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令和４年度第１回茅ヶ崎市立鶴嶺公民館運営審議会会議録 

 

議題 １ 茅ヶ崎市立鶴嶺公民館運営審議会に係る会長及び副会長の選 

出について 

２ 茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会に係る幹事の選出 

について 

３ 公民館運営審議会及び茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協 

議会について 

４ 令和４年度予算及び事業計画について 

５ その他 

日時 令和４年７月１３日（水）１３時４０分～１５時 

場所 茅ヶ崎市立鶴嶺公民館２階学習室２ 

 出席者氏名  会 長 岩壁 榮 

 副会長 岡野 一郎 

 委 員 金井 秀子 

     田中 節夫 

     堀内 秀行 

     山本 和男 

渡辺 孝 

事務局 担当課長 三井 優子、主任 三谷 恭子 

会議資料 １ 次第 

２ 資料 

資料１ 公民館運営審議会について 

資料２ 茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会会則 

資料３ 令和２年度及び令和３年度 茅ヶ崎市立鶴嶺公民館運営 

審議会委員活動実績 

資料４ 令和４年度 茅ヶ崎市立鶴嶺公民館運営審議会委員活動 

予定 

資料５－１ 令和４年度歳入予算内訳表 

資料５－２ 令和４年度歳出予算内訳表 

資料６－１ 令和３年度歳入決算（見込）内訳表 
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資料６－２ 令和３年度歳出決算（見込）内訳表 

資料７ 令和４年度 鶴嶺公民館主催事業実施計画 

資料８ 鶴嶺公民館 主催事業実績比較 

会議の公開・非公開  公開 

傍聴者数  ０人 

 

（事務局） 

お待たせしました。これより、令和４年度第１回茅ヶ崎市立鶴嶺公民館運営審議会を

開催いたします。会議に先立ちまして、公民館の職員をご紹介させていただきます。 

 

～三井館長、三谷自己紹介～ 

 

（事務局） 

それでは、会議次第により進めさせていただきますが、茅ヶ崎市立公民館条例施行規則

において、会議の議事進行は会長が議長となり進めることが規定されておりますが、本日

は初回となりますので、会長の選任までは、私・三井が議事進行を務めさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

では、初めての会議ですので、まず、各委員の皆様にも自己紹介をお願いいたします。 

 

 ～委員の自己紹介～ 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。では、さっそく議題に入りたいと思いますが、本日、傍聴の

希望はございませんでしたのでご報告させていただきます。 

議事を進める前に、会議録の作成方法についてご説明いたします。この会議の内容は公

開となります。審議会の会議が終わった後に、事務局が会議録を作成いたします。会議録

は、概要を２日以内に、会議録を４５日以内に作成するものとなっています。また、会議

録等の記載事項のうち「会議の記録」については、摘録を原則としています。 

会議録を作成するにあたり、会議録の内容について委員にご確認いただき、会議内容を

保存するとともに、公表することになります。 

また、原則として、発言者の名前を記載するものとしています。 

会議録の内容を公表する際、「茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設置及び会議の公開等

運営に関する要綱」というものがございます。そちらが改正されましたことに伴いまし
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て、以前は審議会の委員の方２名の署名の手続きが必要でしたが、署名が廃止となりまし

たので、会議録の内容については、委員に確認していただき、その確認していただいたこ

とを記録として残す対応となっております。こちらの会議録の内容確認ですけれども、会

長に一任という形でよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、会議に入ります。議題１「茅ヶ崎市立鶴嶺公民館運営審議会に係る会長及び

