
様式３ 

会   議   録 

会議名 

（協議会等名） 
大沢公民館運営協議会 

事務局 

（担当課） 
大沢公民館 電話 042-762-0811（直通） 

開催日時 令和 4 年 3 月 11 日（金） 午後 7時～午後 8 時 20 分 

開催場所 大沢公民館 2 階 大会議室 

出 

席 

者 

委 員   18 人（別紙のとおり） 

その他   0 人 

事務局   4 人（館長代理ほか） 

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 

 

議 題 

１ 議 題 

（１）12 月から 2月までの事業結果について 

（２）大沢公民館振興計画の改訂について 

（３）令和４年度大沢公民館事業計画について 

（４）令和４年度大沢公民館運営協議会補助金について 

２ 報告事項 

（１）青少年指導委員の推薦について 

（２）公民館利用状況について 

（３）新しい登録団体について 

３ その他 



協 議 の 要 旨 

１ 議 題 

（１）12 月から 2月までの事業結果について 

事務局及び五十嵐委員（文化部事業関係）、田上委員（体育部事業関係）、大和

田委員（青少年部事業関係）、駿河委員（広報委員会関係）より説明を行った。 

〇意見はなく、報告が了承された。 

 

（２）大沢公民館振興計画の改訂について 

事務局より説明を行った。 

【意見質問等】 

◇長田委員：資料７ページに運営審議会とあるが、この会が運営協議会の外に

あるのか確認したい。 

◇事務局：記載誤りなので、運営協議会と改めさせていただく。 

◇議長：他に意見・質問がなければ、計画検討会に参加した委員から、感想や

計画への思いを発言いただきたい。 

◇五十嵐委員：いつも申し上げているが、いかに周知するかが大変な課題だと

思う。自治会、子ども会も加入者が少なくなってきていて、館報は自治会

に入っていないと届かない。そのようなことをどうしていくか、喫緊の課

題だと思う。 

また、公民館の掲示版にはチラシがたくさん貼ってあるが、多くあるこ

とでかえって、読まれにくくなっていると思う。そういうところも改善で

きないかと考えている。 

◇田上委員：体育部では、ボッチャ教室をもう少し広めたいという話がでてい

る。例えば、子どもセンターなどに、こちらから出向いて体験教室をひら

くというようなこと。待っていても広がらないので、土日を使って、出て

行って広げるということも考えていいのではと思っている。 

もう一つは、ダンスの体験。最近は、テレビでも若者、若年層ではやっ

ているのを目にする。そういう若い層を狙ったことを考えてみてもいいと

いう話もしている。 

◇大和田委員：私もいかに周知をするかが課題だと思っている。周知ができな

いと、良い計画しても伝わらない。自治会加入者が減っているので、館報

の効果も限定的。いい方法での周知を考えたい。 

ダンスの話があったが、これに関連して、モデルプロジェクトのあそび

部の話。議論の中で「つまみぐい」という言葉も出たが、例えば、ダンス

をしてみたいと思っている子も、いきなりダンススクールに入るには勇気

がいるが、大沢公民館でヒップホップができるんだとなれば、試しにやっ



てみることができる。そういうことができるのがこのプロジェクト。 

こういうことにみんなで知恵を出し合って、地域の子どもたちが笑顔で

楽しめるような活動ができたらいいと思っている。 

◇駿河委員：あそび部の話は、検討会で何回か話題になった。検討会は女性が

多く、そういう視点での話も多く、大変驚いた。 

基本理念は長期的なものなので、早々に変わるものではないが、個別の

取組についてはかなりのアイディアがでていた。予算などの課題もあると

思うが、日頃考えていることが意見として発言され、多くの議論をした。 

◇笹野委員：資料 5 ページには、大沢公民館は昭和 54 年に建設されたと記載が

ある。このときジュニアリーダーとして、頻繁に公民館に通っていた中学

生の私が、最近になって、運営協議会の公募委員という形で公民館活動に

参加させていただいている。 

今、小さい子どもや小中学生の利用が少ないが、子どもたちがここ（公

民館）で遊んで、学んだ時間があると、将来、ここに戻ってくるのではな

いかということは、私も感じている。 

一緒にジュニアリーダーをやっていた仲間が、今、青少年指導委員をや

っているような姿を見ていると、今から、着々と人材育成、地域のこれか

ら支えてくれる、一緒に地域を考えられるような子どもたちを育てていけ

たらいいと思っている。 

また、今、抜けている年代が、大学生。少しずつ、そういう年代も絡ま

せながら、大沢地区が良くなっていくように公民館中心に活動ができれば

いいと思う。 

微力だが、できることを一生懸命させていただきたい。 

◇議長：せっかくの機会なので、校長のお二人からも計画案について感想など

あれば発言いただきたい。 

◇齋藤委員：コロナ禍で子どもたちが、外に出て行ったり、外部の方に学校に

いらしてただくのは難しい状況だが、いかに工夫して、できることを考え

