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１．あいさつ
館長及び会長より開会に際してのあいさつ
２．審議事項
（１）平成３１年度市民講座のテーマについて
【事業係長】
前回の審議会にて提案させていただきました平成 31 年度に開催する市民講座につ
いて 30 テーマの中から、市民講座ボランティアの方々と公民館運営審議会の委員の皆

さまに回答で多くいただきました意見を基に検討いたしました。
資料 1 の◎のついているテーマ案と各地区館で活動されている団体等を講師として
開催する 4 テーマ及びシニア学級を含む 14 講座を次年度に開催したいと考えておりま
す。
【会長】
ありがとうございました。何かご意見はございますか。
【委員】
シニア学級は、どのような講座をおこなうのですか。
【事業係長】
対象が 60 歳以上の方となっておりまして、講座の内容については、担当職員が検討
するのですが、地域に出ていただいて何か活動をしていただく後押しができればとい
うテーマでおこなっております。
（２）検討課題について～各公民館の現状～
【館長補佐】
各地区館の現状について、各地区館長より説明いたします。
【廻田地区館長】
廻田公民館の概要及び特徴的な活動を報告させていただきます。
まず概要といたしまして、平成４年１１月に開館いたしました。
施設状況といたしましては、廻田文化センターとして、都営廻田４丁目アパートに
公民館・図書館を併設、敷地面積 2,709.59 ㎡のうち公民館の延床面積が 871.86 ㎡と
なっております。
部屋の構成といたしましては、ホールを兼ねました視聴覚室と集会室が 2 部屋、そ
のほかに美術工芸室、料理教室、和室、保育室等がありまして、昨年度の利用人数は、
32,520 人となっております。
職員体制ですが、館長の他に公民館業務を担当する職員が火曜日から金曜日の昼間
が嘱託職員 1 名。土・日の昼間は嘱託職員 2 名。夜間は平日及び土日とも嘱託職員 1
名体制でおこなっております。その他に地域サービス窓口は、火曜日から金曜日迄の
週 4 日、2 名体制でおこなっています。
続きまして、特徴的な活動及び事業といたしまして 3 点報告をさせていただきます。
1 点目としまして、廻田公民館では、「Happy コミュニティクラブ」という団体が、
文化体験プログラムとして「子ども寄席」や「コミュニティ食堂」という子ども向け
の事業を毎月第 4 木曜日に開催しています。
この団体は、地域の電力会社が基盤となりまして、地域ボランティアの方と一緒に、
電力サービスの利益の半分をソーシャルアクションという社会問題を解決する活動に
還元し、主に現役の子育て世代を応援する事業を展開しております。
活動内容としましては、体験型や参加型プログラムも入れた「子ども寄席」やパフ
ォーマンスを行い、その後「コミュニティ食堂」として、「夕食パーティ」的に夕食会
をおこなっています。
廻田公民館以外の所では、埼玉県の入間市や目黒区の武蔵小山の公共施設でも同じ
様な活動や事業をおこなっていると聞いています。

2 点目としまして、市民文化祭でのホールイベント開催でございます。
平成 30 年度の市民文化祭は、全ての公民館を会場にして開催されました。
廻田公民館では、昨年度の利用者懇談会で、「展示部門」は毎年開催されているが、
「ホール部門」が数年開催されていないので、文化祭として寂しいとのご意見をいた
だきました。
今年度の文化祭を開催するにあたって、「楽しく、活気が出るような文化祭」の開催
を目指して、公民館利用団体に、「ホール部門」に出演していただくように声を掛けた
ところ、
「子どものダンス」などの参加もあり、「Happy コミュニティクラブ」も、文
化祭当日に、毎月の取り組みをおこないました。
文化祭参加者の皆さん、実行委員会の皆さんから「活気があって、楽しい文化祭に
なった。」と大変喜ばれました。
3 点目としまして、廻田公民館のショーケースは、利用度がとても高く、皆さんの
作品展示に使われています。主に写真サークルの写真展や郷土研究の展示などが多く、
活動の紹介だけでなく、東村山の歴史の紹介の展示などもあり、地域の特色がよく出
ています。また、図書館入口へ続く共通通路では、廻田町、多摩湖町から発掘された
下宅部遺跡の出土品や発掘の様子なども地域の紹介として常設展示しております。
まとめ及び課題等といたしましては、地域の公民館として、地域に根差した団体、
サークルをサポートしたいと思います。
特に、高齢の方が多くなってきている地域でもありますので、団体、サークルの高
齢化、メンバーの減少化も皆さんの心配の種になっていますので、日常的に、利用者
の皆さんの声をよく聞き、一緒に考え、皆さんのご要望に応えられるように努めたい
と思います。
また、本日おこなわれた利用者懇談会でも要望が出ましたので、応えられるように
努めたいと思います。
【会長】
地区館のことをお聞きする機会はなかなかありませんが、何かご意見等ございます
か。
【委員】
「コミュニティ食堂」のことですが、こども食堂のような意味合いがあるのでしょ
うか。また、無償でおこなっているものでしょうか。
【廻田地区館長】
無償でおこなっております。
【館長補佐】
貧困対策としてのこども食堂という意味合いも多少はあるとおっしゃっていました
が、どちらかというと地域の子ども達に文化やパフォーマンスを提供し、皆でご飯を
食べようという主旨であるようです。
【委員】
「コミュニティ食堂」は、素晴らしい事業だと思いますが、他の公民館に派生、波
及することはできないのでしょうか。

