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   令和元年度第２回 

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会 会議録 

 

議題 １. 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン平成３０年度事業評価につい

て 

２．今後のスケジュールについて 

３.その他 

日時 令和元年７月３０日（火）１５：００～１７：００ 

 場所 茅ヶ崎市役所分庁舎５階  Ｂ会議室 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

野田邦弘委員長、山口佳子副委員長、 

清水友美委員、大島光春委員、加藤幹雄委員、 

吉田大亮委員、柴田貴行委員、 

山口茂委員、浅井経子委員 

 

（欠席委員） 

海老澤宗典委員、南栄美子委員、 

須藤功委員、太田克之委員、浅野井孝志委員 

 

（事務局）文化生涯学習課  

村上文化生涯学習部長、関山文化生涯学習課長、 

髙橋担当主査、光担当主査、加藤主任、平本主任 

会議資料 

 

 

・ 会議次第 

・ 資料１ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン平成３０年度事業の評価に

ついて（答申）（案） 

・ 資料２ 今後のスケジュールについて 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由  

傍聴者数 ０人 
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(会議の概要） 

・署名委員の指名（加藤幹雄委員） 

・茅ヶ崎市文化生涯学習プラン平成３０年度事業評価について 

・今後のスケジュールについて 

 

○事務局（関山課長）  

（出欠席委員の確認） 

茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会規則第５条第２項に定める開催要件を満たして

おりますことをご報告いたします。また、この会議は公開となっておりますが、本日の傍

聴の申し出はございません。 

議事進行につきましては、本委員会規則第４条第３項及び第５条第１項の規定により、

野田委員長にお願いいたします。 

 

〔議題１茅ヶ崎市文化生涯学習プラン平成３０年度事業評価について〕 

○議長（野田委員長） 

それでは第２回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会を始めてまいります。 

まず議題１の「茅ヶ崎市文化生涯学習プラン平成３０年度事業評価について」について

事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

 (資料配布確認） 

今回の諮問に対する答申案の作成につきましては、前回６月３日開催の推進委員会で、

委員の皆様に依頼しました評価結果を基に、７月５日に委員有志の皆様（野田委員長・山

口副委員長・清水委員・大島委員・加藤委員）による打ち合わせを開催し、答申案の評価

内容について協議いたしました。 

打ち合わせの場では、委員の皆様からいただいた評価案及び成果・課題について協議し

ました。その結果、行動目標及び重点戦略の評価案は資料１のとおりとなりました。また

評価の理由、成果、課題については事務局にて作成することとなりました。資料１には事

務局にてまとめたものを記載しておりますが、これは委員の皆様からいただいたコメント

を基に作成しております。 

では資料１について順にご説明いたします。 

資料１は１０月に市長へ答申予定の答申書の案になります。第１章「はじめに」、及び 

第４章「むすびに」については、この会議終了後に野田委員長に記載していただきたいと

思います。 

２ページをご覧ください。「第２章「プラン」の位置づけと評価方法」からご説明します。
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「２－１「プラン」の位置づけについて」では文化生涯学習プランについて、茅ヶ崎市総

