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議 題 

 

〇 館長あいさつ 

〇 委員委嘱状交付 

〇 公民館運営協議会について                   

 

議 題 

（１）相模台公民館運営協議会規約の制定について 

（２）役員の選出について 

（３）令和２年度 相模台公民館事業実施結果について 

（４）令和３年度 相模台公民館事業実施予定について 

（５）相模台公民館振興計画の見直しについて 

（６）住民企画事業（共催事業）について 

（７）その他 

 公民館利用団体登録（変更）申請書兼廃止届の状況について 

 



協  議 の 要 旨 

〇 館長あいさつ 

 

〇 委員委嘱状交付 

 

〇 公民館運営協議会について 

  事務局より資料に基づき、公民館運営協議会の役割、相模原市立公民館条例等の

説明を行った。 

   

議 題 

（１）相模台公民館運営協議会規約の制定について 

 今までは慣例で会議を行っていたが、あらためて「相模台公民館運営協議会規約」 

を制定したい旨の説明が館長よりあり、詳細については事務局が資料に基づき説明 

を行った。「相模台公民館運営協議会規約」の制定については、出席委員全員の承認を

得た。 

（委員） 

今までの運営協議会では、議題等の承認について拍手で承認とされていたが、規

約の中でも、出席委員の過半数により決するとあるので、今後は挙手により決する

としてはどうか。 

 →出席委員全員の了承を得た。 

 

（２）役員の選出について 

 「相模台公民館運営協議会規約」に基づき、副会長２名、会計１名、会計監査１名

を選任したい旨の説明が館長よりあった。 

（委員） 

  副会長については、過去に運営協議会委員を経験した人にお願いするのが、運営 

上好ましいと考える。 

 →出席委員全員が賛同した。 

 

館長の推薦および互選により、いずれも昨年度に委員経験のある方が役員に選任さ

れた。 

副会長 ：三上委員、坂本委員 

会計  ：吉田委員 

会計監査：遠藤委員 

 

（３）令和２年度 相模台公民館事業実施結果について 

 事務局より資料に基づき、令和２年度 相模台公民館事業の実施結果について説明



があった。令和２年度 相模台公民館事業実施結果については出席委員全員の了承を

得た。 

 

（４）令和３年度 相模台公民館事業実施予定について 

事務局より資料に基づき、令和３年度 相模台公民館で実施を予定している事業に

ついて、大まかな説明があった。その後、各部・委員会の代表より５、６月に実施し

た事業について補足及び、今後の予定等の説明があった。 

（委員 青少年部） 

  ６月２０日（日）に実施予定の木工体験教室は応募が定員の約４倍あり、非常に

人気がある。今年度、子どもまつりを検討しているが、新型コロナウイルス感染症

の影響もあるので、実施については思案している。今後、本協議会の委員にもアド

バイスをいただきたいと考えている。 

（委員 文化部） 

  ６月１２日（土）に実施した歴史講座は、好評であった。申し込みについては先

着順であったが、早々に定員に達していた。文化部員の皆が緊張感をもって実施で

きた事業であった。 

 （委員 体育部） 

 令和２年度は、新型コロナウイルスの影響で事業が何も実施できなかったが、今 

年度は公民館と協力しながら事業を実施したいと考えている。 

（委員 子育てサポート委員会） 

５月２８日（金）に「パパ・ママのためのリフレッシュヨガ」、６月８日（火）

に「大好きな絵本に出会えるといいね！！」の 2つの事業を実施した。リフレッシ

ュヨガに参加された女性から、「新型コロナウイルスの影響でなかなか外出できな

い状況であったが、本日は心身ともにリフレッシュすることができた」との意見を

いただいたことが委員一同、今後の励みになった。 

 （委員 広報委員会） 

  公民館報とホームページについてはそれぞれ別なチームで活動を行ってきたが 

 今後は統一をはかり、情報共有を行っていく中でより良い公民館の広報活動が行え

ればと考えている。 

 （委員 健康づくり委員会） 

  令和３年度は毎月第２金曜日に元気倶楽部を実施している。今年度中に徒歩で地

域を歩き、その良さを発見できる事業を企画・実施できればと考えている。 

 

令和３年度 相模台公民館事業実施予定については出席委員全員の承認を得た。 

 

 

 



