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はじめに 

 

日頃、市民の皆様には富士見市立公民館をご利用いただき誠にありがとうございます。 

令和元年度公民館では、『富士見市教育大綱』の基本理念、基本方針を基に「第２次富士 

見市教育振興基本計画」に位置付けられた各施策を着実に推進するため努めてきました。 

“まちづくり支援型公民館”として、地域に開かれた公民館運営を心がけ、各種開催事 

業では、お子さんから高齢の方まで多くの方々にご参加いただき、また、施設を安全かつ

安心にご利用いただくため各種施設の整備を実施しました。いずれも各公民館では、それ

ぞれ地域性を活かした事業展開を図ることができたものと考えております。 

 他方で、大きな被害をもたらした台風１９号で公民館は、避難所対応に追われました。

さらに年度末には新型コロナウイルス感染症対策に係る臨時休館やイベント中止等の対応

に追われるなど、全く想定外の事態に直面し、利用団体、サークルの皆様、事業への参加

を楽しみにしていた皆様には大変ご迷惑をおかけしました。 

新型コロナウイルス感染症対策は今なお現在進行形であり、地域交流の拠点施設として

大いなる危機感を持っています。 

公民館としても、市民の皆様のご理解とご協力を得ながら、早期の収束を切に願い、こ

の危機を乗り越えていきたいと思っています。 

結びにあたり、本報告書は市内４つの公民館の令和元年度の取り組みについての報告で

す。どうかご一読いただき、富士見市の公民館活動に関心を寄せていただけましたら幸い

です。 

 

 令和２年６月 

 

                          鶴瀬公民館長 

                          南畑公民館長 

                          水谷公民館長 

                         水谷東公民館長 
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令和元年度富士見市公民館運営方針 

 

いま、都市化や核家族化の進展に伴い、人間関係の希薄化など、地域社会の機能の低下

が指摘されています。こうした中、富士見市では人口１１万人を超え、新旧住民相互の交

流や世代間交流などを踏まえ、地域の課題を学び合い、実践するため、市民と行政との連

携による協働のまちづくりが求められています。 

 平成３０年度は、平成２９年度に策定された「富士見市教育大綱」の基本理念である「人

間尊重」に基づき、学校・家庭・地域の連携や公民館における教育環境の充実に努めてき

ました。また、第２次教育振興基本計画の初年度にあたり「学びあう地域社会をめざす教

育の推進」に基づき、“まちづくり支援型公民館”を目指して地域に開かれた公民館として

の運営・整備に努めてきました。 

 令和元年度につきましても、「富士見市教育大綱」の基本理念や第２次教育振興基本計画

の基本方針に基づき、教育環境の充実や地域に開かれた公民館としての運営・環境整備に

努めます。 

 

１．富士見市公民館運営の４つの原則 

（1）市民主体の原則 

 市民が主人公の公民館運営をめざし、市民参画や市民との協働を原則とした事業の推

進に努めます。 

（2）地域主義の原則  

地域の特性や自主性を尊重し、地域主義の原則を大切にするために公民館の地域並

列館方式をとります。  

（3）教育機関の原則  

市民誰もが学習・文化・スポーツ活動ができるよう学習の権利を保障します。  

（4）自由な活動の場としての施設提供の原則 

市民の自由な集会や様々な活動の場としての施設提供に努めます。 

 

２．富士見市公民館の５つの役割  

（1）学級・講座の開催 

年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが参加できる学級・講座の開催に努めます。  

（2）地域社会のつなぎ役  

各種地域事業への支援を通じて、地域や団体活動を支え、地域社会をつなぐコーディ

ネーターの役割を果します。  

（3）情報の提供  

公民館だよりや情報コーナー、ホームページの活用など、学習情報や地域情報の収集・

提供に努めます。  

（4）相談･援助  

生涯学習や社会教育活動などの相談業務に努めます。また、団体・サークル活動の活

性化を図る助言や支援を行います。  

（5）施設･設備の提供、整備  

団体･サークル活動の拠点としての施設及び印刷機・机・椅子・テントなど設備・備品

の提供に努めます。また、安心安全な地域拠点としての施設改善に努めます。 



 2 

３．令和元年度の共通目標 

「学びあいから自治と協働を育み、地域の結びつきを深め、豊かで暮らしやすいまちづ 

くりを推進します」 

 

４．令和元年度の事業の柱と重点目標 

（１）学級・講座等 

◇日常生活やめまぐるしく変化する社会・経済情勢から生まれる課題の解決に向けた学

習機会の充実を図り、市民の生涯にわたる学習活動を支援するとともに、地域の特色

を生かしたまちづくり活動を市長部局とも連携し、その支援に努めます。 

◎重点目標 

①子育てサロンをはじめ、親の学びや育ちの学習機会の充実に努め、学校・家庭・地

域の連携を推進。 

②高齢者の健康づくりや生きがいづくり、介護予防などの学習機会の充実。 

③人権の尊重・多文化共生をはじめ、環境問題や情報化社会への対応など現代的課題

を学びあう機会の充実。 

④市民の文化活動の支援、心豊かな生活と文化芸術の振興。 

⑤富士見市全域を対象とした多様な学習機会の充実。また、富士見市民としての自治

を育くむ、学びのネットワークの形成。 

⑥年齢や障がいの有無にかかわらず、すべての市民の自由な学習・文化、レクリエー

ション活動への支援。 

○重点項目 

・公民館の全市事業では、「非核平和都市宣言」の理念を市民に広げ、平和の尊さを語 

り継ぎ継承する「平和・憲法啓発事業」を行います。また、公民館利用者やボランティ 

アの協力により、障がい者の学習機会の充実を図ります。「富士見市民大学」「子どもフ 

ェスティバル」は、市民やNPO 団体と協働による取り組みとして、引き続き支援して 

いきます。 

・鶴瀬公民館では、各小中学校との連携を引き続き図るとともに、地元医療機関との連 

携による「健康・スマイル講座」の充実に努めてまいります。 

・南畑公民館では、農と食の融合によりイベントを企画する「農バルプロジェクト」な 

ど、地域の交流や親睦、活気と賑わいにつながる事業を支援してまいります。 

・水谷公民館では、「子ども食堂」の支援をはじめとする子どもの居場所づくりや、「公 

民館カフェ」による気軽な世代間交流の場づくりに努めます。 

・水谷東公民館では、高齢者の生きがいや健康づくり、介護予防事業等の充実や、「豆の 

木学校」など、若年世代との協働による取組みを進めてまいります。 

・各公民館は、地域コミュニティの形成の中核施設として、地域のまちづくり活動の発 

展をめざし、各地域のまちづくり協議会の活動や設立の支援を積極的に進めます。 

（２）情報提供・相談 

◇市民の生涯学習・社会教育活動の発展につながる情報及び資料の収集や提供、学習

相談に努めます。また「公民館だより」を市民とともに編集し、学習文化、地域情報

を中心に地域のコミュニケーション紙として地域全体に定期的に発行します。 

◎重点目標 

①市内・外の生涯学習・社会教育情報や資料の収集、提供、相談業務の充実。 
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②地域の特色を活かし、市民とともに編集する「公民館だより」の発行。 

③市ホームページの公民館学習・イベント情報の適宜更新と内容の充実。 

 ○重点項目 

・ 情報紙を発行する公民館・交流センターの職員・編集委員の情報交換の機会を設

け、紙面内容の充実に努めます。 

・ 情報提供を図る手法として、ホームページの活用に努めます。 

（３）施設提供 

◇防犯カメラの設置など、安全で快適に利用できる施設・設備の整備に努めます。ま

た、利用者の声を踏まえた施設の利便性向上に努めます。 

 ◎重点目標 

   ①ユニバーサルデザインに配慮した計画的な施設改修や備品の交換、施設の老朽化 

に伴う給排水や空調設備の更新等設備修繕等の推進。 

②壁面緑化や照明のＬＥＤ化、ごみ分別の徹底等、環境に配慮した施設の管理運営。    

③展示スペース等の提供。 

④利用促進につながる公共施設予約システムの改善。 

○重点項目 

・ 鶴瀬公民館では、空調設備更新工事や駐車場の拡張工事に取り組みます 

・ 南畑公民館では、施設の大規模工事に取り組みます。 

・ 水谷公民館では、施設の老朽化に伴う内装や備品整備に引き続き努めていきます。 

・ 水谷東公民館では、施設備品の老朽化等から更新整備を図ります。 

（４）運営・評価 

◇市民との協働による公民館活動の充実をめざし、利用団体・地域団体や関係機関な

ど幅広い市民の意向を反映する機会の組織化に努めます。また、公民館事業の成果

や課題を共有し、市民との協働を深めるための公民館事業の点検・評価の推進と職

員の専門性の向上を図ります。 

 ◎重点目標 

①市民と公民館との協働の中核としての公民館運営審議会の開催。 

②利用者懇談会の開催や各館の利用者連合組織との連携。 

③交流センターなど生涯学習関連施設との連携。 

④公民館事業の成果や課題を共有し、市民との協働を深めるための公民館事業の点 

検・評価の推進と職員の専門性の向上。 

○重点項目 

・ 公民館からの情報提供、また利用者の意見を聴くため、利用者懇談会の開催など

市民参加の機会の充実を図ります。 

・ 公民館運営審議会委員や各種事業参加者との協働による事業評価を含めた事業

記録「富士見の公民館」の発行に努めます。 
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令和元年度 富士見市立鶴瀬公民館事業計画 
 
＜学級・講座等＞日常生活やめまぐるしく変化する社会・経済情勢から生まれる課題の解決に向けた学習機会の充実を図り、

市民の生涯にわたる学習活動を支援するとともに、地域の特色を活かしたまちづくり活動を市長部局とも連携し、その支援

に努める。 

事業名等 
開催予定 

時  期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・子育てサロン 

・おかあさんのステップアップ講座 

・子育てサロンサポーター養成講座 

・小学生体験事業 

・家庭教育支援事業 

・鶴瀬学級 

・介護予防講座 

・ひだまりほっとたいむ 

・いきいきたいむ 

・パソコン相談室 

・市民生活講座 

・つるせ公民館まつり 

・げんもりかん事業 

・サークル活動公開月間 

・富士見市子どもフェスティバル 

・富士見市民大学 

・平和・憲法啓発事業 

 

・障害者の学習機会充実事業 

・地域・自治シンポジウム 

・町会等地域行事支援事業 

・つるせ公民館利用者連合会 

・地区体育祭援助（2地区） 

・文化活動支援事業 

・リハビリ自主活動支援 

通年 

通年 

通年 

通年 

通年 

通年 

随時 

通年 

通年 

通年 

通年 

5月 

6・1月 

10月 

4月 

6-3月 

通年 

 

随時 

2月 

随時 

通年 

10月 

随時 

随時 

 

週 1回 

6回 

2回 

随時 

随時 

30回 

1回 

週 1回 

週 1回 

週 1回 

月 1回 

1回 

2回 

1か月 

1回 

52回 

通年 

 

 

1回 

親子 

親子 

一般 

小学生 

保護者 

高齢者 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

 

一般 

一般 

団体 

団体 

一般 

一般 

一般 

 

子育てに関する問題解決のための学習機会 

 

 

子育ておしゃべり会・コーチング講座 

地域に住む高齢者への学習機会 

健康づくり・仲間づくりの学習機会 

市民団体・サークルとの協働事業 

 

 

健康スマイル講座 

 

 

 

 

 

ピースフェスティバル・広島市民派遣・戦争体

験話者派遣 

知的障害をもつ人への学習機会 

 

 

 

 