合計画との関係等について記載しております。次に「２－２ 評価の全体像について」に

は、「図２「評価の全体像」において各項目の評価主体とその関係等を示しております。「２

－３中間評価の結果について」は、２８年度に実施した中間評価とその後の進め方等につ

いて記載しております。 

続きまして評価案についての概要を説明します。５ページをご覧ください。 

「評価の基準の考え方」については、市役所庁内の会議体である茅ヶ崎市文化生涯学習

推進連絡調整会議にて施策の方向における評価と同様になっています。 

次のページからは行動目標及び重点戦略の評価案について記載しています。行動目標及

び重点戦略についての指標に対しての実績は前回の委員会で説明したとおりとなります。 

各委員からの評価状況や成果のコメントについてもまとめてありますので、本日議論を

進めていただきたいと考えております。事務局からは以上です。 

○議長（野田委員長） 

 ７月５日に５名でワーキンググループ会議で議論をしたうえで原案を作りました。今日

はこれについて一つ一つ議論をして確定していきたいと思います。 

 では行動目標１から一つずつ事務局から説明してください。 

○事務局 

 概要について説明した後、皆様からご意見をいただきたいと思います。 

行動目標１ 機会の提供 

委員の皆様の評価はＡ評価１０名・Ｂ評価３名となりました。施策の方向全てについて

目標を上回っていることや美術館の企画展での実績等から評価案についてもＡ評価として

います。皆様からいただいた意見やワーキンググループ会議の内容を反映しておりますの

でご確認ください。 

○議長（野田委員長） 

 資料に加え、各委員の評価についても別冊がありますから、該当のところを見てご意見、

ご質問がありましたら出していただきたいと思います。 

またワーキンググループに参加された方で、当日の発言が反映されていないなどありま

したら補足をお願いします。 

○山口副委員長 

皆さんの意見で、評価としては美術館にいい企画があったということでした。機会の提

供の評価の中に、毎年新しいものを提供するのは難しいとありますが、本当にそう思いま

す。今年の評価として実績が上がったということに対してＡ評価でいいと思います。 

○議長（野田委員長） 

その点について補足します。美術館の学芸員と話す機会があり、日曜美術館で放送され
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たことが影響が大きかったという話でした。こちらからではなくＮＨＫから積極的に動い

てきたとのことですから日頃から関係を作っていくことが大事と思います。 

○山口副委員長 

企画として美術館情報が新聞に出るような状態まで頑張ってほしいと思います。きちん

とそういうことが重なればあのような状態が生まれるのだと分かりました。 

○議長（野田委員長） 

評価について決めていきたいと思います。Ａでよろしいでしょうか。 

（全委員同意） 

○議長（野田委員長） 

行動目標１はＡで確定いたします。 

 次に行動目標２について事務局から説明お願いします。 

○事務局 

８、９ページをご覧ください。 

行動目標２ 人材の育成と活用及び支援 

委員の皆様の評価はＡ評価２名・Ｂ評価１１名となりました。 

施策の方向（エ）及び（オ）について、目標を下回っていますが、文化生涯学習活動の

支援者として育成された市民数や発表の場の提供について、市民講師ＷＥＥＫ等次年度更

なる発展が期待できることを考慮しＢ評価としました。 

○野田委員長 

 これについてご意見、ご質問はございますか。 

ご意見が無いようなのでＢでよろしいでしょうか。 

（全委員同意） 

○議長（野田委員長） 

 ではＢといたします。 

 行動目標３について事務局から説明お願いします。 

○事務局 

１１ページをご覧ください。 

行動目標３ 拠点機能の整備 

委員の皆様の評価はＡ評価１名・Ｂ評価６名・Ｃ評価５名となりました。 

施策の方向（ク）について、事業が停止状態となっていますが、ワーキンググループ会

議の中では代替手段により事業を進めている点は評価できるとのご意見をいただいていま

す。施策の方向（キ）については認知度が目標値に比べ低いが、数値が上昇傾向にあると

ころは評価できるとのご意見をいただいています。 
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○議長（野田委員長） 

