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会議次第 

１ 開会 

２ 新委員への委嘱状交付 

３ 会長（公民館長）あいさつ 

４ 小山公民館振興計画について 

５ 議題 

 （１）令和４年度事業結果及び予定について 

 （２）令和４年度の諸課題等について 

 （３）その他 

６ 閉会 



協 議 の 要 旨 

主な内容は次のとおり。（〇は委員の発言、●は事務局の発言） 

１ 開会 

  館長代理より、本日の運営協議会が委員過半数の出席があり、小山公民館運営協

議会規約第５条の２の規定により定足数に達していることについて報告した。ま

た、本運営協議会の会議は、相模原市審議会等公開基準に基づき、公開とさせてい

ただく旨説明を行い、了承を得た。 

２ 新委員への委嘱状交付 

  異動等に伴う変更により新委員となった４名に委嘱状を交付した。委嘱期間は、

前任者の残任期間となるため、令和４年６月１日から令和５年５月３１日までとな

る。 

３ 会長（公民館長）あいさつ 

  星公民館長（運営協議会会長）よりあいさつを行った。 

４ 小山公民館振興計画について 

  館長代理より、小山公民館振興計画について、説明を行った。 

５ 議題 

  安藤議長の進行により、議題の協議に入った。 

（１）令和４年度事業結果及び予定について 

    令和４年度事業結果及び予定について、資料に基づき、事務局及び各団体か

ら選出された委員より説明を行った。 

    質問は次のとおり 

  ○例年、囲碁大会と囲碁のつどいが開催されていると思う。コロナ禍で中止に

なるのは仕方ないと思うが、今年度は予定していないと聞いた。なぜ予定し

ていないのか。 

●文化事業としては予定していない。これまで、囲碁のつどいは、囲碁同好会

が主体で開催してきたので、今年度は、自主企画提案事業という制度を利用

して開催できないか検討している。 

○何かやり方が変わるのか。公民館の協力は得られるのか。 

●自主企画提案事業は、サークルから事業の提案をしていただき、開催するこ

とになる。公民館は共催という形で係わる。開催方法等、具体的な内容につ

いては、後日お話をさせていただきたい。７月８日にこの制度の説明会があ

るので、改めてご連絡させていただく。 

○文化事業の中で、ＳＤＧｓ講座が開催されるが、ＳＤＧｓの１７のカテゴリ

ーのどのカテゴリーにあてはまるのか、資料に記載がなかったので、講座の

資料には記載して開催していただきたい。 

●今回の資料に記載がなかったのは、申し訳ない。今後は、どのカテゴリーに



該当するのか、講座のチラシや資料等に記載して、開催していきたいと思う。 

○夏の自習教室について、児童、生徒の募集方法や先生の募集など、具体的な

内容を教えていただきたい。 

●詳細な内容はこれから決定していく予定だが、児童、生徒の募集については、

小学校、中学校にチラシを配布させていただき、インターネットによる応募

を検討している。今回の事業は、勉強会という形ではなく、あくまでも自習

教室であり、わからないところがあれば、教室にいる先生に聞くことができ

るという形と考えている。 

○今まで、夏休みに子どもたちに対して、何かできないかと考えてきた。コロ

ナもあり、なかなか実現できなかったが、何か協力していけたらと思ってい

る。 

○青少年事業について、開催場所は体育館か。 

●公民館の大会議室で行う。 

○定員が３０人とのことだが、仮に応募者多数となった場合、どういった対応

をするのか。子どもの事業なので、なるべくたくさんの子どもに体験しても

らえたらと思っている。また、コロナ感染対策はどのように行うのか。 

●午前中だけ行うという予定ではいるが、仮に応募者多数となった場合は、午

前、午後で行うなどの対応を考えている。コロナ感染対策については、子ど

もたちにはマスク着用をお願いしている。また、青少年部員は全員、マスク

とフェイスガードを着用して、事業を実施している。 

○子どもたちに距離を２ｍ以上開けるなど伝えても難しいと思うので、感染対

策をしっかり行って、事業を実施していただきたい。 

●子どもたちの思いも大事にしながら、事業を実施していきたいと思っている。 

○ふれあい講座とは、どういった内容なのか。８回開催とあるが、毎回募集す

