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                             開会 午後２時６分 

○安部委員長  すみません、遅れましたけれども、こんにちは。ただいまから令和３年

調布市公民館運営審議会第３回定例会を開催いたします。何かお天気が変なのですけれど

も、ここに来るまでは晴れていてよかったかなと思うのですが、よろしくお願いいたしま

す。 

 本日の傍聴はいかがでしょうか。 

○鈴木東部公民館副館長  ３人います。入室よろしいでしょうか。 

○安部委員長  はい、お願いします。 

     （傍聴者入室） 

 次に、本日の委員さんの出欠状況をお願いいたします。 

○早野東部公民館長  本日、欠席者はございません。 

○安部委員長  資料の確認の前に、小野北部館長。 

○小野北部公民館長  日程第２の審議事項の中で、２団体から団体登録の申請がありま

したが、全体的に調整が必要な事項が出てきまして、その調整事項を精査して、再度申請

したいと考えておりますので、今回については、案件を取り下げたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○安部委員長  確認いたします。日程第２、審議事項の公民館利用団体登録の新規につ

いて、資料４、５について後ほど回収ですね。 

○小野北部公民館長  会議の後に資料を回収させていただきます。よろしくお願いしま

す。 

○安部委員長  続きまして、資料の確認を東部公民館・鈴木副館長、お願いいたします。 

○鈴木東部公民館副館長  それでは、本日の資料を確認させていただきます。 

 まず、令和３年調布市公民館運営審議会第３回定例会日程でございます。次に資料１、

令和３年度使用状況報告（４月～５月分）です。次に資料２、令和３年度事業報告（４月

～５月分）です。次に資料３、令和３年度第１回調布市社会教育委員の会議次第です。次

に資料４、公民館利用団体登録（新規）申請書です。事前に郵送しておりますけれども、

４と５につきましては審議事項から外れましたので、後ほど回収させていただきます。そ

れと、本日机上に置かせていただきました１枚ぺらの調布市公民館利用団体の登録及び援

助に関する規則につきましても、後ほど回収させていただきますので、よろしくお願いい

たします。最後にもう一点、追加資料１ということで、「講師をお引き受けいただくにあ
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たって」と書かれた追加の資料がございます。 

 資料につきましては以上です。 

○安部委員長  資料につきまして、皆さん御確認いただけましたでしょうか。――御確

認いただけたようですので、初めに、今回の公民館だよりの記録につきましては、小西副

委員長にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

○小西副委員長  はい。 

○安部委員長  それでは、日程第１、報告事項、委員の辞任について。早野東部公民館

長、お願いします。 

○早野東部公民館長  それでは、委員の辞任について御報告いたします。 

 調布市議会推薦の平野充委員から、令和３年６月７日付で辞職願が提出され、同日付で

教育長の臨時代理により処理し、６月７日の教育委員会にて当該委員の解職が承認されま

したので、報告いたします。 

 なお、後任の委員につきましては、調布市議会から併せて推薦を受けており、第31期調

布市公民館運営審議会委員として７月１日に委嘱を行う予定です。 

 説明は以上となります。 

○安部委員長  ありがとうございました。特に議論する余地はないと思いますが、いか

がでしょうか。はい、田中委員。 

○田中（國）委員  私は調布市商工会の代表として参っているのですが、さきに総代会

という総会がございまして、その後の理事会で、今度は担当が私から大槻さんに代わるこ

とになりましたので、それを御報告させていただきます。 

○安部委員長  ありがとうございました。 

○杉山委員  私も２期４年間務めさせていただきましたが、今日をもって退任して、代

わりの人はやはり西部公民館利用団体の稲留さんに御了解いただいていますので、次回か

らは後任の方が引き継ぐということで、よろしくお願いいたします。 

○安部委員長  ありがとうございます。後ほど……はい。 

○横山委員  文化協会も私がもう２期であれですので、後任に榎本という者が来月から

参ります。よろしくお願いします。 

○安部委員長  後ほど皆様から一言ずつ御挨拶があるか思うのですけれども、日程に入

らせていただきます。 

 続きまして、(2)の使用状況報告（令和３年４月～５月分）について、資料１に基づき
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まして、鈴木東部公民館副館長からお願いします。 

