と冬のフェスティバルが、幼児から小学校低学年までのお子さん

のお楽しみの恒例行事となっています。 

 また、例年高草山中腹まで登る「耐寒歩け歩け大会」は、好天ながら風花が舞うほど

の寒さだったせいか、例年に比べ参加者が少なく残念でしたが、東益津らしい事業で

すので、参加者を増やす方法を考えていきたいと思います。以上です。 

北川館長 大富公民館長の北川です。本年度大富公民館では、42の自主講座に加え、成人

学級並びに高齢者学級をそれぞれ１学級ずつ、計 44 の主催定期講座を開催いた

しました。また、自主講座の卒業生により構成された自主グループも昨年より３

つ増え、合計で 17グループとなり、意欲的に学習を継続しております。 

 短期講座については、年間を通じ公民館主催及び地域コミュニティ主催で併せ

て 46講座開催いたしました。 

今年度の短期講座は、昨年度に引き続き、公民館利用者層の拡大を図るため土

日や夜間の講座を多く企画するとともに、地域課題の解決につながる講座を企画

しました。一例を申し上げますと、情報化社会対応し、シニア層を対象としたス

マートフォン体験講座を企画し、たくさんの皆さまにお申込みをいただいたた

め、当初１回の予定でしたが３回に増やして開催しました。 

また、焼津市は、人口に占める外国人の比率が高いこと、また、近年富士山静岡

空港が及ぼす経済効果が高まっていることから、国際理解講座として世界の料理 
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 と言語、文化を知る講座をシリーズで開催しました。 

 さらには、焼津市の文化と歴史の継承のため、浜言葉を遺す会会長長谷川寅吉

さんと静岡福祉大学と「伝えよう焼津の浜言葉と紙芝居」を共催で行いました。 

 そのほかにも他課（地域福祉課、健康増進課など）や静岡県などと連携し、事

業を実施しました。 

 来年度につきましては、引き続き利用者の拡大と地域課題の解決に向け事業展開を

図っていきたいと思います。 

岡本館長 小川公民館の岡本です。平成 27 年度は自主講座については新規の「男子力復

活！若返りトレーニング」を含めて 39 講座を開講しました。自主グループにつ

いては新たに２つの講座が自主グループへ移行して 22 グループでの活動となり

ました。 

 次に、高齢者学級は 10回、女性講座と成人学級はそれぞれ 11回開催しました。

子ども・親子対象講座では、新しい公民館の特徴である屋上を使った星空観察会

やＩＨとなった料理実習室を活用した料理教室、こどもパンづくりなどを開催し

ました。 

成人短期講座では、「山歩きの素晴らしさと焼津アルプス」や「男の茶道一日

体験講座」「理学療法士に教わる腰痛予防」「地域リーダーと幕末維新」といった

男性が興味をもって参加していただけるような講座も開催しました。 

最後にコミュニティ関連では、子どもを対象としたお菓子作りや福祉関連の各種研修

会を開催したほか、新しい公民館になって２回目の公民館まつり、小川おやじの会と共

催の「こども焼きいも大会」などの行事を無事に行うことができました。 

進藤館長 和田公民館の進藤です。よろしくお願いします。 

和田公民館では、本年度は運営目標の柱「地域との連携の強化」を据えて年間

の事業を実施しました。 

自主講座については４４講座となります。新規の自主講座として、「子どもの

ハワイアンフラ」を実施しました。自主グループについては、これまで１グルー

プもありませんでしたが、本年度は、昨年度の主催講座より、３グループが発足

しました。学級長会議は年２回実施し、高齢者学級、女性講座は、昨年度同様１

講座ずつ実施しました。また、消防・防災訓練についても２回実施しました。 

 子ども親子対象講座、成人短期講座については、コミュニティ関連事業につい

ては記載のとおりですが、本年度の柱である「地域との連携」の新たな取り組み

としては、地域の学童保育と合同で、環境教育のプログラムを全４回で実施しま

した。また、小さなお子さんを持つ母親の活動参加促進のため、地域福祉の事業

として託児サービスを実施し、大変好評でした。新しい試みとして大井川文化会

館ミュージコと連携した「大井川寄席」も、日本の伝統文化に触れる貴重な機会

となりました。 

施設については、本年度より周辺施設との複合化を踏まえた建て替えの基本構

想の策定が開始しました。「早く」、「広く」、「幅広く」をコンセプトに、整

備手法や整備時期について整備方針がまとまりました。 

 また、現在の施設について、特に高齢の利用者に配慮して、昨年１０月より土

足化を実施しました。最初はとまどう方もいましたが、大変利用しやすくなった

という声が圧倒的に多く、実施してよかったと思います。 

本年度については、試験的な事業も多く実施しましたが、運営目標の柱「地域と

の連携の強化」を意識した活動ができたのではないかと思います。 
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八木館長 豊田公民館、八木です。よろしくお願いします。 