市民演劇のつどい・市音楽連盟ｺﾝｻｰﾄ等 

＜情報提供・相談＞市民の生涯学習・社会教育活動の発展につながる情報及び資料の収集、提供・学習相談に努める。ま 

「公民館だより」を市民とともに編集し、学習文化、地域情報を中心に地域のコミュニケーション紙として地域全体 

に定期的に発行する。 

事業名等 
開催予定 

時  期 
開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・情報コーナーの整備 

・学習相談・情報提供 

・つるせ公民館だより発行 

・編集委員合同研修会 

・市ホームページの充実 

通年 

通年 

通年 

2月 

通年 

 

随時 

10回 

1回 

 

一般 

 

地区全世帯 

編集委員 

一般 

 

 

19,200部 

＜施設提供＞◇安全で快適に利用できる施設・設備の整備、地域防災拠点としての施設改善に努める。 

事業名等 
開催予定 

時  期 
開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・施設維持管理事業 

・施設緑化推進事業 

・施設提供事業 

随時 

7-10月 

 

 一般 

 

 

公民館掲示板等による情報提供の推進 

＜その他＞◇市民との協働による公民館活動の充実をめざし、公運審地区会議や利用者懇談会を開会して公民館運営に係る

市民の意見を聴く機会をつくる。事業評価は、外部委員によるものと、公運審地区委員の協力を得て自ら行う。また、職員

の専門性の向上を図るため、研修会等に参加する 

事業名等 
開催予定 

時  期 
開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・公民館運営審議会全体会 

・公民館運営審議会地域会議 

・利用者懇談会 

・利用の手引き作成 

・公の施設連絡調整会議 

・事業評価 

・職員研修 

通年 

通年 

通年 

7月 

随時 

3月 

 

4回 

4回 

2回 

 

 

委員 

地域委員 

利用者 

一般 

職員 

職員 

職員 

 

 

 

 

 
職員による内部評価と公運審委員による内部評価 

 

 























































35ページ…子育てサロン「ちびっこあおむし」

36 …家庭教育支援事業

37 …わくわく子ども体験室

38 …子ども事業企画クラブ「怪皆亭」

39 …なんばた学級(高齢者学級)

40 …南畑ふれあい劇場

41 …第１7回なんばた青空市場

42 …文化公演会『落語を楽しむ』

43 …第62回南畑地区体育祭援助

44 …南畑ふるさとまつり援助

45 …利用者の会活動援助

46 …南畑お月見一座援助

47 …富士見市地域子ども教室

「南畑あそび隊」援助

48 …南畑地域まちづくり協議会援助

49 …南畑公民館だより発行事業

50 …南畑ぎゃらりぃ

51 …公民館運営審議会地区会議

52 …利用者懇談会

53 …農バルプロジェクト援助

54 …施設維持管理事業

目 次



令和元年度 富士見市立南畑公民館事業計画 
 

＜学級・講座等＞日常生活やめまぐるしく変化する社会・経済情勢から生まれる課題の解決に向けた学習機会 

の充実を図り、市民の生涯にわたる学習活動を支援するとともに、地域の特色を活かしたまちづくり活動を 

市長部局とも連携し、その支援に努める。 

事業名等 
開催予定

時期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・子育てサロン「ちびっこあおむし」 

・わくわく子ども体験室 

・子ども自主企画「怪皆亭」 

・なんばた学級 

・家庭教育支援事業 

 

・南畑ふれあい劇場 

・サークル活動公開月間 

・なんばた青空市場 

・文化公演会 

・南畑地区体育祭援助 

・南畑ふるさとまつり援助 

・公民館利用者の会活動援助 

・南畑お月見一座演劇援助 

・利用団体等活動相談・援助 

・南畑地域子ども教室活動援助 

・南畑小学校応援団活動援助 

・南畑地域まちづくり協議会援助 

・農バルプロジェクト援助 

4～3月 

7月 

通年 

5～3月 

6・3月 

 

2月 

10月 

11月 

2月 

10月 

3月 

通年 

通年 

通年 

通年 

 通年 

通年 

通年 

月 1回 

2 回 

6 回 

月 1回 

2 回 

 

1 回 

1か月 

1 回 

1 回 

1 回 

1 回 

 

 

 

 

 

 

 

親子 

児童 

児童 

高齢者 

一般 

 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

団体 

団体 

団体 

団体 

児童 

学校 

団体 

団体 

 

 

 

（月 1回は全体学級） 

「絵本の読み聞かせ講座」「心と体に

やさしいタッチケア」 

 

 

 

 

支援 

支援 

支援 

支援 

支援 

支援 

支援 

支援 

支援 
 
＜情報提供・相談＞市民の生涯学習・社会教育活動の発展につながる情報及び資料の収集、提供・学習相談に 

努める。また「公民館だより」を市民とともに編集し、学習文化、地域情報を中心に地域のコミュニケー 

ション紙として地域全体に定期的に発行する。 

事業名等 
開催予定 

時  期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・情報コーナーの整備 

・学習相談・情報提供 

・南畑公民館だより発行 

 

・市ホームページの充実 

通年 

通年 

通年 

 

通年 

随時 

随時 

12 回 

 

随時 

利用者 

 
地区全

世帯外 

 

 

1,650 部 

 
＜施設提供＞◇安全で快適に利用できる施設・設備の整備、地域防災拠点としての施設改善に努める。 

事業名等 
開催予定 

時  期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・施設維持管理事業 

・施設緑化推進事業 

・南畑ぎゃらりぃ 

通年 

通年 

通年 

随時 

随時 

随時 

 

大規模改修工事（9～12月）予定 

グリーンカーテン 

 
 
＜その他＞◇市民との協働による公民館活動の充実をめざし、公運審地区会議や利用者懇談会を開会して公民

館運営に係る市民の意見を聴く機会をつくる。事業評価は、外部委員によるものと、公運審地区委員の協力を

得て自ら行う。また、職員の専門性の向上を図るため、研修会等に参加する。 

事業名等 
開催予定 

時  期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・公民館運営審議会全体会 

・公民館運営審議会地域会議 

・利用者懇談会 

・事業評価 

・職員研修 

通年 

通年 

通年 

通年 

通年 

4 回 

4 回 

随時 

 

随時 

委員 

委員 

利用者 

 

職員 

 

 

２回実施予定 

外部評価及び公運審委員による評価 

 

 

 



事業名

◇事業成果
幼児・児童を持つ母親でもあり、地域で活動しているかたを講師に迎えたことにより、子育てと自分の時間
との両立・これからの子育ての楽しさを身近に考えてもらうことができた。また、共同での工作作業や調理
をすることにより、参加者同士のコミュニケーションが取りやすくなった。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　子育てサロン「ちびっこあおむし」

◇事業目的、目標等
少子化や孤立感を持つ親が増えている状況の中で、親と子が楽しい時間を過ごす場を提供し、子ども同
士が仲良く遊び、親同士が子育ての悩みなどを話し合える仲間づくりの機会とし、地域で子育てができる
環境づくりを目指す。 
  
  
◇事業概要

主催 南畑公民館

参加人数　　　　　　延べ186組、395人（11回開催）

執行額（報償費）   60,000円（講師謝礼）、29,000円（事業協力者謝礼）

他団体等の協力・連携状況　子育てサロンを卒業した元参加者と現参加者が、スタッフとして携わっている。

主な内容

ボランティアスタッフによる無料の子育てサロンであり、毎月１回開催している。対象は未就園児とその親
で、子どもを持つ親同士の交流の場として、また親と子が一緒に遊べる場としている。季節や月齢に応じ
た催しや、手遊び・絵本の読み語りなどを行っている。　年に1～２回、子育て教育の講演を聞いたりプロの
芸術活動を鑑賞したりするなど、スタッフだけではできない分野も取り入れて、親の気分転換や子どもの豊
かな感情を育成する工夫をしている。

４/１８(木) Spring🌸フラダンス　　　　　　　　　　　５/９(木) 　おやこおさんぽ撮影会
６/１３(木) 自分と子どもを守る防災術　　　　　　 ７/１２(木)アロマの虫よけ作り
８/１(木)色あそびと水あそび　　　　　　　　　　　　９/１２(木)うんどうかい
１０/１０(木)ハロウィン遠足　　　　　　　　　　　　　１１/８(木)ぺったんアート
１２/１２(木) クリスマス会＆リユースバザー　  　１/９(木)もみもみフェルト小物
２/１３(木)お豆腐のブラウニー  　　　　　　　　 　　３/１４(木)影絵の世界＆おむし旅立ち式（中止）

◇課題
越してきた方への周知や、公民館に来やすい雰囲気作り

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　転居してきたお母さんたちも含めて、南畑地域に住んで良かったと思えるような事業として進めてほし
い。また南畑地域の特徴も取り入れた取り組みを期待する。

◇総合評価
　乳幼児期の子育ては孤立しやすいが、母親同士、悩みを共有し少しでもホッとできる時間や場を提供す
ることは大変重要である。また地域の中で子育ちを見守るという意味でも、必要な取り組みである。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
・昨年に引き続き、はじめての絵本読み聞かせ講座を開催したことにより、学校応援団の読み手が増えた 
・本を紹介したことで、本を選ぶ悩みを解消できた

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　家庭教育支援事業

◇事業目的、目標等
　同世代の子を持つ保護者同士が互いに学びあい、交流の輪を広げる機会とすることを目的とする。
 


◇事業概要

主催　　　南畑公民館

参加人数

執行額（報償費）　　5,000円　（読み聞かせ講師謝礼）

他団体等の協力・連携状況　　読み聞かせ：学校応援団（読み聞かせ）

主な内容

【絵本の読み聞かせ講座】
日時　６月５日(火）　午前１０時～１１時３０分
場所　南畑公民館　視聴覚室
講師　福島祐美氏（学校司書）
内容 小学生に向けて読む、絵本の選び方と
　　　　おすすめ絵本

【心と体にやさしいタッチケア】（中止）
人間尊重啓発講座
日時　３月１７日(火）　午前１０時～１２時００分
場所　南畑公民館　会議室
講師　鈴木直美氏（タッチケアセラピスト）
内容 タッチケアのしかたを学ぶ

◇課題
・保護者の学習ニーズを聞き取れるような機会作り・情報収集が必要。
・家庭教育支援で親向けの座学講座を開催する場合は、参加者が少ない傾向にあるので、体験型にする
などの工夫が必要。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　身近なテーマと体験型とすることは参加者の興味を増幅させるものと思う。

◇総合評価
　日常生活の中で如何に実践できる内容であるか、そこがキーポイントとなる。体験型を追求していくこと
は、今後の講座設定のためにも、参加者のためにも重要であると思われる。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
 参加者感想・作ったことがなかったので、初めて作って楽しかったです
・楽しくてまたやってみたい
・テープをはったりくっつけたりして楽しかった
・家でいっぱい遊んで楽しみたいです

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　わくわく子ども体験室

◇事業目的、目標等
子どもたちの休日を有意義なものにするきっかけを提供するものとし、自分で考え、学ぶ心を育てる。 

◇事業概要

主催　　　南畑公民館

参加人数　　　かご：２７人、バズーカ砲：３１人

執行額（報償費）　　　10,000円（講師謝礼）

他団体等の協力・連携状況

主な内容

◇課題
・小学生のニーズに沿えるような提案が必要

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　子どもたちが気軽に身近なものを活用して作品を作り上げるこの講座はとても良いと思う。

◇総合評価
　家でも作ることができる作品であることが、子どもたちの興味を沸かせる重要な点でもある。また夏休み
の宿題にも活用できるところも評価できよう。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

７/２９（月）バズーカ砲作り

講師：柳下裕美氏

内容：お菓子の筒と牛乳パックを再利用した、

空気砲と的作り

①７/２５（木）紙バンドのかご作り

講師：小山由佳氏

内容：クラフトテープを使ったかご作り
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事業名

◇事業成果
・会議の際に子どもたちに司会・書記を任せることにより、のびのびとした自由な発想・自主的な発言がで
きた。
・「怪皆亭の○○」と名前が入ることにより、イベント当日も自分たちで流れを確認し合い運営していくなど、
責任感のある活動ができた。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　子ども事業企画クラブ「怪皆亭」