○鈴木東部公民館副館長  それでは、使用状況報告（４月～５月分）について御報告い

たします。資料１をお願いいたします。 

 初めに、４月分です。２ページをお願いいたします。２ページの下から４行目、公民館

ごとの合計欄を御覧ください。東部公民館においては122単位、957人、西部公民館におい

ては87単位、882人、北部公民館においては154単位、1,018人の使用がございました。３

館合計で363単位、2,857人の使用でした。前年の４月と比較いたしますと、３公民館とも

に皆増となっております。 

 引き続き、５月分の状況につきまして御説明いたします。４ページをお願いいたします。 

 ４ページの下から４行目になります。公民館ごとの合計欄を御覧ください。東部公民館

においては59単位、414人、西部公民館においては43単位、421人、北部公民館においては

91単位、604人の使用がございました。３館合計で193単位、1,439人の使用でした。前年

の５月と比較いたしますと、３公民館ともに皆増となりました。 

 ４月から５月分の前年度と比較した状況につきまして御説明いたします。３館共通した

理由となりますが、昨年度の４月から５月につきましては、緊急事態宣言発令に伴う市の

対応方針を受けて、施設貸出しを停止したことにより、実績がゼロとなっております。 

 一方、今年度の４月から５月につきましては、４月12日から４月24日まで、まん延防止

等重点措置により、新規の夜間受付予約を停止した後、緊急事態宣言に移行し、４月25日

から５月11日まで、日中を含め全て貸出しを停止しました。 

 また、５月12日からは、緊急事態宣言継続により、夜間のみ施設貸出しを停止しました。

このような状況の下、４月、５月につきましても、公民館を定期的に利用していたスポー

ツ系のサークルや料理サークル、夜間に活動している音楽サークルなど、一部のサークル

につきまして、引き続き活動を自粛している影響があるものと捉えております。また、講

座、教室などの公民館主催事業を中止、または延期した影響もございました。 

 説明は以上です。 

○安部委員長  ありがとうございます。ただいまの御報告について質問等ございません

でしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 御質問がないようでしたら、次に日程の１、(3)事業報告（令和３年４月～５）月分）

につきまして、各公民館長から順次説明をお願いいたします。 
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○早野東部公民館長  それでは、令和３年度４月及び５月分の事業報告となります。 

 ４月及び５月は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、14日間臨時休館とさせてい

ただきました。また、まん延防止等重点措置に伴い、一部の事業を延期、または中止とさ

せていただいております。 

 それでは、資料２の１ページをお開きください。初めに東部公民館となります。 

 初めに成人教育、「東部コンサート」ですが、こちらは桐朋学園嘱託演奏員の佐々木京

子さんの協力を得て、毎年行っているコンサートとなります。今年度は「ヴァイオリン＆

ピアノ・デュオ 仙川から世界へ～クラシック音楽の旅路」というテーマで実施いたしま

した。好評だった昨年度と同様に、せんがわ劇場を会場として実施いたしました。留学先

のウィーンから帰国したヴァイオリニスト・三谷本太一さんの演奏は、確かな技術と奥深

い表現力、日々の研さんに裏打ちされた自信と力強さに満ちていました。 

 ヴァイオリンとピアノのデュオというコンサートは、東部公民館では初めての企画であ

り、大変聴き応えのあるコンサートとなりました。参加者からは、「仙川から世界へは大

げさではなかった」「豊かな音色に身を委ねて、現実を忘れられた夢のような時間でした」

「若々しくエネルギッシュな生の演奏ですばらしかった。これからの活躍に期待したい」

などの感想をいただきました。心豊かにしてくれるクラシック音楽を通じて世界の旅を楽

しみ、元気になっていただくとともに、桐朋学園大学と地域の架け橋となれたものではな

いかと考えております。 

 続きまして、成人学級、「木曜会」は、毎回テーマとする書籍を選び、次回までに各自

読み進めてくる。当日はその感想や調べたことを共に語るという学習グループとなってお

ります。「木曜会」は、昨年度に発足し、今年で２年目になりました。令和３年度は、国

語の教科書に載っている作品を主に読んでいくということを聞いております。第１回目は、

宮沢賢治の「なめとこ山の熊」のＣＤを聞き、熱のこもった意見交換、率直な読後感想を

述べ合いました。 

 続きまして、高齢者教育、「シニア向け 全くはじめてのスマートフォン講習」は、70

歳台までの高齢者を対象に実施いたしました。スマートフォンに苦手意識を持つ高齢者が

デジタル活用の恩恵を受け、生き生きと豊かな生活を送ることができるよう、スマートフ

ォンの基本操作、インターネット、アプリについて学び、分からない、面倒くさいを乗り

越えるきっかけとすることを目的に実施いたしました。 

 テキストは、熟練のＫＤＤＩ株式会社認定講師が作成したもので、専門用語や各部の名
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称、災害用伝言板の使い方までが網羅され、忘れても復習できる優れた内容となっていま