豊田公民館では、高齢者学級と成人学級の各１学級。自主講座 43講座、自

主グループ９グループで、合計 52講座が行われております。 

 特徴的な事業として、こども対象では「静岡科学館る・く・る」の科学コ

ミュニケーターが全９回のプログラムで開催するこども向けの科学教室「豊

田科学研究所」、成人対象では、徳川家康公顕彰 400 年を記念して 10 回シリ

ーズで開催した歴史講座、親子対象では若い世代の人が多い豊田地区におい

て大好評の「ベビーマッサージと親子体操」を開催しました。これら長期講

座のメリットは、まず講座内容の充実、そしてメンバー同士のコミュニケー

ションを図れるなどの相乗効果が期待できます。 

 また地域課題解決に向けて、犬の引取り手を探す動物ボランティア団体に

よる「犬と楽しく暮らすための講座」、助け合える地域を目指した「普通救命

救急講習会」など、豊田地域の人材・団体にご協力いただき開催しました。 

 コミュニティ関連では、年々参加者が減少していた恒例の耐寒ハイキング

事業において、コースを新設し申込み方法を工夫した結果、昨年の４倍近く

の申込みを受けるなど、役員のやりがいも生まれ参加者にとっても魅力ある

事業となりました。 

その他、館独自の取組みでは、和田公民館と同じく11月の公民館まつりに

合わせて館内の土足化を実施し、利用者の安全と利便性の向上を図りました。

また、公民館の空き部屋を、「学生のための勉強部屋」として開放する取組み

を１月から始めたところ、１月から２月末までの２ヶ月で中学生28人、高校

生86人、専門学校生２人の合計106人もの利用がありました。これが中学生や

高校生、大学生に公民館活動への興味や理解が深まり、地域住民との世代間

交流のきっかけとなる事を期待し、来年度も続けて行く予定です。以上で報

告を終わります。 

増井館長 港公民館の増井です。港公民館では今年度、自主講座は４９、自主的に活動してい

く自主グループは１４の合計６３講座、また主催講座である高齢者学級、女性学級、父

親学級を開講しましたが、どの講座とも講座生の高齢化が進んでおり、若い世代の確

保が課題であると感じています。 

 子ども向けの講座としてお菓子作り教室やパン作り教室などを行い、一般向けの単発

の講座では津軽三味線コンサート、圧力鍋を使った料理講座、手作り味噌講座などを

開催しました。 

 地域コミュニティ関連の事業では、徳川家康に関する歴史講座、災害時の避難所に

おける高齢者支援を目的とした防災講座、親子で楽しんだフィッシングスクールや食育

料理教室、焼津市長寿福祉課や南部地域包括支援センターと連携し、認知症ステップ

アップ講座などを開催しました。 

 また、高齢者や子育て中の母親の孤独化を防ぎ、地域住民のつながりを高めるといっ

たことを目的に、公民館を活用した地域住民の居場所づくり事業を６月から毎月２回、

毎回４０名ほどの参加をいただき、地域コミュニティ組織が主催、運営し開催しているも

のです。なお、港公民館の居場所をモデルとし、今年度中に３か所の地域公会堂で自

治会が運営する新たな居場所が立ち上がることとなり、その輪が広がっています。 

以上です。 

渡辺館長 大村公民館の渡辺です。大村公民館は、自主講座４６講座、高齢者学級・女性

講座・成人講座・社会学級を各１１回開催しました。 
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  子ども・親子対象講座は、夏休み体験学習として、焼津の基幹産業を学習する