副会長の選出について」を議題といたします。 

選出につきましては、お手元の資料１「公民館運営審議会について」をご覧ください。 

そちらの茅ヶ崎市立公民館条例施行規則第１２条第１項に規定されていますように、会

長及び副会長は委員の互選によることとなっております。簡単ですけれども、選出の前

に、まずそれぞれの役割というものについてご説明させていただきます。先に議題３の

「公民館運営審議会及び茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会について」ということ

で説明させていだきます。 

先ほどの資料１の項番の１のところに、「社会教育法からの抜粋」の内容が書かれてい

ます。公民館には、公民館運営審議会をおくことができ、それは館長の諮問に応じ、公民

館における各種の事業の企画実施につき調査審議するというものでございます。審議会委

員の皆様は２年間の任期でお願いしておりますが、その２年間の間に、こちらの方から委

員の皆様に話し合っていただきたいことをお伝えし、その結果をこちらにお答えいただき

たいとお願いしております。その部分の内容となります。 

続きまして、項番の２「茅ヶ崎市立公民館条例の抜粋」の第１７条で、委員の定数は７

名以内、任期は２年間と規定されています。 

項番の３「茅ヶ崎市立公民館条例施行規則の抜粋」に、会長及び副会長を置き、委員の

互選により定める、ということを規定しております。この規定に基づいて、本日は、会長

と副会長を選出していただきます。 

会長の役割としましては、議事を進行していただき、皆様の意見をまとめていただくと

いうようなことをお願いいたします。副会長につきましては、当日もし会長が会議を欠席

されるようなことがあった場合、代理として会長役を務めていただくという役割になって

おります。 

裏面に移りまして、２ページ・項番４「茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例」により、公民館運営審議会に出席される場合の報酬について規

定されています。 

 また、項番の６で、「茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設置及び会議の公開等運営に関す
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る要綱抜すい」の第１４条のところで、新しい生活様式に伴う会議の開催方法として、映

像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法（Ｚ

ｏｏｍなどのオンライン会議システムを用いたＷｅｂ会議）により、開催することが可能

となっています。 

また、項番の７「新型コロナウイルス感染症対策のための茅ヶ崎市立鶴嶺公民館運営審

議会運営要綱抜すい」の第２条で、会長が、やむを得ない理由により会議を開催できず、

しかし開催しなければ審議会の運営に支障をきたすと判断された場合に、書面会議の実施

をもって会議の開催に代えることができることになっています。なお、本要綱につきまし

ては、令和４年３月３１日で効力を失っておりますので、書面会議の実施を可能とする場

合は、要綱の内容を更新する必要があります。 

３ページの項番８になります。「公民館運営審議会委員の役割」ということで、審議会が

年に３回程度、研修会につきましても年に３回程度実施するということが書かれています。

審議会の今後の日程につきましては、皆様のご意見を聞きながら調整して決定いたします。

また、研修会の日程につきましては、決まり次第、お知らせいたします。そのほか、資料

１のとおりとなっております。 

続きまして、資料２「茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会会則」をご覧ください。

市内には５つの公民館がありますが、公民館５の公民館運営審議会委員の方が集まって会

議を行うのが、この「公民館運営審議会委員連絡協議会」というものになります。こちら

では、第５条に書かれているような内容を話し合うために、公民館運営審議会委員連絡協

議会の役員として、会長１名、副会長１名、幹事を５つの公民館から１名置くことになっ

ています。  

こちらの連絡協議会の会長と副会長につきましては、毎年輪番制で当番館の会長と副会

長に担っていただいております。会長と副会長につきましては、今年度の当番館である南

湖公民館運営審議会委員から選出されることになっております。また、幹事の方には、事

務局から提案させていただいた研修会の企画や内容について検討していただくというよう

な役割を担っていただきます。 

右上に参考と書かれている資料をご覧ください。令和４年度茅ヶ崎市公民館運営審議会

連絡協議会役員の内訳となります。 

公民館運営審議会のほかに、市の教育委員会の中には附属機関が設置されています。そ

の附属機関の方から、こちらの連絡協議会会長宛に委員の推薦依頼が届きます。今年度に

関しては、ご覧のとおり、図書館協議会委員を香川公民館、社会教育委員を南湖公民館、

教育基本計画審議会委員を松林公民館の公民館運営審議会委員から推薦されるという形に

なります。つきましては、当館からは、連絡協議会の幹事を選出することになります。 

なお、昨年度までは、図書館協議会委員を南湖公民館、社会教育委員を松林公民館、教
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育基本計画審議会委員を鶴嶺公民館の公民館運営審議会の委員から選出しています。 

それでは、これから、公民館運営審議会の会長及び副会長、そして連絡協議会の幹事、

以上３名を決めさせていただきたいと思います。こちらの方、もちろん立候補していただ

ける場合は、非常に有り難いのですが、なかなか難しいことでもあると思いますので、皆

様の中でこの人は、というのはいかがでしょうか。 

 

～茅ヶ崎市立鶴嶺公民館運営審議会の会長、副会長の役割について質疑応答、協議～ 

～茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会幹事の役割について質疑応答、協議～ 

 

