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１．あいさつ
２．報告事項

（１）公民館職員の紹介
（２）平成３０年度公民館運営方針
（３）平成２９年度事業報告及び３０年度事業開
催予定

３．その他

（１）次回日程
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教育部公民館
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会

議
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１．あいさつ
開会に際して教育部長よりあいさつ
２．報告事項
（１）公民館職員の紹介
公民館長より異動職員の説明
（資料 1 については、個人情報を含むため非公開）

過

（２）平成３０年度公民館運営方針
公民館長より報告（資料 2）
（３）平成２９年度事業報告及び３０年度事業開催予定
【事業係長】
お手元の資料 3 に沿ってご報告させていただきます。
後期市民講座「プログラミングって何？親子ロボット教室」を 2/11～2/25（毎週日
曜日）午後 1 時～2 時 30 分に全 3 回、中央公民館で開催をいたしました。定員 10 組
20 名に対して 38 組 76 名の申し込みがあり、抽選をおこない 10 組 20 名の方が受講さ
れました。平均年齢は子ども 9.3 歳、保護者 46.2 歳でした。
親子を対象とした生活の中にある身近な科学を学ぶことを目的とした講座とし、
2020 年からプログラミング教育が小学校から順次必修化されることから、IT を活用し
たものづくりの科学教育をおこなっている「NPO 法人科学技術教育ネットワーク」の講
師を迎えて開催いたしました。
講座内容といたしましては、身の回りで活用されているロボットについて何ででき
ているかを学び、ミッション 1「タブレットによるスピードや時間を変えながら直進、
停止プログラム」、ミッション 2「1 回転のプログラム」、ミッション 3「直進、回転、
停止プログラム」を作成しミッションという形で講座をすすめました。
ロボットの活用・重要性、わかりやすい資料、プログラミングの用語・効果の説明
や受講者へのサポートが丁寧だったことで、受講者のプログラミングを学ぶきっかけ
となる講座となりました。
アンケートでは、児童からは「ロボットが身近に感じた」「楽しくてまたやりたい」
保護者からは「講師及びアシスタントの方が、わかりやすくとても良かった。」「基本
から応用までステップアップしていくプログラミングでとても良く理解できた。」「応
用編の講習があれば参加したい、させたい｡｣等、大変好評でした。
続きまして、市民講座「子どもの権利を考える」を 2/17～3/11（土曜日 2 回、日曜
日 2 回）午後 1 時 30 分～3 時 30 分に、中央公民館で開催をいたしました。
定員 30 名に対して 35 名の申し込みがあり、講師と相談し、申込者全員を受講可と
して 33 名の受講になりました。平均年齢は 54.43 歳でした。
今回の講座では、「現代の子どもたちのおかれている様々な課題」「子どもの心の発
達と地域の役割」
「生きづらさを抱える若者たち 不登校・ひきこもりをもたらすもの」
「いじめ・虐待 その背景にみえるもの、子どもたちの将来の課題」の 4 テーマとい
たしました。
今回の講座でお願いした講師は、子どもの権利、いじめ・不登校・虐待・心のケア等
について国内でとても著名な方ばかりで貴重なお話が聞ける講座となりました。
アンケートでは、「先生のお話を聞いて、想像以上で悲しかった。虐待、貧困は 10
代から始まるというより、乳幼児期から続いている。ならば、乳幼児期から発見、援
助は出来ないのでしょうか？乳幼児期から小・中・15 才以上までよこもたてもつなが
れたら、もっと減らすことは出来るのでは？この講座を開催した東村山市から、変え
ていければよいなと感じた。きっとそう願い動いている市民はたくさんいると思う。」、
「様々な場面で、様々なアプローチをなさってきた方の講演なので、とても有意義で
した。」等大変好評でした。
また、是非、継続して開催してほしいというご意見も多かったことから今後も子ど