した。 

 操作を学ぶ場面ではマップを使い、タップ、ピンチアウト、ピンチインなど、擬音を駆

使しながら実施し、参加者の学習内容の定着を促す内容となっておりました。また、ゲー

ムをしながらのタップ練習、１から30までの数字を順番にタップして時間を競うゲームを

やったり、電話のかけ方、音声検索、アプリのインストールの方法なども学びました。 

 参加者からは、分かりやすく楽しかった。ショップに行くのは、予約時間等もあり、ま

た当日行っても少し待つことがあるため、このような教室があるとよく内容が知れ、とて

も楽しかったなどの感想をいただきました。今後は、この入門編の研修内容をさらに発展

させ、より一層高齢者の生活課題に応える学習内容としてまいりたいと考えております。 

 続きまして、展示会です。１つ目は、東部公民館登録団体、グループキャンバスのパス

テル画の作品展です。４月６日から24日までの17日間開催いたしました。臨時休館前の開

催であったため、毎週時間をかけて描き上げた作品を多くの方に見ていただくことができ

ました。 

 次に、企画展、「オールスター☆サークルポスター展」は、会員の高齢化やコロナ禍で

活気がなくなっているサークルさんを少しでも盛り上げようという意図で企画したもので

す。どのようなものかと申し上げますと、地域文化祭でも使用している各サークルさんが

作成した手作りのポスターを貼り出し、さらに会員募集のリーフレットを配架し、見学者

が興味のあるサークルのチラシを持って帰れるようにしたというものになります。 

 しかし、新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休館の影響で、実施期間の縮小を余儀

なくされてしまいました。秋には地域文化祭もございますので、今後１年間を通じて様々

な方法で登録団体及び公民館を盛り上げてまいりたいと考えております。 

 続きまして、市民文化祭です。東部地域文化祭の開催に向けて実行委員会役員会を４月

と５月に実施しました。第１回の役員会では、令和３年度の実行委員長、副実行委員長、

その他の担当決めを行いました。また、第２回実行委員会では、今年度の文化祭の全体概

要案や年間スケジュール案の確認を行い、今年度の方向性を確認しました。 

 次に、２ページをお願いいたします。「印刷機操作講習会」です。本講習会は、市民団

体の自主的な活動を支援するため、毎年実施しているものです。公民館が契約している印

刷機メーカーの担当者が講師となり、受講後は公民館から修了証を発行しています。今回

は参加申込みが会場の利用定員を超えたため、２回に分けて実施いたしました。 
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 次に、会議です。２つ目に記載の「利用者懇談会」では、東部公民館を利用している団

体なら誰でも参加できる懇談会となります。東部公民館から東部公民館事業計画、東部地

域文化祭日程などを報告しました。 

 また、登録団体に対しては、東部公民館との共済事業を実施する場合のお願いや、公民

館だよりに記事を掲載する場合のお願いなど、サークル支援に向けた各種メニューを網羅

的に説明いたしました。 

 その１つ下、利用者懇談会に続いて開催された東部公民館利用団体連絡会総会では、令

和２年度活動報告、令和３年度活動計画（案）、役員選出、次期の公民館運営審議会委員

の選出などが行われました。 

 次の東部公民館利用団体連絡会役員会は、４月及び５月に３回開催され、記載の内容に

ついて話し合いました。 

 ３ページをお願いいたします。保育者連絡会となります。 

 東部公民館登録保育士が参加し、公民館におけるコロナ対策や本年度の保育つき事業に

ついて説明、意見交換を行い、最後に保育室の点検等を行いました。 

 最後に、広報につきましては、「東部公民館だより」４月号及び５月号を各6,600部発行

いたしました。 

 東部公民館は以上となります。 

○安部委員長  ありがとうございます。続きまして、西部公民館、お願いいたします。 

○神戸西部公民館長  続きまして、西部公民館の４月から５月までに実施いたしました

事業について説明いたします。４ページをお願いいたします。 

 西部公民館におきましても、４月から５月にかけまして、引き続き新型コロナウイルス

感染拡大防止に努めながら事業を実施いたしました。 

 初めに、成人教育です。市民企画講座として、「映画監督 班忠義氏から学ぶ『誰も知

らなかったアジアの歴史』」を実施いたしました。講師は、映画監督の班忠義さんです。

この講座に当たりましては、西部公民館の登録サークルである調布ドキュメンタリー映画

クラブさんから、映画監督の班さんをお招きして公開講座を実施したいとの相談をいただ

きました。 

 公民館では、相談について検討し、その結果、講師謝礼の支出、公民館だよりへの掲載

が公民館において、その他はサークルさんにおいて対応する市民企画事業として実施する

ことといたしました。 
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 事業の前段では、中国残留婦人は性被害などの調査を基に製作された作品を見て、後段

では主に講師からの講義と質疑応答が行われました。参加された方からは、「このような

テーマはとてもつらいのですが、知らなくてはならないことです。」また、「戦争がいかに

醜いことか、戦争はどれほど時が過ぎても決して忘れてはいけないことです。今後いろい

ろと学びたいと思います。」などの声が寄せられました。 

 次に、成人学級です。成人学級では、子育て中の母親たちが、それぞれ自分たちで計画

を立て、学習を行っております。ココラクとぶくラム、２つの成人学級では昨年度のまと

めをするとともに、新年度の計画についての話合いを実施いたしました。 

 次に、コンサートです。「桜に愛を込めて～映画『薄墨の桜』上映とリコーダーコンサ

ート」を実施いたしました。コロナ禍が続く不安な状況の中で、身近な自然に癒やされる

人が多いと聞き、桜の時期に合わせてロビーでの催しができないかと企画をいたしました。 

 リコーダー演奏者である富永和音さんによるミニリコーダーコンサートを開催し、主に

春にちなんだ日本の曲の演奏を楽しんだ後、映画「薄墨の桜」を上映し、鑑賞いたしまし

た。参加者からは、「リコーダーの演奏はとてもすばらしく、きれいな音色で心を洗われ

ました。」また、「映画の上映では、薄墨の桜は何年も前から人々の生活を見てきたのだ。

１度見に行きたいと思っていました。」などの声をいただきました。 

 高齢者教育です。高齢者学級の「チャレンジクラブ未来」は、自主的な活動計画に沿っ

て精力的に学習し、熱心に活動しています。今回は学級生の話から学ぶ学習をいたしまし

た。なお、チャレンジクラブ未来は、今回の活動をもって５年の活動期間を終了いたしま

した。 

 次に、展示会です。「あの日から10年、陸前高田市の中学生からのメッセージ」になり

ます。こちらは前回も報告をさせていただきましたが、令和３年２月19日からの開催で、

年度をまたいだ展示となりました。陸前高田市の中学生の作文と絵画、ポスターなど40点

を展示いたしました。 

 次は、水彩画サークル「美楽」によるロビー展、「自分のテーマにチャレンジ」を18日

間行いました。水彩画10点とラフ10点、合計20点の展示をいたしました。サークル会員の

方からは、「自分のテーマにチャレンジということで、好きな植物を描いたが、時間が足

りなく、中途半端な作品になってしまった。背景など、また書き込みたい。」「短い期間で

も見てもらえてよかった。」また、展示を見た方からは、「皆さん、とても上手、自分も描

けたらよいのに。」「ロビーに絵があるのはとてもすてきですね。」などの感想が聞かれま



- 8 - 

 