～茅ヶ崎市立鶴嶺公民館運営審議会の会長、副会長の互選～ 

～茅ヶ崎市公民館運営審議会委員連絡協議会幹事の選出～ 

 

（事務局） 

確認させていただきます。 

会長は岩壁委員、副会長は岡野委員、連絡協議会幹事は堀内委員にお願いいたします。

それではこれからの会議の進行については、岩壁会長にお願いいたします。 

 

（岩壁会長） 

それでは、議題４「令和４年度予算及び事業計画について」事務局より説明をお願いい

たします。 

 

（事務局） 

それでは、議題４につきまして事務局からご説明させていただきます。資料５－１、資

料５－２をご覧ください。 

令和４年度の歳入と歳出の予算になります。公民館の歳入は、財産収入といたしまし

て、建物貸付収入の132,000円。また諸収入といたしまして公衆電話料とその他雑入とい

うものがあり、こちらの２つの項目の合計として、令和４年度の歳入としての予算は

214,000円となっております。 

建物貸付収入というのは、１階の自動ドアのところに、令和３年度から自動販売機を設

置することになりました。この自動販売機を設置することに伴い、土地の貸付という形で

の収入が１年間で132,000円ございます。また、諸収入の中の公衆電話料ですが、公民館

の中に、公衆電話が設置されておりまして、そちらが使われた時の収入ということになり

ます。ただ、こちらの公衆電話については、総務省が定める公衆電話の設置基準が改正さ

れましたことにより、公衆電話を設置する間隔が広くなり、公民館の公衆電話は、今年の
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６月１０日に撤去する運びとなりましたので現在はございません。なお、４月、５月に、

わずかですが、収入がございました。 

それから、その他雑入ですが、こちらは、公民館でサークル活動をされる方などが、１

階にあります簡易印刷機をご利用になられたり、活動に伴う資料をコピーされたりする際

の収入です。もう一つの諸収入としては、先ほど建物貸付収入のところでお話ししました

自動販売機が、公民館の電気を使いますので、１年間のかかった電気代の内、按分という

形で収入をいただいているものとなります。 

次に、令和４年度の歳出予算になります。歳出の予算ですが、項目が５つに分かれてお

ります。右下が１年間の全体額で、13,183,000円です。 

事業別ですと、010-01は公民館の運営審議会に関する予算、020-01の業務管理経費は、

公民館を運営する上での人件費等に関する予算、030-01の施設維持管理経費は、光熱水費

や建物修繕、保険に関する予算、040-01の公民館活動費は、主催事業に関する予算で、事

業にご協力いただいた方への謝礼や事業を行うにあたり必要な消耗品、公民館まつりの委

託料などがあたります。050-01の新型コロナウイルス感染症対策事業費は、感染対策に必

要なアルコール消毒液の購入に関する予算です。 

 参考に、資料６で令和３年度の歳入及び歳出の決算見込みを掲載しております。資料５

－１と資料６－１で去年の実績と今年の予算の見込み、また資料５－２と資料６－２で歳

出の決算見込みと今年の予算の比較ができます。 

主だったところは、令和３年度の決算の金額が28,000,000円ほどとなっておりますが、

こちらについては、施設維持管理経費の繰越分です。鶴嶺公民館の空調設備を、令和２年

度に入札・契約をし、令和３年度５月に休館して工事を行いました。これまでは冷温水発

生器機だったものを、建物設備の老朽化等に伴いましてエアコンに切り替えました。その

関係で、令和３年度は若干決算額が大きくなっています。 

続きまして、資料７・８をご覧ください。資料７は、令和４年度に計画している公民館

の主催事業となります。公民館の主催事業は、コロナ前は各館で年間５０～６０事業開催

していましたが、コロナの影響もありまして、開催方法を対面からZoomや動画配信に切り

替えて続けております。そういったところもありまして、令和３年度に関しては、各公民

館で開催する事業とは別に、１つの公民館が対応するにはハードルが高い課題に対して、

公民館５館の職員でグループをつくりました。事業計画でいう「子ども事業」・「家庭教

育支援関連事業」・「シニア事業」の３事業については、公民館５館の職員を３チームに

分けまして、それぞれの事業において、５館で対応する課題はどういうものが良いかとい

うことを協議し進めてきました。 

資料８をご覧ください。令和３年度の公民館の実績に、「※５館合同開催」と書かれて

いるものが、５館の職員でチームを作って開催したものになります。こちらの５館連携事
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業については、令和４年度も引き続きやっていくという方針をとって、事業を計画してい