【館長補佐】
主催団体が廻田町でおこないたいという思いが強いとおっしゃっていました。
【委員】
「コミュニティ食堂」には、親御さんもご一緒に参加されているのでしょうか。
【廻田地区館長】
ほとんどは、お子さんのみで参加されています。
【館長補佐】
保護者の方がお迎えにきているのはお見受けしました。
【委員】
利用者懇談会では、どのような要望があったのでしょうか。また、公民館から仕掛
けていこうという計画はございますか。
【廻田地区館長】
洋式トイレが少ないので、トイレの改修要望が出ました。
【館長補佐】
メンバーを集めるにはどうすればいいのか、団体名簿や活動内容を壁に貼り出す等
していただけないかといったご意見がございましたので、団体の紹介を貼り出すよう
にしたいと回答いたしました。
ポスター作りのサポートをしますとも回答いたしました。
【委員】
高齢者の居場所づくりなどもあればいいなと思いました。
【会長】
ありがとうございました。
【萩山地区館長】
萩山公民館の概要及び特徴的な活動を報告させていただきます。
開設は、昭和 56 年 12 月、地区館としては 1 番古い建物となります。
立地としましては、都営東村山萩山 2 丁目アパート 5 号棟に公民館・図書館を併設
されている萩山文化センターとなっています。
部屋の構成に関しましては、集会室 5 室、そのうち調理室・工作室兼用になってい
るものが 1 部屋、他に和室、保育室でございます。萩山公民館にはホールがございま
せんが、ピアノが置いてある集会室があり、合唱等のサークルが活動されています。
利用者数は、48,676 人でございます。
特徴的な活動・事業を紹介させていただきます。
「萩山親子のひろば どんぐり」を毎月開催しております。
概要としましては、地域の支援で楽しく子育てを進めることを目的に、主に「乳幼
児親子交流」を地域が支える体制を作り、開催しています。
子育て中の方やこれから子供が生まれる方、子育て支援に関心のある方も楽しく集

える場所を公民館としては提供しています。
構成ですが、東村山市の子育て支援課、第 2 保育園、久米川保育園、萩山図書館、
社会福祉協議会、地域ボランティアの方々などで運営されています。
主な内容としまして、毎月第２木曜日、午前 10 時から午後 2 時ごろまで、保育室・
和室を利用し、図書館ボランティアによる読み聞かせ、保育士による手遊び、ミニ人
形劇、季節の行事、子育て情報コーナーを開設、親子交流などという形になっており
ます。
「旧エリア会議」での懇談の中から、『地域で協働してできる「子育て支援活動」を』
として「親子のつどい どんぐり」を開催する事になりました。
昨年 8 月で 100 回を迎えました。100 回記念を計画していたようなのですが、台風
の影響で残念ながら中止となってしまいました。
会場については、公民館が積極的に会場提供するという事で、萩山公民館が会場と
なり、現在に至っています。
子育て支援活動を、地域の保育園、福祉協力員の皆さん、地域ボランティアの皆さ
んと行政が協働しておこなうことにより、地域活力がより活性化されると共に、地域
資源の育成にもなると考えます。
公民館としましては、この活動の輪を公民館利用団体にも広げるコーディネーター
役になれればと思いますし、継続的に活動できる環境を提供したいと思います。
その他の活動となりますが、萩山町そのものが地域の結びつきが強く、町内会の活
動や体力つくり、自主防災組織などの活動が活発な地域と感じています。1 丁目から 5
丁目まで、「丁」としても特徴があり、地域全体では高齢化が進む一方、ひろばの中に
あるマンション等自然を残した地域づくりも進められています。
文化祭を一昨年度からサークル主体で活発な動きになってきました。昨年度は、展
示、ホール共に 4 団体あり、お茶会や武蔵野うどんの手打ち体験もおこないました。
まとめ、課題となりますが、公民館利用者の高齢化がございます。サークルの多く
が高齢者のサークルです。後継者がいなく、解散になるサークルも多い状態です。140
団体の登録がありますが、若い方のサークル登録は少ない現状です。特に地区公民館
は少ないと思われます。
施設の老朽化もございまして、空調設備、電話設備等が老朽化により故障し、利用
者の皆様にご迷惑をおかけしました。だれでもトイレ以外は和式のトイレとなってお
りますので洋式トイレへの改修要望が多いです。
最後になりますが、騒音問題がございます。集会室 1 室にはピアノもあり、ダンス
等の活動もできる部屋でありますが、防音対策がされておらず、夜間での音楽活動の
際に騒音の苦情がよくあります。利用を増やしたいのですが、対策が難しく、今後に
ついて検討していく必要がございます。
3 月 11 日(月)に利用者懇談会を実施する予定でございます。
【会長】
何か意見等ございますか。
【委員】
「どんぐり」の話がとても興味深かったのですが、何名ほどご参加されているので
しょうか。
【萩山地区館長】