もの人権や課題についての講座を検討していかなければならないと感じる講座となり
ました。
続きまして、市民講座「初めての手話」を 2/20～3/13（毎週火曜日）午後 1 時 30
分～3 時 30 分に全 4 回、廻田公民館で開催をいたしました。定員 20 名に対して申込者
数 23 名、講師と相談し、申込者全員を受講可として 22 名を受講といたしました。平
均年齢は 50.4 歳でした。
第 1 回目は手話とは何か、聞こえない人たちの日常生活について説明があり、後半
は挨拶の演習、参加者の氏名や住所を手話で表現しました。
2 回目は、顔の表情のみで笑う、泣く、暑い、寒い、OK、ダメを表現する演習をおこ
ないました。
第 3 回目は数を表現するジェスチャーを学びお金、時間の表し方を演習しました。
第 4 回目は指文字の演習「あ」から「ん」までをおこないました。最後には受講者
が 2 組に分かれて円になり、自分の名前、職業、住所を手話で表現し、講座全体を通
してゲーム感覚でおこなうことにより、楽しく手話を覚えられるよう講師の工夫が多
く見られました。
アットホームな雰囲気で行えたことに受講生からは「楽しく学べてとても良かった」
「興味があったので参加できてよかった」との意見も多く、今後手話に取り組むきっ
かけ作りになる講座となりました。
単発講座「声を磨こうパート 3～日本語を歌う～」を 2/16・2/23 に全 2 回、中央公
民館で開催をいたしました。募集人数 40 名のところ 71 名の申込があり、抽選の結果
55 名が当選となり、51 名の方が受講いたしました。平均年齢は 69.8 歳でした。
講座内容としましては、1 回目に歌うことの基礎としてストレッチを中心に学び、2
回目は日本語の持つ美しさをメロディーにのせて歌う楽しさを実践しました。
参加された受講者のご意見としましては、「ストレッチの方法、発声の方法などとて
も参考になりました」「継続して開催をしてほしい、もっと回数を増やしてほしい」等
大変好評なご意見を多くいただきました。
続きましてホール公演事業、笑顔あふれるまち東村山土曜寄席 in 富士見を 3/17 に
開催いたしました。来場者数は 74 名でした。
平成 29 年度の土曜寄席全体の来場者数は 28 年度より 52 名減の 665 名でした。中央
公民館開催は即日完売となりましたが、開催館によっては地域のお祭りと重なるなど
がありまして減となってしまいました。
今年度につきましては、富士見公民館の修繕等により各館での開催日程が例年と変
更になってしまいましたが、来場者数増を目指して周知を充実していきたいと考えて
おります。
かめのこ学級では、3/18 に平成 29 年度最後の事業として閉級式をおこない、教育長
より精勤賞、皆勤賞、公民館長より修了証が授与されました。
平成 30 年度、最初の事業として 4/8 に開級式をおこない、新しい班ごとに今年度の
目標を立てました。また、4/22 に東村山ユニカール協会の協力の元、ユニカールを開
催いたしました。学級生の腕力、体力に応じたチームを作り、スタンダードとジュニ
アタイプのカーペットで対戦を楽しみました。
学級生からは、
「また次回も」との声もございました。

続きまして今後開催予定の事業についてご説明させていただきます。
市民講座「押し花アート」を 6/8（金）午後、22 日（金）午前、23 日（土）午前に
萩山公民館で開催致します。各日同内容で 1 日の受講となります。より多くの世代の
方に受講していただく為、時間帯、曜日を変えての開催といたしました。応募締め切
りは 5/23 となっております。
市民講座「数学を楽しむパート 6」は 6/10～7/1 全 3 回日曜日に中央公民館で開催を
いたします。現在、募集期間中で、応募締め切りは 5/30 となっております。
前期の市民講座ではそのほかに「これからはじめる色鉛筆画」を富士見公民館で開
催予定です。現在、講師の方と打合せをおこなっております。
かめのこ学級の 6 月の開催予定は、6/17（日）にボーリングを予定しております。
10/14（日）に開催予定のフレッシュコンサートの出演者オーディションを 8/5 に開
催致します。
笑顔あふれる東村山市土曜寄席を 6/16 に富士見公民館にて開催を予定しておりま
す。
また、平成 30 年度講座ボランティア会議を 4/23 に開催し、会議内容としましては、
新年度の職員挨拶、出席された講座ボランティアの方々の講座担当の割振り、講座内
容について話し合いをおこないました。
また、欠席された方については別途個別に話し合いをおこないました。
開催事業報告及び講座開催予定は以上となります。
【会長】
子どもの権利に取り組むことは素晴らしいですね。
学校でもこういった教育はされているのでしょうか。
【委員】
社会科の公民の中で人権教育をしております。またその中で差別や権利についても
学んでおります。
【委員】
参加者から子どもの支援団体などが出来ればいいなと思います。
３．その他
（１）次回日程
【会長】
次回は、7/2（月）18 時より中央公民館で開催いたします。
本日は、ありがとうございました。

