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会
会議名
（協議会等名）

事務局
（担当課）

開催日時
委

員

議

録

令和４年度第１回大沼公民館運営協議会

大沼公民館

電話０４２－７４４－７７２２（直通）

令和４年６月２３日（木） 午後７時～８時１５分
２１人中１４人出席（別紙のとおり）

出
席

その他

者
事務局
公開の可否

４人（館長代理、外３人）
■可

□不可

□一部不可

傍聴者数

公開不可・一部
不可の場合は、
その理由

（１）役員(会計監査)の選出について
（２）令和 3 年度公民館事業報告及び決算について
（３）令和 4 年度公民館事業計画及び予算について
議

題

（４）大沼公民館交流会について
（５）大沼公民館振興計画(活動計画)の見直しについて
（６）旧大沼連絡所の空きスペースの活用について
（７）自主企画提案事業の開設に係る審査について

０人

協 議 の

要 旨

主な内容は、次のとおり。（○は委員、●は事務局）
〇委嘱状の交付
委員の変更があったため、会議に先駆け、運営協議会会長の佐藤館長より新任の
委員へ委嘱状を交付した。任期は、前任者の残任期間。
新任委員 3 人（福田委員、五十嵐委員、廣田委員）
１

あいさつ（会長）
５月１日から大沼公民館長に就任しました。１４年間、公民館文化部で活動して
きたが、他の専門部やサークル等の活動をよく知らなかったと実感している。また、
文化部の部長として運営協議会のメンバーだったが、公民館側の説明を聞いて終わ
っていた感じがする。自分自身の反省でもある。
館区の住民が公民館に何を求めているのか、これからは公民館側の情報発信、関
わりがもっともっと必要になっていくと思う。委員の皆さんの今考えていること、
公民館への要望、意見、感想を積極的に運営協議会で議論していきたい。年４回な
ので、運営協議会の活性化を心がけていきたい。

２

委員の紹介
委員の変更があったので、名簿順に自己紹介を行い、最後に公民館職員を紹介。

３

議題 （議長：副会長）

（１）役員(会計監査)の選出について
委員の変更により欠員となった会計監査の役員候補について、自薦・他薦を募
ったが、申し出がなかったため事務局案を提示。
前年度まで、若松小学校校長先生に引き受けていただいていたので、福田委員
を推薦し、了承された。本人の了解も得た。
（２）令和 3 年度公民館事業報告及び決算について
前回の協議会（書面会議）で報告したが、新任委員がおられるため、事務局よ
り報告を行った。
（３）令和 4 年度公民館事業計画及び予算について
前回の協議会（書面会議）で了承されたが、新任委員がおられるため、議長及
び事務局より説明を行った。また、各専門部の事業については、委員（専門部部
長等）から説明を行った。

〇広報部の会議回数は８回と書いてあるが、他の専門部と違い、行事を行うわ
けではないので、全員は集まらないが編集作業を数多く行っている。
〇グラウンドゴルフ大会は、前日が降雨予報で、大沼小学校のグラウンドコン
ディションが悪いことから、中止とした。
２月のウォーキングは新しい事業で、相模原公園までのウォーキングを予定
している。
〇大沼シネマⅠを開催した。参加人数は少なかったが、みなさん大変喜んでお
り、次回も参加すると言っていた。
文化講座は、ミシマサイコについて学習する。相模原にあった柴胡の花で現
在絶滅危惧種で、再生するために頑張っている団体がある。絶滅した理由と
しては、薬草となるので、現金化するために採取されて少なくなっていった。
事業は、コロナ対応をしっかり行いながら進めていく。
〇館報の発行回数が以前の年４回に戻り、嬉しい。発行日は、５・７・１０・
２月。今までは７月１日発行に各自治会の夏祭りの情報を１面に記載してい
たが、今年度は、急に発行が４回に決まり、６・１０・１２・３月発行にな
った。来年度は、元の発行日に戻したい。
今年度は発行月が違うので、いつもと中身が違ってくると思う。行事が実施
されてきているので、報告記事が掲載できると思う。
〇各部協力事業について説明。
サークル連絡会は総会で利用登録団体連絡会と名称変更となった。けやき学
級とは高齢者学級のことで、６０歳以上の方が対象。数回シリーズで講座・
体験学習などを行う。スポーツ・レクリエーション事業は、昔は地区体育祭
だった。１２自治会対抗の運動会を実施していたが、参加者が集まりにくく
なり、コロナが心配ということで体験型の内容で参加者を募り、スポーツ体
験や体力測定を行う予定。ふるさとまつりは、小学校の校庭・体育館で行い、
今年は大沼小学校が会場。ちょうど今、大野中まちづくりセンターで実行委
員会役員会が開かれており、実施の有無を話し合っている。子どもまつりは、
大沼公民館区の小中学生が自主的にお店などを出したりする。
※青少年部事業は、委員が前記役員会に出席のため、担当職員が説明。
（４）大沼公民館交流会について
会長より説明を行う。
２年続けて交流会を中止した。今年度はコロナの感染者が減少の傾向となって
いるが、公民館事業の実施にあたっては制約もあり、２００人が大会議室で飲食
するのは大変懸念される。大沼公民館独自の事業で、地域の方々や学校、ＰＴＡ
など諸団体含めた、年度当初の絶好の顔合わせであるが、残念ながら今年度も中