ます。 

また、資料７にある「博物館連携事業」についてですが、今月３０日に、茅ヶ崎市堤に

茅ヶ崎市博物館がオープンします。茅ヶ崎市の自然や歴史・文化を発信する博物館のこと

を広く市民に知っていただき、活用していただくために、公民館と博物館の連携事業行う

運びとなりましたので、新しく追加しております。 

「地域課題等解決事業」は、令和２年度までは、「社会的要請課題をテーマにした事

業」、「公民館ふれあい事業」、「地域交流事業」と分かれていましたが、それを一つに

まとめておりますので、ボリュームが多くなっております。 

「学習成果活用・学習情報提供事業」では、公民館主催講座の情報を広報ちがさき、市

ホームページ、Facebook（フェイスブック）、Instagram（インスタグラム）で発信した

り、地域の自治会にご協力いただき、公民館情報紙を回覧したりと、情報提供を行ってい

ます。また、公民館で活動しているサークルの学習成果の発表に関する事業を行っていま

す。 

「利用者懇談会に」ついては、久々に５月の終わりに第１回目が開催されました。新型

コロナウイルスの感染状況もあるかとは思いますが、今年度は、あと２回の開催が計画さ

れています。 

「次世代ネットワーク」については、過去には職場体験・インターンシップ受け入れを

しておりましたが、コロナ禍の影響から中止しております。公民館利用者の若返りを図

り、若い人にも公民館がどんな場所かということを知っていただくきっかけとしても、こ

の事業は大事なものになると考えています。 

最後になりますが、「公民館運営審議会等」についてですが、この公民館運営審議会や

公民館運営審議会連絡協議会、また、神奈川県主催で公民館運営審議委員の皆様や公民館

職員を対象とした研修会や大会に関するものです。こちらについては、資料３に令和２年

度・３年度の委員の皆さんがどういう活動をされたかという実績を掲載しております。１

ページ目のとおり、令和２年度の公民館運営審議会は３回開催しましたが、３回目は書面

会議という形になりました。２ページ目に、その他の活動として、公民館運営審議会以外

の活動について掲載していますが、令和２年度は、すべて書面開催又は中止となりまし

た。３ページ目、令和３年度の活動は、諮問に対しての答申をご提出いただくのですが、

令和３年度の公民館運営審議会は、新型コロナウイルスの影響と財政状況等いろいろな事

情がありまして、２回しか開催できませんでした。このときは、答申を作成するにあたっ

て、審議会の会議とは別に２回自主的にお集まりいただき、答申を提出していただきまし

た。 

また、４ページ目のその他の活動で、令和２年度と違うところは、感染対策をした上で
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の研修会であったり、書面ではなく、YouTubeの動画を見ての研修会に参加していただい

たりという形で、若干２年度と３年度も、活動の方法が違ってきているというところで

す。 

資料４をご覧ください。今年度の活動予定としましては、１が今回お集まりいただいた

会議で、２は社会教育課が主催する研修会で、会場は市役所です。また３・４に関して

は、市外の会場になりますが、開催方法がリモートでない場合は、予算の都合で２名の委

員にご参加いただくことになります。もし、令和２・３年度のように、リモートで参加す

ることが可能であれば、皆様にご参加いただくことになります。 

あとは、来年の３月に、公民館の運営審議会の２回目を開催します。最初の説明では３

回程度というお話をしたのですが、市の附属機関の会議の開催の考え方として、２年間の

任期の内に、諮問答申や計画を新しく策定する場合は、開催回数を３回と認められるので

すが、そうでない場合は、２回までという考え方ですので、今年度は２回の開催となりま

す。６が先ほどご説明した連絡協議会で、今年度は、５館全体の審議会の研修会が、南湖

公民館で開催されます。時期は未定です。駆け足での説明となってしまい申し訳ございま

せん。説明は以上です。 

 

（岩壁会長）  

ありがとうございました。事務局からご説明ありましたが、皆様からご質問・ご意見が

ありますか。 

 

（岡野委員） 

今年度の神奈川県公民館大会というのは、どういった内容ですか。 

 