（５）相模台公民館振興計画の見直しについて 

 事務局より資料に基づき、第２次相模台公民館振興計画の説明があった。説明後、

活動計画等部分の見直しについては、昨年同様、新型コロナウイルス感染症の影響が

見通せない状況であることなどから、見直しの時期を来年度以降とすることについて

提案があった。 

（委員） 

  資料の振興計画体系図の中には、現在実施していない事業も見受けられる。活動

計画等の見直しを行う時には、そちらも併せて修正すべきだと考える。 

→出席委員全員が賛同した。 

 

見直し時期の延長について、出席委員全員の承認を得た。 

 

（６）住民企画事業（共催事業）について 

 「ミシマサイコを育ててみよう！」と「元気の出る歌の集い」の２事業が公民館共

催事業として申請しており、詳細について事務局より説明があった。 

（委員） 

  現在、高齢者学級準備委員会では、新型コロナウイルス感染予防の観点から歌を

歌うことは推奨していない。 

（事務局） 

共催事業として承認するのであれば、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底し

て行うことを指導する。 

（委員） 

  「元気の出る歌の集い」は毎年共催事業として実施していると思うが、運営協議

会にかけるものなのか。 

（事務局） 

  「相模台公民館住民企画事業（共催事業）開設要項」第５条で、「公民館長は事業

の実施を認めるか否かにつき、相模台公民館運営協議会に意見を求めるものとす

る。」と規定されているため、本協議会で委員の皆様から意見をいただき、最終的

に公民館長が実施か否かの決定を行う。共催事業は、年度ごとの申請・認定となる

ので、今後も申請がある年度には運営協議会にて委員の皆様の意見をいただく。 

（委員） 

  協議会委員は共催事業等について詳しいことはわからないので、今後は詳細な情

報を提供してもらいたい。 

（事務局） 

  承知した。（今回の２事業については、事務局から口頭で事業の詳細を説明した） 

 

公民館共催事業として申請のあった２事業については、ともに賛成１４名、反対４名



で承認された。 

 

（７）その他 

公民館利用団体登録（変更）申請書兼廃止届の状況について 

 事務局より、４月１７日（土）に開催された相模台公民館利用者懇談会において、

利用団体の見直しを行うために全団体に「相模原市立公民館利用団体登録（変更）申

請書兼廃止届」の提出を依頼したとの報告があった。そのあと現在の登録団体の状況、

登録団体数等について説明があった。 

 

 館長が、その他に議題の提案等があるかを委員に確認したが特になかった。 

 

 事務局より、「公文書の作成に関する指針」及び「審議会等公開基準」の改正に伴い、

本協議会の会議録については、事務局で作成後、委員の皆さんに発言内容等を含めた

確認を行ってもらい、その後、発言者名なしの会議録をホームページ等で公開する取

り扱いに変更となった旨の説明があった。 

 

 三上副会長の閉会のあいさつにより終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

相模台公民館運営協議会委員出欠席名簿 

 

令和３年６月１８日開催 

 氏   名 所 属 等 備  考 出欠席 

１ 長澤 敬子 相模台公民館（館長）     会 長 出席 

２ 榎本 泰行 中学校長（若草中学校）  出席 

３ 福山 博昭 小学校ＰＴＡ（桜台小学校）  欠席 

４ エレメン絵梨奈 中学校ＰＴＡ（麻溝台中学校）  出席 

５ 松村 守 相模台地区自治会連合会  欠席 

６ 遠藤 和宜 相模台地区自治会連合会 会計監査 出席 

７ 滝澤 正幸 相模台地区自治会連合会  欠席 

８ 前田 誠一 相模台地区社会福祉協議会  出席 

９ 木嶋 敏男 相模台地区老人クラブ連合会  欠席 

10 古定 謙一 相模台商店街連合会  出席 

11 小鷹狩 玲子 相模台地区女性団体（相和婦人会）  出席 

12 三上 重二 公民館利用団体代表 副会長 出席 

13 大元 祐子 公民館利用団体代表  出席 

14 片野 はるみ 学識経験者  欠席 

15 荻原 教宏 公募委員  出席 

16 坂本 啓子 公募委員 副会長 出席 

17 吉田 サチ子 公募委員 会 計 出席 

18 西澤 正治 体育部  出席 

19 佐藤 マサ子 文化部  出席 

20 寺久保 雅彦 青少年部  出席 

21 礒端 勝博 健康づくり委員会  出席 

22 尾高 知津 子育てサポート委員会  出席 

23 古丸 俊夫 広報委員会  出席 

 