るのか。また、準備委員会とは。先ほど、実行委員会と説明していたが。 

●例年開催していたふれあい学級と同様、高齢者を対象とした事業だが、コロ

ナ禍ということもあり、講座形式とし、毎回募集することとした。準備委員

会については、実行委員会の誤りである。申し訳ない。 

○自習教室についてだが、現在、自分の所属している団体で、中学校での学習

支援を行っている。これまでも、別のサークルだが、小山公民館で夏休みに

学習支援を行ってきた。ぜひ、実施していただきたい。また、利用者懇談会

には、いろいろなサークルがあり、自らが学んできたことを地域に還元する

ということで、小学校のサマースクールに参加していた。そのサマースクー

ルが中止となってしまったので、サークルの活動内容を発表できる場、地域

へ貢献できる場として考えていただけたらありがたいと思う。 

○宍戸委員へ質問したい。先ほどの中学校での学習支援だが、どのような団体



が行っているのか。 

○ＳＩＣ（相模原市インターナショナルクラス）というサークル名で活動して

いる。 

○７月２６日に開催する防犯講習会の講師は、相模原警察署から来るのか。 

●その予定である。 

○情報提供だが、４月末現在、小山地区は、オレオレ詐欺等の被害が１件も出

ていない。昨年は、４００万円の被害に遭われた方がいたが、今年はまだ被

害がないと警察から報告があった。皆さんも気をつけていただきたい。 

○先日、自宅に国民健康保険課を名乗る還付金詐欺と思われる電話がかかって

きた。市役所へ確認したところ、中央区で詐欺と思われる電話が多数かかっ

てきているとのことであった。皆さんも気をつけていただきたい。 

   その後は特に質問等はなく、議題（１）については了承された。 

 

  （２）令和４年度の諸課題等について 

    令和４年度の諸課題等として、次の３件について、資料に基づき、事務局よ

り説明を行った。 

     ア 令和４年度小山公民館事業計画について 

     イ 令和３年度小山公民館運営協議会等活動費補助金決算について 

     ウ 令和４年度小山公民館運営協議会等活動費補助金予算について 

       説明後、今年度、視察研修会を行うか、諮らせていただいた。委員全員から

研修会は行わないと決議いただいた。今年度は中止とする。 

       

    特に質問はなく、議題（２）については了承された。 

 

  （３）その他 

   その他として、次の３件について、資料に基づき、事務局より説明を行った。 

     ア 公民館における新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン等の

改訂について 

     イ 小山地区運動会の中止について 

     ウ 小山地区ふるさとまつりの中止について 

    

    特に質問等はなく、議題（３）については了承された。 

    

７ 閉会 

  長谷川副議長から閉会のあいさつをした。 

 



小山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 星 清次 小山公民館長 会 長 出席 

２ 中里 雅子 向陽小学校校長  出席 

３ 山﨑 真理 小山中学校校長  出席 
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10 竹内 博之 小山地区老人クラブ連合会会長 監 査 出席 

11 坂内 ツナ子 小山地区子ども会育成連絡協議会会長  欠席 

12 大谷 春枝 向陽小学校ＰＴＡ会長  出席 

13 勝西 栄 小山中学校ＰＴＡ会長  出席 

14 石﨑 加奈子 青少年指導委員地区長  出席 

15 岩井 章 スポーツ推進委員幹事  出席 

16 杉山 安由 小山地区健康づくり普及員協議会理事  欠席 

17 駒形 典彦 向陽こどもセンター館長  出席 

18 宍戸 佳子 利用者懇談会会長 会 計 出席 

19 小宮 里美 利用者懇談会副会長  欠席 

20 阿部 公作 小山地区青少年健全育成協議会副会長  出席 

21 加藤 秀子 交通安全協会小山支部支部長  出席 

22 山崎 順二 学識経験者  出席 

23 伊藤 道子 学識経験者  出席 

 