◇事業目的、目標等
年数回の公民館でのイベントを、メンバー（南畑小学校4～6年生の参加希望児童)が話し合いながら実施
していく。様々な地域事業に参加することによって、異年齢間の交流や地域の人とのつながりを大切にし、
また、スタッフの子どもたちの自主性を伸ばす。 
  

◇事業概要

主催　　　南畑公民館

参加人数　　参加人数 　メンバー７人(４年生３人、６年生４人)、ボランティアスタッフ１人、保護者数人の協力あり

執行額（報償費）　　5,000円（事業協力者謝礼）

他団体等の協力・連携状況　　メンバーは南畑小児童で構成されており、大人スタッフも保護者など地域のボラン
ティアである。

主な内容

イベント６回、会議５回、練習等2回実施
７/２８（日）　　「あそび隊夏まつり」への参加　会場：南畑公民館　『脳トレ迷路』を実施、メンバー６人参加
１０/５（金）　「ナイトウォーク」開催　南畑地域を巡る。メンバー６人、一般小学生３０人、保護者兄弟１７人参加
１１/３（祝）　　「なんばた青空市場」への参加　　農産物フリーマーケット（野菜販売）、かかしコンテスト参加。
　　　　　　　　　メンバー６人、協力２人
１２/２３（月）　「アポなしサンタ」開催　メンバーがサンタの衣装を着て
　　　　　　　　　幼児の家を訪問、ハンドベルを演奏しプレゼントを渡した。
　　　　　　　　　申込者８件３２名、メンバー７人参加　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

◇課題
　毎年、メンバーの募集をしているので、初めてでも興味を持って参加できるようなPRをしたい。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　子どもたちの自主性・主体性を育むこの事業はぜひ継続していってもらいたい。

◇総合評価
　子どもたち一人ひとりが主役になれる事業。また、早い時期から地域との関わりが生まれる事業であり、
子どもたちにとって将来につながる貴重な体験となる。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
　全体学級の講演等は、運営委員会で新たなものを検討し実施することができた。学級生同士の交流、生
涯学習の場となっており、7割以上の方が積極的に参加している。また、クラブ活動も自主的かつ意欲的に
行われ、1月の文化祭ではその成果を発表し、どのクラブも高い評価を得ている。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　なんばた学級（高齢者学級）

◇事業目的、目標等
　高齢社会を迎える中で、自ら生きがいを見つけ、活力を得るための一助を目的とする。高齢者学級を開
催することにより、外に出る機会を増やし、頭や体を動かして健康づくりを目指すとともに、人と人のふれあ
いから地域のつながりを創出する。

◇事業概要

主催　　　南畑公民館

参加人数　　学級生９６人　年間延べ６３３人（８月を除く、５～２月の全体学級参加人数）

執行額（報償費）　　　198,000円／198,000円（講師謝礼等）

他団体等の協力・連携状況　　　南畑地区老人会と共催

主な内容

　地域の60歳以上を対象として、運営委員会（各老人会等の正副会長）で年間の事業計画を立て、月1回
全体学級を開催し、クラブ活動（10クラブ）にも取り組んでいる。学級生は、みんな和気あいあいと活発に
活動した。また学級だよりを年5回発行した。
全体学級　　　5月15日　開講式　　　　　　　　　　　　　　　　 　6月19日　富士見の歴史を学ぶ
　　　　　　　　　7月17日　知っておくと役に立つ相続対策　　　9月18日　落語・漫才を楽しもう
　　　　　　   　10月16日　大切な血管のおはなし　　　     　　11月20日　琵琶の生演奏を鑑賞
　　　　　　　   12月18日　防災と救急、消防音楽隊演奏　　 　1月15日　学級文化祭
　　　　　　　　　2月19日　高齢者に適した食事と足腰運動　　3月18日　修了式（中止）

　南畑小学校との連携（5年生授業のわら細工で指導協力）
　琵琶の鑑賞、東洋大学落研の落語、相続対策等、昨年にはない講座を実施した。

◇課題
　学級生の男女構成比率は、男3割・女7割であり、男性の参加者が少ない。また小学校のわら細工に毎
年協力しているが、指導者も高齢となり、児童数に見合った人数の協力が困難になっている。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　心身ともに元気で過ごしている高齢者は地域にとって大切な財産である。引きこもりにならないために
も、交流・親睦の機会を継続して設定してもらいたい。

◇総合評価
　運営委員会形式で高齢者自ら考え企画するこの事業は、生きがいと交流親睦を深める大切な場と時間
となっている。心身ともに健康で地域の中で暮らす高齢者のために今後も継続していくべき事業である。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
〇 来場者の声：　・富士見ビデオクラブとの共演がおもしろかった
・面白かったので、あっという間に終わってしまった。時事も入れて最新の話題も入れ作家のかたのセンス
も良い　
・私と同じ年代、ワンチームでがんばってください
〇市内外で寸劇公演をしているので、そのとき見た方々がふれあい劇場にも観覧に来てくれた

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　南畑ふれあい劇場

◇事業目的、目標等
　地元素人劇団「南畑お月見一座」の新作劇初演の場として、その時代背景や地域課題を反映した劇を
通して、楽しみながらも地域問題や課題を考える場とする。また身近な施設で気軽に演劇を鑑賞できる機
会の充実を図る。

◇事業概要

主催　　　南畑公民館

参加人数　　　来場者１８０人

執行額（報償費）　　　10,000円（出演団体謝礼）

他団体等の協力・連携状況　　　準備から当日までのそのほとんどを出演団体が自主的に実施している。

主な内容

日　時：R２年２月８日（土）午後１時３０分～２時３０分（１時開場）
会　場：南畑公民館多目的ホール
演　目：第２３作「晴のちずっと雨」出演・脚本：南畑お月見一座

あらすじ：いよいよ2020年東京オリンピックが開幕。ゴルフ、マラソン、サーフィンなど
の屋外競技がありますが、お天気は大丈夫？雨かもしれないのに、１年前にチケット
を買ってしまっていいの？…では、天気予報の秘訣を教えましょう。
またある村では、雨が降らずに皆が困っていました。古くから伝わる言い伝えでは、
雨ごいの一族がどこかにいるらしい…。そうだ、その末裔に雨を降らせてもらおう！
お天気にまつわる話を2本立てで上演。

工夫：富士見ビデオクラブにオープニング映像（プロローグ）制作を依頼 

◇課題
席が足りず、急遽追加をしたが、次回これ以上通路が狭まると防災上問題がある。複数回公演も視野に
入れるべき。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　南畑の知名度をアップさせることに大きく貢献しているこの事業を、今後もぜひ継続してもらいたい。

◇総合評価
　地域課題や社会問題を脚本内容に取り入れているところがこの劇団の魅力の一つであり、多くの来場者
を引き付ける要因であろう。今後も公民館が事業継続して劇団をバックアップすべきである。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
３連休の中日だったが、お天気が良く予想より多くの来場があった。
来場者＆参加者アンケート：　・かかしコンテストが面白く、毎年楽しみにしています　
・にぎやかですごいと思いました　・安価で楽しめて、地元の皆さんに感謝です
・午前中に売り切れるところが数店あった　・飲食スペースを設けられると長時間滞在できるのでよい

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　第17回なんばた青空市場

◇事業目的、目標等
　生産者と消費者が直接交流する場を設けることによって、生産者の顔が見える地元生産物をPRし、コ
ミュニケーションを図る。

◇事業概要

主催　　　なんばた青空市場実行委員会

参加人数　　　　3,300人

執行額（報償費）　　87,000円　　※実行委員会予算は別

他団体等の協力・連携状況　運営する実行委員のほとんどが南畑の住民であり、参加者の多くは南畑住
民及び周辺地域の住民となっている。

主な内容

日時：１１月３日（祝・土）　午前１０時から午後２時
会場：南畑幼稚園及び幼稚園周辺の田んぼ
・南畑幼稚園前の田んぼで模擬店、フリーマーケット、焼き芋等のイベントを実施した。実行委員会予算で
交通安全協会に協力依頼。公民館予算で仮設トイレ３基設置。　
【イベントコーナー】かかしコンテスト、さんだら飛ばし、やきいも、かぼちゃの重さ当てクイズ、米のつかみと
り、アートバルーン、子どもコーナー、ポニーの乗馬体験
【模擬店・フリーマーケット】　農産・生産物販売、各種模擬店、１００円おにぎり
【その他】　・舞鼓の会の太鼓演舞、東中学校吹奏楽部演奏
・抽選会では地域の特産物である米や野菜など協力していただいたほか、スナック菓子を用意しはずれ無
しとした。５００円で１回の抽選。
・農バルプレ企画とのタイアップを行い、抽選会でPR
・かかし作りは、求めに応じ公民館職員がサポート。南畑小５年生の制作指導

◇課題
　若年代の出店者が加わってはいるものの、実行委員の高齢化が進んでいる。
　雨天決行のイベントなので、準備の段階でもう少し煮詰めておく必要がある。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　毎年実行委員として関わっているので、出店者・来場者・地位の方々とのふれあいの場であることを改め
て実感している。田んぼの中でやることが、青空市場の大盛況の理由だと思う。準備や片付けなどの苦労
もあるが、改善しながら引き続き開催してほしい。

◇総合評価
　天候に恵まれ、たくさんの来場者があった。リピーターと思われる家族連れが敷物持参で来場する姿に、
このイベントの市民への定着がうかがわれる。いくつかの課題が明らかになってはいるが、南畑の魅力を
楽しめる一大イベントとなっている。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
 用意した椅子が足りなくなるほど観客が来場し、会場は大きな笑いで溢れた。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　文化公演会『落語を楽しむ』

◇事業目的、目標等
　身近な施設で日本の伝統芸能文化に触れる。

◇事業概要

主催　　南畑公民館利用者の会　・　南畑公民館

参加人数　　97人

執行額（報償費）　10,000円（ほか利用者の会負担有り）

他団体等の協力・連携状況　南畑公民館利用者の会が主体

主な内容

と　き：令和２年２月１５日（土）午後１時３０分～２時４０分　（開場１時）
会　場：南畑公民館　多目的ホール
内　容：落語　桂南なん、山遊亭くま八
参加費：無料
周知：公民館だより・市広報・市ＨＰに掲載、
館内にポスターの掲示、
公民館入口に立て看板の設置を行い
周知を広めた。

◇課題
予想より多くの方にお越しいただいたことにより、追加で席を用意した。次回これ以上避難通路が狭まって
しまうと防災上の問題がある。部屋の変更を視野に入れるべき。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　落語を身近に感じ、お子様からお年寄りまで一つになって笑える場として毎年楽しみに来場している方の
ためにも継続していってほしいです。この貴重な体験をよりたくさんの方にも伝えていけたらと思います。

◇総合評価
　身近な施設で伝統芸能に触れる機会として親しまれるようになっている。小さなお子さんからお年寄り、
障がいがある方もない方も、楽しみにされて来場し、大声で笑っているのが何よりの証しであろう。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果　
・台風に伴い体育祭は中止となったが、各町会での事前練習や実行委員会の踊り練習会を通して、地域
住民の、スポーツを通じた健康増進として役立っている。
・世代間交流や新旧住民の相互交流としての親睦の場になっている。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　第６２回南畑地区体育祭援助

