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会議次第 

開 会 

1. 会長（館長）あいさつ 

2. 議 題 

（１） 平成 27 年度公民館事業結果について 

（２） 平成 28 年度公民館事業計画（案）について 

  ①平成 28 年度 事業カレンダー 

  ②大野中公民館「ゆるキャラ」について 

  ③活動計画（平成 29～31 年度の活動内容）の見直し 

（３） 平成 28 年度公民館予算の概要について 

（４） その他 

  ①平成 28・29 年度相模原市青少年指導員の推薦結果について

  ②平成 28・29 年度公民館専門部員の任用について 

  ③平成 28 年度運営協議会委員の役割分担（案）について 

  ④その他 

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. 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. 議 題 

 片桐議長が議題に基づき進行を行った。 

（１）平成 27 年度公民館事業結果について 

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。 

  ○女性学級のプログラム内容が、健康から終末までと流れが良い。 

  ○あじさい会館で相模原市の公民館報が展示されているのを見たが、写真や文章

のバランスなど大野中公民館の館報が優れていると感じた。 

  ○定員に満たない事業がある。また複数の講座を同じ方が受講されており、広く

公民館事業を知ってもらうにはどうしたらよいか考えていきたい。 

  ○自主企画提案事業が４事業、共催事業が６事業、いずれも新規事業で、職員が

頑張っていることが伺える。 

  ○男の料理教室の参加者から、女性が主に調理したと聞いた。「男」のなので、男

性主体で料理教室をすすめてほしい。 

   

（２）平成 28 年度公民館事業計画（案）について 

  資料に基づき事務局から説明を行った。 

  ①平成 28 年度事業カレンダーについて 

②大野中公民館「ゆるキャラ」について 

  ③活動計画（平成 29～31 年度の活動内容）の見直しについて 

 

  ○共催事業の「あげはの会」とはどのような団体なのか。 

  ●65 歳以上の高齢者の介護予防を目的とした事業を行う団体で、体操やウォーキ

ングを実施している。相模原市より３年間補助金を受け開催してきたが、補助

金が終了し、運営について本運営協議会の後藤委員（あげはの会代表）より相

談を受け、平成２８年度より公民館の共催事業として、場所の確保や募集など

を公民館で行っていきたいと考えている。 

  ○後藤委員より補足として、参加者約４０名収容できる会場がなく、公民館に相

談を持ちかけた。月１回で年間１２回開催、その他ウォーキングも実施する。



６回は講師を招き実施し、他は会のメンバーが中心となり開催する予定である。

  ○途中から参加はできないのか。 

  ○（後藤委員）年度初めに募集を行い、途中で参加者が減る場合に限り募集をす

ることもある。 

  ○全回出席しなくても良いのか。 

  ○（後藤委員）体調不良などもあるため、全回出席しなくても構わない。 

  ●公民館が共催する意義から、年間１２回開催のうち２回を公開事業として実施

したいと考えている。例えば、夏休み頃、小学生との交流事業を考えている。

  ○大野中老人クラブ連合会女性部で、南清掃工場の見学と田名のゴミ分別施設を

見学したいと考えている。しかしバスを借用する予算も無い、交通手段がなく

困っている。公民館で企画できないか。 

  ●公民館でもバスの配車は年間２台と決まっており、高齢者学級と今年度は文化

部で使用を予定しており難しい。例えば地域活性化交付金の活用など検討して

はどうか。 

  ○ゆるキャラについて、他館の状況はどうか。 

  ●相模原市内５館で作成されている。 

  ○利用制限について、より広まるように、事前に良く考えたほうがよいのではな

いか。 

  ●ご意見のとおり、具体的な内容を提案するまでに検討したい。 

  ○選考委員の役割はどのようなものか。 

  ●選考委員会が選考し、その結果を運営協議会で承認を受けて決定される。 

  ○募集する際の広報媒体は、どのようなものを考えているか。 

  ●ホームページや公民館報、小・中学校へも依頼していく予定である。 

  ○募集地域が「館区内」に限られていると申込みが少ないことが懸念される。南

区や相模原市内に広げるか、大学や高校なども巻きこむなどしたらどうか。 

  ●大野中公民館のゆるキャラのため、館区内と考えたが近隣の大学や高校などを

どのように取り込むか、具体的に検討する。 

  ●平成 28 年度公民館事業計画について、案のとおり承認された。 

 

（３）平成 28 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。 

  ○公民館運営協議会費のバス借料が 97,000 円から 81,000 円に減っているがなぜ

か。 

  ●今年度の予算は 97,000 円だったが、支出は 8万円程度だった。バス会社にも確

認し、この額で予算計上した。 

  ○自主企画提案事業の予算はどこから出るのか。 



  ●自主企画提案事業の予算は市内全館を一括して管理しており、各館の予算には

計上されてない。 

  ●平成 28 年度大野中公民館予算の概要について、了承された。 

 

（４）その他 

  ①平成 28・29 年度相模原市青少年指導員の推薦結果について   

   別添資料に基づき事務局から報告を行った。 

●青少年指導員については、自治会の協力により定数を推薦することができた。

 

  ②平成 28・29 年度公民館専門部員の任用について 

   ●各自治会に推薦依頼をしており、どこの自治会もご苦労されている。公民館で

も公募により募集しているが反応が今ひとつであり、是非、知り合いの方で興

味のある方がいたら紹介をしてほしい。 

 

  ③平成 28 年度運営協議会委員の役割分担（案）について 

   資料に基づき事務局から説明を行った。 

●平成２８年度の第 1回運営協議会に提案するが、ご意見をいただきたい。 

   ○公民館振興計画の行動計画見直委員には、専門部委員が必要ではないか。 

   ●本運営協議会委員の各専門部長に入ってもらいたいと考えている。 

   ○運営協議会委員 25 名に対し、選出委員が合計で 21 名となっている。全委員

が役割にあたるようにしてはどうか。 

   ●提案のとおり、次回運営協議会に提案させていただく。 

 

  ④その他 

   ○公民館図書室について館報で周知したほうがいい。 

   ○新刊が入っても 6ヶ月待ちになることもある。または図書室に置いてある本

がずっと変わらない。他館の本と半分入れ替えることはできないか。 

   ●図書室の本はバーコードで管理されているため、他館と本を入れ替えるのは

難しい。図書室の周知については館報の掲載を検討していきたい。 

    

   ○現在、改修している新淵児童館について教えて欲しい。 

   ○内藤委員（新淵児童館長）より 3 月 22 日に引渡しが予定されており、4 月

1日にオープンする。内覧会と祝賀会を考えている。 

館全体の広さは以前と同じだが、全室冷暖房完備となる。平日の午前中、土

日祝日を含む夜間は部屋の貸出しができる。貸館については、落ち着く 5月

頃からと考えている。 



 

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   欠席 

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  欠席 

25 井上 益子 公募委員  出席 