した。 

 次に、団体支援です。市民活動などの団体に対し、印刷機の使い方の講習会を開催いた

しました。 

 会議です。西部公民館利用団体連絡会の第１回役員会を開催、令和３年度の活動方針等

が話し合われました。 

 保育者連絡会では、令和３年度の保育つき事業について保育者と打合せをいたしました。 

 お隣５ページです。最後、広報です。「西部公民館だより」を令和３年４月号から５月

号まで各6,200部発行いたしました。 

 西部公民館の事業報告は以上となりますが、続きまして、お手元に本日配付いたしまし

た追加資料の１をお願いいたします。こちら、前回の公運審におきまして、平野委員から

公民館主催事業の講師の言動の一部に、本来中立的であるべき公民館としてふさわしくな

い内容があったので、公民館としてより認識すべきだとの指摘をいただきました。本件に

つきましては、今後このようなことがないよう一定の改善が必要と判断いたしましたので、

追加資料１のとおり、講師依頼の際には、社会教育法第23条及び公民館の運営方針を文書

にて確認していただくことといたしました。 

 今後も地域住民の学習拠点として地域に根ざした公民館活動を進めてまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 西部公民館からは以上になります。 

○安部委員長  ありがとうございます。最後に、小野北部公民館長、お願いします。 

○小野北部公民館長  続きまして、北部公民館です。 

 ６ページをお願いします。初めに、青少年教育、こども科学教室Ⅰです。「紫外線って

何だろう～ＵＶチェックストラップをつくろう～」、５月15日に開催いたしました。講師

は、科学読物研究会運営委員の坂口美佳子氏です。 

 最初に講師が紫外線、ＵＶについて説明した後に部屋を暗くいたしまして、サングラス

や、日焼け止めクリームを塗った白い紙に、紫外線が出るブラックライトを当てまして、

ＵＶクリームが紫外線から肌を守っているということを確認いたしました。また、太陽と

地球の模型を使い、オゾン層が太陽からの紫外線を防いでいることを学びました。後半は、

紫外線が当たると色が変わる特殊なビーズを使ったＵＶストラップをつくりまして、紫外

線が当たって、紫外線の色が変わることを確認いたしました。 

 続きまして、成人教育です。歴史講座Ⅱ、「深大寺とその周辺を知ろう、歩こう」です。
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新型コロナウイルス感染症の影響による令和３年１月に中止になった事業で、日程変更し、

実施したものでございます。 

 講師は、日本史研究家、深大寺杜の塾・落合大海氏です。初日は歴史散歩で、翌週の２

日目は講義と、Ａコース、Ｂコースともに同じ内容です。ルートは祇園寺、虎狛神社、神

代農業高校脇の武蔵野台地の斜面沿いと青清神社、深大寺で本堂、釈迦堂などを見て現地

で解散するルートになっております。２日目は講義で、テキストと明治時代の地形図と年

表を見ながら、初日に歩いた場所や道がどのような歴史的意味があるものなのか、その点

について講師が解説いたしました。 

 北部公民館のある地域は、武蔵野台地のはけ、いわゆる崖線に当たる地域で、実際に歩

くことでその地形の歴史が分かることや、祇園寺や虎狛神社は深大寺と関連がある建物で

あることの説明がありました。 

 また、歴史を知るためには、多面的に調べる必要があり、歴史の資料には書いた人の立

場や、作成したときの文化的特徴などが反映するため、書いてあること全て信じることで

はなく、時には疑うことも大事で、幾つか一時資料を見ることによって何が正しいのか、

どういった情報が正しいのかというのが分かるようになり、そこに歴史の面白さがあると

いう話がありました。 

 続いて、市民の暮らし講座Ⅰ、「Withコロナ時代の『学び』を問い直す～アジアのノン

フォーマル教育の今、パキスタンを中心に」を４月24日土曜日に開催いたしました。講師

は元ＪＩＣＡ識字・オルタナティブ教育専門家の大橋知穂氏です。 

 パキスタンでは、2,260万人の子どもが学校に通っていません。その子どもの支援のた

めに政府・教育省、ＪＩＣＡ、ＮＧＯ、地域組織などが連携し、各地で正規の学校以外の

学びの場であるノンフォーマル学校が設立されております。日本の寺子屋のイメージで、

日本の公民館のような場所で多くの子どもが学んでおります。 

 講座では大橋氏が活動するパキスタンで、ノンフォーマル教育での学習によって子ども

たちが自信をつけて、夢を持ち、明るく変わっていく姿が紹介され、とても印象的でした。

大橋氏は、日本でも不登校、引きこもりなどの多様な問題があり、かつコロナ禍で状況が

不安定の中、Withコロナ時代に向けてノンフォーマルな学習空間の場がますます重要にな

ってくるという指摘をしておりました。 

 続いて、芸術鑑賞講座Ⅰ、「画をかくことは美の発見～武者小路実篤の画をかくよろこ

び」です。武者小路実篤自身は師匠を持たずに独学で絵画作成をしていたということです。 
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 有名なカボチャの絵がありますが、カボチャは実篤が野菜の中で特に美を感じたという