（事務局） 

神奈川県の公民館連絡協議会が主催するもので、学識のある方のお話や、県内の公民館

の先進事例の紹介など、県内の公民館の情報交換になります。茅ヶ崎市は、前年度をもっ

て神奈川県公民館連絡協議会から退会という形をとっております。令和２年度までは、負

担金を納めて、神奈川県公民館連絡協議会が主催する事業に参加することができていたの

ですが、退会したことにより、長年、公民館の業務に携わっている職員への勤続表彰な

ど、一部参加できなくなった事業はありますが、神奈川県の公民館連絡協議会が主催する

研修会には参加が可能だということでしたので、会員から抜けているところではあります

が、そういったものには参加可能だということでしたので、発表の場も兼ねてという機会

になります。 
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（岩壁会長） 

では私から２点ほど質問します。博物館の連携事業ですが、これは中海岸の文化資料館

が小出の方に移ったということですか。 

 

（事務局） 

そうです。 

 

（岩壁会長） 

７月３０日オープンとのことですが、茅ヶ崎の中で一番関わっている団体はどこです

か。 

 

（田中委員） 

文化資料館では、市民が協力して資料整理をしていて、自然と民俗と考古と３グループ

ありました。先日内覧会に参加しましたが、このグループの他には、小出地区まちぢから

協議会も来られていました。 

 

（岩壁会長） 

わかりました。もう１点、予算についてですが、職員の手当というのは、非常勤の方の

ものですか。 

 

（事務局） 

そうです。公民館の主催事業に携わる会計年度任用職員４名と、夕方から閉館まで勤め

ている夜間管理業務員４名のものです。 

 

（田中委員） 

資料１の２ページ目に、７項で書面会議が廃止になりましたと説明されていましたが、

時限立法という意味でしょうか。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（田中委員） 

ということは、コロナが急拡大したとなると、また復活することが簡単にできる状態な

のですか。 
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（事務局） 

書面会議もできるようにという道筋も作ったほうがよいというお話であれば、今日から

の日付にはなりますが、皆様の任期が令和６年３月３１日までの効力ということで書面会

議を認めるということもできます。 

 

（田中委員） 

今はインターネットを使って行う会議は、書面会議とは言わないですよね。 

 

（事務局） 

そうです。ZooｍなどのWeb会議で意見交換をして会議をすることは、書面会議より優先

度は上になります。ただ、委員の中で、Web会議の準備ができないという場合は、例え

ば、来館していただく方と、家から参加していただく方に分けるいう形もできます。それ

も難しいということであれば、書面会議という形になるので、そのために新しく作るかど

うかというところをご審議いただきたいです。 

 

（岩壁会長） 

これはできる規定ですよね。状況判断で会長が認めた場合は、館長・副会長と相談しな

がら、進めないといけないということで、そういう意味でのご理解で良いのではないでし

ょうか。まだコロナの専門家会議でもはっきり言い切れないところもあると思うので、そ

ういう柔軟的な理解で良いのでしょうか。 

 

（田中委員） 

そうであれば、気にしなくて良いと思います。普通の条例だと、決めるのに大変だと思

いましたので。 

 

（岩壁会長） 

通常の会議の開催が難しい状況になってからということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

（田中委員） 

審議会で答申を来年度末にすることになっていますが、次年度にどれだけ活かされるの

でしょうか。 
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（事務局） 

今年度の２回目の審議会で諮問をし、１年かけて検討していただきたいと考えておりま

す。各団体の代表として来られた立場の中で、ご意見もあるかと思いますので、そういっ

たところをぜひ答申の中で言っていただきたいです。公民館の運営をどうすれば今より良

くなるのかというところを、答申としていただいたものをこちらも可能な限り反映してい

きます。 

 

（田中委員） 

こちらとしてもさらにより深く公民館を使っていただくために、あるいはどんな層を狙

っていくかという色んな問題もあるとは思いますが、結構難しい問題を抱えてずっと答申

を出されているんですよね。 

 

（岩壁会長） 

今まで答申の提出というのは、公民館からお願いして、委員の中で議論してそれをひと

つのものにまとめてということでしょうか。 

 

（事務局） 

公民館から、皆様の意見をいただきたいことを、テーマのような形で出します。 

 

（岩壁会長） 

おそらく社会教育の視点で、地域との連携などがテーマになるのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