（キ）は数値も出ているし評価できるが、（ク）には予算がついていないので何もやって

いません。これをどうするか、というところです。ここについては皆さんの率直なご意見

をうかがいたいと思います。 

○大島委員 

条件を付けて（ク）と（キ）を分けて評価できないのでしょうか。 

○事務局 

 施策の方向としての評価は毎年実施しており、この委員会では行動目標としての評価が

必要になります。 

○議長（野田委員長） 

５ページにＳからＤまでの評価の説明があるのですが、Ｄが一番悪くて「指標を満たし

ておらず、最終年度の目標達成が難しいため、事業手法の再検討が必要なもの」なので、

場合によってはＤかもしれない。Ｃは一定はやっているという感じ。Ｄは厳しすぎるとい

うご意見があれば出してください。 

○事務局 

昨年はＢ評価で理由としては、「まなびの窓口、ハマミーナまなびプラザの市民認知度・

利用満足度とも一定の評価がされている。ポータルサイトの停止はあるものの、他の媒体

活用への方向転換を伴いつつ、目標達成を目指している。」ということでした。 

○山口委員 

（ク）の方は平成２９年も平成３０年も同じ状態で、（キ）だけ見ると認知度、満足度の

数値が良くなっているので、Ｂがいいのではないでしょうか。下げる理由が無いと思いま

す。 

○議長（野田委員長） 

前回の委員会でもＢが６名で一番多いのはＢではあります。 

他に何かこの点でご意見ありますか。 

○浅井委員 

行政の評価だから行政の方がどれだけ頑張ってくださっているか、ということで指標に

は出てこないのは仕方がないことなので、MaruhakuTV などの努力をうかがい評価しま

した。 

○議長（野田委員長） 

ただし MaruhakuTV は社会教育課の事業です。二重行政のきらいもあるので将来的な

課題として統合していくべきだと思います。 

○加藤委員 

連携はよく取られて施策を打たれていると思います。 
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○浅井委員 

評価の理由に書いてあるとおり、生涯学習ガイドブックの配布などやれることを前から

やっていらっしゃいます。目標を設定した時のやれることはもう無いので、それに代わっ

て何をやるかというところで評価したらよろしいと思います。 

○山口副委員長 

浅井委員が言われたとおり、代わりに何があるかというところで、生涯学習ガイドブッ

クも別冊を作ったりされているので努力を認められると思います。ただ課題としては、き

ちんと連携を取るとか、予算をつけるとか、具体的なところを表現しておかないといけな

いと思います。努力としては認めているが、課題ははっきりしているところを表現しなけ

ればいけないと思います。 

○議長（野田委員長） 

社会教育課の MaruhakuTV の中で分野によって欠けているようなところはありますか。

文化生涯学習課が関われば欠けている分野を埋められるというようなことがあれば、工夫

の仕方で、より連携の強化ができると思います。 

○事務局 

そういった連携をしながら話し合いをしていくことは可能です。 

○山口副委員長 

例えば国登録有形文化財が４つ目、また一つ増えましたということで、スライドショー

などで特集するとか、そういうことはすぐに取り掛かれるのではないでしょうか。 

○議長（野田委員長） 

文化財のチャンネルはありませんでしたか。 

○山口副委員長 

文化生涯学習課にはないです。 

○議長（野田委員長） 

予算が絡むと最終的には組織問題ですね。 

今までの意見を踏まえると、昨年はＢであったことと、機能の数値は向上しているわけ

だからＢでいいのではないかということ、皆さんの評価もＡが１名、Ｂが６名、Ｃが５名

でＢが１名多い。今の意見を総合するとＢかと思いますがよろしいですか。 

（全委員同意） 

○議長（野田委員長） 

ではＢとします。 

続いて行動目標４について事務局から説明お願いします。 

○事務局 

１２、１３ページをご覧ください。 
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行動目標４ 文化資源の有効活用 