止とする。
（５）大沼公民館振興計画(活動計画)の見直しについて
議長より説明を行う。
時代は変化しており、公民館の在り方も変わってくる中で漫然と同じ事業活動
を行うのではなく、その時代に、住民のニーズに合わせて、何年かに一度見直し
をしていく。今年度は活動計画を見直し、令和５年度以降の事業に反映していく。
各専門部で検討して、運営協議会に諮る。
●来年３月の運営協議会に諮り、新たな活動計画を決定したい。
（６）旧大沼連絡所の空きスペースの活用について
事務局より説明を行った。
〇高齢者の方から、集まる場所がないという話を聞いている。市では１００歳
体操を推奨していて、自治会館を借りて実施しているがコロナの関係で一部
縮小している状況。自治会館がない自治会もあるので、週に１回でも１００
歳体操で使用させていただけるとよい。ただ、指導してくださる方を見つけ
ないとならない。また、机や椅子はこの場所にありますか？
●机は大会議室などから持っていくようになるかと思う。費用をかけずに、な
るべく既存のものを使用する。
〇カウンターは動きますか？
●動くと思う。活用案では、部屋の中を仕切って収納スペースとミーティング
スペースなどに分けるようになる。
〇談話コーナーにある印刷機を旧連絡所に動かして談話スペースを広く使える
とよい。コロナ禍なので椅子を撤去しているが、以前は、子ども達が集まっ
て勉強したりしていたので、そのようなスペースを確保したり、お散歩して
いる高齢者が休憩できるスペースもあるといいと思う。印刷スペースとミー
ティングスペースが一緒にあると動かす範囲が少なく、有効活用できるので
は。
〇先ほど言ったように職員はつけないので、見守る人が必要。
〇専門部役員会で出た案では、半分倉庫、半分自由スペース。不特定多数が利
用するのなら、談話コーナーで良いのでは。期間を区切って、子どもたちの
作品を展示したり、地域の住民用にも活用していける。
●保安・防犯や事故・トラブル対応などのために管理する（見守る）者の配置
などの対策が必要であるので、当面は収納保管とミーティングスペース等と
して活用し、将来的にフリースペースとしての活用も検討していきたい。

活用案について、特に反対意見はなかった。
（７）自主企画提案事業の開設に係る審査について
議長より事業の目的を、事務局からは提出された事業計画を説明。
実施の方向で事業を進めることで了承
３

その他

（１）公民館まつりについて
事務局より、今までは公民館まつり実行委員会会長等をサークル連絡会（現利
用登録団体連絡会）役員が務めていたが、昨年の文化展のように、まつり参加団
体から選出することになると思われることを説明。
館長からは、コロナ禍以前はサークル連絡会が中心となって運営しており、専
門部は駐輪整理や模擬店を行っていたが、今年は専門部の活動状況を館区内の皆
さんに紹介していくことが大事と思うので、サークルの活動発表や展示だけでは
なく、専門部の活動写真の展示などでの参加を考えていただきたいこと、また、
コロナ感染が終息していない状況から、模擬店は今年も中止とすることを説明。
（２）第３回大沼公民館運営協議会の開催日時について
事務局から次回日程を説明。
以

上

大沼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

会

長

出席

１

佐藤 純

大沼公民館館長

２

細川 裕司

大沼小学校校長

３

福田 雅一

若松小学校校長

４

前山 幸一

大野台中学校校長

５

髙田 祥次

自治会法人大沼自治会会長

６

古川 義雄

若沼自治会会長

出席

７

萩生田 秀利

西大沼中央自治会会長

欠席

８

森本 麻理

大沼小学校 PTA 会長

９

野村 光平

大野中地区老人会連合会副会長

欠席

10

倉部 慎一

大野中地区球技連盟副理事長

欠席

11

加藤 美夜子

大沼地区青少年健全育成協議会代表

出席

12

上田 照子

13

堤 道子

14

五十嵐 弘美

15

髙木 香代

16

渡瀬 美津子

17

大沼公民館利用登録団体連絡会副会長

出席
会計監査

出席
欠席

副会長
(議長)

代

会

理

計

出席

出席

出席

大野中地区民生委員･児童委員協議会会長

欠席

大沼保育園園長

出席

大沼地域包括支援センター

出席

公募委員

出席

市川 裕子

大沼地区スポーツ推進委員

欠席

18

大木 英史

大沼公民館体育部副部長

出席

19

廣田 幸一

大沼公民館文化部部長

出席

20

山本 達郎

大沼公民館青少年部部長

欠席

21

松尾 景子

大沼公民館広報部部長

出席

