
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２年１２月１０日（木） １９時３０分～２０時４５分 

開催場所  １階 大会議室 

出 

席 

者 

委 員   ２３人（別紙のとおり） 

その他   ０人 

事務局   ２人（齋藤館長代理、白井主事） 

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 

 

会議次第 

１ 公民館長あいさつ 

２ 議題 

（１） 事業報告について 

（２） 今後の事業について 

（３） 麻溝公民館振興計画の活動計画見直しについて 

（４） 次期麻溝公民館長の推薦について 

（５） 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 

（６） 報告事項等 

相模原市スポーツ推進委員の推薦について 

（７） 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 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。 

9 月～12 月の事業報告と 12 月～3月の事業予定について、各専門部長・専門委員

長及び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 にコロナ対策を取りながら開催

した。正午から１時までを消毒時間にあてた。来場者の中から感染者は出ていな

い。災害義援金の募金を大船渡市に届けた。 

12/6 のしめなわづくり講習会の講師はシルバー人材センターに依頼し、参加者

のアンケート結果も評価をいただいた。 

○体育部主管事業……地区レクリエーション大会とママさんバレーボール大会は

中止した。事業は中止になったが、今後の地区レクリエーション大会に向けた検

討会を 3回実施し、改定案をまとめた。2/21 の卓球大会は中止する。 

●青少年部主管事業……9/13 に科学工作教室を実施し、小学生 21 名が参加した。

12/13 にクリスマス実験を実施するが、定員 20 名のところ 50 名の応募があった。

事業の様子は録画して YouTube にアップする予定である。 

○広報委員会主管事業……館報 229 号、230 号の発行とホームページを定期的に

更新した。館報は 3 月に 231 号を発行予定。HP は 10 月にリニューアルし見やす

くした。創立 70 周年の特集コーナーを作成中である。 

○子育てサポート委員会主管事業……事業は中止する。おたよりの発行と展示を

行った。メッセージボードで来館者同士の交流を図っている。今後も 2 か月に 1

回程度、おたよりを発行する。 

●公民館主催事業……いけばなこども教室と麻溝さいかち学級は中止した。11/6

から初心者のためのパソコン講習会を 5日間開催し、延べ 24 名が参加した。 

 今後は、女性セミナー、創立 70 周年記念講演、公民館まつり、成人講座を実施

する予定。 

●共催事業……体操教室「元気倶楽部」は中止、秋の健康づくりウォーキングを

4回実施した。親子で楽しむお話会、あさみぞふれあい夢広場は中止した。 

〇文化展ではドローンを使って写真を撮った。文化部が頑張ったと思う。 

 

（３）麻溝公民館振興計画の活動計画見直しについて 

  事務局より内容について説明し承認された。 



  見直しにあたり、子育てサポート委員会から意見をいただいた。検討委員会を立

ち上げて検討し、幼児・青少年育成の中に一文を追加した。  

 〇振興計画策定１０年目の見直しの際、幼児・青少年育成を追加したが、幼児に関

する計画がなかった。公民館は幅広い世代の生涯学習の場となっているため、幼児

に関する計画も必要であると考える。 

    

（４）次期麻溝公民館長の推薦について 

  事務局より内容について説明し、事務局案のとおり次期館長の推薦が承認された。

７名の推薦委員で４回推薦委員会を開催し、広報委員長の山口誠氏を推薦すること

が決定したこと、その推薦理由について中島議長から報告した。 

 〇公民館長と広報委員長は兼務されるのか、それとも広報委員長は交代するのか。

 ●新たな広報委員長が決まることとなり、HP 編集長も新しくなる。今後は館長とし

て助言する立場になる。 

  桐戸現公民館長から一言あいさつした。 

 

（５）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 

  桐戸館長からこれまでの経緯と 10/30 から開始した署名活動も 1,240 人分が集ま

ったことを説明した。署名の期限としては、2月頃を目安としている。引き続き協

力をお願いしたい。 

齋藤館長代理が公民館での取り組みを説明した。中島議長からは自治会連合会で

の取り組みや、南警察署の対応について説明した。 

 ○署名用紙はコピーして使うのか。 

 ●コピー可。公民館窓口でも用紙を渡している。署名はフルネームでお願いしたい。

    
（６）報告事項 

  事務局より、相模原市スポーツ推進委員の推薦について説明した。 

11 月の自治会長会議で資料を配布し、推薦を依頼した。麻溝地区は各支部から 1

名、管区全体から 2名の推薦となる。 

 

  地域の各団体から、相陽中学校の PTA より PTA だよりの配布があった。 

  出席の皆様から報告なし 

 

（６）その他 

  事務局より、コロナ対策について報告した。 

  感染者が増加しており、利用団体・サークルの来館者全員に検温を行っている。

サークルメンバーから感染者が判明した場合は、保健所と公民館に連絡していた



だくよう公民館の判断でチェックシート裏面に追加し、口頭でも説明し意識づけ

している。 

  

  学校の状況等をお話いただいた。 

  ○（麻溝小学校 神原委員） 

修学旅行、若あゆ、あさリンピック（運動会）等大きな行事を実施すること

ができた。感染防止のため、保護者の協力をいただいている。換気で窓を開け

ているため防寒が課題である。 

  ○（夢の丘小学校 桂徳委員） 

  見守り隊の方が高齢などで 3名辞められ 1名が入った。 

学区内に車の往来が多く見通し悪い道路があり、信号機設置を要望してい

る。今後も続けていきたい。 

市・県・国の指示によるが、子供たちの活躍の場が多くあればいいと思う。

授業参観を実施できたが、密は避けられないと感じた。方法を考え保護者に

もご理解をお願いしたい。 

  ○（相陽中学校 鈴木委員） 

合唱コンクールは中止した。部活動は再開した。コロナにより、1人 1台タブ

レットが前倒しで配布された。特別予算でサーキュレーターを購入したが寒い。

読売新聞教育欄に「働き方改革と生徒の個別対策についての分析」に関する相

陽中の取り組みが掲載された。 

   自転車事故が数件あったため啓発をしていく。 

   横断歩道の署名については、PTA から依頼されているので協力していく。 

 

〇（中島議長） 

 信号機は新たに付けるのは市全体で年 1つという状況であると聞いた。 

 自治会連合会も希望があれば協力したい。 

 

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  出席 

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  出席 

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  出席 

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  出席 


