
 

様式３         会   議   録 

会議名 
（審議会等名） 

平成２７年度第１回中央公民館運営協議会 

事務局 
（担当課） 

生涯学習部中央公民館（電話７５８－９０００） 

開催日時 平成２７年６月１１日（木）午後７時～９時１０分 

開催場所 中央公民館 コミュニティ室 

出

席

者 

委員 ２０人（別紙のとおり） 

事務局 ４人（館長代理、活動推進員３人） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数    ０人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 
 

会議次第 

 
１ 開  会…運営協議会規約第５条の２により過半数以上の

出席で、会議は成立することを宣告。 
 ２ 会長（公民館長）あいさつ 
 ３ 委嘱状の交付…（対象：全委員２２名） 
 ４ 議長及び副議長、会計の選出 
 ５ 議  題 

（１）平成２７年度運営協議会事業計画と活動費補助金予算

書（案）について 
（２）平成２７年度中央公民館事業計画について 
（３）平成２７年度公民館専門部員等について 
（４）主な公民館事業等に対する運営協議会委員の担当等に

ついて 
（５）事業実施結果報告及び今後の事業等について 
（６）町民運動会について 
（７）その他 

 
 ６ 閉  会 

 



 

協議結果 

 
議長及び副議長、会計の選出 

現行の中央公民館運営協議会規約に基づき３名の役員を互選。 
議長に代田昭委員（中央地区自治会連合会会長）、副議長に徳田文夫委員（中

央地区社会福祉協議会会長）、会計に太田正人委員（青少年健全育成協議会会 
長）。 

 
議題 

（１） 平成２７年度運営協議会事業計画と活動費補助金予算書（案）について

…一部質疑応答後、案のとおり承認された。 
（２） 平成２７年度中央公民館事業計画について…承認された。 
（３） 平成２７年度公民館専門部員等について…別冊「中央公民館の活動」に

運営協議会の役割、専門部の役割を掲載。要点を読み上げ確認いただいた。

（４） 主な公民館事業等に対する運営協議会委員の担当等について…案のとお

り承認された。 
（５） 事業実施結果報告及び今後の事業等について…承認された。 
（６） 町民運動会について…昨年度決定した会則の確認と実行委員会、運営委

員会の役割等について確認した。なお、会則第５条の題名を訂正（実行委

員会・運営委員会の任期→実行委員・運営委員の任期）する。 
また、開催要項中「８ 出場制限 の文言で、幅広い世代が多数の参加

ができる… を 下線部分を削除する。」とした。 
 プログラムについて、「むかでリレー」は危険性があるという理由から、

採点種目から外し、「ペアーびん釣りリレー」を採点種目とした。 
 更に、昼休みのダンスを「妖怪ウォッチ」とし、午後の「S.C 相模原ふ

れあいサッカー」を今年も実施することで了承された。 
（７） 昨年度策定された中央公民館振興計画改定版について…表紙の改定年月

の表記を訂正することとなった。 
（８） その他 

新任職員の紹介（本間砂絵子氏（任期付短時間勤務職員）自己紹介）を行

った。 
 

次回、運営協議会の開催は、９月１０日（木）午後７時を予定。 

 

 

 

 

協  議  経  過     （１／４）



 
主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、●は事務局又は市側の発言及び説明）

 
１ 開  会 

● 本日、欠席は２名。運営協議会規約第５条の２、委員の過半数の出席により

会議は成立したことを宣告。傍聴者はなし。 

 
２ 会長あいさつ（山田公民館館長） 

○ ５月１日に委嘱されて約４０日経ちました。今まで前館長が培ってきた良き

伝統を更に守って素敵な公民館づくりに励んでいきたい。公民館は地域の要、

微力だが皆様方のお力をお借りしながら地域の拠点としての公民館運営に努

めたい。 

 

３ 委嘱状の交付 

公民館長から、今年任期替えのため、全委員２２名（２名欠席）に委嘱状を交

付。 

 
４ 議長及び副議長、会計の選出 

 現行の中央公民館運営協議会規約に基づき３名の役員を互選。（前ページの

「協議結果」に記載のとおり。） 

 
５ 議  題 

 代田議長の進行により、事務局で説明し質疑応答を行った。 
（１）平成２７年度運営協議会事業計画と活動費補助金予算書（案）について、別

添資料に基づき説明。一部質問あり、資料のとおり了承された。 

●平成２６年度実績に基づいて、本年度予算（案）を作成した。 

○専門部等欄の「文化系実行委員会」とは？ 
●専門部等（青少年部、体育部、館報編集委員会、ホームページ編集委員会）を

除く「子どもまつり」「町民運動会」「公民館まつり」「高齢者学級」「成人学級」

等の各種実行委員会を指す。 
（２）平成２７年度中央公民館事業計画について、別添資料に基づき説明し、承認

された。 

 ○新たに振興計画事業とした「ぼくの私の夏休みプラン」はどのようなことをす

るのか。 
 ●青少年健全育成協議会との協力事業で、①グループワークで「未来予想図」を

話し合う。②自然との触れ合い「ジャガイモ掘り」で土に触れる機会とする。

③社会見学「オギノパン工場見学」④工作「森のえんぴつやさん」小枝で作る。

という内容である。 
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 ○家庭教育支援講座の概要を説明願いたい。 
 ●平成２５年から中央公民館で行っており、平成２５年度は小学生、平成２６年