天候にも左右されていますが、だいたい 10 組ほどはいらっしゃっています。
【委員】
大学生にアンケートを実施すると、公民館には行ったことがあるが、何をおこなっ
ているところかわからないという意見もあったので、文化祭のうどん作り等を通して
公民館と繋がっていけばと思います。
【萩山地区館長】
うどん作りにいらっしゃった方は、公民館を利用されたことが無かった方が主だっ
たので、生地を寝かしている間に発表の見学をしていただいたり等試みました。
【委員】
萩山町は、町民運動会を「丁」での対抗でおこなっており、非常に盛り上がります。
洋式トイレのことがありましたが、是非予算化していただければと思います。
また、図書館に行ったことはある方も多いと思いますので、サークルの紹介をする
等公民館の PR をしていただければと思います。
【館長補佐】
萩山公民館には、ベルマークの回収箱があり、萩山小学校の教員の方が毎月回収し
に来ています。非常に珍しいと小学校の方もおっしゃっておりました。
【委員】
ベルマークを集めていることを PR すれば、公民館の認知、理解が増えるのではな
いでしょうか。
【教育部次長】
学校ですと、ベルマークやペットボトルのキャップを地域の方が持っていくという
のは難しいと思いますので、こういった公共施設で回収するというのは良い取り組み
だと思います。
【館長補佐】
「どんぐり」についても、立ち上げの際に萩山公民館で開催したいとの声があり、
始まったと聞いております。
【教育部次長】
未就学の子ども達が自由に動けるスペースとしてちょうどいい部屋というところも
ありますし、子育て支援課の保健師による子育て相談が可能であるというところもあ
ります。
また、保育園でおこなっている季節の行事等を披露していますので、リピーターも
多く、また地域外の方からのお問い合わせもあり、人気のある活動となっております。
【会長】
ありがとうございました。
【秋津地区館長】
秋津公民館の概要及び特徴的な活動について報告いたします。