委員の皆様の評価はＡ評価２名・Ｂ評価１名・Ｃ評価１０名となりました。 

施策の方向（ケ）及び（コ）について、目標値を大幅に下回っている状態です。 

○議長（野田委員長） 

成果について、（ケ）については「歴史資料の整理保存、刊行物の作成は１つのテーマを

集中的に取り上げることにより、内容の充実が見受けられた。」ということと、（コ）につ

いては「茅ヶ崎館、旧藤間家住宅、旧南湖院第一病舎、氷室椿園内住宅などの、国登録有

形文化財が市民に公開され、茅ヶ崎の文化資源を知ってもらう機会を提供することができ

た。また、ボランティアの成長にも繋がっている。」ということがあげられています。 

課題の最後について５０件の目標に対して実績が９件というのは目標の立て方に問題が

あるのではないかということです。ただ平成３２年度の目標として立てているので途中で

変えるわけにはいかないので、意見としてそういうことがあります。 

○浅井委員 

（ケ）の指標「文化資源の調査・研究、保存、維持・継承に関する事業への市民の参加

人数」は６３人いた年もあるのにかなり悪くなっていたり、（コ）もかなり悪くなっていま

す。改善の余地がないようなものだったのか、行政のほうでやらなければならないことを

やっているのに結果が現れなかったのか、それとも手を抜いてしまっているのか、改善が

見えないので、毎年毎年やっていて、一体どういうことなのでしょう。 

○議長（野田委員長） 

 そこについて事務局はどう分析、理解していますか。 

○事務局 

指標の問題があるのかとは思っています。例えば市史のブックレット等は作る内容によ

って協力者が増減する方向がありますし、普及啓発活動につきましても、市が主催するも

のは一定数開催していても、それとは別に、市民から請われて行く出張講座などもカウン

トすると全体の件数は少なく見えます。（ケ）の指標から見ると少なく見えてしまうのです

が、それが足りないというのではなくて、今やっている事業の中でこの人数は充分であっ

た、という考え方ができると思いますし、普及啓発活動についてもベースとなる主催事業

は伸びていく中で、プラスアルファの部分が伸びてこなかったりということもあると思い

ます。ただ、今後市民を巻き込んでいくような、皆さんから歴史的なことを聞き取ってい

くとかいうことは必要だと思っており、改善の余地もあることは確かだと思っております。 

○議長（野田委員長） 

事業への参加数であるとか普及啓発活動の実施件数は予算が減ったから成果が上がらな

いということではないと思います。 

○大島委員 
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今の説明を聞いても、人数で評価するのは妥当ではないと思います。途中で指標を変え

るのがいいかわかりませんが、指標の作り方自体が間違っていた可能性があるということ

ですね。成果物で量るべきものを参加人数で量ってしまった、ということが書かれていれ

ばＣで妥当だと思います。 

○議長（野田委員長） 

確かにおっしゃる点はあります。文化資源の有効活用と言っているけれども参加市民の

人数が指標に立てられていますから。 

他にご意見が無ければ行動目標４についてはＣが１０名ということだったのでＣでいき

たいと思います。 

（全委員同意） 

○議長（野田委員長） 

 ではＣといたします。 

 次の行動目標５について事務局に説明をお願いします。 

○事務局 

１４、１５ページをご覧ください。 

行動目標５ 連携・協働のしくみづくり 

委員の皆様の評価はＳ評価３名・Ａ評価６名・Ｂ評価４名となりました。 

施策の方向（サ）について目標を上回っており、今後の展開に期待できることからＡ評

価としています。 

○議長（野田委員長） 

これは数値が目標を上回っているということでＡ評価となっています。委員の評価でい

くと６名の方がつけたＡでよろしいでしょうか。 

（全委員同意） 

○議長（野田委員長） 

ではＡとします。 

振り返りますと行動目標１がＡ、行動目標２がＢ、行動目標３がＢ、行動目標４がＣ、

行動目標５がＡということになります。原案としてここに確定したいと思います。 

行動目標は終わりましたが何かご意見がありますか。 

○加藤委員 

４番と５番の落差が大きいですね。４番は課題として十分見直す必要がありますね。 

○議長（野田委員長） 

そうですね。（コ）の目標５０件に対して最大が２０件です。 

他にご意見はありますか。 

○山口副委員長 
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他市町との連携はこれからも続けていけるのですか。 

