
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４年６月１６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   ２２人（別紙のとおり） 

その他   ０人 

事務局   ４人（齋藤館長代理、他３人） 

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 

 

 

１ 公民館長あいさつ 

２ 運営協議会委員委嘱状交付 

３ 自己紹介（運営協議会委員・職員） 

４ 公民館における事業の実施の考え方について 

５ 麻溝公民館の組織・麻溝公民館振興計画について 

６ 議題 

（１） 麻溝公民館内規の改正について 

（２） 令和４年度麻溝公民館事業計画及び一般会計予算について

（３） 公民館運営協議会等活動費補助金に係る令和３年度収支決

算報告及び令和４年度収支予算について 

（４） 令和４年度麻溝公民館専門部員等について 

（５） 令和４年度麻溝公民館表彰被表彰者について 

（６） 事業活性化委員会について 

（７） 報告事項等 

（８） 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（山口館長） 

２ 運営協議会委員委嘱状交付 

  任期は前任者の残任期間の１年間とし、新たに１名の委員に交付した。本来なら

ば手渡しのところ、感染対策及び時間短縮のためあらかじめ席上に配布した委嘱状

をご確認いただいた。 

３ 自己紹介 

  名簿順に委員、職員の自己紹介を行った。  

４ 公民館における事業の実施の考え方について 

配布資料「公民館における事業の実施の考え方について」に基づき、令和４年度

に実施する事業について事務局より概要を説明し了承された。 

また、前日の公民館連絡会議の内容を説明し、８月から改訂が予定されているこ

とを説明し了承された。 

５ 麻溝公民館の組織・麻溝公民館振興計画について 

配布資料「麻溝公民館の組織」「麻溝公民館振興計画」に基づき、事務局より概

要を説明した。 

６ 議題（進行：議長） 

（１） 麻溝公民館内規の改正について 

専門部の部長職の任期を改訂する旨を事務局より説明し、承認を得た。 

 ○規定を改正しないと実際に不都合が生じている状況なのか。 

 ●お見込みのとおりである。やむを得ない事情がある場合に限り１期追加すること

ができることとするもの。 

 