「焼津水産業施設見学会」、静岡大学（イノベーション社会連携推進機構）との

連携事業「静岡大学キャンパス体験」、大村地区の市民団体（瀬戸川を愛する会）

協働で環境教育事業「瀬戸川遊び隊 瀬戸川で遊ぼう！」を開催しました。 

また、成人短期講座は、健康増進に向けて「まちじゅう元気塾ノルディックウ

ォーキング教室」や、「やさしい朝ヨガ教室」などを開催しました。その他、歴

史講座・国際交流講座・災害対策講座・金融犯罪防止講座などの開催もいたしま

した。 

コミュニティ関連事業としては、夏休みに小学生が地域の高齢者と交流するミ

ニデイサロン訪問事業を７会場で実施し、地元の福祉施設「慈恵園」を訪問する

福祉施設訪問事業も実施しました。また、地域資源を活用した自然保護事業とし

て、瀬戸川を愛する会と野鳥愛護協会と協働で「瀬戸川バードウォッチング・ウ

ォーキング」を開催しました。 

吉川館長 焼津公民館の吉川です。ご説明の前に資料の方で、焼津公民館の欄の一番下の

コミュニティ関連事業の所が記載が無いようになっていますが、地域講演会とし

てぼけないとさんの講演会や公民館にちんどん屋がやって来るという事業、口腔

ケア健康に関する講座、子ども科学実験講座、通学合宿料理講座などというもの

をやっています。申し訳ございませんが補記していただきますようお願いしま

す。今年度の自主講座は、新規の「百人一首を楽しく読もう」を含め３９講座を

開講し活発に学習しました。 

なお、新設の「百人一首を楽しく読もう」については、来年度は自主グループ

として活動することが決まっています。 

高齢者学級では、健康や文学、歴史などの講座を開催しました。文化のまつり

では、誰でも気軽に参加しようということで１人写真１点出品する「お気に入り

の写真展」を開催しました。この学級は、２６年度から１つの学級に統合して今

年度が２年目となります。来年度に向けてより一層１つの学級としてまとまって

いこうという声があがってきています。 

社会学級やレディースセミナーでは、市の担当者を講師に「介護予防につい

て」、「多文化共生講座 焼津で世界を感じる」、「焼津を駆け抜けた戦国武将」「検

診結果からわかること」などの講座を開催し身近なことを題材に積極的に学習し

ました。 

最後にコミュニティー関連では、県教育委員会の補助を活用し、第３回目とな

る通学合宿を２泊３日で実施し、焼津東小と南小の児童２６名が参加しました。

合宿では、食材の買い物を地域の個人商店でおこなうなどの工夫をして、地域の

大人との繋がり作りも行いました。以上です。 

鈴木館長 大井川公民館の鈴木です。よろしくお願い致します。 

まず、事業運営報告の前に、大井川公民館まつりについてご報告いたします。例

年、3月に開催していましたが、今年は 2月 27日 28日の土日に開催することが出来ま

した。ここ何年かは公民館まつりの日に雨に降られていましたが、今年は晴れの日とな

り、1 日目のオープニングでは大井川ジュニア合唱団の合唱やコギらったのマジックショ

ーなどで盛り上がり、2 日目は自主講座の発表を中心に、多くの来場者があり盛大に開

催することが出来ました。 本日はご欠席されていますが大滝委員にもお忙しい中ご協

力くださり、やいちゃんの着ぐるみに入っていただき大変好評でした。ありがとうございま 
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 す。 