まず、開設昭和 63 年 11 月で、今年度 30 周年を迎えることができました。
立地ですが、公民館・図書館を併設の秋津文化センターとして、東村山市の北部、
秋津町に位置しております。
部屋構成ですが、ホールは、普段椅子を格納し、フラットルームとして利用してい
ただいております。
職員体制は、他の地区館と同じでございますので、割愛させていただきます。
次に、特徴的な活動・事業でございます。
1 点目は、図書園です。みどりの美しい中庭、図書園があり、季節のよい時には本
を読む方、お弁当をひろげる親子やおしゃべりを楽しむ姿などが見受けられ、雨の翌
日ですと、図書園に出られないのですが、市民の憩いの場となっています。
併設されている秋津図書館は、中央図書館に次ぐ来館者数です。
公民館で活動しているフラワーサークルの方々が出来上がった作品を庭園に持ち込
み、写真撮影をして楽しまれている様子も見かけます。
庭の手入れや椅子やテーブル等の備品の老朽化など、検討課題もありますが、とて
もよい場所なので、日常的に利用していただけたらと思っております。
2 点目として、和室でございます。
以前の審議会で大事にしていくべき部屋として、助言をいただきました。
市民の方から、大変喜ばれている部屋のひとつでございます。特に、お茶の団体か
ら喜ばれております。外に目を向ければ日本庭園があり、茶道のお稽古、着付け、手
仕事のサークル、そして、フラダンスの練習などにも利用されています。
最近では自宅に和室がなく、畳に触れることなく育ったお子さんがいらっしゃると
耳にしますが、日本文化の継承という点からも、皆さまに活用していただきたい、大
事な部屋となっています。
3 点目とし、サークルの応援です。
当館利用のサークルについてですが、講師の先生や会員が高齢のため、昨年秋の市
民文化祭秋津文化祭の発表の日をもって、開館当時から活動されていた合唱サークル
が解散するという事がありました。30 年間、長く続けられてきた事に敬意を表すると
ともに、終止符を打つということ、とても残念に思いました。
他のサークルからも、メンバーが集まらない、減少していると相談を受けます。公
民館としましても、ポスター作製のお手伝い等、サークルの会員募集のお手伝いや、
新しいサークル発足の応援をし、活発な地域の交流の場をめざし、出来る限りのサポ
ートをしていきたいと思います。
次に事業でございますが、ひとつの年度に秋津公民館で開催される講座等の事業は、
土曜寄席、夏休み子ども映画会、市民講座 2 回の計 4 回です。それぞれ、近隣の方の
参加があり、大盛況です。
今年度開催の市民講座「健康ダンスエクササイズ」（全 4 回）は、新しいエクササイ
ズで、社交ダンスのステップを基本に、ペアではなく、ひとりでも大勢でも楽しめる
ものです。この講座は、当公民館で活動されているサークルの方から、「秋津発信で、
世界で初めてのエクササイズ、会員募集中！」との話を職員が聞きつけて、事業係に
秋津公民館から推薦し、今回実現しました。
定員をかなり上回る応募があり、講座参加者の感想も上々で、サークルの方、公民
館スタッフもたいへん喜んでいます。
今後も、利用者の方々とコミュニケーションを取りながら情報を収集し、よい講座
づくりに協力していきます。

5 点目として、他機関との連携でございます。
社会福祉協議会と協力して、秋津町福祉協力員会の方々が、サロンひなぎく、男の
料理教室、茶話会等、年間を通して様々な行事を開催しています。
社会福祉協議会に、東村山市民文化祭秋津文化祭と同時開催で行った秋津文化セン
ター開館 30 周年記念「秋津まつり」で、喫茶コーナーを出店していただき、たいへん
な賑わいでした。社会福祉協議会の方からも、よいＰＲになったと喜ばれました。ぜ
ひ、次回の市民文化祭にも参加していただきたいと願っています。
最後にまとめでございます。
公民館では、女性の活動がメインという印象がありますが、最近では、「健康ダンス
エクササイズ講座」への男性の参加やウクレレサークル、太極拳サークルなど、男性
が活躍している場面が多々あります。
また、小さなお子さん連れのママグループも、和室や保育室をよく利用されていま
す。
様々な年齢層の方々に利用されていますので、施設も使い勝手の良いように、たと
えば、授乳室やおむつの交換台の設置場所について、工夫していく必要があると感じ
ています。
今年度、開館 30 周年を迎え、秋津文化センターは現在、外壁・屋上防水等改修工事
をおこなっています。施設を大事に使いながら、整備していく事が大切だと感じてい
ます。施設の維持管理、修繕には苦慮しています。
また、活気ある公民館づくりは、公民館だけの力ではできません。併設された図書
館、社会福祉協議会、他課等との連携や、文化祭への参加等について公民館活動サー
クルへ依頼することによって、よりよい公民館つくりに努めていきたいと思います。
【会長】
なにかございますか。
【委員】
先日伺いましたが、図書園が工事の関係で入れなかったので、残念でした。
【委員】
公民館は、場所を貸しているだけでなくコミュニティをつくっているということを
周知していただければと思います。
また、図書園の維持管理ということですが、「図書園を考える会」等が立ち上がれば
いいな、と感じております。
【委員】
図書園は、素晴らしいですよね。東村山で 1 番いいところだと思っております。