○事務局 

はい。現在も藤沢市、寒川町と連携事業がありますし、どういった枠組みになるかは分

かりませんが、そういった連携の取り組みは続いていくと考えています。 

○議長（野田委員長） 

 連携する分野とかテーマを具体的に明記したほうがいいですね。実際に何かのテーマで

やるわけですよね。 

○事務局（関山課長） 

ここで評価していただいた「湘南の魅力発見プロジェクト」は文化行政の部分で、平成

２８年度から５年間の湘南広域文化事業として２市１町でやっています。来年度までの一

括りで、毎年魅力発見・発信に重きを置き、２市１町の参加者の交流、ワークショップの

事業とそれを映像化した事業の２事業を５年間継続してやっているものです。２市１町に

ついては来年度このプロジェクトは終わりますが、その後「湘南魅力発見プロジェクト」

ではない部分でやるのか、このままやるのかは今後２市１町の中で協議をしていきます。

核となるのは文化行政をアーティストと協働でやる、連携してやる部分です。 

○議長（野田委員長） 

 各市町で予算化されているのですか。 

○事務局（関山課長） 

この事業については助成金を活用してやっています。 

○議長（野田委員長） 

どうしてもマンネリ化するので見直しも必要ですが、相手もあることだから話し合いを

するのが前提です。 

○事務局（関山課長） 

この事業については活発に意見交換をして、成果がどうか、やっていく意義など突き詰

めて考えられたのが５年前です。その当時５年間と決めて継続してやっています。来年度

で一区切り付きますので、また新たに２市１町で考えるというところです。 

○議長（野田委員長） 

分かりました。他にご意見なければ次の重点戦略に移ります。事務局は資料の説明をお

願いします。 

○事務局 

１８、１９ページをご覧ください。 

重点戦略１ 「ちがさき学」を中心とした新たなちがさき市民大学（仮称）の構築及び体

系化 

委員の皆様の評価はＡ評価６名・Ｂ評価６名・Ｃ評価１名となっております。 
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ちがさき学の体系化は、体系化を意識しながら講座や交流サロンを実施していることは

評価できるが、完成の姿が見えてきていないことからＢ評価としました。 

こちらについては重点戦略の１つ目となっていることから、最終年度に向けた取り組み

を進めていただきたいと思います。 

○議長（野田委員長） 

原案はＢとなっています。ご意見はありますか。 

○加藤委員 

これからですね。次回Ａを狙って。 

○山口副委員長 

 そのための起爆剤のような茅ヶ崎のテストとか、具体的なことから始めていくとおもし

ろいのではないでしょうか。鎌倉は検定をしていますね。具体的なところから問題点が見

えてくるかもしれないので、とりあえずやってみてはどうかと思います。いつまで経って

も体系図ができないので。 

○加藤委員 

１回目はできるのですが、２回目３回目と問題を作るのが難しくなってきます。３年後

にどんな問題を作ったらいいのかと。 

○山口副委員長 

級のことも考えてやってみたら問題が見えてきて体系化しやすくなるのではないでしょ

うか。このままやっているよりは、見えるところから動いてみたら体系化できるのではな

いかと思います。 

○議長（野田委員長） 

歴史研究、学術研究も進みますから新しいことも発見されていきますし、それを付け加

えていかないと意味がないですね。 

では体系化を見据えながら検定試験のようなものも検討したらどうかということも書い

ておきましょう。 

机上の議論ではなかなか進まないかもしれません。MaruhakuTV の中でゲーム感覚でや

ってもいいかもしれないですね。人口は何人とか、市民ではない人も参加できます。新し

いメディアとかテクノロジーとかを使って若い層にアプローチするのが大事だと思います。 

ではここはＢでよろしいですか。 

（全委員同意） 

では重点戦略２について事務局から説明お願いします。 

○事務局 

２０、２１ページをご覧ください。 

重点戦略２ 情報通信技術を用いた茅ヶ崎市文化資源のネットワークづくりの実現 
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こちらについては事業が停止しておりますので平成２８年度以降数値の評価ができない