次に、事業運営報告ですが、自主講座が４４、社会教育団体が１９の合計 63 講座

や、高齢者講座と女性講座などを開催いたしました。 

子供や親子を対象とした講座では、木工教室や未就園児のためのわんぱく運動会

などの講座を始めて開催したり、成人向けの単発講座では紙クラフトバック作りや肉ま

んを作ろう、減塩味噌作り講座は申込者が多かったので急遽2～3回講座を開催するな

ど、地域の皆さんの要望に少しは応えることができたのかと思います。 

コミュニティ関連事業では、衣類のリユース事業における収益が当初の計画を上回

り、ドリーム in大井川と題して大井川文化会館ミュージコと冬のイルミネーションを共同

で開催し、お汁粉を配布させていただきまして、明日は二胡奏者の鈴木裕子さんや音

楽連盟会長の伊藤真知子さんによる“二胡と歌の調べ”を開催する予定で、新しい事業

で地域のつながりを深めることができたと感じています。公民館からの事業報告は以上

です。 

伊藤会長 ありがとうございました。誠に申し訳ございませんが、本日の会議録の署名に

ついてですが、西村委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

公民館の事業報告が終わりましたが、ご質問はありますでしょうか。 

ございませんようですので、報告事項（2）の和田公民館建設計画について説

明をお願いします。 

関主幹  社会教育課の関です。よろしくお願いします。それでは、和田公民館の整備に

ついてご説明させていただきます。和田公民館の整備については、焼津市が進め

ています公共施設マネジメントにおいて進めています。和田公民館が耐震対策、

老朽化対策を行うに当たって多機能で多世代が交流できる和田地域の核となる

拠点施設の整備を行う為、モデル事業の一つに位置付けられました。今年度、資

産経営課を中心とした庁内の検討会、また和田地域の関係者の方々との意見交換

会を経まして、地域の交流拠点の機能を持つ施設として、和田小学校の南校舎を

リニューアルして活用する。そして、旧和田幼稚園の跡地に地域交流ホールを新

たに建設するということが決定しました。お手元にお配りしてあります、和田小

学校南校舎の現況図と言うタイトルがついている資料をご覧ください。右側の配

置図の中ほどの黒い所の建物の南側が南校舎であり、そこをリニューアルすると

いう計画で進めています。左側の正方形の部分が地域交流ホールのイメージであ

ります。リニューアルの内容としては、既存の躯体を活用して、スケルトン方式

と言う方法で内装・設備等を別途整備するということで新築と同様な手法をとら

せていただきます。具体的なイメージは資料をご覧ください。機能面としまして

は、学びの機能と地域交流や多世代交流ができること、子育て支援機能、高齢者

の皆さんの活動スペース、そして防災備蓄倉庫などの災害対策機能を備えたもの

を予定しています。事業のスケジュールとしては、平成28年度に、基本計画と実

施設計、地質調査を行います。そして平成29年度にリニューアル工事、地域交流

ホールの新設工事、そして旧和田幼稚園の解体を行い、30年度に新館の開館と、

現在の和田公民館の解体を予定しています。説明は以上になります。 

伊藤会長  ありがとうございました。それにしても日数がかかりますね。 

関主幹  それでも全くの新築と比べるとかなり短縮されるということで聞いています。 
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（５）審議事項 

伊藤会長 それでは何かご質問はありませんでしょうか。 

では、最後のワークショップに入っていきたいと思いますが、進行は豊田公民館

の八木館長にお願いします。 

 

八木館長  豊田公民館の八木です。よろしくお願いします。 

 資料の2をご覧ください。はじめにワークショップのルールについて説明させ

ていただきます。①の新たな主催講座の企画に関する意見まとめについてと、②

の平成28年度公民館講座における各館共通テーマ№１「焼津を楽しむ地域のお宝

発掘講座」について、ワークショップを開催させていただきます。最初の15分で、

新たな主催講座の企画に関する意見まとめについて、私から説明させていただき

ます。これは前回、皆さんからご意見を頂いた内容を、資料3のように事務局で

まとめさせていただきましたので、再度、確認していただくことになります。続

いて、②の焼津を楽しむ地域のお宝発掘講座というものに対して皆さんの意見を

頂きたいというのが本日のワークショップの本題の所になります。各地区に眠っ

ている人材、文化、風景、食べ物、産業、地域自慢、観光資源などどんなものが

あるか出し合っていただいて、来年度の公民館の講座として企画していきたいと

いうのが趣旨になります。最初に確認していただく、前回出していただいた意見

を基に、この後、提言書を作成していく予定です。この提言書に基づいて、今後、

公民館講座を企画していきたいという流れを考えています。そのうちの一つとし

て、来年度からやっていきたいのが、地域のお宝発掘講座でして皆さんから色々

な知恵を出していただき充実した内容になるようにしていきたいと思います。 

（ワークショップの班ごとに分かれる。） 

 配布資料３－１から３－３及び資料4までを説明し、ワークショップを班ごとに

実施 

八木館長  皆さん、最後に発表をお願いしたいと思います。 

山田委員  3班の発表をさせていただきます。焼津地区全体、焼津、大村、小川、港、大

井川と分類してあります。港地区ですが、公民館まつりで休む場所が少ないとい

う意見がありました。所々に椅子があれば休んだり、おしゃべりできるので何ら

かの形でお願いしたい。それから、焼津の水天宮の祭の活気が最近少ないので、

昔の元気の出るところを復活してもらいたい。また、小川の港はサバの水揚げが

多いのでサバについて栄養価などの事について講師に来ていただく事が良いで

はないか。また、地酒や味噌饅頭などもあります。また、焼津のカツオやまぐろ

について、熱心に話をしたい。焼津の祭については焼津神社の宮司さんに、焼津

の名前の起源だとかを話していただく。それから、北浜通りは、燈籠を並べて元

気の出る街にしたいということ。港の赤阪鉄工所は、昔は軍需工場で、近くに模

擬原子爆弾が落とされたことや、黒石川沿いにある蔵についても地元の人たちに

聞いてみたい。また、焼津は深層水があるので、知識をいただきたい。全体的な

ことでは、昔はどこの地区にも神社で元服式というのがあったが今は見られなく

なってしまったことや、焼津は小泉八雲が有名で八雲館があっても一般の人は知

らないことが沢山あるので公民館でも資料を置いて見られるようにしたい。ま

た、焼津はなるとなど練り製品の街であり、なじみが深いので製造過程などを見

学するなどもよいではないか。あと、大村、豊田、焼津とつながっていますが、

瀬戸川の土手など、観音さんなど地域の良さが眠っていることがあるのでＰＲし

たらどうか。もう一つ、大井川はコロッケの人気があるようで食べてみたい。飯
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淵のお不動さんや藤守の田遊び、吉永の八幡宮も昔から盛大に行われており有名

