
様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
令和３年度 第２回相模台公民館運営協議会 

事務局 

（担当課） 
相模台公民館 電話０４２－７４３－７８７１（直通） 

開催日時 令和３年１１月１９日（金） 午後７時００分～午後８時１５分 

開催場所  ２階 大会議室 

出 

席 

者 

委 員   ２３人中 １８人出席（別紙のとおり） 

その他     

事務局    ４人（館長代理、他３名） 

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 

〇 館長あいさつ 

〇 委嘱状交付 

 

 

議 題 

（１）「相模原市行財政構造改革プラン」の説明会について 

（２）新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

（３）利用者懇談会について 

（４）公民館のつどいについて 

（５）令和４・５年度青少年指導委員の推薦について 

（６）パンフレットの作成について                 

（７）その他 

   ・相模台公民館まつりについて 

・令和３年度上半期の報告及び下半期の事業等予定について 

   ・市政功労表彰者について 



協 議 の 要 旨 

 

〇 館長あいさつ 

 

〇 委員委嘱状交付 

  青少年部部長の交代により、青少年部代表委員も変更となり公民館長より新任の

藤田委員に委嘱状を交付した。 

  

 坂本副会長の司会により議事を進行した。 

  

議 題 

   

（１）「相模原市行財政構造改革プラン」の説明会について 

  事務局より資料に基づき、「相模原市行財政構造改革プラン」の説明会について開

催日、申し込み方法等の説明があった。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

  事務局より資料に基づき、１１月に改訂された「相模原市立公民館における新型

コロナウイルス感染症拡大予防対策ガイドライン」について、今回の変更点や特に

注意すべき点等の説明があった。 

 

（３）利用者懇談会について 

事務局より資料に基づき、１２月４日（土）に開催予定の利用者懇談会の会議資

料の説明があった。特に４月の懇談会で説明したが守られていないルールや上記ガ

イドラインに基づき周知しなければならない内容等について説明を行った。その後

委員に追加すべき事柄や質問等を伺ったが、特に何もなく、資料については出席委

員全員の了承を得た。 

 

（４）公民館のつどいについて 

 事務局より資料に基づき、令和４年２月５日（土）に開催予定の「令和３年度第

４７回相模原市公民館のつどい」の日程や詳細についての説明があった。参加を希

望される方は１２月末までに公民館窓口にお知らせしていただきたい旨の連絡を

行った。 

 

（５）令和４・５年度青少年指導委員の推薦について 

 事務局より資料に基づき、令和４・５年度青少年指導委員の募集についての説明

があった。希望される方や推薦したい人がいる場合は、１２月１５日（水）までに



公民館窓口にお知らせしていただきたい旨の連絡を行った。 

 

（６）パンフレットの作成について 

 事務局より、令和３年度公民館運営協議会等活動費補助金の一部を使って、公民

館のパンフレットを作成したい旨の説明があった。 

〇（委員） 

  現行のパンフレットと同じ大きさで考えているのか。内容については現行に沿っ

たもので作成すると思うが、館内だけでなく第２駐車場の案内も含めた形で作成し

ていただきたい。 

 →大きさについては現行より大きくし、４つ折りのパンフレットを考えている。内

容については委員の意見をできるだけ反映させて作成したいと考えている。（事務

局） 

パンフレットの作成については、出席委員全員が賛成した。 

 

（７）その他 

 ・相模台公民館まつりについて 

  事務局より資料に基づき、来年の３月５日（土）、６日（日）に開催予定の「令和

３年度第４１回相模台公民館まつり」について説明を行った。 

〇（委員） 

  資料にコロナ対策制限人数の厳守とあるが具体的な数字は考えてあるのか。また

今後のガイドラインの作成等では、制限人数等を含め、協力するスタッフが柔軟な

対応がとれる形で作成してほしい。 

 →制限人数を含めたガイドラインは今後策定する予定である。入館時に記入してい

ただく個票により人数の把握が可能なので、当日はしっかりと管理する予定であ

る。また入場制限により入れなくなった場合の待機場所なども検討する。スタッフ

の柔軟な対応がとりやすいガイドラインの策定については了解した。（事務局） 

 〇（委員） 

  来年の３月は、新型コロナウイルスの感染予防対策も変化していることが考えら

れるので、状況に沿ったガイドライン等を策定してほしい。また事業は毎年継続し

ていくことが重要なので各部、委員会も今回の公民館まつりを実施するためにでき

るだけ協力することが必要であると考えている。 

 →状況に沿ったガイドラインの策定については了解した。（事務局） 

 

 ・令和３年度上半期の報告及び下半期の事業等予定について 

  令和３年度上半期の報告について各部・委員会より報告があった。 

 〇（委員 体育部） 

  コロナウイルスの影響で中止となった事業もあるが、７月にファミリーバドミン



トン講習会とヨガ講習会を実施した。今月末に、またファミリーバドミントン講習

会を予定している。各団体や知り合い等で、参加希望者がいれば、ぜひ申し込みを

勧めていただきたい。 

 〇（委員 文化部） 

  コロナウイルスの影響で延期となったクラシック音楽講座が１０月１７日（日）

に開催することができ、参加者が大変喜んでおられた。今回の事業を通じて、公民

館が地域住民にとっての心の拠り所であることを実感した。 

 〇（委員 青少年部） 

  ６月２０日（日）に三光ホーム㈱の協力で実施した「手づくり木工体験教室」は、

多くの申し込みがあり、大盛況で実施することができた。また８月に予定していた

「絵付けアート教室」が公民館が休館となったことで延期としたが、１２月５日に

開催予定である。 

 〇（委員 健康づくり委員会） 

  健康ウォーキングを２回実施し好評であった。また６月に実施した「歩き方講座」

は靴の専門家を講師として呼び、1 人 1 人の足型を取り個別のアドバイスをしてい

ただき大変好評であった。公民館まつりでは体力測定の企画を考えているので他の

専門部等の方にご協力をお願いしたい。 

 〇（委員 子育てサポート委員会） 

  本日１９日「子育てコミュニケーション講座」を実施し、参加者から好評をいた

だいた。今後もコロナ禍で子育てに頑張っているお母さん方を励ましてあげられる

ような、また子育てに役立つ事業を実施していきたい。 

 〇（委員 広報委員会） 

  １２月 1日に今年度２号目の公民館報が発行される。コロナ禍ではあるが、明る

く楽しい話題を載せることを意識したので是非読んでいただきたい。また各部、委

員会で今後開催される事業があればぜひ取材させていただき記事にしたいので情

報提供をお願いしたい。 

 

 令和３年度下半期の事業等予定について事務局より説明があった。 

 

・市政功労表彰者について 

 公民館長より１１月２０日（土）に市政功労表彰が行われるが、相模台地区から

は表彰対象者が４名いる旨の説明があった。 

 

  事務局より、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はなかった。 

 

公民館各部・委員会以外の各団体等からの近況報告等を話していただいた。 

 



  事務局より、前回と同様に本協議会の会議録については、事務局で作成後、出席

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１１月１９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）  欠席 

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  出席 

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  出席 

15 荻原 教宏 公募委員  欠席 

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 藤田 浩三 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 

 