野菜だそうです。実篤著『画をかく喜び』にある実篤の言葉を幾つか読み解き、美を発見

する実篤の喜びを知ることができました。 

 武者小路実篤記念館の見学では、作品に実際に触れ、じっくりと鑑賞することができま

した。また、参加者３名が自作の絵画作品を実篤記念館のみんなの展示コーナーに６月13

日まで展示いたしました。 

 続いて、成人学級です。「サステナブルを学ぶ会です」。昨年９月から10月に実施した、

「今すぐ始められるサステナブルな暮らしを学ぶ講座」の受講生が今年４月に設立した成

人学級です。家庭の食べ物に関するごみに焦点を当て、自分で実践できるサステナブルな

生活について学ぶ学習グループです。５月14日に北部公民館１階ギャラリーで開催中の

「農の生け花展」の出展者で、サステナブルを学ぶ会の会長であります関森さんから、展

示の意図、見どころ、サステナブルな暮らしとの関わりなどに関する話を聞きました。そ

の後、農業とサステナブルというキーワードで考えたこと、感じたことをグループ間で意

見交換いたしました。 

 次の成人学級、「Multicultural
マ ル チ カ ル チ ュ ラ ル

 Study
ス タ デ ィ

 Group
グ ル ー プ

です」。昨年６月に実施した「お隣同士か

ら多文化共生を考える講座」の受講生が今年４月に設立した学級です。日本人住民も外国

籍住民もお隣同士であり、お互い様だという関係性を構築することを学びながら、多文化

共生に向けてできることを学ぶグループです。北部公民館で５月25日から全４回で実施予

定の国際理解講座に参加して、多文化共生の視点を学びました。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。展示会です。「触れて学ぶアイヌ民具展」

につきましては、３月９日から開催し、前回の審議会で説明しておりますので、説明は省

略いたします。この展示会は、当初５月５日まで開催する予定でしたが、臨時休館の影響

で４月24日まで規模を縮小して開催いたしました。713名の方が来場いたしました。 

 続きまして、その下、北の杜ギャラリーでした「農のいけ花展～皐月の空に願いをこめ

て～」です。５月14日から19日の５日間開催いたしました。当初、５月８日から15日の８

日間の開催予定でございましたが、新型コロナの影響で５日間の開催日程となっておりま

す。市内の農作物生産者の関森道子さんと郷土博物館、農政課とのコラボレーション展示

を行いました。 

 郷土博物館から借用した昔の農具と本物の稲の苗、お茶の葉、新タマネギなど、季節の

植物を共に生けて、かつての農村の風景、自然との共生を思わせるような展示となりまし
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た。また、農作物直売所マップを配架し、市内生産者を紹介いたしました。来場者からは、

「生まれて初めて本物の稲を見ました」「昔の農具がたくさんあり、思い出深く見せてい

ただきました」という声がありました。 

 次に、市民文化祭です。５月29日に第１回実行委員会を開催し、今年度の文化祭のテー

マを確定し、運営方針等について協議いたしました。また、日付が前後しますが、４月10

日に第１回役員会、５月29日に第２回役員会を開催いたしました。 

 次の団体支援では、４月17日に「印刷機講習会」を開催いたしました。 

 続いて、次のページ、８ページをお願いいたします。次の会議では、４月10日に利用者

懇談会を開催し、令和３年度登録団体について説明などを行いました。また、同じく４月

10日に、北部公民館利用団体連絡会、令和３年度の定期総会を開催いたしました。その下、

５月29日に北部公民館利用団体連絡会や役員会が開催され、令和３年度活動計画を確認い

たしました。また、その下、保育者連絡会を４月15日に開催しております。 

 最後に、広報ですが、「北の杜通信」、４月、５月号を各6,000部発行いたしました。 

 北部公民館からの報告は以上でございます。 

○安部委員長  ありがとうございます。ただいまの報告について御質問等ございません

でしょうか。田中委員。 

○田中（紀）委員  質問で申し訳ない。４月、５月、東部とか西部では青少年のプログ

ラムがないです。例年４月、５月、青少年プログラムはなかったですか。それとも、今年

何か特別な事情があって、４月、５月にできなかったということなのでしょうか。 

○安部委員長  早野館長。 

○早野東部公民館長  青少年事業を例年４月、５月にやっていたかというのは記憶がな

いのですけれども、コロナの状況鑑みますと、実際やりにくい状況にあったということが、

今年度の４月、５月の位置づけかなと思っています。 

 一方，東部公民館の場合、これまで青少年の事業をいつ多くやってきたかというと夏休

み期間です。夏休みを利用して、今年度も碁の教室とか、ネットのルールを学ぶ教室、会

議室を開放して勉強できますよとか、そういったことをやっていきますので、東部公民館

の場合はこれから予定しているとお考えいただければいいのかなと思っております。 

○安部委員長  神戸館長。 

○神戸西部公民館長  西部公民館でございます。西部公民館におきましても、やはり青

少年、お子さんたちの日程を考慮して、おおむね夏休みの時期に事業が集中しているかな
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と思っております。その意味におきましては、手元に詳しい資料がなくて恐縮なのですけ