◇事業目的、目標等
　南畑地区の一大イベントであり、地域をあげての取り組みである南畑地区体育祭を、地域の活性化とコ
ミュニティの構築の場として援助する。

◇事業概要

主催　　　　　　　　南畑地区体育祭実行委員会

参加人数　　　　　台風接近に伴い中止

執行額（報償費）　０円（生涯学習課からの補助金及び実行委員会予算）

他団体等の協力・連携状況

主な内容

 6/12（水）調整会議
 7/12（金）第１回実行委員会
 8/20（火）事務局＆チーフ会議
 9/　9（月）第２回実行委員会
10/  9（水）踊り練習会
10/  9（水）緊急打ち合わせ会議
10/31（木）会計報告及び会計監査
11/ 8（金）第３回実行委員会

◇課題
　地区体育祭を持続可能とするために実行委員の役割や競技時の使用物品等の見直しが必要である。
　

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　公民館活動のより活発な取り組みが求められている今日、地域総出の行事として最も重要な役割を果た
している。人口増加に伴い、地域の協力・まとまりが感じられる。今後も積極的な支援をしていく方向で取り
組んでほしい。

◇総合評価
　長い歴史のある地域の一大イベントとなっている。町会を一つの単位として親睦交流を図る意味でも重
要なイベントとなる。公民館としても引き続き支援していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
  新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となったが、新たな模擬店出店希望者があった。また、
各会議において、パラリンピックに関連した「ボッチャ」のコーナーを企画したり、オープニングの東中吹奏
楽部による「ふるさと」の演奏などのアイデアが出された。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　南畑ふるさとまつり援助

◇事業目的、目標等
公民館利用団体、サークル・地域団体等の活動成果発表の場、地域住民相互の親睦と交流の場として、
南畑公民館利用者の会が主催する「南畑ふるさとまつり」を援助する。
引き続き、来場者を増やす手段を検討し、幼稚園・各学校との連携を継続して行う。

◇事業概要

主催　　　　　南畑公民館利用者の会

参加人数　　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止

執行額（報償費）　なし

他団体等の協力・連携状況　　幼稚園、小・中・高校との連携

主な内容

12/17（火）　第１回全体会
 １/22（水）　作品展示部会
 １/24（金）　舞台発表部会
 １/27（月）　模擬店部会
 ２/５（水）　 役員会
 ２/18（火）  第２回全体会
 ２/28（金）  臨時役員会にて、中止決定

◇課題 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　中止のため、特になし

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　利用者の会の方が中心となり動いていただき助かります。自分の育った地域を忘れず、心を一つにして
いる姿は、ほほえましく幸せなことだと思います。

◇総合評価
　新たな出店希望者だったり、パラ競技であったり、輪が広がる機会であっただけに、中止は非常に残念
であった。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
 ・市民の率直な意見を聞ける場ともなっているので、市民参画のきっかけ作りを進め、地域に根付いた公
民館となりえる。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　利用者の会活動援助

◇事業目的、目標等
　南畑公民館を利用している団体・サークルの任意加入連携組織として「利用者の会」がある。その組織
活動である地域づくりを意識した自主的・自立的活動を援助する。

◇事業概要

主催　　　　　南畑公民館利用者の会

参加人数　　　　加入団体数６０団体、個人２１人

執行額（報償費）　なし

他団体等の協力・連携状況

主な内容

・役員会・理事会・総会６/１９の開催
・公民館事業への協力（子ども事業・青空市場）
６/２　　　難波田城公園まつり協力
８/４　　　グラウンドゴルフ大会（大人６５人子ども４人）
１０/１３　地区体育祭協力（中止）
１０/２１　ソフトボール大会（中止）
１１/３　　なんばた青空市場協力
１１/１７　グラウンドゴルフ大会（大人６９人、子ども３人）
１２/１４　公民館年末大掃除・利用団体交流会（７０人）　
１/１２　　新春交流会（８８人）
２/１５　　文化公演会（９７人）
３/７～８　第３４回南畑ふるさとまつり開催（中止）

◇課題
・利用者の会も高齢化が進み、後継者の発掘・育成が課題となっている。
・サークル間の交流や各団体活動が活性化できるような援助の仕方を工夫する。
・利用者相互の結びつきを強める
・利用者への周知

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　公民館利用団体・サークルが一つのまとまりを形成し、公民館と共によりよい「公民館活動」を作っていく
ために、利用者の会の存在は非常に意義深いものである。今後もお互いの協力関係を継続していってほ
しい。

◇総合評価
　公民館とよりよい信頼関係が結ばれている成果として、毎年開催の「南畑ふるさとまつり」がある。団体・
サークルの学びと交流・親睦を深めるためにも利用者の会への支援が必要である。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

 45



事業名

◇事業成果
・劇団サポートスタッフ（当日の受付）の確保をしたことにより、当日の流れが良くなった。
・寸劇の脚本は、団員の警察官に実際の詐欺手口を題材に作ってもらい、今年度は主に『３匹の元子ブ
タ』を上演。
・交通指導員、交通管理課依頼で交通安全啓発寸劇を作成。
・寸劇公演パンフレット作成。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　南畑お月見一座援助

◇事業目的、目標等
地元南畑の人たちで構成されている劇団「南畑お月見一座」は、地域の話題を盛り込んだ新作を毎年創り
続けている。また防犯を目的とした寸劇を市内外で行っていることから、これからの南畑の地域づくりへの
関心や意欲・防犯意識を高め合う団体として援助していく。

◇事業概要

主催　　　　　  　　　　南畑お月見一座

参加人数  　　　　　　２２人（劇団員数）

執行額（報償費）　　なし

他団体等の協力・連携状況  　座員全員が南畑地域在住(元在住含む)・在勤である。

主な内容

(１)長編公演　　２/８　南畑ふれあい劇場第２３作『晴れのちずっと雨』
　　
(２)寸劇公演
６/１９　　渡戸３丁目ふれあいサロン　　　　　　９/１１　　鶴瀬西交流センター高齢者学級　
９/２０　　大井文化会館高齢者サロン　　　　　９/２４　　デイサービス三四五　
１０/２１　赤土原分館ふれあい交流会（幼児・高齢者）
１０/２２　キラリ☆ふじみ 南畑地区敬老会　　１０/２３　　デイサービスサーバントますなが
１０/３１　大井総合福祉センターふれあい敬老会　
１１/２４　ふじみの里デイサービス　　　　　　　１１/２５　　大井総合福祉センター老人会
１/１６　　鶴瀬公民館高齢者学級　　　　　　　　１/３１　　ふじみ野市西公民館 市社協主催公演
２/１３　　川越南公民館 交通安全教育技能コンクール第２方面予選会
　　　　　　　（４月に県大会進出予定（延期））
３/２５　　オレンジカフェ（中止）

◇課題
・長編公演：発表の場の確保とＰＲ、劇団サポートスタッフ（当日の受付等）の確保

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　毎年の新作劇披露と別に寸劇公演を様々な会場で披露しているところは、フットワークの軽さと地域への
愛着が感じられる。

◇総合評価
　地域課題・社会問題を脚本内容にしているところが共感できるのであろう。また地域プロモーションの意
味でも、存在意義が生まれている。こういった地域貢献活動に、公民館として支援を継続していくべきであ
る。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
  ・学年関係なく児童が一緒に遊ぶことで、子ども同士で遊び方の工夫をして楽しんでいる。
　・毛糸を使った指編みも人気で、手先が器用になる。
　・夏まつりは、地域の子どもも大人も楽しめる夏まつりの一つとして定着している。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　富士見市地域子ども教室「南畑あそび隊」援助

◇事業目的、目標等
　南畑地域の子ども事業の中心であり、学年が違う子どもたち同士や子どもと地域住民をつなぐ。また、学
校と地域をより深くつなぐ重要な事業であると位置づけ、積極的に援助していく。

◇事業概要

主催　富士見市地域子ども教室「南畑あそび隊」企画会議（生涯学習課）

参加人数　１７０３人（１２回開催・延べ人数）

執行額（報償費）　生涯学習課予算

他団体等の協力・連携状況

主な内容

・南畑あそび隊の開催
　授業がある日の月曜日の放課後に自由遊び
　５月～７月は午後４時３０分まで　２月は午後４時まで
　９月～１２月は小学校体育館工事のため使用できず、お休みした。

・あそび隊夏まつり
　７月２８日（日）
　赤ちゃんから大人まで楽しめる手作りの夏まつりとして南畑公民館内で実施

◇課題
　地域のサポーターを確保するためにも、サポーターの負担を軽減していくことが課題である。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　地域住民・スタッフサポーター・子どもたちをつなぐパイプ役を公民館が果たしている。学校の外に出て活
動できる場所として、公民館の役割は大きい。今後も支援を継続してほしい。

◇総合評価
　子どもたちが安全に安心して遊べる場や時間を提供するため、地域をあげて見守りを続ける活動は大切
な事業と考える。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
　昨年度開始された「南畑まちcafe」については、今年度公民館主導でワークショップを同時開催した。毎
回テーマを変え、地域住民の中から得意分野を披露する機会とした。cafeに付加価値が加わる形となり、
来場者が楽しめる時と場となった。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　南畑地域まちづくり協議会援助

◇事業目的、目標等
　住民が主人公となって、南畑地域全体のまちづくり活動を行う「南畑地域まちづくり協議会」への支援を
行うことを通し、地域住民相互の交流と地域の活性化を図る。

◇事業概要

主催　　　南畑地域まちづくり協議会

参加人数

執行額（報償費）　　　なし

他団体等の協力・連携状況　　　農バルプロジェクトとの連携・協力により、まち協ニュースレターを発行

主な内容

・6/23　総会にオブザーバー参加
・12/12　「ちびっこあおむし」とクリスマス会共催
・1/19　もちつき交流会支援（来場者185人）　
・毎月第３木曜日　「南畑まちcafé」開催支援
　（8月はお休み、3月は新型コロナウィルス
　感染拡大防止のため中止）
・11月より、農バルプロジェクトとタイアップし、
　まち協ニュースレターを発行。
　毎月公民館だよりに折込み、地域内の
　各種事業者を紹介した。

◇課題
　もともとハード面として地域のまちづくり活動を行ってきた南畑まち協が、公民館との連携をきっかけにま
ちcaféの開催やニュースレターの発行等、ソフト面にも事業展開を行うようになってきており、それらを推進
すべくさらなる連携を進めるべきである。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　南畑まち協と公民館とが関わり合い相乗効果を生み出しているように感じる。この連携は今後も大切に
してもらいたい。

◇総合評価
　もちつき交流会やまちcafeに、農バルプロジェクトとの連携でニュースレターを発行し、年々連携が深まっ
ている。公民館がこれを支援している意義は大きい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
　　令和元年５月号で５００号を迎えることができた。
　　編集委員が取材、原稿依頼を行うことで、地域住民同士の交流や連携ができている。
　　公民館だよりを通じて話題提供することで地域住民の交流する機会が図られている。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　南畑公民館だより発行事業

◇事業目的、目標等

　　編集委員会の視点で地域の話題や課題を取り上げ、地域情報の交流の場の広報紙として公民館情報
と共に発信していく。

◇事業概要

主催　　　　　　　　　　南畑公民館

参加人数　　　　　　　編集委員11人で構成

執行額（報償費）　　　鶴瀬公民館で一括措置（印刷製本、謝礼）

他団体等の協力・連携状況

主な内容

月１回（２・８月除く）発行。Ａ4　８ページ仕立て。１６５０部を館区内世帯、関係機関へ配布。
月１回の編集委員会、特集の会議や取材を適宜実施。
◇特集内容
４月号　クイズに答えて　南畑探検　第５町会編
５月号　おめでとう祝５００号南畑公民館だより
６月号　町会長さんに聞きました
７月号　東京2020オリンピックパラリンピックみんなで応援！セルビア共和国
９月号　平和の大切さ　戦争体験を聞く
10月号　公民館サークル公開月間
11月号　あっ！地震！水害！避難するとしたら…
12月号　支えあう地域づくり　生活サポートセンター
１月号　祝　新成人になって
３月号　南畑小学校卒業生43名中学校でがんばること