状態になっております。委員の皆様の評価は、Ｂ評価５名・Ｃ評価７名となりました。 

生涯学習ポータルサイトが現在運用されていない中、代替手段により市民に情報を伝え

る取組みをしていること等からＣ評価としています。 

昨年度こちらはＣ評価でした。 

○議長（野田委員長） 

ご意見ございますか。 

○浅井委員 

評価の基準を見ますと、Ｃ評価で事業指標の再検討が必要とありますが、これを出すこ

とによって予算を組むことは可能ですか。 

○事務局 

再検討はできますが、予算には直結しません。次のプランに向けてどうするかの視点に

なります。 

○浅井委員 

何か切り開くことができればと思ったのでうかがいました。 

○議長（野田委員長） 

 これはコメントが大事で、成果として MaruhakuTV との連携や市のサイト等を活用した

取り組みは評価しているが、課題のほうでは、たとえばホームページやＳＮＳなど新たな

メディアの活用がいるのではないかということと、動画を配信するサイトが立ち上がれば

いいということが言われています。 

○浅井委員  

指標のところで「アーカイブ蓄積コンテンツ数」が平成２７年度は１０５件もあったの

ですが、次年度から無くなってしまったのはどこへ行ってしまったのでしょう。 

○議長（野田委員長） 

 もし MaruhakuTV に渡して載せられるなら載せてしまうといいですね。 

○事務局 

体系化の話もあるのでホームページに救い出しているはずです。消えてはいません。 

○議長（野田委員長） 

 動画ではなく文字と絵で、ですね。 

○事務局 

 そうです。 

○議長（野田委員長） 

では評価を確定していきます。Ｃでよろしいですか。 

（全委員同意） 
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○議長（野田委員長） 

では重点戦略３について事務局から説明お願いします。 

○事務局 

２２．２３ページをご覧ください。 

重点戦略３ 幅広い市民のニーズに対応した文化生涯学習への連携協力体制 

委員の皆様の評価は、Ｓ評価４名・Ａ評価８名・Ｂ評価１名となりました。市民の満足

度も高く今後の展開が期待できることからＡとしました。重点戦略についての説明は以上

です。 

○議長（野田委員長） 

Ａ評価が原案です。何かご意見はありますか。 

○山口副委員長  

昨年の評価を得ている事業の継続性が懸念されているということが課題になっているの

ですが、「みるっこ鑑賞出張講座」などアウトリーチ事業は今後どうなっていくのでしょう。

課題としてあげておかなければならない位置にあるのでしょうか。 

○事務局 

評価をいただいている事業、市民からニーズのある事業は継続していく考えです。財政

的な面とのバランスをとりながら積極的にやっていきたいと思っています 

○山口副委員長 

民間に移されて、クラウドファンディングで支援を募るとか、そういう方向に持ってい

かなければならないということはあるのでしょうか。 

○事務局 

持っていかなければならない段階もあると思いますが、今後文化面を活性化していく意

味合いからも、そういった手法を考えていく必要があると捉えています。 

○議長（野田委員長） 

 他にございませんようでしたら、原案どおりＡということでよろしいでしょうか。 

（全委員同意） 

○議長（野田委員長） 

それでは重点戦略３についてはＡに決まりました。通して申しますと、行動目標１がＡ、

行動目標２がＢ、行動目標３がＢ、行動目標４がＣ、行動目標５がＡ、重点戦略１がＢ、

重点戦略２がＣ、重点戦略３がＡということになりますので委員会として案を決定いたし

ます。ご意見が無いようでしたら評価の議案については以上にしたいと思います。 

評価は確定しましたが、大事なことは評価の理由であったり、成果や課題についてきっ

ちり書いて伝えていくということですから、委員の皆様がお気づきの点、感じるところな

どがありましたら事務局まで連絡取っていただいて共有しながらやっていきたいと思いま
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す。最終的には私のほうで第１章「はじめに」と第４章「むすびに」を書いて皆さんに意