れども、４月、５月、例年そのタイミングで青少年の事業をやっていたか定かではないの

です。今後におきまして、今、早野館長からございましたけれども、７月、８月等、夏休

みに向けて事業の予定を組んでおりますので、例えば「英語に親しもう」とか、「もくも

く」という人たちの科学実験的なものを今計画しているところでございます。 

 西部公民館からは以上になります。 

○安部委員長  ありがとうございます。 

○田中（紀）委員  どうもありがとうございました。実際、去年のデータと比較して見

てくればよかったのですけれども、準備を怠って、勝手な質問、申し訳ございません。 

○安部委員長  ほかにございませんでしょうか。――すみません、では、いいですか。 

○小西副委員長  どうぞ。 

○安部委員長  コロナ禍で講座の開催がなくなっていると思うのですけれども、例年の

４月、５月に比べてどれぐらいの割合になっているのか。例年というか、去年ではなくて。 

○早野東部公民館長  去年と比べてというのは、申し上げにくいのですけれども、延期

になったものですと、５月にピラティスという運動系のもの、家庭教育のコーチング関係

の講座を、臨時休館ということで一旦延期しています。手帳を見ながらお答えしており、

もしかしたらほかにもあるかもしれないのですけれども、今この場においては２事業の延

期を把握しております。 

 以上でございます。 

○安部委員長  ほかの館はいかがですか。 

○神戸西部公民館長  西部公民館におきましても、やはり食べるもの、食に関する事業

が延期というより中止になっているところがございます。例えば、この時期ですと和菓子

を扱った事業が実施できていないというところが１つございます。 

 あとは、いわゆる緊急事態宣言等の影響もございますけれども、やはり御高齢の講師も

いらっしゃる中では、歴史の講座がここ２年間できていないところもございます。 

 あとの事業につきましては、おおむね実施できているというのが今のところの印象でご

ざいます。 

 以上です。 

○安部委員長  ありがとうございます。小野館長。 

○小野北部公民館長  北部公民館でございます。４月には事業が幾つかありましたが中
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止や延期をしています。アイヌに関する講演会を、５月１日の開催予定が６月２日に開催

したり、ヨガの教室や深大寺を歩こうという講座も、今回説明させていただいたのですが、

当初は１月に実施予定でしたが、日程を調整し、最終的には４月になりましたが、幾つか

の事業につきまして延期した事業がありますが、日程を変えて実施しています。 

○安部委員長  ありがとうございました。田中委員。 

○田中（國）委員  今の件なのですけれども、今回、４月から５月ということで報告を

読ませていただいているのですが、緊急事態宣言が終わりまして、今、まん延防止等の期

間に入ってはおりますけれども、恐らくこの当時よりも今のほうが危険な時期ではないか

と私は思ってしまう。デルタ株がこれからどんどん増えていく中にあって、むしろこれか

らもっと注意しなければいけない時期に入るのではないかと考えるのです。 

 ただ、公民館の利用者の方は高齢者の方が結構多いので、ワクチンをもうかなり打たれ

た方も多いのではないかという部分もありまして、今、若者20代、30代の方の感染が増え

ている中で、高齢者のほうがむしろ安全というか、接種率も高くなっている状況で、今、

調布市の場合、第１回目を打った方が60％を超えているそうなので、その辺は多少いいの

かと思うのですが、これから事業をするに当たりまして、より一層の注意を払っていただ

いたほうがよろしいかなと思います。 

○安部委員長  早野館長。 

○早野東部公民館長  今いただいた御意見はもちろんのことなので、いま一度事業を実

施するときの消毒と、終わった後の消毒等の徹底ですとか、あと発熱のチェックですとか、

そういったものも改めて徹底していきたいと考えております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○安部委員長  ほかにございませんでしょうか。杉山委員。 

○杉山委員  この４月、５月だけではないのですが、振り返ってみて、公民館活動の根

っこを支えているのは公民館専門員です。３館ともいずれも女性の方が何人か配属されて

いて、皆さん経験も豊富なのか、公民館活動の内容に非常に精通されていて、利用団体と

か学校関係者の人とか、地域住民の人との関わりというのを非常に持たれているようなの

で、それがイベントにつながっていくというのが見えて、非常に頼もしく思えていたので

す。 

 今年、私が実際に経験したのが２点あるのです。１点は、私は太極拳の稽古を毎週やっ

ているのですけれども、ちょうど今コロナ禍で、比較的高齢な方は家にずっといて運動不
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足になったと。公民館へ問合せして、太極拳の活動に参加するのはどうしたらいいかとか、