◇課題
　・長年、編集委員の増員が課題である。
　・表紙や私の４００字の原稿依頼が毎月課題になり、地域の執筆者探しが難しい。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　地域住民自ら編集し500号を迎えたことは意義深く、歴史を感じる。

◇総合評価
　500号を迎え、今や地域になくてはならない存在になっている。また地域情報誌として様々な場面で地域
の方々が登場してくることは貴重である。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
・１３の展示をすることができた
・利用団体の活動成果発表ができた

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　南畑ぎゃらりぃ

◇事業目的、目標等
公民館の利用団体やサークル会員が、公民館施設を利用して制作した作品を展示することにより、サーク
ルの活動内容等を公開し、交流の輪を広げる機会とする。

◇事業概要

主催　　　南畑公民館

参加人数

執行額（報償費）　　　なし

他団体等の協力・連携状況

主な内容

3/11～4/5　富士見高校美術部・写真部・漫画研究部
4/8～5/27　ぷらざの会
6/1～6/29　富士見市古城を巡る会
6/30～7/31　望月新一『エアーブラシ作品展』
8/1～8/29　描く会『夏の絵手紙展』
8/20～9/12　子育てサロンちびっこあおむし『色あそび展』　：階段踊り場
8/30～9/30　ふじみ篆刻協会『篆刻作品展』
10/15～11/15　なんばた青空市場かかしコンテスト作品展示
11/16～12/18　南畑フォトクラブ『秋冬写真展』
12/16～12/28　セルビア国紹介　：階段踊り場
1/6～1/31　なんばた学級書道クラブ・絵画クラブ作品展
2/1～2/17　南畑ふれあい劇場『歴代新作作品写真パネル展』
2/18～3/2　南畑フォトクラブ『秋冬写真展２』

◇課題
・引き続き、活動団体に声掛けをしていくことが必要

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　活動成果の発表の場として、またそれを見学する来館者の増加も期待が持てる事業である。

◇総合評価
　これまで、絵画や写真、書についての展示機会の提供を行ってきた。今後はそれ以外の活動にも目を向
けていく検討が必要であろう。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果　
　　
　　
　　
　　

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業
公民館施設維持管理事業

　公民館運営審議会地区会議

◇事業目的、目標等
南畑公民館の管理、運営、事業推進などを審議する。また、公民館事業に積極的に参加することで、実際
の取り組み状況を把握し、さらに活性化を図る。

◇事業概要

主催　　　南畑公民館

参加人数　　４人の公民館運営審議会委員

執行額（報償費）　　鶴瀬公民館で一括管理

他団体等の協力・連携状況

主な内容

〇第１回会議　７月４日（木）　午後７時３０分～午後８時３０分
・議題　①令和元年度南畑公民館事業の進捗について
　　　　　②令和元年度運営方針＆事業計画について
　　　　　③大規模改修工事の設計概要について
〇第2回会議　１０月２４日（木）　午後７時３０分～午後９時　
・議題　①上半期事業報告及び下半期事業について
　　　　　②第１７回なんばた青空市場について
　　　　　③令和２年度南畑公民館事業及び予算要求について
〇第３回会議　１月１６日（木）　午後７時３０分～午後９時
・議題　①令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価について
　　　　　②令和２年度大規模改修工事の概要及び休館予定について
〇第４回会議　３月１２日（木）　午後７時３０分～　（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため延期）

◇課題　
　　
　　
　　
　　
　　◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　現状から、さらなる公民館利用者向上を目指し、富士見市全域への協力を求めるためには、大いに機能
されている。地域間の差はあるものの、会議のみで終わらせるのではなく、動く公運審として活動してい
る。今後も、中心的な役割を担ってほしい。

◇総合評価
　社会教育法に規定された審議組織であり、地域住民が公民館運営のチェック機能を果たすものとして重
要な役割がある。地域に根ざした公民館を目指すためには欠かせない。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
・例年実施のAED講習会は利用者にとって貴重な体験の機会となっている。
・南畑公民館利用者の会や南畑地区公民館運営審議会の協力により利用者同士の交流を図ることがで
きた。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業
公民館施設維持管理事業

　利用者懇談会

◇事業目的、目標等　
　　
定期利用団体の声を反映した公民館運営及び利用者同士の交流や利用者と公民館の共通理解の場とす
るため、開催する。参加者の意見や要望を聞き、公民館事業や施設の整備に反映させる。

◇事業概要

主催　　　　南畑公民館

参加人数　　　年２回の懇談会を開催

執行額（報償費）　　なし

他団体等の協力・連携状況

主な内容

①第１回利用者懇談会　５月２４日（金）　午前１０時～１１時３０分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・消防訓練及びＡＥＤ講習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　・公民館利用などについての意見交換（参加者１２名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②第２回利用者懇談会　１２月１
４日（土）　午前１１時～１２時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・利用者の会の呼びかけ
で、大掃除の後、つきたてのお餅とけんちん汁で交流した、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・令和２年度大規模改修工事の設計概要について　（参
加者７０名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・令和２年公共施設予約システム
日程表について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・令和２年度団体登録につ
いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ふれあい劇場及び
利用者の会からのお知らせ

◇課題
　第１回の懇談会は例年参加者が少ない。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　①家にいても外出していても、どこで必要になるかわからないので良い事業だと思います。
　②普段は顔を合わせることがない他団体の交流・公民館事業計画を地域の人に知ってもらうのは良い
事だと思います。

◇総合評価
　利用者の声を聴く機会として貴重な場となっている。またその場を利用し、AED講習など付加価値を加え
ることも重要である。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

◇事業成果
　活動2年目となる今年度は、マップ作りを最終目標に、そのための掲載希望事業者を毎月ニュースレター
に掲載しつつ、そのニュースソースをもとにマップ作りにつなげた。ニュースレターは南畑まち協の全面的
な協力を得ることができ編集した。少しずつではあるが、名称や活動内容が認知されたことで、同まち協の
協力を得ることができたと考えられる。

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 　農バルプロジェクト援助

◇事業目的、目標等
　南畑地域内の商業・農業等事業者のネットワーク化を図り、それに関わるイベントを企画し、地域内の活
気と賑わいを生み出すプロジェクトを援助する。

◇事業概要

主催　農バルプロジェクト（コアメンバー会議）

参加人数

執行額（報償費）　　　なし

他団体等の協力・連携状況　　　南畑地域まちづくり協議会と連携

主な内容

〇ニュースレター作り
　　南畑まち協発行のニュースレターに地域の飲食店等の掲載希望事業者を紹介する「今月のTOPICS」
のコーナーをコアメンバー会議が取材編集。11月より毎月2名（計10名）掲載し、公民館だよりに折込み配
布。

〇地域マップ作り
　　ニュースレター掲載事業者のほかに、食と農に関わる事業者も入れた
　「食と農を恵るNANBATA MAP ■なんばたグールグル■」
　を発行（公民館予算で製作）。

〇なんばた青空市場抽選会参加キャンペーン実施
　　昨年度に引き続き、地域内の飲食店で５00円以上の飲食をした方に、
　11/3開催の「なんばた青空市場」抽選会に参加できるという企画を実施。

◇課題
　今後、コアメンバー会議では活動の趣旨に賛同する団体・個人を加え、事業企画委員会へ組織を大きく
する目標があり、市からも補助金を交付される予定で予算的バックアップも得て、いかにして仲間を増やし
つつ本格稼働していくかが大きな課題となる。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　地域の活性化を目的とした活動を期待したい。今後いかに仲間を増やしていくかが、事業定着あるいは
成功のカギを握っていると考える。

◇総合評価
　今回のマップ作りの過程で、今まで公民館と「縁」が薄かった事業者とつながりができたことは評価に値
する。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

令和元年度南畑公民館事業報告兼事業評価

公民館施設維持管理事業 　施設維持管理事業

◇事業目的、目標等
　安心・安全な施設管理を目的とし、利用者目線での施設維持管理を図る。
　 
◇事業概要

大規模改修工事関係
・大規模改修工事に必要な設計業務実施…①内装、外装、屋上等改修　②給排水管更生　③冷温
水発生機更新

委託業務内容
　・清掃業務委託・エレベーター保守点検委託・自動ドア保守点検委託・空調設備保守点検委託・樹
木維持管理業務委託
　（施設管理業務・特定建築物及び建築設備定期検査委託・消防設備保守点検委託・防火対象物定
期点検委託は鶴瀬公民館にて予算化）

修繕発注内容
・機械室錠前修繕…錠前が故障したので交換。
・視聴覚室の排煙窓修繕…排煙窓が作動不能になったため修繕。
・視聴覚障害者用誘導点字ブロック修繕…破損個所が多数発生したための交換。
・屋根修繕…台風１５号の影響で鉄板部分が剥がれたための修繕。
・機械室の空調用ポンプ漏水修繕…漏水が発見されたための修繕。
・事務室内の非常灯修繕…非常灯１台が点灯不能となった為の交換。
・印刷室の錠前修繕…錠前が故障したための修繕。
・煙感知器（２か所）修繕…２階階段上部・和室前廊下の煙感知器が故障したための交換。

◇事業成果
　令和２年度実施予定の大規模改修工事に関わる設計業務委託を実施した。修繕及び維持管理に
係る委託業務ついては、予定通り完了した。施設の老朽化により緊急修繕として8件実施した。

◇現状と課題
　令和２年度に大規模改修工事を予定しており、緊急修繕に限って実施してきた。しかし施設の経年
劣化は避けられず、今後、公共施設マネジメントによる個別施設計画で、どのように位置づけられる
かが課題であろう。

◇地区公民館運営審議員の意見等
　安心・安全を提供することは、利用者の学びや交流のための活動を保障する第一の課題となる。経
年劣化による修繕箇所が増加することで、業務も大変であると思うが、今後とも努力願いたい。

◇総合評価
　経年劣化による老朽化は避けられない課題である。令和２年度に予定されている大規模改修工事
により、かなりな部分が改善されると思われるが、今後も利用者目線で、利用者の声に耳を傾け、利
用しやすい安心・安全な施設提供を目指したい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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令和元年度 富士見市立水谷公民館事業計画 
 
＜学級・講座等＞日常生活やめまぐるしく変化する社会・経済情勢から生まれる課題の解決に向けた学習機会の充実を図り、

市民の生涯にわたる学習活動を支援するとともに、地域の特色を活かしたまちづくり活動を市長部局とも連携し、その支援

に努める。 

事業名等 
開催予

定時期 

開催予定 

回 数 
対象 備  考 

・子育てサロン「親子フレンドバーク」 

・お母さんのステップアップ講座 

・水谷地域子ども広場（土曜道場/ 

ごろごろ） 

・教育講演会 

・家庭教育支援事業人間尊重啓発講座（兼親

の学習講座） 

・介護予防講座「回想サロン」 

・第 43回水谷青空学校 

・第 34回みずほ台小学校区青空学校 

・水谷学級（高齢者学級） 

・介護予防事業介護者サロン 

・おひとりさまサロン「百の会」 

・『いっしょにたべよ！』〈ポトフ〉支援 

・ピースサロン 

・ピースシネマサロン 

・健康ハイキング 

・生活文化講座「ミュージックベル」 

・ＩＴ活用推進事業 

・里山ボランティア体験事業 

・第 36回水谷文化祭 

・うたごえ喫茶 

・ワイワイコンサート 

・サークル公開月間 

・学社連携事業 

・地区体育祭の援助 

・第 32回水谷新春交流会 

・「コウミンカンカフェ」 

・「コウミンカンリノベーション」 

4～3月 

例月 

通年 

通年 

２月 

 
 
