
様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
相模原市立麻溝公民館運営協議会 

事務局 

（担当課） 
麻溝公民館 電話０４２－７７８－２２７７（直通） 

開催日時 令和３年６月１０日（木） １８時３０分～１９時４０分 

開催場所  ２階 コミュニティ室 

出 

席 

者 

委 員   ２４人（別紙のとおり） 

その他   ０人 

事務局   ３人（齋藤館長代理、他２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 

 

 

１ 公民館長あいさつ 

２ 運営協議会委員委嘱状交付 

３ 自己紹介（運営協議会委員・職員） 

４ 公民館における事業の実施の考え方について 

５ 麻溝公民館の組織・麻溝公民館振興計画について 

６ 議題 

（１） 公民館運営協議会の議長、副議長、会計及び会計監査の選

任について 

（２） 令和３年度麻溝公民館事業計画及び一般会計予算について 

（３） 公民館運営協議会等活動費補助金に係る令和２年度収支決

算報告及び令和３年度収支予算について 

（４） 令和２年度麻溝公民館地域活動振興費決算について 

（５） 令和３年度麻溝公民館専門部員等について 

（６） 令和３年度麻溝公民館表彰被表彰者について 

（７） 報告事項等 

（８） その他 



協  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） 

１ 公民館長あいさつ（山口館長） 

  ５／１付けで前任の桐戸氏の後任として就任した。 

２ 運営協議会委員委嘱状交付 

  任期は２年間とし、新たに２５名の委員に交付した。本来ならば手渡しのところ、

感染予防のためあらかじめ席上に配布した委嘱状を各自ご確認いただいた。 

３ 自己紹介 

  名簿順に委員、職員の自己紹介を行った。  

４ 公民館における事業の実施の考え方について 

配布資料「公民館における事業の実施の考え方について」に基づき、令和３年度

に実施する事業について事務局より概要を説明し了承された。 

５ 麻溝公民館の組織・麻溝公民館振興計画について 

配布資料「麻溝公民館の組織」「麻溝公民館振興計画」に基づき、事務局より概

要を説明した。 

６ 議題 

（１） 公民館運営協議会の議長、副議長、会計及び会計監査の選任について（敬称略） 

 麻溝公民館内規に基づき、新たな議長等の選任について出席者に諮ったところ

事務局一任とされ、事務局より以下のとおり提案し、役員を決定した。 

・議 長：１名（中島勝平） 

  ・副議長：１名（本多展克） 

  ・会 計：１名（田島美喜） 

  ・会計監査：１名（橋本正春） 

議長と副議長が事務局側席に移動し、司会進行を行った。 

（２） 令和３年度麻溝公民館事業計画及び一般会計予算について（進行：中島議長） 

   事業計画については、今年３月の運営協議会で承認を得ているが、各事業につ

いて部長・委員長・事務局より説明した。 

  ○文化部 

   ・酒まんじゅうづくり講習会は中止 

   ・歴史散歩は実施予定 

   ・文化展は昨年同様に実施予定 

   ・しめなわづくり講習会は実施予定 

   ・文化教室は園芸教室を終了し、新規に寄席を実施予定 

  ○体育部 

   ・地域住民の安心安全を第一に考え、市民健康まつり、ソフトボール大会、ニ

ュースポーツ体験教室、スポーツフェスティバルは中止 



   ・ママさんバレーボール大会、卓球大会は今後の状況によるため未定 

 ○青少年部 

   ・ホタル観察会は日程を延期したが、まん延防止期間が更に延長されたため中

止 

・不思議化学実験は講師の北里大学サークル Bowindと日程調整し実施予定  

・美術関連教室は講師の女子美術大学の学生と日程調整し実施予定 

・海洋実験・クリスマス実験も Bowindと調整し、実施予定 

   ・麻溝小、夢の丘小の皆さんに来ていただければと思う。 

  ○広報委員会 

   ・館報は年４回発行していたが、予算の関係で６月、１２月、３月の年３回発

行になった。そのため、９月は増刊号として通し番号は取らず発行する予定 

   ・ホームページ、フェイスブック、インスタグラムも随時更新していく。 

  ○子育てサポート委員会 

   ・ぞうさんクラブは乳幼児が対象のため８月まで中止で、今後も状況を見なが

ら実施する予定 

   ・「おたより」を 2か月に 1回発行し、談話スペースの掲示も 2～3か月ごとに