そういう問合せが何件か来たので、その専門員の人がそれを察知したのだろうと思うので

すけれども、体験教室をやってほしいという依頼がありました。やりましたけれども、ひ

ょんなところからイベントが出来上がる。 

 もう一つは、西部公民館の活動報告の中で、４月17日のコンサートというのがあります

が、これは映画の上映会と音楽コンサートがコラボする。こういうのもいろいろ企画して

実現させていくことが専門員の方のお仕事らしいので、実際にこれが実現したわけですけ

れども、リコーダーを演奏した方は調布の市民で、そういう掘り起こしもやっている。た

だ、公民館活動の根っこを支えているのはそういう人だなと私は感じたのですが、４年間

の私の１つの素直な感想としてお聞きいただければと思います。 

○安部委員長  ありがとうございました。神戸館長。 

○神戸西部公民館長  西部公民館でございます。今、杉山委員から専門員ということで、

２つの事業を例に取り上げていただきながらお話しいただきました。先ほども「薄墨の桜」

につきまして御説明申し上げたところでございますが、やはりコロナという中の不安なと

きに、何か癒やしになるものはないかといった観点で事業を企画したわけでございます。 

 その中で先ほどのリコーダーコンサートで、富永和音さんという方は市内にお住まいの

大学生の方なのですけれども、その方に２回目の登場をいただいたのですが、そういった

方がいるということを日頃から情報として、どちらかと言えば、専門員の独自の情報網の

中でつかんでいるという中で今回実現したと思っております。 

 また、太極拳におきましても、高齢者の方が家の中で運動ができないのではないかとい

ったことをつかんだ中で運動ができる１つのきっかけとして、体験教室という形でやって

みたらいかがでしょうか、今回御相談申し上げて実現したところでもあります。そういっ

た中では、専門員の人となりというのでしょうか、専門員も公民館職員も皆様方に対して

は名前と顔、そして自分たちのことも併せて知っていただいて事業が出来上がっていくの

だなということを改めて実感したところでございます。 

 専門員につきましては、いろいろな形でお声がけ、またお褒めの言葉をいただいて、今

後の励みになっていくと思いますので、私たちも引き続き頑張ってまいりたいと思います

ので、どうもありがとうございました。 

 西部公民館からは以上でございます。 

○安部委員長  ありがとうございました。ほかに何かございますでしょうか。 
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     （「なし」の声あり） 

 なければ、事業報告についての質疑等を終わります。 

 次に、(4)社会教育委員の会議（令和３年度第１回定例会）についてお願いいたします。

鈴木東部公民館副館長。 

○鈴木東部公民館副館長  それでは、令和３年度第１回調布市社会教育委員の会議につ

いて御報告いたします。資料３をお願いいたします。 

 第１回調布市社会教育委員の会議は、令和３年５月11日火曜日午後３時から教育会館30

1・302会議室で行われました。議題につきましては、記載のとおりでございます。 

 初めに、議題(1)協議事項、調布市社会教育関係団体の登録、更新についてでは、令和

３年６月１日から令和５年５月31日までの社会教育関係団体の登録、更新について協議が

行われ、24団体が承認されました。次の令和３年度調布市社会教育関係登録団体活動事業

補助金の申請団体についてでは、補助金の申請があった登録団体の交付決定について協議

が行われ、９団体が承認されました。 

 続いて、(2)報告事項では、令和３年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定期総会

について事務局から説明が行われました。次の令和３年度学習グループサポート事業につ

きましては、事務局から７グループから申請があり、令和３年度の学習グループサポート

団体として決定したとの報告がありました。次の社会教育委員の会議は、令和３年７月13

日火曜日午後３時から教育会館301会議で開催されます。 

 報告は以上でございます。 

○安部委員長  ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、何か御質問等

ございますでしょうか。ございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、日程第３、その他でお願いいたします。事務局からありますか。 

○早野東部公民館長  委員長、もしよろしければ、今いろいろな質問の形で皆様から感

想等をいただいておりますが、本日で最後となりますので、一言ずつ委員の皆様からいた

だければなと事務局として思っております。いかがでしょうか。 

○安部委員長  それでは、本日が第30期調布市公民館運営審議会最後の定例会となりま

すので、この２年間、委員として支えていただいた皆様に一言ずついただきたいと思いま

す。 

 私からになりますか。委員長を仰せつかりまして２年間、皆様、御協力ありがとうござ
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います。２年間あっという間で、今期はコロナ禍で公民館で活動ができないという、いま