【会長】
ありがとうございました。
【富士見地区館長】
富士見公民館の概要及び特徴的な活動を報告いたします。
平成 3 年 11 月に開館いたしました。

今年度ですが、改修工事をおこなっておりまして、空調と屋上防水、外壁の工事を
おこなっております。その関係で、今年度は利用者が約 7 割減となっております。貸
し出ししながらの工事となりますので、利用できる部屋を利用されている団体もいら
っしゃいます。
立地ですが、富士見文化センターとして、東村山市の南部、富士見町に公民館、児
童館、学童保育である育成室、憩いの家を併設しております。
部屋の構成ですが、ホール兼フラットルーム、ホール利用時には椅子が電動で出て
まいります、他に第 1～3 集会室、和室、音楽室、保育室、美術工芸室、陶芸窯がござ
います。
利用者数は、約 90,000 人、児童館や憩いの家を合わせますと年間約 16～17 万人の
利用がございます。
職員体制ですが、館長 1 名、嘱託職員 7 名、再任用 2 名がおります。
その他に地域サービス窓口、喫茶室がございます。喫茶室は、もともと市民サロン
という名で自由にくつろげる場所だったのですが、そこを喫茶店として利用していま
す。
地域サービス窓口は、さまざまな市民サービスをおこなっており、出張所のように
思われている方もいらっしゃいますので、あらゆる市に関する問い合わせがきます。
次に特徴的な活動・事業でございます。
富士見公民館の特徴としましては、ホールがあり、土・日は、ピアノの発表会やバ
ンドなど音楽活動が活発に開催されています。地域の交流活動では、保健推進委員会
主催の行事や社会福祉協議会のイベントやコンサート、敬老大会の会場として使われ
ております。そして近隣の高等学校からは音楽鑑賞教室にも利用されます。
ホールの規模的に 158 席と中型でちょうど良いサイズとのことで、利用に際し多く
の相談を受けます。
最近では市内外の若者のバンドが合同で全館貸し切りイベントを行いました。音楽
だけではなく、観劇でも利用されることもあります。
富士見公民館は、若い層の利用が多いです。サークル活動では、当館はホールとフ
ラットルームを兼ねた広い部屋と移動式の鏡がある集会室がありますので、高齢者向
けの社交ダンスからフラダンス、児童向けのチアダンス、若者向けのヒップホップダ
ンス、ベリーダンスなどダンス系の活動が特に多いのが特徴です。また、新規のサー
クルも増えています。
ダンスが盛んですので、ダンスのサークルには、市民講座を依頼して、体操を開催
しました。
富士見公民館は、陶芸サークルが、市内の公民館では一番多く 6 団体ございます。
多くの方が陶芸を楽しんでおります。そのため、陶芸窯はフル稼働で使用している状
況です。
市民文化祭では、サークルごとに作品を展示して来館者を感動させています。
料理教室を利用する方は富士見公民館の料理教室が 1 番使いやすいとお褒めの言葉
をいただくことがございます。
男の料理教室や親子料理教室など単発でも利用する団体があります。
まとめですが、隣接する都立中央公園で大きなイベントがある時は、連携をして集

会室を使用することもありますので、東村山市と共催で活動することを検討しても面
白いと思います。
その他、高齢者の利用も目立ちますが、ダンスサークルや子供向けの教室も多く、
さまざまな年齢層の利用者がおります。世代間交流等ができればなと考えております。
今年度は、空調設備の改修工事を施工いたしましたので、快適な室内環境で、多く
の方に利用していただければと思います。
【会長】
なにかございますか。
【委員】
料理教室ですが、是非行ってみたいと思いました。
【委員】
発表会や学童フェスタで行ったことがあります。利用者の方も多く、前向きに取り
組んでいるなと感じております。
【委員】
全体的に社会福祉協議会や保育園と繋りを持っているのが素晴らしいと思いまし
た。
萩山公民館の「どんぐり」ですが、土日等に開催しパパのための離乳食の講座等が
あればいいなと思いました。
【委員】
「どんぐり」は、父親の参加は、どれほどあるのでしょうか。
【萩山地区館長】
平日の開催ですので、母親とお子さんでの参加がほとんどです。
【委員】
マンションが富士見文化センターの周辺に増えておりますので「どんぐり」のよう
なものが富士見公民館にもあれば、と思います。
【会長】
ありがとうございました。

３．報告事項
（１）平成３０年度事業報告
【事業係長】
お手元の資料 6 をご覧ください。応募者数、受講者数等については、資料のとおり
でございます。
本来ですとこの場で終了いたしました講座の報告をさせていただくところですが、
講座の内容につきましては次回の審議会にて報告させていただきたいと思います。

４．その他
（１）次回日程
【会長】
次回は、5 月 13 日（月）18 時より中央公民館の第 3 集会室で開催いたします。
本日は、ありがとうございました。