見をいただくようになります。答申案の調整、修正については委員長と事務局に一任する

方向で了承していただけますか。 

（全員同意） 

〔議題２ 今後のスケジュールについて〕 

○議長（野田委員長） 

議題２今後のスケジュールついて事務局から説明をお願いします。 

○事務局 

資料２をご覧ください。今年度、来年度の上半期についての予定を説明いたします。 

第３回文化生涯学習プラン推進委員会は１０月頃開催を予定しております。こちらでは

現行プランである平成３０年度答申書を市長へ提出し、また現行プラン最終評価の諮問と

新プランの策定に関する諮問を同時に行う予定です。新プランにむけての策定業務の進捗

状況についてもご意見をうかがいたいと思っております。こちらを踏まえ１２月頃に最終

評価、また進め方を検討した上で、場合によっては新プランについてのワーキンググルー

プという形で意見交換をしていただきたいと考えています。 

年明けの１月頃に第４回文化生涯学習プラン推進委員会を開催いたしまして、新プラン

に向けて皆様のご意見等をいただき中身を詰めていきたいと思います。 

 次に令和２年度になります。６月頃に第１回文化生涯学習プラン推進委員会を開催し、

現行プラン最終評価の答申案についてご検討いただきます。ワーキンググループ等の検討

・実施をしながら８月頃に第２回文化生涯学習プラン推進委員会で現行プラン最終評価答

申案の作成を予定しています。 

今後のスケジュールの説明については以上です。 

○議長（野田委員長） 

 事務局より説明がありました。ご意見、質問等ありますでしょうか。 

１０月に開催する次回の推進委員会では、今日の議論を踏まえた最終案を決定すること

と、もう一つは次期プランの中身について意見交換が予定されています。これは令和３年

度の話になると思います。 

ご質問はございませんか。 

〔議題３ その他〕 

○議長（野田委員長） 

 それでは議題３その他について事務局からお願いします。 

○事務局 

８月３日開催のしろやまフェスタの案内を配らせていただきました。ハマミーナまなび

プラザを中心に講座等を実施します。毎年実施しており、今年は第４回になります。大和
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リース株式会社とＮＰＯ法人まちづくりスポット茅ヶ崎と共催で実施している事業となり

ます。 

今年は「ちがさき市民大楽まなびーな」ということで夏休み向けの講座を実施します。

３時限構成で１時限目は「南極教室」で、南極観測越冬隊員として従事されていたまなび

の市民講師の方にお話しいただきます。２限目は加藤委員にもご協力いただき、「まるご

とふるさと発見の時間」ということで茅ヶ崎の自然・歴史についてクイズ形式等で講義を

実施していただきます。３限目は茅ヶ崎が北マケドニア共和国のホストタウンとなりまし

たので、日本北マケドニア友好協会事務局の方や北マケドニア共和国出身の方にも講師と

して参加いただいて料理を作って食べようという講座になります。３階の体育室では体験

講座を中心に、まなびの市民講師の方々にもご参加いただきまして数多くのブースを出展

いたします。また商業施設のＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎２では市民団体の方によるステージを実

施いたします。公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団からはお出かけ公演という

ことで、ジャグリングで有名な桔梗ブラザーズに来ていただきます。ＮＰＯ法人まちづく

りスポット茅ヶ崎からもキッズラグビー体験教室や、しろやま公園では水遊びなども企画

しております。こういったイベントを文化生涯学習課主催で実施しますので、是非ご家族、

お友達とご参加いただければと思います。 

○議長（野田委員長） 

 以上でよろしいでしょうか。 

 では第２回茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会を閉会します。ありがとうございま

した。 

   

                                             委員長署名 野田 邦弘     

  

                                              委員署名  加藤 幹雄     