度は中学生の保護者を対象とした。今年度は小学生と中学生の保護者を対象。

７月を目途に実行委員会を立ち上げ１０月頃から４回の講座を考えている。 
（３）平成２７年度公民館専門部員等について、別冊「中央公民館の活動」資料に

基づき説明。運営協議会の役割・専門部の役割を確認した。 

（４）主な公民館事業に対する運営協議会委員の担当等について、資料に基づき説

明し、了承された。 
（５）事業実施結果報告及び今後の事業等について、別添資料に基づき説明。了承

された。 
●＊春のハイキングは、江ノ島から鎌倉へ。参加２６名と体育部員が参加した。

＊パドルテニスのつどいは、４月３５名、５月４８名参加と大勢の親子での参

加がみられた。 

＊今年の市民健康まつりは、公民館及び健康づくり普及員のほか、体育部と青

少年部の協力もいただき、大々的に実施したい。これから実行委員会を立ち

上げ、９月２７日（日）の実施を目指し検討に入る。 

＊チューブ体操のつどいは、日本体操研究所平岡亮一先生の指導の下、３４名

＋体育部員の参加で心地よい汗をかいていた。 

 ＊スローピッチソフトボール大会は、６月７日に準々決勝までを開催し５０本

のホームランが出た。 

 

● ９月までの今後の事業について、概要を説明 

学級 

 ＊Happy 子育て講座は６月１７日（木）に上矢部保育園の保育士を講師に、定

員先着１５組３０名で実施する。 

＊夏休み体験教室は、JAL 工場見学を行う。バスの制限から３６名募集。 

 ＊みんなで地域を知ろう！（振興計画事業）は、①４月１０日(金)、②７月  

１０日（金）、③１０月、④１１月、⑤１２月に行う。 

 ＊子ども事業「ぼくと私の夏休みプラン」（振興計画事業）は、７月２１日（火）

～８月２５日（火）までの４日間実施する。 

＊たたみの上の健康体操教室は、９月２５日（金）に健康づくり普及員の指導

で実施、先着２０名。 

＊高齢者(悠々)学級は、９月中旬から１１月上旬まで毎週木曜日全８回実施す

る。７月下旬から申し込みを開始する予定。 

大会 

＊スローピッチソフトボール大会は、初日６月７日に行い、準決勝・決勝を６

月１４日に実施する。参加チームは１１チーム。 
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つどい 

 ＊パドルテニスのつどいは、６月１３日、７月１１日、９月１２日（土）に行

う。 

 ＊硬式テニスのつどいは、６月２１日と２８日の２回、淵野辺公園テニスコー

トで行う。各２０名募集。 

 ＊子どもまつりは、７月５日（日）１０時から１５時まで開催。 

 ＊料理実習室の大掃除は、７月１２日（日）午前に行う。これは利用協総会で

決定したもので、油落としなどが寒い時期では中々落ちないため、この時期

の午前に料理団体他有志で実施。（昨年度から夏に実施している。） 

 
（６）町民運動会について 

● 別添資料に基づき説明。 

 ＊本日ご意見等をいただき事務局で修正する。修正したものを明後日（６月 

１３日）の自治会長会議に示し、ご意見をいただく。 

 ●特に意見等なし。 

 

７、その他 

 １）運営協議会の次回開催は、９月１０日（木）１９時を予定。 

 ２）平成２７年４月１日から、本間砂絵子（任期付短時間勤務職員）が勤務。 

自己紹介をおこなった。 

  

以 上 

 

協  議  経  過     （４／４）



中央公民館運営協議会委員出欠席名簿 

№ 氏    名 所   属   等 備考 出欠席

1  山田 光一☆ 中央公民館 会長 出席 

2  飯塚 亮人☆ 富士見小学校  欠席 

3  佐藤 陽一☆ 中央中学校  出席 

4 代田   昭 中央地区自治会連合会 議長 出席 

5 牛尾 良一 中央地区自治会連合会  出席 

6  大沼 敏男☆ 中央地区自治会連合会  欠席 

7  長澤  孝☆ ＰＴＡ（弥栄小学校）  出席 

8 吉田麻奈美☆ ＰＴＡ（中央中学校）  出席 

9 佐藤 理八 中央地区老人クラブ連合会  出席 

10  徳田 文夫☆ 中央地区社会福祉協議会 副議長 出席 

11  内山 妙子☆ 中央地区民生委員児童委員協議会  出席 

12 太田 正人 中央地区青少年健全育成協議会 会計 出席 

13 井上 博美 中央公民館利用団体協議会  出席 

14 山下すず代 中央地区スポーツ推進委員  出席 

15 豊田 和芳 中央地区青少年指導員  出席 

16  松田 正則☆ 中央地区健康づくり普及員協議会  出席 

17 岡本 和茂 中央公民館体育部  出席 

18 太田 道子 中央公民館青少年部  出席 

19 川成 晴美 中央公民館館報編集委員会  出席 

20 倉澤 良明 中央公民館ホームページ編集委員会  出席 

21 木口  榮 学識経験者  出席 

22  大畑 吉美☆ 学識経験者  出席 

   ☆印は、今年度新任又は変更の委員 