 

2月 

８月 

８月 

5－3月 

通年 

通年 

  
通年 

通年 

3月 

 

3月 

 

通年 

通年 

11月 

年 2回 

6月 

10月 

11月 

10月 

１３回 

７回 

15回 

 
1回 

1回 

 
1回 

2日 

2日 

 

 

 

 

 

 

 

親子 

児童 

児童 

 
一般 

一般 

 
一般 

児童 

児童 

高齢者 

 
 

団体 

 
 

団体 

団体 

 

幼児を持つ親子を対象とした親子交流事業。 
子どもと離れ同士が悩みや疑問を話し合う（保育付）水谷

小学校区地域子ども教室運営委員会への支援 
児童 31.指導員２６名参加。 

 
不登校引きこもりを考える親の会「まわりみち」と共催 

 

 

 

 

 

 
支援 

 

支援 

 

 

 

 

 

 

 

支援 

 

支援 

 

＜情報提供・相談＞市民の生涯学習・社会教育活動の発展につながる情報及び資料の収集、提供・学習相談に努める。 

「公民館だより」を市民とともに編集し、学習文化、地域情報を中心に地域のコミュニケーション紙として地域全体 

に定期的に発行する。 

事業名等 
開催予定 

時  期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・情報コーナーの整備 

・学習相談・情報提供 

・水谷公民館だより発行 

 

・市ホームページの充実 

通年 

通年 

通年 

 

通年 

随時 

随時 

10 回 

 

随時 

利用者 

 
地区全

世帯外 

 

 

14,450部 

 

＜施設提供＞◇安全で快適に利用できる施設・設備の整備、地域防災拠点としての施設改善に努める。 

事業名等 
開催予定 

時  期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・施設維持管理事業 

・施設緑化推進事業 

通年 

通年 

随時 

随時 
 

 

グリーンカーテン 

 

＜その他＞市民との協働による公民館活動の充実をめざし、公運審地区会議や利用者懇談会を開会して公民館運営に係る市

民の意見を聴く機会をつくる。事業評価は、外部委員によるものと、公運審地区委員の協力を得て自ら行う。また、職員の

専門性の向上を図るため、研修会等に参加する。 

事業名等 
開催予定 

時  期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・公民館運営審議会全体会 

・公民館運営審議会地域会議 

・利用者懇談会 

・事業評価 

・職員研修 

通年 

通年 

通年 

通年 

通年 

4 回 

4 回 

随時 

 

随時 

委員 

委員 

利用者 

 

職員 

 

 

２回実施予定 

外部評価及び公運審委員による評価 

 



事業名

◇課題
・より一層の新たな住民の取り込み。
・新たな協力スタッフの発掘。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・交流施設の活用など、既存の場所や内容に固執しない展開に期待。
・とても良い取り組みだと思う。
・子育て世代の親を孤独にさせないことが大切と言われており、毎回参加者もそれなりにいるようなので、
継続が望ましい。

◇総合評価
水谷地域は新興住宅地が開発され、人口も増加しており、その多くが子育て中の若い世代が中心
である。子育てサロンは、育児に関する相談や悩みの解消、心身のリフレッシュや仲間づくり、
地域デビューの契機として有効である。さらに参加者数を増やすために、情報の発信手段等を検
討し、新たな協力スタッフの発掘にも努め、今後も継続する。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・みずほ台中央公園交流施設で初めて実施した。公園利用者など、みずほ台地区の親子が参加し、水谷
公民館実施時とは別の親子が多く参加していた。
・定期的に参加する親子が見られ、参加人数が延べ人数で前年から40人程度増加した。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 子育て学習支援事業　子育てサロン「親子フレンドパーク」

◇事業目的、目標
親が集まり、自由に子どもを遊ばせながら仲間づくりや情報交換ができる居場所づくりを目的とする。
対象：未就園児の親子

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加人数　延べ　大人85名、子ども88名　＊定員：なし（10組程度を目安）

執行額（報償費）１８，０００円（スタッフ事業協力謝礼）

他団体等の協力・連携状況　市民および水谷南畑地区の民生委員、ボランティア（紙芝居）による運営協力

主な内容

・開催日時　原則毎月第１水曜日午前10時30分～正午。内訳は下記表のとおり。
・内　　　容　親子で一緒におしゃべり、手遊び、紙芝居鑑賞など。
・会　　　場　水谷公民館児童室（計11回、１回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
　　　　　　　 みずほ台中央公園交流施設（計２回、令和元年度から実施）

※みずほ台…みずほ台中央公園交流施設

4月10日 5月8日
5月28日
（みずほ台）

6月5日 7月3日 8月7日 9月4日 10月2日
10月29日
（みずほ台）

11月6日 12月4日 1月8日 2月5日 3月4日 合計

大人 1 6 11 12 5 5 11 12 3 9 6 4 7 中止 85

子ども 1 7 11 12 5 5 11 12 3 9 7 5 7 中止 88

スタッフ 3 3 2 4 5 3 5 5 2 4 5 3 5 中止 44
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事業名

◇課題
・継続的な学習機会となるような内容の検討。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・子育て世代の悩みが解消できるような繋がりづくりの場となることに期待。
・未就学の子の親が一番まよう所が早期学習だ。学校に上がる前からの学習を今の親たちは気にしてい
る。ヒトが人間として育つために、大切な幼少期をどう過ごしたらよいか、語れる講師を招いてほしい。
・子育てにやさしい富士見市と言われるためにも必要な事業である。

◇総合評価
本講座は、母親が育児からひととき離れ、リフレッシュしたり、他の母親たちと交流や親睦を深める機会と
して有効であることから今後も継続実施する。ただし、講座内容によって参加者数にばらつきがあるので、
講座内容を工夫する必要がある。また、参加者同士の交流の機会としても活用したい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・昨年度よりも実施回数が２回少なかったものの、各回平均では参加者増となった。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 子育て学習支援事業　お母さんのステップアップ講座

◇事業目的、目標
親育ちの機会として、子育てなどに役立つ学習や体験、仲間づくりの場の提供を目的とする。
保育付きの事業として、こどもから一時的に離れ、育児疲れの解消やリフレッシュを兼ねる。
対象：未就園児の親

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加人数　延べ　大人43名、子ども38名　＊定員：各回12名（保育付きのため）

執行額（報償費）２５，０００円（講師謝礼）、８７，６１５円（スタッフ事業協力謝礼）

他団体等の協力・連携状況　保育スタッフ（12名登録）、講師は市民人材バンク登録者を活用

主な内容

・開催日時　原則毎月第３水曜日午前10時～11時30分。内訳は下記表のとおり。
・内　　　容　参加者同士の交流ができるよう、体験型の事業を多く実施した。
・会　　　場　水谷公民館講座室等（計７回、１回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）。

合計

43

38

42

１月15日

子育てママヨガ

スタッフ 5 6 7 9 8

保育幼児 3 3 7 8 12

お月見だんごづくり アロマセラピー
クリスマスの

スイーツデコづくり

お母さん 3 4 8 8 14

中止

６月19日 ７月17日 ９月18日 10月16日 12月18日

内容 どうぶつ折り紙
テラコッタのカップづ

くり

6

5

7

3月18日

アロマセラピー

中止

中止

子育てママヨガ

58



事業名

◇課題
・土曜道場では、公民館利用サークル等から体験事業の協力を担っているが、協力者の高齢化。
・携わってくれる団体を増やしていくこと。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・協力者の高齢化への具体策を考えていきたいところ。
・とても良いと思う。手や体を動かすことは大切。うどん作りさせてもおもしろい。
・毎回、相当な参加者があり、続けることが望ましい。

◇総合評価
水谷子ども広場は、各小学校区で実施されている地域子ども教室の中で、唯一公民館を会場としている。
そのため、茶道や絵手紙などのイベントは公民館利用サークルの方々が協力しており、当館ならではのス
タイルといえる。コーディネーターをはじめとするベテランスタッフの運営のもと、子どもたちの居場所として
定着している。ただし、参加する子どもたちがやや固定化しているので、公民館をあまり利用しない子ども
たちの参加が増えるような工夫が必要である。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・子ども広場の活動により、子どもたちが公民館へ来館するきっかけの一つとなっている。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 水谷子ども広場（地域子ども教室）

◇事業目的、目標
子どもの遊びと交流の場を地域の方や公民館サークルの協力で作っていく。
そして地域の教育力の再生と放課後の子どもの居場所づくりを進める。
対象：水谷小学校児童

◇事業概要

主催　地域子ども教室運営委員会（水谷子ども広場）

参加人数　・土曜道場（6回:122名） 　　・ごろごろ（１５回:377名）　※参加定員なし、延べ人数

執行額（報償費）　０円

他団体等の協力・連携状況　富士見市地域こども教室運営委員（生涯学習課対応）

主な内容

土曜曜道場
・開催日時：第４土曜日開催（令和元年度は年6回開催）午前9時～午前11時30分
・内　　　容：茶道、絵手紙、押し花、昔遊び、（こま、けん玉等）、スポーツ（卓球、バドミントン、スポーツ吹
矢等）コーナーを設け、自由体験。
ごろごろ
・開催日時：第２・第４月曜日放課後（令和元年度は１５回開催）　午後3時～夕焼け放送まで
・内容：ゲーム、スポーツ用具などを用意し、子どもたちが自由に遊んだり、宿題などを行う。
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事業名

◇課題
・３０年以上続く取り組みで、参加者も７０名以上となる注目される講座である。
・公民館としてこのような課題に今後も向き合い取り組んでいくとともに、年１回の講演だけでなく、「まわり
みち」の日頃の活動につなげ、不登校・引きこもりの問題に悩む市民の学びの機会を提供していきたい。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・未来の社会的コストの削減という意味からも、不登校、ひきこもりを防ぐ取り組みは推進していただきた
い。
・とても重要な事業だと思います。
・この事業を通じ、不登校、引きこもりの解消につながるのであれば継続していただきたい。

◇総合評価
不登校や引きこもりは、当事者に限らず多くの世代が共に学び、共に考えなければならない問題である。
地域の課題としてどう取り組むかを考慮に入れながら、今後も継続していく。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・実施なし。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 教育講演会（兼親の学習講座）・人間尊重啓発講座

◇事業目的、目標
社会的問題の「不登校・引きこもり」など、教育に関して幅広く学習する機会として実施する。また、少子化・核家族化・地域コ
ミュニティの希薄化などを背景として、子育てをする親の不安や孤立感の深まりが問われている。この講座を通じて、親自身の
学びや気づきの機会、親同士の交流や学び合いの機会の創出を目的とする。

対象：市民一般

◇事業概要

主催　水谷公民館、不登校・引きこもりを考える親の会「まわりみち」

参加人数　０名（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止）

執行額（報償費）８０，０００円※未執行。（内２５，０００円を生涯学習課人間尊重啓発講座予算から支出予定）

他団体等の協力・連携状況　不登校・引きこもりを考える親の会「まわりみち」との共催

主な内容

・開催日時　３月７日（土）予定、中止。
・内　　　容　講演会『声なき声を聴く基本的心得』
　　　　　　　　　講師：富田富士也氏（子ども家庭教育フォーラム代表、教育・心理カウンセラー）
　　　　　　　　　※傾聴の基本がテーマであったことから、親の学習講座を兼ねて実施する予定であった。
・会　　　場　水谷公民館多目的ホール

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止。
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事業名

◇課題
・今年度は、昨年度の講師のファシリテーションを参考として、介護者支援サポーターすまいると協力し、
予算なしで行う予定であった。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・回想サロンの効果をしっかりと検証して、発展に繋げていただきたい。
・また取り組んでほしいと思います。
・ボケ防止、あるいは、老人の脳の活性化には回想法が役立つといわれている。今回は中止となったの
で、参加者がわからないが、高齢化が進むなか、必要な事業と考える。