で見て見たい。また、大井川にはマラソンコースや、港の桜えびやシラスがある

など水産物があることなどがあげられました。以上です。 

永井委員 ２班の発表を行います。時間がないので読み上げていきます。意見が出たのは、

歴史、神社、仏閣ですが、井伊直孝の話を聞けたらよい。焼津の地震と津波です

が学者から話を聞きたい。焼津魚市場前身の話、志太の浦、田子重の話、黒石川

や運河の話、市内の川筋の話、八兵衛石碑は洪水防止の言われや由来などを聞く

のも面白い。神社仏閣では、飯淵のお不動さんの天井が面白い。木喰の観音さん

や岡部の十輪寺の住職さんから話を聞くのもよかろう。神社を自転車で巡るのも

よい。霊的スポットやパワースポットや昔は近くに火葬場があったりしたが、そ

のようなことを説明してくれたり自転車で回るのもよい。また、お気に入りの写

真を共有するとか、大井川の伏流水の話だとかを地質の専門家から聞くとか面白

い。市民カレンダーに掲載されている焼津のいいところを説明を受ける。焼津の

荒祭りの内容、藤守の田遊びなど地図を作って歩いてみるだとか、会社関係では、

発酵食品を作っている磯自慢や味噌醤油、サッポロビール静岡工場の話、法月惣

次郎さんや実石さんなどのお話し、焼津節、和田音頭、志太天神の作者など、挙

げてみるとたくさんいるのではないかと言うことです。 

長島委員  １班の発表を致します。私たちのところはお宝としてどんなものがあるか、単

品を挙げたり、それをどうやって結び付けていくかということでまとめました。

まず単品では、漁業関係に絡むことで練り製品や魚の関係があり、変わったとこ

ろでは水産高校や造船所や港の見学など。魚以外では、パロディの岩崎さんやプ

ラモデルのハセガワ、軽便の跡地、大崩などから見える富士山を売りにすること。

食べ物としては、どんぶりや梨を使ったお菓子、歴史的にはサトウキビがあるこ

とを掘り起こすこともあるかもしれません。あと、地域的に大井川の話が出まし

たが、瀬戸川や支流の河津ざくらなど。変わったところでは静浜の基地の外周を

マラソンや自転車で回るなどと、浜通りでは灯り展をやっているが、そこにつく

まで通りがさみしいので、どうせなら駅前からやったらどうかと言う意見もあり

ました。また、共通のものとしては、各地区に公園がありますが、シンボルの木

があるので、木を見つけて名前や公園を巡るコース作りだとかがあります。歴史

的には、焼津市をうたった詩だとか書があると思うが、そういったものを集めて

みるだとか、家康と焼津との関わり合い、花沢の里など、自分たちの地域の身近

にある地元のお祭りのお囃子だとか屋台があったりするので一同に集めて紹介

するだとか、映像として作るのもいいではないか。人材としては教師のＯＢの発

掘、大井川地区と焼津地区がわかれているのでそれを融合するような形のものが

必要かなと。まとめますと、３つのグループで出てきているものは、歴史民俗資

料館や観光協会だとかでそれぞれでやっていて横のつながりがないので、それを

いかに市民が紐解くかであり、横のつながりがあれば苦労しなくても集められる

かなということで、情報共有という言葉があるがみんなで作っていけばいいじゃ

ないかと思いました。 

八木館長  ありがとうございました。皆さん大変お疲れ様でした。これだけたくさんのヒ

ントをいただきましたので、来年度、地域を楽しむ講座を考えて開催したいと思

います。時間がかかってしまいましたがこれでワークショップを終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 
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河野課長  皆さん、長時間ありがとうございました。最後に話がありましたように、ワー

クショップで出た意見を、今後の公民館の講座に活かしてきたいと思っています

ので、皆様方のお力添えをいただければ大変ありがたいと思います。 

それでは以上をもちまして、第３回の公民館運営審議会を終了したいと思いま

す。なお、次回につきましては、今年の６月くらいを予定しています。事前に案

内通知を差し上げますのでよろしくお願いします。本日は大変お忙しい中ありが

とうございました。 

 

（６）その他（連絡事項） 

 

(７) 閉会 

 

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 


