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会議次第 

１ 公民館長あいさつ 

２ 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 

３ 議題 

（１） 事業報告について 

（２） 今後の事業について 

（３） 次期麻溝公民館長の選出について 

（４） 麻溝公民館振興計画活動計画の見直しについて 

（５） 報告事項 

公民館活動功労者への感謝状贈呈について 

（６） 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（桐戸館長） 

２ 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 

  相模原市の対策本部の決定により、12 月 31 日までは事業が原則中止だが、例外

となる事業の判断は各部局内で行う。また、9 月からの公民館事業を再開するにあ

たり、ガイドラインを改訂したことについて説明した。 

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。 

8 月までの事業は中止した中で、広報委員会では、館報 228 号の発行とホームペ

ージの定期的な更新を行ったことを事務局から報告した。 

9 月～11 月の事業予定について、事務局が次のとおり説明し、承認された。 

・文化部主管事業…地区文化展を 10/31,11/1 にコロナ対策を徹底して開催する。

・体育部主管事業…中止する。 

・青少年部主管事業…9/13 に科学工作教室を実施する。小学生 21 名が応募。 

・広報委員会主管事業…館報 229 号の発行とホームページを定期的に更新する。

・子育てサポート委員会主管事業…中止する。 

・公民館主催事業…11/6 からパソコン講習会を 5日間開催する。 

・共催事業…9/30 に健康づくりウォーキングを実施する。 

・幼児・青少年健全育成事業…中止する。 

状況によっては、事業計画変更申請や中止事業の予算を他の事業やコロナ対策に

使う可能性があることを了承いただいた。 

 

〇広報委員会（山口委員長） 

   8/30 に館報とホームページ委員合同で広報委員会を開催した。このような状況

下で取材をどうするかが懸念事項としてあった。参加者に近づかず写真を撮るな

ど工夫していく。ホームページには 70 周年について掲載し、この機会にリニュー

アルに取り掛かっている。 

〇文化部（花田部長） 

   新事業検討委員会を発足していたが中止とした。 

   文化展は３役で内容を検討した。作品数を減らし、開閉会式の短縮、学校関係

に依頼しないということが話し合われた。ポスター制作は出展サークルの輪番制

であったが、今回は期限も短いため文化部のポスター作成チームで作成した。 



  〇体育部（原田部長） 

   事業が中止となったため、毎年課題がある地区レクリエーション大会を検討す

る「地区レク検討会」を開催することとなった。自治会三役とスポーツ推進委員、

体育部三役と各支部長に参加いただいている。7/31 に第 1回目を開催し、課題を

出し合った。9/25 までに皆さんに考えていただくことになっている。今後も月 1

回程度の打ち合わせを予定しており、よりよい事業となるようにしたい。 

  〇青少年部（橋本部長） 

   科学工作教室を実施するが、子供に集まってもらうので、アクリル板の設置や

密を避ける形で実施する。  

（事務局補足）館報 229 号には「海洋実験」とあるが、北里大学のサークル

bowiend が活動停止中のため事業名と内容を変更し、青少年指導委員の原さんに

講師を依頼した。 

  〇子育てサポート委員会（田島委員長欠席のため、担当から説明） 

   乳幼児が対象のため、今年度いっぱいは参加者が集まる事業は中止することと

なった。「おたより」や館内掲示などの方法で情報発信は続けていく。 

   

○広報委員会について補足（桐戸館長） 

館報の発行延長や発行回数を減らさず予定どおりに発行した。 

麻溝公民館がこの状況をどう乗り越えていくのか発信する内容になっている。

  HP では担当者を中心にフェイスブックを発信している。昨年度のインターネッ

ト活用コンクールの優秀賞の賞品であるドローンを活用し、発信していきたい。

 

  〇共催事業の補足（柿ノ木委員） 

健康づくりウォーキングは交通機関を使わず、道保川沿いを 8000 歩程ウォーキ

ングする。１０月にも行う予定。 

 

（３）次期麻溝公民館長の選出について 

  事務局より P８の内容について説明し（案）のとおり承認された。 

  推薦委員について、議長・副議長以外の 5名を中島議長から指名した。 

昨年の推薦委員会と同じメンバーの境委員・井上委員・春山すみ子委員・春山崎

子委員・花田委員が推薦委員となった。 

第１回推薦委員会は９月２９日（火）１９時３０分から開催予定。 

 

（４）麻溝公民館振興計画活動計画の見直しについて 

  事務局より P９の内容について説明した。 

  今後の進め方と検討委員会のメンバーを説明し、運営協議会委員にも 9月末まで



にご意見をいただきたいことを説明した。 

     
（５）報告事項 

  公民館活動功労者への感謝状贈呈について、事務局より被表彰者について説明し

た。 

例年は 9月の運営協議会で贈呈式をしていたが、感染予防の観点から個別に来館

いただくこととし、できる限り館長から贈呈することで了承された。 

 

  地域の各団体から報告なし 

  出席の皆様から報告なし 

 

（６）その他 

  学校の状況等をお話いただいた。 

  ○（麻溝小学校 神原委員） 

６年生は 9月に修学旅行、５年生は１０月に若あゆに宿泊する予定。 

あさリンピック（運動会）は、ギオンフィールドで実施する。 

  ○文化展は小学校から作品は出さなくてよいか。 

●展示する場所はあるので、手を挙げていただけばぜひ飾らせていただきたい。

  ○（夢の丘小学校 桂徳委員） 

  コロナと熱中症対策をしている。 

施設開放が 9月から再開した。不安だが消毒等に取り組んでいる。 

教職員は早朝出勤をして子どもたちの健康観察をし努力している。 

  ○（相陽中学校 鈴木委員） 

中学校は日常が戻らず部活動に影響が出ている。 

合唱祭は未定、体育祭はギオンスタジアムで１０月に開催できる予定。 

3 年生は修学旅行もないが、目標を作って生活している。 

教員の消毒作業等で人数不足のため、下校指導ができず、マナーについて地域

の方から指摘を受けている。皆様のご協力をお願いしたい。 

 

〇（箕輪委員）まちづくりセンターで青パトを導入した。子どもの見守りをして

いる。青パトに乗ってみたい方がいれば一緒に活動をお願いしたい。 

 

閉会の挨拶 （本多副議長） 

                                 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 桐戸 初生 麻溝公民館館長 会長 出席 

２ 神原 由香里 麻溝小学校副校長  出席 

３ 桂徳 泰彦 夢の丘小学校副校長  出席 

４ 鈴木 成之 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 廣瀬 明美 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  欠席 

９ 座間 幸康 地区子ども会育成連絡協議会長  欠席 

10 小泉 喜亮 麻溝小学校ＰＴＡ会長  欠席 

11 兼増 圭一 夢の丘小学校ＰＴＡ会長  欠席 

12 神成 信之 相陽中学校ＰＴＡ副会長  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 鶴田 恵美 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 春山 崎子 学識経験者  出席 

17 箕輪 良市 公募委員  出席 

18 白井 かおる スポーツ推進委員代表  出席 

19 山口 隆 青少年指導委員代表  出席 

20 柿木 健二 健康づくり普及員書記  出席 

21 花田 幸隆 文化部長  出席 

22 原田 勝弘 体育部長  出席 

23 橋本 正春 青少年部長  出席 

24 山口 誠 広報委員長  出席 

25 田島 美喜 子育てサポート委員会委員長  欠席 