◇総合評価
懐かしい映像や写真を活用し、昔の自分を思い出し、語り合う回想法は、認知症やその予防に効果がある
といわれている。介護予防の手段はいろいろあるが、そのうちのひとつとして、今後も継続していく。市民
サポーター活動を活性化させる手段としても活用したい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・実施なし。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 介護予防講座「回想サロン」

◇事業目的、目標
超高齢化社会に対応すべき介護予防の学習機会の提供を目的とする。
対象：市民一般

◇事業概要

主催　水谷公民館、介護者支援サポーターすまいる

参加人数　０名（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止）

執行額（報償費）０円

他団体等の協力・連携状況　介護者支援サポーターすまいる　との共催

主な内容

・開催日時　３月11日（水）予定、中止。
・内　　　容　回想サロン『新聞記事で思い出す昭和40年代』
　　　　　　　　　講師：水谷公民館長
　　　　　　　　　※読売新聞社製作のＤＶＤ（昭和40年代を新聞記事で回顧する内容）を見ながら、
　　　　　　　　　　　当時の様子を振り返る内容で実施する予定であった。
・会　　　場　水谷公民館多目的ホール

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止。
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事業名

◇課題
・引き続き、後進の育成に努める。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・指導員の学生何名かと話をする機会があった。彼らが公民館の活動に繋がるような取り組みも考えてい
きたいところ。
・青空学校で育った子が、次の指導員となって活動し、次世代を育てる、とても良い事業だと思うので、こ
れからも続けてほしいです。
・参加者が指導者にと継承していくことに意義がある。

◇総合評価
実行委員が中心となり、後継の指導員育成も配慮し実施されている。実施時期が８月上旬の酷暑の時期
であることから、熱中症対策など児童の体力を十分考慮し、危機管理意識を持った上でのプログラムの編
成が求められる。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・後進の指導員の育成等のため昨年度実施した「水谷青空学校指導員オリエンテーション」参加の小学生
１１人が、今年度中学生となり指導員として新たに加わって活躍した。
・大学生を中心にリーダーを任せることで、指導員としての自覚ができた。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 第４３回水谷青空学校

◇事業目的、目標
年齢を超えた集団の中で、宿泊などを通して生活ルールを学ぶことや、普段体験できない地域の自然や
文化に触れ、ものを作り出す喜びなどを異年齢集団のなかで体験する。
対象：水谷・関沢・針ケ谷小学校児童（３～６年生）

◇事業概要

主催　水谷青空学校実行委員会、水谷公民館

参加人数　水谷・関沢・針ケ谷小学校児童計31名（当日指導員：36名、保護者スタッフ31名）

執行額（報償費）別途参加費（児童一人２，５００円＝食事代、保険代等）

他団体等の協力・連携状況　指導員（中学生～大人）、参加児童の保護者および大人協力者

主な内容

・開催日時　８月３日（土）～４日（日）
・内　　　容　（メイン）おかしの家づくり（自作したクッキーで家をつくり、並べて街並みをつくる）。
　　　　　　　（その他）レク、ナイトラリー、肝試し、うどんづくり、キャンプファイヤーなど。
　　　　　　　　※主な企画および当日運営は、大学生指導員を中心に実施。
・会　　　場　水谷公民館、水谷小学校校庭

おかしの家づくり
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事業名

◇課題
・指導員の体制が年々厳しくなってきている。企画・運営が一部のスタッフに集中しており、後を継ぐ人材
の確保が必要である。
・青空学校で体験・経験したものを地域で活かす工夫・仕組み作りが必要である。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・指導員の体制作りが厳しいとのこと。これからも続けられるように、工夫してもらいたい。
・水谷青空学校と合同ということもあるのでしょうか。
・水谷青空学校では後継者が出てきたのに、みずほ台では人材がいないのは何故か。事業継続のなか
で、課題を解決して頂きたい。

◇総合評価
数年間の中断があるものの３０年以上にわたり、実施されてきた事業であり、今後も継続が望まれるが、
参加者が減少傾向にあることから水谷小地区との合同開催も検討する時期にある。かつての参加者が指
導員として活動している例もあるので、こうした流れをさらに強められるような工夫をしたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・地域の身近な施設で、異年齢の仲間や先輩となる指導員と共同で作業しながら活動・体験していくこと
は、自主性や協調性、喜びや達成感を得る貴重な機会となっている。
・開催に向けての実行委員会や作業は、指導員の成長にも寄与している。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 第３４回みずほ台小学校区青空学校

◇事業目的、目標
年齢を超えた集団の中で、生活のルールを学ぶことや普段体験できない地域の自然や文化に触れ、物を
作りだす喜びなどを体験する。また、地域の中でジュニアリーダー養成をめざす。
対象：児童（小学３年生～６年生）

◇事業概要

主催 みずほ台小学校区青空学校実行委員会、水谷公民館

参加人数 児童：１５名　指導員および保護者スタッフ：約３０名

執行額（報償費）　なし

他団体等の協力・連携状況　児童保護者、社会人、大学生、高校生、中学生で実行委員会を組織

主な内容

・開催日時：８月１７日（土）～１８日（日）
・テーマ：ワクワク！手作り借り物競争！！
・内容：１日目…開講式、レクゲーム、借り物づくり（工作）、カレーづくり・飯盒炊飯、きもだめし等。
　　　　 ２日目…朝食・ホットドックづくり、借り物競争、まが玉づくり、流しそうめん、水遊び等。
・会　場：水谷公民館・水谷小学校体育館
＊開催準備にあたって、実行委員会や打合せ、準備作業を随時開催。
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事業名

◇課題
・サークル活動は活発であるが、全体会の参加者数が少ない。
・老人クラブに属さない学級生が運営面に関わっていない。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・毎年、全体会への参加の少なさが課題に挙がっている。根本的に仕組みの見直しが必要ではないか？
・元気な高齢者は、公民館が手出ししなくても「生き生き」とした暮らしを送る人が多いと思う。これらに加え
て、閉じこもりがちな人を誘い出し、心身ともに強く楽しくさせることが重要。

◇総合評価
高齢者の学習、仲間づくり、居場所として十分な役割を果たしている。しかし、参加者が減少傾向にあり、
全体会の出席率も５割に満たないことがある。サークル活動は活発に行われているので、学習面を充実さ
せる方策が必要である。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・サークル活動は、学習意欲の向上や仲間づくりにつながり、いきいきと活動する機会になっている。
・水谷文化祭や新春発表会に参加することが、日頃のサークル活動の向上に繋がっている。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 水谷学級（高齢者学級）

◇事業目的、目標
高齢期をいきいきと暮らすための学習・仲間づくりの一助として実施。
対象：６０歳以上の高齢者

◇事業概要

主催　水谷学級運営委員会、水谷公民館

参加人数　１０４名

執行額（報償費）　１４１，０００円

他団体等の協力・連携状況　水谷地区内老人クラブ代表者で運営委員会を組織

主な内容

全体会：月１回、サークル活動：１０サークル月１～２回、運営委員会：年８回
＜全体会＞（参加者数）
　５月　９日　　開講式、サークル活動打合せ　８７名
　６月２０日　　健康のための学習＆軽運動　 ４５名
　７月１８日　　芸能鑑賞「落語」　　　　　　　　１１０名
　９月１９日　　教養講座「富士見の歴史」　　　５１名
１０月１７日　　グラウンドゴルフ（台風の大雨による
　　　　　　　　　　影響で中止）
１１月２１日　　パラスポーツ体験　　　　　　　 　３０名
１２月１９日　　音楽鑑賞「講話と消防音楽隊」 ５７名
　１月１６日　　新春発表会  　　　　　　　　      　８７名
　２月２０日　　映画鑑賞「ミラーを拭く男」    　  ６６名
　３月１９日　　修了のつどい(新型コロナウイルス感
　　　　　　　　　染拡大防止により中止)
＜サークル活動＞
書道１７回、折り紙９回、ペン習字１６回、生け花７回
パソコン１２回、体操１５回、カラオケ１７回、舞踊１５回、フラダンス１７回、民謡１６回

６月全体会の様子

64



事業名

◇課題
・2020年3月27日、埼玉県議会において、「埼玉県ケアラー支援条例」が可決・成立された。条例には、「介
護者への支援を総合的に進めるための計画を県が策定することや、市町村や民間支援団体などとの連携
体制を整備すること」が盛り込まれている。今回の条例化の流れの中で、「介護者サロン」の重要性がより
高まっていくことが予想される。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・介護に当たっている間は、不安が多い。一人でも多くの人が、この場で救われるようになっていただきた
い。
・介護経験のある者として、こういう場所がある事はありがたい事です。続けてほしいです。
・どのような形で実施されているか、無知で申し訳ありませんが、介護のグチを聞く場、やすらぎを与える
場になれば、一緒に考える場になれば、事業の意義は大と考えます。

◇総合評価
介護者の居場所づくりを目的としたサロンである。開設当初に比べ、介護者に対する民間事業者のケアが
整ってきたこともあり、参加者が減少している。ケアラー支援条例が制定されたこの機会を活用し、事業の
活性化を目指したい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・定期的に開催することで、相談窓口としての機能はある。また、高齢者あんしん相談センター職員と協力
することで、専門性的な助言も得られる。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 介護予防事業　介護者サロン「つぶやきカフェ」

◇事業目的、目標
進展する高齢化社会に対応できる介護保険制度・介護予防・地域社会のありかたについて学習・交流する。

「つぶやきカフェ」は、介護をしている方の安らぎ、安心して悩みを話せる場として運営。
対象：介護者

◇事業概要

主催　水谷公民館、介護者支援サポーターすまいる（協力：高齢者あんしん相談センター ひだまりの庭むさしの）

参加人数　延べ49名（スタッフ含む）

執行額（報償費）０円

他団体等の協力・連携状況　介護者支援サポーターすまいる　との共催

主な内容

・開催日時　毎月第2水曜日　午後１時30分～４時
・内　　　容　4/10　6名、5/8　5名、6/12　5名、7/10　4名、8/14　3名、9/11　6名、
　　　　　　　　10/9　4名、11/13　6名、12/11　4名、1/8　3名、2/12　3名
　　　　　　　　※3月は介護予防講座実施のため、お休み。
・会　　　場　水谷公民館会議室
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事業名

◇課題
・企画の実施と、悩み相談のバランスが難しい。
・会が設立されて5年が経過し、設立当初の目的とやや趣向が変わってきている。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・高齢者が自ら企画し、多くの仲間づくりの場となっている。新しい人も入りやすい工夫を重ねていただきた
い。
・高齢者学級とのかねあいはどうなるのだろう。そちらのサークルで活動した方が、友もできるのでは。家
族と暮らしていても一人ぼっち感覚のお年寄りもいるのでは。そういう人も入れるようにしたらどうでしょう。
・ひとり暮らしの人であっても、元気の良い人は、どしどし外に出て交流している。高齢者学級などにも参加
せず、ひとりで家でくすぶっている人をどう力づけるのか、その一助になっているなら継続の必要ありと考
える。

◇総合評価
一人暮らしの方の居場所、交流の場として、定着している。世話人が中心となり自主的かつ計画的に運営
されている。しかし、世話人の負担が大きくなってきているので、運営方法や活動内容について検討する
必要がある。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・世話人のコーディネートによって、会の参加者一人ひとりへの気配り、全員で楽しむ工夫がなされてい
る。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 おひとりさまサロン百
もも

の会
◇事業目的、目標
ひとり暮らしの高齢者の方が、同じ立場の方たちとの交流を通じて、自ら生きがいを見つけ、いきいきと暮
らしていくための一助となるように実施する。
対象：ひとり暮らしの高齢者