そうですね。コロナ禍でなおさら公民館の地域の中での役割について言われているとこ

ろもあります。 

 

（岩壁会長） 

鶴嶺公民館という名称だと、自治会で言うと全部で１９くらいあるので、そういう視点

での答申になるのでしょうね。 

 

（岡野委員） 

公民館は、子どもの頃からずっと馴染んでいますが、コミュニティセンターができて、

コミセンと公民館は何が違うのか、一般の人はほとんどわからないと思います。鶴嶺西地

区まちぢから協議会で先日アンケートをとりましたが、市が目的をもって取り組んでいる
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ことが、住民に伝わっていないというのがわかりました。そういうことからも、公民館が

どんな目的でどんな使い方ができるところなのか、なかなか周知されていないというとこ

ろが一番の課題だと思います。その周知する方法も広報紙に掲載するといった取組をして

いても、なかなか読んでもらうことができず、関心のある人が少ないと思います。人間は

何か困った時には情報を取ろうと思うけれども、普段困ってないと毎日普通に生活を送っ

ていて、特に現役の方は、毎日が忙しいですから、なかなか地元の取り組みに参加できな

いと言われます。 

私は退職して、自治会に参加して、コミュニティセンターやまちぢから協議会の役割な

どを知って、今回偶然にも、この公民館運営審議会委員承りまして、今までこんなことを

されていたのだと初めて知ったという状況ですから、そういった点ではいろいろ課題はあ

ると思います。やはり、この公民館というものを地域でどう役立たせるか、すごく重い課

題だと思います。 

 

（岩壁会長） 

それでは、大体意見が出たようなので、次に移りたいと思います。 

議題５「その他」ですが、事務局から何かありますか。 

 

（事務局） 

書面会議についてその他でお話する予定でしたが、先ほど田中委員からお話があり、ま

とまりましたので、ございません。 

 

（田中委員） 

ここの利用者の方は、感覚的には女性が多いのかなと思っています。色々なサークル活

動をされるのは、多分、子育てが終わったお母さんたちが多くて、男性は仕事で、今は定

年延長もあり、７０歳過ぎでないと、こういう活動に参加できません。社会構造上、止む

を得ないと思いますが、本当は仕事をしながらも地域を知ろうとか、こういう活動にたま

には参加できるというのが本来の姿だと思いますので、そういう社会にもっていくために

は、小学生・中学生への教育の在り方が大事だと思います。 

今は、とにかく社会人になったら仕事だけという感覚になっているのかなということも

あって、ゆとりがないということに尽きると思いますが、男性で働いている方たちが、公

民館に、多少なりとも関われる時代が来ないのかなという気もしています。私も、定年に

なってからちがさき丸ごとふるさと発見博物館で市の教育を受けて、市内の色んな所を歩

かせてもらって、やっと茅ヶ崎が分かったという状態です。でも本当は、もっと若いとき

に茅ヶ崎を知っていれば、より良い生活環境になっていたのかなという反省はあります
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が、なかなか仕事中はできないですよね。自分の家と駅のストレートの道しかわからなか

ったという寂しい状況でした。 

 

（岩壁会長） 

大きな課題ですよね。やっぱり将来これじゃいけないんだという意識の共有ができれば

と思います。 

 

（田中委員） 

息子たちの世代は、子どもが運動会だと会社を休みますが、我々の時は一切休みがなか

ったので、多少は時代が少しずつ変わっているような気がしていますが、もう一声頑張れ

るように、公民館もその核になってほしいなという気がします。 

 

（岩壁会長） 

ありがとうございます。その他皆様ご意見ありますか。 

金井さんいかがでしょうか。 

 

（金井委員） 

改めて、社会教育がこうやって色んなところに関わっているのを知りました。昔、私が

生徒を公民館に連れてきたように、ここを発信源にして色んな方々に広げていければ、色

々な世代で関わりが持てて、より公民館がその中継基地として活躍できるのではないのか

なと思います。新型コロナウイルスもあり、また、子どもたちも部活動や塾に追われて忙

しいので、なかなか難しいところではありますが。 

 

（岩壁会長） 

先生方も大変ですよね。他にご意見ありませんか。ないようですので、以上を持ちまし

て、本日の会議を終了いたします。皆様のご協力で、円滑に終わりました。ありがとうご

ざいました。 