（２） 令和４年度麻溝公民館事業計画及び一般会計予算について 

事業計画については、今年３月の運営協議会で承認を得ているが、各事業につ

いて部長・委員長・事務局より説明した。 

  ○文化部 

   ・歴史散歩を変更し歴史講座として 6/19(日)に実施予定。「鎌倉初期の麻溝」

のテーマで郷土史家の木村弘樹氏に講師を依頼した。 

   ・酒まんじゅうづくり講習会は 7/21（木）・22(金)に実施予定。 

   ・麻溝地区文化展は 11/12(土)・13(日)に昨年同様に実施予定。 

   ・しめなわづくり講習会は 12/11(日)に実施予定。 

   ・寄席は 1/14(土)に実施予定。昨年同様林家つる子氏に依頼予定。 

  ○体育部 

   ・麻溝地区市民健康まつりとニュースポーツ体験教室を一つにまとめて、



6/12(日)に麻溝小学校体育館にて市民健康まつり＆ボッチャ体験教室を実施し

た。簡単な体力測定とボッチャを体験した。 

   ・麻溝地区スポーツフェスティバルは中止 

   ・ソフトボール大会は 10/15(土)に昭和橋スポーツ広場で実施予定。事業計画

では 10/16(日)に実施する予定だったが、会場の都合で日程を変更した。 

   ・麻溝地区ママさんバレーボール大会は 11/20(日)に夢の丘小学校体育館にて

実施予定。 

・麻溝地区卓球大会は R5.2/19(日)にギオンアリーナにて実施予定。 

 ○青少年部 

   ・ホタル観察会は 6/4(土)に実施し親子３０名が参加した。公民館にて講義を

受けた後、道保川周辺で観察した。 

・ジュニアリーダーズクラブ主導で巨大すごろくを 7/24(日)に開催する予定。

・美術関連教室は 8/21(日)にミニ黒板に描くチョークアートを実施する予定。

講師は蛭間真由美氏に依頼した。 

・科学実験(仮)は 10/9(日)に実施予定。講師は北里大学サークル Bowind に依

頼する予定。 

・クリスマスパーティーを 12/4(日)に実施予定。 

  ○広報委員会 

   ・館報は昨年度は予算の関係で年３回の発行になり、９月は増刊号を発行した

が、今年度は年４回に戻った。6/15 に２３５号を発行した。 

   ・ホームページ、フェイスブック、インスタグラムも随時更新していく。 

   ・令和３年度全国インターネット活用コンクールにて銀賞を受賞した。賞品は

デジカメをいただいた。 

  ○子育てサポート委員会 

   ・ぞうさんクラブは未就園児を対象に全７回実施する予定 

   ・勉強会は中止 

   ・健康づくり普及員と共催で１０月頃に親子で遊ぼうを実施する予定。 

  ○事務局 

・スマホ講習会を７月に５日間で実施予定。講師は鮎川宜正氏。 

・さいかち学級、女性セミナーは準備委員会で準備中。 

・麻溝クラシックコンサートは 11/27(日)に二胡の演奏で実施予定。 

・公民館まつりは 2/25(土)・26(日)に実施予定。今年度は Zoom のオンライン

開催ではなく対面での活動発表形式に戻す予定。 

   ・利用者懇談会は６月、１２月に２部制に分けて実施予定。９月と１２月の草

取りと大掃除を利用サークル・団体に協力を依頼する予定。 

   ・鈴虫をお分けしますは 7/30(土)に川崎澄子氏に依頼して実施する予定。 



   ・新規事業として 9/18(日)に女子美術大学教授による岩絵の具美術講座を実施

する予定。 

   ・令和４年度一般会計予算は、館報の発行回数増による増額であることを説明

し了承された。    

        

（３）運営協議会等活動費補助金に係る令和３年度収支決算報告及び令和４年度収支

予算について 

   令和４年度は、視察研修会旅費を計上していないが、コロナの状況により変更

可能である旨を説明し了承された。 

 

（４）令和２年度麻溝公民館専門部員等について 

   各専門部員等について説明し承認された。 

 ○文化部の№35 の支部を５支部に訂正してほしい。 

 ●訂正する。 

 

（５）令和４年度麻溝公民館表彰被表彰者について 

   麻溝公民館内規に基づき被表彰者１２名を表彰し、第２回運営協議会にて感謝

状の贈呈を行うことで了承された。 

 

（６）事業活性化委員会について 

   事業活性化委員会の経過と今後の予定を説明し、コロナで２年間中止していた

事業評価を再開することで承認された。 

   評価対象事業は 11/27 のクラシックコンサートとし、委員については、立候補

者を募るとともに事務局一任で了承された。 

 ○事業本番だけでなく、準備段階から評価することでよいか。 

 ●お見込みのとおり９月の実行委員会から全体を通して評価していただく。 

   

（７）報告事項等 

   書面開催とした令和３年度第４回麻溝公民館運営協議会の会議結果を報告し、

了承された。 

 

（８）その他 

  （麻溝小学校） 

   ○熱中症対策としてマスクを外すことを推奨している。 

   コロナも昨年より落ち着き、３年生４年生は遠足を実施することができた。 

   休み時間は外遊びが盛んで元気な児童が多く地域性を感じている。 



（夢の丘小学校：資料を代読） 

   ○コロナ禍の中、様々な学習に取り組んでいる。６年生は日光方面の修学旅行

を満喫した。伝統の縦割り活動も始まり異学年の貴重な交流の場となっている。

２年生は町探検を行い３年生は原当麻駅学習を計画している。これからも地域

の皆様と共に学習していきたい。 

  （相陽中学校） 

   ○今日から３年生は京都へ修学旅行、明日は２年生が鎌倉へ校外活動を行う。

野球部は春夏と全国大会に出場し３位になった。今年も期待している。 

また、コロナの影響で生徒の体力が低下しており心配である。体力向上を支援

していきたい。 

   

   ○これからの季節は熱中症が心配であるが、登下校中でもマスクを外さない子

供が多い。会話のない屋外ではマスクを外していいことを地域の大人が見本と

して実践してほしい。   

 

○広報委員として取材したホタル観察会も親子連れが楽しんでおり、ボッチャ

体験教室も盛り上がっていた。以前の賑わいのある公民館が戻りつつあること

を嬉しく思っている。ご協力をお願いします。 

 

  事務連絡 

 事務局より、館報掲載記事の公民館クイズの紹介及び次回の予定を説明した。

         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 山口 誠 麻溝公民館館長 会長 出席 

２ ノ二ノ宮 岳 麻溝小学校副校長  出席 

３ 白鳥 史明 夢の丘小学校副校長  出席 

４ 玉津 直子 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 伊藤 信裕 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 井上 充葉 麻溝小学校ＰＴＡ副会長  出席 

10 小林 大介 夢の丘小学校ＰＴＡ会長  出席 

11 岡田 洋子 相陽中学校ＰＴＡ副会長  出席 

12 春山 すみ子 地区民生委員児童委員協議会会長  出席 

13 加藤 由香 利用サークル代表  欠席 

14 本多 展克 学識経験者 副議長 出席 

15 吉田 貞夫 学識経験者  欠席 

16 西村 道子 公募委員  出席 

17 針谷 哲也 スポーツ推進委員幹事  出席 

18 山口 隆 青少年指導員代表  出席 

19 柿木 健二 健康づくり普及員書記  出席 

20 井上 直樹 文化部長  出席 

21 大滝 志信 体育部長  出席 

22 橋本 正春 青少年部長  出席 

23 田村 由美子 広報委員長  出席 

24 田島 美喜 子育てサポート委員長  出席 

 


