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公開不可・一部
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会議次第 

開 会 

 

１ 委嘱状交付式 

２ 会長あいさつ 

３ 自己紹介 

４ 公民館について 

５ 議題 

（１）議長の選出について 

（２）令和元年度公民館事業計画について   

   ※夏休み自習教室について 

（３）令和元年度公民館予算の概要について  

（４）令和元年度役員等の選出・推薦について 

（５）令和元年度公民館運営協議会研修会について 

（６）第二次大野中公民館振興計画活動計画（令和２年～４年度）

   の見直しについて 

（７）その他（館長推薦委員の選出について） 

６ 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 

  大久保会長（公民館長）からあいさつを行った。 

   

２ 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、令和３年５月３１日まで 

 

４ 自己紹介 

  委員及び事務局の自己紹介を行った。 

 

５ 公民館について 

  事務局から説明を行った。 

  また、今回新しく高齢者支援センターの施設長を選出区分に加えたことと公募委

員については、応募が少なく 1名に留まっている事を付け加えた。 

 公募委員については、今後も募集を続ける旨、説明した。 

  ○｢公民館について｣の説明資料が古いと指摘があった。 

    

６ 議 題 

（１） 議長の選出について 

議長は、細谷剛委員を選出することについて事務局から提案し、満場一致で了承

された。 

  これより後は、細谷議長により進行された。 

 

（２） 令和元年度公民館事業計画について 

事務局から、今年度既に実施した事業の報告及び今後の事業予定について説明を

行い、承認を得た。また、昨年度より子どもの居場所づくりとして、地域の学校と

連携して実施する「夏休み自習教室」についても説明を行った。主な意見等は次の

とおり。 

○児童館でも夏休みの期間、子どもたちの勉強をみてもらう取り組みを行ってい

る。 

○自治会で周知をしていただければポスターをお渡しする。 



 

（３） 令和元年度公民館予算の概要について 

  事務局から、予算の概要について説明を行い、承認を得た。 

 

（４） 令和元年度役員等の選出・推薦について 

事務局から、今年度の各役員等の選出、推薦案について説明を行い、互選により

次のとおり決定した。 

 

会計              小椋 幸広  委員 

 

会計監査            大谷 喜郎  委員 

 

公民館まつり実行委員会委員   鈴木  幸  委員 

竹中 勝藏  委員 

 

自主企画提案事業選考会委員   大久保 宗俊 会長 

                田中 テル子 委員 

                松本  翼  委員 

 

大野中公民館振興計画活動計画見直し委員会委員 

                大久保 宗俊 会長 

                細谷  剛  委員 

牛島 一美  委員 

金本 祥司  委員 

齊藤 一城  委員 

田中 テル子 委員 

                森   敬  委員 

松本  翼  委員 

                    

 

（５）令和元年度公民館運営協議会研修会について 

会長から、研修会については詳細を次回の運営協議会に諮ることとした。 

   

（６) 第二次大野中公民館振興計画活動計画（令和２年～４年度）の見直しについて

    事務局から、「大野中公民館振興計画活動計画見直し委員会」を設置し、今年度中

に活動計画の見直しを行うことについて説明を行い、了承を得た。 



  ○市として公民館のあり方についての方向性は示されているのか。 

  ●公民館のあり方検討会において、現在検討しているところであり、まだ結論は

出ていない。今後、決定した内容を逐次お伝えする。 

 

（７）その他 

【館長推薦委員の選出について】 

令和２年３月３１日館長の任期満了に伴い、推薦委員会委員については、委員の

中から平成３０年度選出した選出区分に基づき、次の５名とすることについて事務

局から提案し、承認された。 

 

大野中公民館館長推薦委員会委員 細谷  剛  議長 

小林 研一  委員 

細谷 省吾  委員 

田中 テル子 委員 

竹中 勝藏  委員 

 

 なお、来年度以降の館長の職のあり方については、未確定であるため、市からの

情報を踏まえて日程などの調整を行う。 

 

６ その他 

  第２回の運営協議会の日程はふるさとまつり実行委員会と重複しているため、 

 １１月２２日に変更する。 

 

閉 会   

 

                               以 上 



 

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 大久保 宗俊 公民館長 会長 出席 

2 細谷 剛 古淵自治会代表 議長 出席 

3 小椋 幸広 ウイルズスクエア・くじらの会代表  欠席 

4 大谷 喜郎 自治会法人鵜野森自治会代表  欠席 

5 小林 研一 鵜野森中学校長  出席 

6 牛島 一美 大野小学校長  出席 

7 坂本 成美 鵜野森中学校 PTA 代表  出席 

8 春日井 美香 大野小学校 PTA 代表  出席 

9 鈴木 幸 大野中地区民生委員児童委員協議会代表  出席 

10 小林 太 大野中地区老人クラブ連合会代表  欠席 

11 内藤 勝二 児童館長代表  出席 

12 
小田邉 和弘 大野中地区スポーツ推進委員連絡協議会

代表 
 欠席 

13 野口 裕光 大野中地区青少年指導員代表  出席 

14 細谷 省吾 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  出席 

16 齊藤 一城 大野中公民館青少年部代表  出席 

17 田中 テル子 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  出席 

19 松本 翼 公民館利用団体協議会代表  欠席 

20 竹中 勝藏 古淵商栄会代表  出席 

21 家田 未来子 大野中高齢者支援センター代表  欠席 

22 堀 留美子 大野中地区健康づくり普及員協議会代表  欠席 

23 小平 昌子 公募委員  出席 