更新する予定 

   ・勉強会は中止 

  ○事務局 

・その他事業について、さいかち学級、女性セミナー、成人学級は準備委員を

募集中 

・麻溝クラシックコンサートは１１月２１日に実施予定 

・パソコン講習会は昨年同様５日間で実施予定 

・公民館まつりは２月２６、２７日に実施予定 

   ・利用者懇談会は６月、１１月に実施予定 

  令和３年度一般会計予算について、事務局より説明した。       

（３）運営協議会等活動費補助金に係る令和２年度収支決算報告及び令和３年度収支

予算について 

   令和２年度は、研修費として創立７０周年記念講演の講師謝礼を支出したこと

等説明し了承された。 

（４）令和２年度麻溝公民館地域活動振興費決算について 

   事業が実施できた文化展の支出と、その他事業補助として自治会連合会の承認

の上、オンライン周辺機器を購入したことを説明し了承された。 

（５）令和２年度麻溝公民館専門部員等について 

   各専門部員等について説明し承認された。 

（６）令和３年度麻溝公民館表彰被表彰者について 



   麻溝公民館内規に基づき被表彰者６名を表彰し、第２回運営協議会にて感謝状

の贈呈を行うことで了承された。 

（７）報告事項等 

   麻溝まちづくりセンター・麻溝公民館における横断歩道設置の要望について、

事務局より相模原南警察署に要望した経過を説明した。 

   また、６月９日（水）に南警察署交通課担当者から、横断歩道の設置が承認さ

れる見込みであるとの連絡があったことを報告した。 

（８）その他 

  〇情報提供として、相陽中が全国野球大会で優勝した。地域を盛り上げるよいお

知らせです。 

  〇昨年度３月の会議はコロナ禍により書面決議だったが、書面においては、賛否

を問うようにした方がよかったと思う。 

  ●わかりました。 

  ○高齢者学級（さいかち学級）等の令和３年度準備委員を募集しているが、例年

５月頃には活動を開始しており、実施するなら早めの検討がよい。 

  ●実施方法等を検討します。 

  ○楽しみにしていた田植え実習（５年生）ができた。今後も地域の方々の協力の

下、このような活動ができることを楽しみにしている。（麻溝小学校） 

○コロナ禍の中、元気に活動している。先月は日光方面に修学旅行に出かけた。

これからもできること、できないこと、色々あるが、地域の皆さんと共に活動

していきたい。（夢の丘小学校） 

  ○生徒数が約９００名の大きな中学なので、日々、地域の方々から色々な電話が

ある。苦情の電話も多くある半面、運んでいる荷物を一緒に持ってくれた、洗

濯物を拾って届けてくれたといった感謝の言葉も届いている。野球部以外に剣

道部も頑張っている。（相陽中学校） 

○コロナ禍が収束することを願いつつ、皆様と力を合わせて公民館を盛り上げて

いきたい。ご支援、ご協力をお願いします。 

 

  事務連絡 事務局より次回の予定を説明した。  

         以 上        

  

 

 

 

 

 



麻溝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 山口 誠 麻溝公民館館長 会長 出席 

２ 谷川 理枝 麻溝小学校副校長  出席 

３ 白鳥 史明 夢の丘小学校副校長  出席 

４ 玉津 直子 相陽中学校副校長  出席 

５ 中島 勝平 地区自治会連合会会長  議長 出席 

６ 伊藤 信裕 地区自治会連合会副会長  出席 

７ 境  勉 地区社会福祉協議会会長  出席 

８ 井上 國雄 地区青少年健全育成協議会会長  出席 

９ 福田 豊 地区子ども会育成連絡協議会会長  出席 

10 井上 充葉 麻溝小学校ＰＴＡ副会長  出席 

11 小林 大介 夢の丘小学校ＰＴＡ会長  出席 

12 岡田 洋子 相陽中学校ＰＴＡ会長  出席 

13 春山 すみ子 地区民生委員児童委員協議会会長  出席 

14 加藤 由香 利用サークル代表  出席 

15 本多 展克 学識経験者 副議長 出席 

16 吉田 貞夫 学識経験者  欠席 

17 西村 道子 公募委員  出席 

18 針谷 哲也 スポーツ推進委員幹事  出席 

19 山口 隆 青少年指導員代表  出席 

20 柿木 健二 健康づくり普及員書記  出席 

21 井上 直樹 文化部長  出席 

22 大滝 志信 体育部長  出席 

23 橋本 正春 青少年部長  出席 

24 田村 由美子 広報委員長  出席 

25 田島 美喜 子育てサポート委員長  出席 

 


