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１ 公民館長あいさつ 

２ 公民館事業の取扱いについて 

３ 議題 

（１） 事業報告について 

（２） 今後の事業について 

（３） 報告事項等 

①相模原市青少年指導委員の推薦について 

②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

置について 

③会議報告 

（４） その他 

「相模原市行財政構造改革プラン」の説明会について 



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） 

 

２ 公民館事業の取扱いについて 

配布資料「公民館事業の実施の考え方について(概要版)」に基づき、市主催イベン

トの取扱方針の概要及び公民館事業について、事務局より説明し了承された。 

 

３ 議題（進行：中島議長） 

（１） 事業報告について 

（２） 今後の事業について 

議題（１）（２）は関連があるため一括で議事を進めた。 

令和３年９月から１２月までの事業報告及び令和４年３月までの事業予定に

ついて、各専門部長・委員長・事務局より説明し、承認された。 

  ○文化部主管事業 

   ・歴史散歩は中止した。 

   ・しめなわづくり講習会を 12/5 に実施した。講師はシルバー人材センターに依

頼し 15 名が参加した。 

・地区文化展は 12/18、19 に延期し、昨年同様にコロナ対策をとり実施予定。

   ・新規に新春初笑い寄席を 1/8 に実施予定。出演は、さがみはら若手落語家選

手権令和２年度優勝者の林家つる子氏。 

  ○体育部主管事業 

   ・今年度もスポーツフェスティバル、ママさんバレーボール大会は中止した。

・卓球大会は今後の状況によるが、2/20 に実施予定。 

 ○青少年部主管事業 

   ・科学工作教室は講師の北里大学サークル Bowind と相談し中止した。  

・美術関連教室は 10/30 に「美術大学生体験」として実施した。講師は女子美

術大学の学生２名で、小学生が自由に絵を描く楽しさを体験した。 

・クリスマス実験を 12/12 に実施予定。定員 30 名のところ 35 名の応募があっ

た。 

  ○広報委員会主管事業 

   ・館報は予算の関係で年３回の発行になったため、９月は増刊号としてリソグ

ラフで 600 部印刷し発行した。12/1 に館報 233 号を発行した。3/31 に 234

号を発行予定。 

   ・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主管事業 



   ・ぞうさんクラブは９月まで中止し、10/8、11/12 に 1 年半ぶりに実施した。

   ・「おたより」を毎月発行し、談話スペースの掲示物「集まらないおしゃべり」

も２～３か月ごとに更新し来館者同士の交流を図った。 

  ○公民館主催事業 

・その他事業について、さいかち学級(高齢者学級)は中止した。 

・パソコン講習会は 11 月に５日間実施し、受講者３名延 15 名が受講した。 

・麻溝クラシックコンサートは 11/21 にフルート名曲コンサートを実施し 58

名が参加した。フルート奏者は麻溝地区出身の西原奏子氏、ピアノ奏者は大

木雅子氏。 

・成人講座と女性セミナーは１月と２月に全３回で実施予定。 

・公民館まつりは 2/26、27 に実施予定。昨年同様、あらかじめ活動内容を収録

しオンラインで配信し、後日 DVD を配布する予定。 

  ○共催事業 

   ・体操教室「元気倶楽部」を 9/13、10/18、11/15 に実施した。3月まで月 1回

開催する予定で、定員は 30 名。 

   ・健康づくり教室「ながら運動」を 10/6 に実施し 12 名が参加した。 

   ・秋の健康づくりウォーキングを 11/9 と 12/9 に実施した。紅葉亭庭園や道保

川公園を散策し、合計 24 名が参加した。 

   ・「ボッチャ体験」を 1/12 に、「親子リズム遊び」を 1/26 に開催する予定。  

   ・麻溝小学校 2 年生児童が、生活科の授業の一環として、10/29 と 11/26 に公

民館図書室と諸室を見学、質疑応答を行い地域の公共施設への理解を深め

た。     

（３）報告事項等 

   ①相模原市青少年指導委員の推薦について 

    11/15 の自治会長会議に資料を配布し、各支部から 1 名ずつの推薦を依頼を

したことを説明した。 

   ②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について 

南警察署交通課担当者から、横断歩道の設置が承認された連絡があったが、

工事日程は未定であることを事務局から報告した。 

   ③会議報告 

    ９月の運営協議会の書面会議報告を事務局から説明した。 

（４）その他 

「相模原市行財政構造改革プラン」の説明会が 12/22 に杜のホールはしもとにて

開催されることを情報提供した。 

 

  ○学校からの情報提供として、オリンピックパラリンピック関連企画としてカナ



ダチームとオンラインで交流を行った。パラリンピック種目のボッチャを 4年

生の体育授業で行った。11 月にギオンスタジアムにて運動会を実施した。（夢

の丘小学校） 

  ○コロナ禍が終息せず２学期のスタートがつらかった。オンライン授業は現実的

に実施が難しかった。生徒の様子が見えないこと、通信環境に左右されること、

時間割の変更など混乱があった。修学旅行、遠足、若あゆを延期したが、体育

祭を学年ごとに開催した。部活動は、野球、卓球、テニス、バレー、バスケな

どが活躍している。課題として、ワクチン接種後 2～3日欠席する生徒が多いこ

と、オンライン授業にあたりタブレットの故障や通信環境が悪いことなどが挙

げられる。（相陽中学校） 

 

  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  欠席 

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  欠席 

12 岡田 洋子 相陽中学校ＰＴＡ会長  欠席 

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  欠席 

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  欠席 

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  欠席 

20 柿木 健二 健康づくり普及員書記  欠席 

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  欠席 

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  欠席 

 