ていくことが大切だと思っている。 

さがみ風っこ文化祭は、以前は大々的に淵野辺公園で実施していたが、

それを区ごとに実施するという動きもある。さらには、歩いて行ける範囲

で子どもたちの作品を展示して、保護者と一緒に見られるような機会があ

ればよいということで、調整の必要はあるが、公民館を会場とするのも一

案かと。親子そろって公民館に来るというのは良いのでは思っている。 

◇小林委員：今の学校にきて 1年で、コロナ禍で中止になったことも多く、見

通しも十分に立っていないが、これまでの中では、吹奏楽部や合唱部など

の文化系の部活動が、公民館を発表の場として使わせていただき、成果を



聴いていただくとか、特別支援学級の生徒の作品を展示していただくとか、

そういうことがあると、子どもたちも励みになるのでは思っている 

また中学校は共生心、福祉や平和のことだが、そういうことに力をいれ

ていて、従来は地域の方に来ていただいてお話しいただくこともあったと

思うが、そういったこともお願いをしたいと考えている。 

◇議長：この際、館長からも計画への思いなど発言をお願いする。 

◇館長：委員の皆さんの一年間の御協力に感謝申し上げる。本当に色々なご意

見をいただき、まとめることができたと思っている。 

ここでは二つお話ししたい。一つは学校との連携。先日実施したこども

フォトコンテストの表彰式では、受賞者の子どもに保護者の方が付き添っ

てきていた。子どもが来て保護者もくるというような機会をもっと充実し

たい。 

また、周知の話。今は、公民館内の掲示板と回覧板が中心だが、できれ

ば、学校に協力いただいて、子どもを通じて親に情報を伝えていくという

ことをしたい。事業の中には学校のホームページで周知いただいているケ

ースもあり、今流の周知の方法も、学校経由ならできるかと感じている。

これについては、校長先生に改めてご相談したい。 

もう一点は、事業の見直しについて。たまたま今は、コロナで中止して

いる事業があるので、いろいろと挑戦もしているが、（コロナがなければ）

新しい事業は、何かやめないとできない。どういった事業を進めるのか、

またどういった事業をやめるのかについては、部や個人という個別の単位

ではなく、公民館全体で見ることが大切。今後、評価委員会をつくって、

大勢の眼で見ながら、そういう議論をする場をつくっていきたい。具体的

には決まっていないが、この考え方は本日の資料の中にも示しているので、

よろしくお願いしたい。 

〇その他意見はなく、原案が承認された。 

 

（３）令和４年度大沢公民館事業計画について 

事務局及び五十嵐委員（文化部事業関係）、田上委員（体育部事業関係）、大和

田委員（青少年部事業関係）、駿河委員（広報委員会関係）より説明を行った。 

〇意見はなく、原案が承認された。 

 

（４）令和４年度大沢公民館運営協議会補助金について 

事務局より説明を行った。 

〇意見はなく、原案が承認された。 

 



２ 報告事項 

（１）青少年指導委員の推薦について 

事務局より説明を行った。 

〇意見はなく、報告が了承された。 

 

（２）公民館利用状況について 

〇説明を省略し、各自資料確認することとなった。 

 

（３）新しい登録団体について 

〇説明を省略し、各自資料確認することとなった。 

 

３ その他 

〇運営協議会委員の任期は 2 年で、あと 1 年あるが、任期途中で委員の変更等が

必要な場合は、事務局まで申し出ることとなった。 

 

 

以上 

 

 



大沢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 大貫勲 公民館長 会長 出席 

2 齋藤嘉一 小学校長代表（九沢小学校）   出席 

3 小林研一  中学校長代表（大沢中学校）   出席 

4 佐藤金男 大沢地区自治会連合会代表 議長 出席 

5 長田渉 大沢地区自治会連合会代表   出席 

6 松井光臣 大沢地区社会福祉協議会代表 副議長 出席 

7 齊藤賢一 大沢地区子ども会育成連絡協議会代表   出席 

8 吉澤紀元 大沢地区親茶会連合会代表   欠席 

9 駒井洋子 大沢地区交通安全母の会代表   出席 

10 本多美雪 小学校 PTA 代表（大沢小学校）   出席 

12 五十嵐肇子 公民館文化部代表   出席 

13 川上祐子 公民館文化部代表   出席 

14 田上義敏 公民館体育部代表(スポーツ推進委員)   出席 

15 髙山翔吾 公民館体育部代表(スポーツ推進委員)   欠席 

16 大和田美代子 公民館青少年部代表(青少年指導委員)   出席 

17 元井のりみ 公民館青少年部代表(青少年指導委員)   欠席 

18 鈴木里恵子 大沢地区健康づくり普及員・利用者代表 監事 出席 

19 駿河義範 公民館広報委員会代表 会計 出席 

20 八木公治 学識経験者   欠席 

21 髙橋知子 学識経験者   出席 

22 三上道子 学識経験者   出席 

23 笹野和子 公募   出席 

※ Ｎｏ11 欠番 
   

 


