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会議次第 

開 会 

1. 委嘱状交付式 

2. 会長（館長）あいさつ 

3. 自己紹介 

4. 議 題 

（１） 議長の選出について 

（２） 平成 27 年度公民館事業計画について 

（３） 平成 27 年度公民館予算の概要について 

（４） 委員等の選出・推薦について 

（５） 大野中公民館内での飲食について 

（６） 運営協議会視察研修について 

（７） その他 

今後の運営協議会の予定について 

閉 会 

 



審  議  経  過 

主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、●は事務局の発言及び説明） 

 

開 会（館長代理） 

 

1. 委嘱状交付式 

  会長から各委員へ委嘱状の交付を行った。 

  委嘱期間は、平成 29 年 5月 31 日まで。 

 

2.会長あいさつ 

  小方会長（公民館長）からあいさつを行った。 

 

3.自己紹介 

  委員及び事務局の自己紹介を行った。 

 

4.議 題 

（１） 議長の選出について 

  議長が選出されるまで、会長の進行で行った。 

● 議長の立候補を求めたが希望者がいなかったため、事務局より片桐雄三氏を

提案した。 

○ 満場一致で了承された。 

  

これより後、議長による進行 

（２）平成 27 年度公民館事業計画について 

  各事業担当職員より報告及び予定について説明を行った。 

  ○公民館まつり近藤実行委員長から、今年度の公民館まつりについて時期を変更

したことから、参加協力依頼が改めてあった。 

  ○Ｈ27 年度の新規事業について、資料に印を付け、分かり易くしてほしい。 

  ○この場で新規事業についての確認してはどうか。 

  ●事務局より新規事業を次のとおり読み上げた。 

文化部事業 趣味のひろば②④（鵜野森自治会館への出前講座） 

   青少年部事業 レッツチャレンジ隊②③「映画会」(鵜野森自治会館への出前)

   その他事業 健康づくり普及員との共催事業「みんな・ＤＥ・あるこ！ウォー

キング」３回及び「食育」 

  ○「ふれあい学級」について男性の人数が 80 名中 9名と少ないのが気になる。ま

た、スローピッチ大会でも参加者数が減少している。高齢化や自治会加入率の



低下などが原因の一つかもしれない。 

  〇高齢者は男性よりも女性の方が色々なものに積極的に参加している。 

  ○高齢者だけではなく、青少年部事業でも参加者は女の子の方が多い。 

  ○公民館の利用者は圧倒的に女性の方が多い。男性も公民館活動を通じて、誘い

合い友達をたくさん作ってほしいと思う。 

  ○「ふれあい学級」が開催されると、老人会の女性同士が誘い合い、参加してし

まい、老人会の事業への参加者が少ない。老人会として苦慮している問題であ

る。 

  ●男性の参加者を増やしたいと努力しているが、一進一退である。高齢者学級研

究集会でもその課題が話し合われた。公民館によって男性参加者が多いところ

もあるが、はっきりした要因はわかっていない。また大野中の男性参加者数は

他館と比べ決して低い数字ではない。 

 

（３）平成 27 年度公民館予算の概要について 

別添資料に基づき事務局から説明を行った。 

この議案についての質疑応答はなし。 

 

（４）委員等の選出・推薦について 

  ●別添資料のとおり、事務局から各委員の案について説明をした。 

  ●地域性やいろいろなバランスを考え、事務局も委員を選出している。 

特に問題がなければ了承いただきたい。 

  ○満場一致で了承された 

 