だかつてないような事態もあり、市民の方々も本当に大変だったと思いますし、その中で

昨年も地域文化祭があったりして、皆さんが地域で活動しながら、公民館での活動も並行

してされているということで、公民館があったからこそ、地域の方々つながりもできたの

ではないかと思います。 

 いろいろとまだまだ収束しない状況の中なのですけれども、公民館を通じて、皆さんと

一緒にまたつなぎ合えればいいかなと思います。２年間どうもありがとうございました

（拍手）。 

○小西副委員長  皆さん、２年間本当にお世話になりまして、ありがとうございました。 

 副委員長ということに関して申し上げれば、安部委員長にしっかりと適正な運営をして

いただきましたので、私は何もすることはなかったということなのですが、委員としまし

ては、こういうコロナ禍で非常に難しい運営を迫られた事務局、各公民館の皆様に対して

いろいろな意見や要望等も出させていただきましたけれども、そこは最大限取り入れられ

るものは取り入れていただいて、改善につなげていっていただけたかなと思っています。

本当にありがとうございました。 

 こうして市民のサークル活動、あるいは皆さんの活動が充実していければ、こういうこ

とをやっていてもよかったなという思いをしております。皆さん、本当にお疲れさまでし

た。また今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました（拍手）。 

○丸橋副委員長  同じく副委員長の丸橋です。私は委員長、副委員長にぶら下がって頑

張ってきました。私は東部公民館の利用者団体の代表ということでこの会議に出させてい

ただいております。 

 ２年間、東部公民館の利用者団体が抱えている悩みなり課題なりを皆様方に御理解いた

だけるようにいろいろ御報告してまいりました。特に昨年１年間は、新型コロナの関係で

非常に困難な状況の中で、サークルの皆さんは必死に頑張ってまいりました。皆さんに少

しでも東部公民館の利用者団体の皆さん、利用者の皆さんの活動状況が御理解いただけた

ら幸いだったと思います。２年間どうもありがとうございました（拍手）。 

○田中（國）委員  私は商工会の代表といたしまして、今日まで３年間お世話になりま

した。商工会関連ということからいいますと、公民館の事業内容はなかなかつながるもの

が少なかったかとは思うのですけれども、様々な年代の方々とお話ができまして、大変有

意義な時間を過ごさせていただきました。 
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 また、アピールと言っては何なのですが、今年も調布市さんと一緒にプレミアム商品券

の発行であるとか、暮れにはスマホを使ったポイントサービスを実施する予定です。今回、

東部公民館さんがシニア向けのスマートフォンの講習会をなさったそうなのですが、定員

16のところ30人も申込みがあって、次に入門編から上にステップアップされるということ

をさっきお伺いしましたが、せっかく30人も申込者が多いのであれば、もうちょっと裾を

広げていただいて、また今回、暮れに実施されることの説明も１つ付け加えて講習会をな

さっていただけたらありがたいなと思います。 

 ３年間、どうもお世話になりました。ありがとうございます（拍手）。 

○田中（紀）委員  今回で丸２年の任期が終わるのでしょうか、老人クラブを代表して

参加させていだいて、公民館の活動を見ると、老人クラブと基本的に違うところがあるの

かもしれませんが、政府、あるいは東京都だとか調布市が出すルールに基づいて、できる

限りのことをやろうとしておられる姿には大きな感銘を受けました。 

 老人クラブは、どちらかというと自分で参画してやる団体なもので、コロナ対策として

やめればいい、やめたほうがいいということが多かったです。それに対して、公民館のほ

うは積極的に取り組んで、幾らかでも皆さんのつながりを保とうとしてこられている姿勢

には大きな感銘を受けました。どうもお疲れさまです（拍手）。 

○横山委員  私は文化協会からこちらに出席させていただいて、いろいろ不勉強なまま

で出席させていただいて、御意見などもきちんとしたお答えができなくて申し訳なく思っ

ておりましたけれども、公民館さんにはいろいろ文化祭などでも御協力いただきまして、

ありがとうございます。 

 公民館だよりは一応見させていただいておりますが、なかなか参加できなくて、このコ

ロナが少しでも静まりましたら、今度は近所の同世代の人たちを誘って参加できるものは

なるべく参加していきたいなと２年間を思って痛感いたしました。またこれからもよろし

くお願いいたします（拍手）。 

○杉山委員  西部公民館の利用者団体の代表ということで参加させていただきました杉

山でございます。感想は先ほどもうお話ししたのですけれども、皆さんといろいろ意見交

換して、公民館の文化活動、地域の文化活動にこれからも素直に私自身も参加できるよう

になったかなという気はしております。いろいろありがとうございました（拍手）。 

○清水委員  調布市の小学校の校長会の代表として参加させていただきました清水です。

どうもありがとうございました。こちらに参加させていただいて、公民館がどういったも



- 18 - 

 

のなのかということも少しずつ分かってきたところですし、その中で子どもたちの居場所

となっているということがよく分かりました。放課後の学童クラブですとか児童館なども

ありますが、公民館の場合は親子で参加できるものが多く、そこの中でも、申込人数が今

はコロナでちょっと減ってしまいましたが、人気の講座もたくさんあるということもよく

分かったので、とてもよかったなと思っております。 

 また、これからも小学生だけでなく、ぜひ小・中・高、幼稚園児も含めた子どもたちが

関われる活動をしていただければと思います。どうもありがとうございました（拍手）。 

○小林委員  北部公民館から選出されております小林です。よろしくお願いします。 

 任期としては８年やって、なかなか後任が見つからずに今まで引きずっておりますが、

次回もまた２年間やらせていただくような形になってなります。ふだんから言葉が少ない

ものですから、あまり意見を述べさせていただいていないのですけれども、やはり必要な

ことは出していかなくてはいけないなと思っております。 

 コロナになってからも企画事業等になかなか参加できなくなってしまっているのですけ

れども、今回も先ほどの田中國男様から言われた東部のスマホの講座なのですが、前から

何回かやられていらっしゃって、出たいなと思って、私も70代の半ばになりまして、２、

３年前からスマホを持つようになったのですけれども、ここに書いてあるような内容のこ

とはほとんど何もできない状態で、ただ携帯代わりという感じで持っています。いつか参

加したいなとは思っていますので、多分人数的に言ってもまだお続けになられるかなと思

っていますので、機会があったら参画していただきたいと思っています。  

 ２年間たちまして、また次の回ということで続けさせていただきますが、できる限り皆

さんと一緒にやっていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。どうも

ありがとうございました（拍手）。 

○安部委員長  それでは、これをもちまして本日の会議を終了させていただきます。 

 

                             閉会 午後３時15分 