（５）大野中公民館内での飲食について 

  別添資料に基づき事務局から説明。 

●教育施設であることから、飲食を全面禁止としていたが、公民館は「地域の茶

の間」であることも目的の１つと考え、一定ルールの下、サークル活動の一貫

としての飲食を認めることを提案したい。 

  ○サークル活動ではない、会議等での飲み物の補給についてはどうなっているか。

  ●現時点でも水分補給程度は認めている。 

  ○それについては別規定があるのか。 

  ●特にない。 

  ○大野中地区の他の公民館は飲食について厳しくしていると聞いているが、横の

連絡はできているのか。他館利用者が大野中の飲食可について知った場合、他

館への影響はどうか。 

  ●南区のブロック会議において、南区内の公民館は飲食について制限していると



聞いている。緑区や中央区では少しずつ飲食可にしている公民館もある。 

  ○社協の事業では、食事や飲み物を出している。 

  ●社協の事業で、公民館の会議室を使って、一人暮らし老人へ食事のサービスを

行っている。公民館利用者に「公民館は飲食禁止なのでは」と言われたときに

理由を説明できない。このことが、提案をした理由の一つでもある。 

  ○社協は公民館以外に使用できる施設がない。 

  ○隠れて飲食されるより、ルールを決めた方がいい。 

  ○公民館利用団体協議会でも一定ルールのもと飲食を認めていただきたい。その

場合には、ルール違反などないよう周知徹底を呼びかけていきたい。 

  ○運用の仕方については「届出制」とするのか、それとも全ての団体に一定ルー

ルの基で飲食可として認めるのか。周知は館内にポスターなどで掲示するのか。

  ●例えば乳幼児等がおやつなどを食べたいという時でも「届出制」にすることは、

負担が大きい。(案)では、許可された中で「申し出る」に留めた。 

  協議の結果、概ね賛成意見が多かった。 

  ●３公民館（大野中・大沼・大野台）と調整しながら、ルールを精査して実施す

る方向で進めていきたい。 

次回 11 月で報告することで了承された。 

 

（６）運営協議会視察研修会について 

  別添資料に基づき事務局から説明を行った。 

○実施時期について気候は秋がよいが、事業が立て込んでいるため、2 月ないし

は 3月が良いと思う。 

○土日開催が良い。 

視察先については、事務局一任となった。 

 

（７）その他 

  今後の運営協議会の予定について次のとおり周知した。 

第２回運営協議会 平成 27 年 11 月 17 日（火） 

第３回運営協議会 平成 28 年 3 月  2 日（水） 

 

 

閉 会 小方会長（公民館長） 



 

大野中公民館運営協議会委員出欠席名簿 

NO 氏名 所属等 備考 出欠席 

1 小方 武雄 公民館長 会長 出席 

2 大越喜一郎 ウイルズスクエア・くじらの会代表  出席 

3 田代 穂積 相模原リリエンハイム自治会代表  欠席 

4 大久保宗俊 自治会法人鵜野森自治会代表  欠席 

5 菊地原宏明 鵜野森中学校長  欠席 

6 髙田 惠子 大野小学校長  出席 

7 近藤 正雄 鵜野森中学校 PTA 代表  出席 

8 坂本 成美 大野小学校 PTA 代表  出席 

9 佐々木美智子 大野中地区民生委員児童委員協議会代表  出席 

10 飯塚 益郎 大野中地区老人クラブ連合会代表  出席 

11 細谷 省吾 児童館長代表  出席 

12 澤  直成 大野中地区スポーツ推進委員連絡協議会代表  出席 

13 西塚美優紀 大野中地区青少年指導員代表  出席 

14 飯村 弘子 大野中地区青少年健全育成協議会代表  出席 

15 金本 祥司 大野中公民館体育部代表  欠席 

16 齊藤 一城 大野中公民館青少年部代表  出席 

17 八代 道代 大野中公民館文化部代表  出席 

18 森   敬 大野中公民館広報委員会代表  欠席 

19 近藤 冨之 公民館利用団体協議会代表  出席 

20 内藤 勝二 古淵商栄会代表    出席 

21 後藤伊津子 大野中地区健康づくり普及員代表    出席 

22 片桐 雄三 学識経験者 議長 出席 

23 浜田 初枝 公募委員  欠席 

24 境 美根子 公募委員  出席 

25 井上 益子 公募委員  出席 