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加人数　延べ49名（スタッフ含む）

執行額（報償費）０円

他団体等の協力・連携状況　2名の世話人の協力を得て企画・運営、市まちづくり講座の活用

主な内容

・開催日時　原則毎月第2・4月曜日　午後１時30分～3時30分
・内　　　容　4/8　茶話会　11名、4/22　ぼたんの花見物（多聞院）　11名
　　　　　　　　5/13　富士見市の歴史　14名、5/27　菖蒲の花見物（山崎公園）　11名
　　　　　　　　6/10　富士見市の歴史　12名、6/24　ヘルマンハープ　9名、
　　　　　　　　7/2　難波田城公園見学　9名　7/8　冷うどんづくり　17名、7/22　後期高齢者医療制度の話　15名
　　　　　　　　9/9　映画鑑賞　10名
　　　　　　　　10/28　みずたに幼稚園前発掘現場見学　8名
　　　　　　　　11/11　下水道の話　13名
　　　　　　　　12/9　うどんづくり　13名
　　　　　　　　1/27　お汁粉づくり　7名

　　　　　　　　2/10　歌の会　9名　（3月は中止）

　　　　　　　　※ある程度年間計画を立て、その都度会員に意見を募り実施。
・会　　　場　水谷公民館会議室

10/28の現場見学
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事業名

◇課題
・埼玉県子ども食堂ネットワークとの関わりや、富士見子ども食堂ネットワークの中心をポトフが担うなど、
全市的なつながりのもとでの展開が始まりつつある。公民館としても、協力体制を維持していきたい。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・一時期の流行ではなく、地域に根づいた活動となっている。運営のみなさんに敬服します。
・手伝う人、食べる人、知り合った地域の子ども達。道で会うと声をかけ合い、昔育った田舎を思い出す。
「夕飯食ったか」「風呂入ってけ」。夕方フラフラしていると、近所の人によく声をかけられた。仕事で遅い親
の事を知っていて、どれだけお世話になったことか。人を信頼する気持ちはこうやって育つのだと、大人に
なって思い知った。この事業は、その意味でも大切だ。回数がふえるともっとよいが。
・子ども、高齢者の交流の場ともなっており、公民館が支援することは望ましい。

◇総合評価
子どもの貧困は地域の抱える大きな課題であり、子ども食堂の運営には公民館として全面的な協力体制
をとっている。ポトフもNPO法人になり、また、協力団体も増えて運営が軌道にのっている。公民館としての
支援方法を検討しながら、今後も継続していく。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・高齢者や一般にも開放されており、参加者から調理ボランティアになった人もいる。
・子ども中心ではあるが、地域の居場所としての役割を担っている。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 市民活動支援事業　『いっしょにたべよ』〈ポトフ〉支援

◇事業目的、目標
子どもの貧困対策や居場所づくりをはじめ、広い世代の交流の場づくりとして、いわゆる「子ども食堂」に準じた取り
組みを行う団体活動の支援を通じて、地域の子育て支援や地域コミュニティの場となるよう協力する。
対象：子どもおよび一般

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加人数　子ども参加者延べ268名、大人参加者延べ26名、スタッフ延べ233名

執行額（報償費）０円

他団体等の協力・連携状況　ポトフ（令和元年8月よりＮＰＯ法人化）が運営、学習支援団体「あざみの会」が協力。

主な内容

・開催日時　毎月第2木曜日　午後6時～8時
・内　　　容　平成28年10月から開催、4年目。
　　　　　　　　食後は勉強や工作などを行う。
　　　　　　　　※公民館は、申込受付、会場確保、工作などを支援。
・会　　　場　水谷公民館講座室等

調理の様子
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事業名

◇課題
・定期的に開催していたが、参加者が高齢化しているためか、参加者が増えない。来年度は、話者として
小学生の前で語っていただく時期を中心に開催することにした。
・戦争体験者の体験談をまとめた文集をまとめる計画であったが、分量が少なかったため、公民館だより
に掲載することに変更した。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・語り部の高齢化もあり、今後の活動には時代に即した新たな手法の模索が必要と思われる。
・戦中時代を知っている人が少なくなってきて、企画は良いが、定期的に開くのはむずかしいですね。平和
に関する講演会、映画会などを多くしていくようでしょうか。戦争をしないための、世界が平和であるため
の。
・戦争体験者は、戦後、７５年も経とうとしており、ほとんどいなくなったのではないかと思います。このまま
続けてよいか否か見直す時ではないかと思います。

◇総合評価
戦争体験話者同士の交流、戦争体験の継承を図ることを目的したサロンではあるが、一般市民の参加が
少ない。話者も高齢となっていることから、今後、小学校での戦争体験講話も含め、将来を見越した運営を
考える必要がある。

□拡大　　　□継続　　　☑見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・定期的に開催していたが、参加者が高齢化しているためか、参加者が増えない。
・8月10日にふじみ野市にあるみほの幼稚園の平和講演会に参加し、講師の早乙女勝元さんの話を聞い
た。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 ピースサロン

◇事業目的、目標
戦争体験談話者同士の交流、体験談についての技術向上、一般市民も含めた戦争体験の継承などをめ
ざす。※対象：戦争体験話者・一般

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加人数　延べ１２名

執行額（報償費）　０円

他団体等の協力・連携状況　なし

主な内容

①6月21日　　今年度の企画と体験談の原稿募集            2名
②7月19日　　体験談の原稿について                 　   2名
③9月20日　　早乙女さんの講演会に参加者の感想          2名
④11月15日　 小学校へ体験談を話した方の感想　  　　 　 1名
⑤12月22日　 今後のピースサロンについて 　　　　　　　 2名
⑥2月23日　　お休み
※8月10日　　早乙女勝元さん講演会(みほの幼稚園ホール)  3名

68



事業名

◇課題
  　―

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・中止につき、次回の企画に期待。
・こういう企画、これからもどんどんやってほしい。観ようと思っていたので大変残念でした。

◇総合評価
「戦争を二度と繰り返してはならない」というピースサロンスタッフの願いをアピールする機会として実施し
ている。今年度は中止になってしまったが、実施前の市民の関心も高かったことから、同様の内容で来年
度は実施したい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
　　―

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 ピースシネマサロン（ピースサロン特別企画）

◇事業目的、目標
水谷公民館では、平成27年から「ピースサロン」を開催しているが、その特別企画としてイベント・展示など
を開催し、より身近な地域で戦争や平和などを学び、考える機会とする。
対象：一般

◇事業概要

主催　水谷公民館

執行額（報償費）　４０，０００円（予算額）

参加人数　―

他団体等の協力・連携状況　なし

主な内容

・開催日時　３月１日(日）午後１時３０分
・内容　映画　「大本営最後の指令～遺された戦時機密資料が語るもの～」の上映と吉丸昌昭氏（映画プ
ロデューサー）の話
・会場　水谷公民館　講座室

・新型コロナウィルスの感染拡大防止のため中止
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事業名

◇課題
 ・ハイキングの実施時期や場所、コースの決め方。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・工夫が見える企画で、参加者が楽しむ姿が浮かぶ。安全を確保しつつも、より多くの参加を勧めていただ
きたい。
・続けてほしいです。
・健康を目的としたハイキング、ウォーキングなど、公民館だけでなく、健康増進センターでも行われている
と聞いている。今年度の参加人数は少ない。町探検は資料館でもしている。他との共催にしたらどうか。

◇総合評価
身近な自然や旧跡を楽しみながら歩くハイキングは、心身共にリフレッシュできる。毎回、高齢者の参加が
ほとんどということもあり、コースの入念な下見など運営スタッフの周到な準備により実施されている。天候
に左右されやすいのが難点ではあるが、健康増進を目的とする事業として継続する。スタッフの労力に見
合った参加者数になるよう、内容や周知方法を検討したい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・初心者向けの山登りや近隣の町探検を楽しみ、参加者同士の交流を図る。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 健康ハイキング

◇事業目的、目標
地域住民が楽しく身体を動かしながら親睦を深め、また、成人病予防・介護予防にもつながるような健康な
心身をつくることを目的とする。
対象：一般

◇事業概要

主催　ふれあいTAP・水谷公民館

参加人数　①5月18日(土）13名（一般5名　スタッフ等6名） 　②10月19日（土）5名（一般2名　スタッフ等3名）

執行額（報償費）　１０，０００円

他団体等の協力・連携状況　ふれあいTAPが主体に企画し、水谷山の会の協力

主な内容

①5月18日（土）　「春の山へ！　 鐘撞堂山（かねつきどうやま）ハイキング」
　 みずほ台駅➡寄居駅➡大正池➡鐘撞堂山山頂（昼食）➡円良田湖➡少林寺➡寄居駅➡
　　みずほ台駅

②10月19日（土）「秋の三芳ウォーキング」
    みずほ台駅➡ケイヨーＤ２（トイレ休憩）➡下組➡多福寺➡旧島田家住宅（昼食）➡多福寺
    江戸屋弘東園（自己負担　※100グラムあたり１５０円　サツマイモを食べさせてくれる。）
    ➡みずほ台駅
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事業名

◇課題
　　―

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・中止になったが、多くの期待を受けていた事業であることから、次年度の開催に期待する。
・次年度の成果を期待します。

◇総合評価
春休みの時期に子どもたちも参加できる内容を企画していた。来年度には実施したい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
募集段階で問い合わせ状況から、多くの参加が見込めただけに中止となり成果が出せなかった。次年度
に開催することも検討する。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 生活文化講座「ミュージックベル体験講座」

◇事業目的、目標
地域住民の文化を活性化させ、心豊かな生活を送ることができることを目的とする。
対象：小学５年生以上

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加人数（募集人数）　１５名

執行額（報償費）　なし（予算３０，０００円）

他団体等の協力・連携状況　なし

主な内容

・開催日時：３月３０日（月）午前１０時３０分から～午後０時３０分
・内　容：ミュージックベル演奏体験
・会　場：水谷公民館　講座室
・講　師：日本ミュージックベル協会認定講師

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
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事業名

◇課題
・相談室利用者の減少傾向への対策。
・パソコン相談室の活動の紹介とPR。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・利用者の減少が問題とのこと。柔軟な発想で、参加する意義の高い教室運営に期待。
・IT活用時代なので、続けてほしいです。
・私も利用したことはあるが、高齢者にはPCは苦手であり、役立った。PC相談は継続して欲しい。

◇総合評価
利用者は減少傾向にあるものの、パソコンをこれから始めようという初心者には無料で受講できる身近な
場である。スマートフォンの普及により、高齢者でもパソコンの操作は生活する上で不可欠となっており、
今後も需要は見込まれる。パソコン相談室が実施されていることを知らない住民も多いと思われるので、
公民館だよりだけでなく、他事業実施の際に宣伝するなど、情報の発信について工夫したい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・高齢者や初心者の方へパソコン動かし方から表計算ソフト等の使い方やスマートフォンあるいはタブレッ
ト端末の使い方についての指導が丁寧に行われた。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 IT活用推進事業

◇事業目的、目標
ボランティア団体の協力を得て、初心者向けの「パソコン相談室」を定期的に解説し、地域住民のIT活用の
向上を図る。
対象：一般

◇事業概要

主催　水谷公民館・富士見市公民館PCサポートクラブ

執行額（報償費）　０円

参加人数　下記のとおり

他団体等の協力・連携状況　事業の企画運営を公民館PCサポートクラブが行っている。

主な内容

・開催日時：毎週水曜日　午後1時30分～3時30分
・会場：水谷公民館　講座室　（48回）
・参加人数：初めての方　20名、2回目以上の方　延べ241名　　スタッフ　延べ209名

・新型コロナウィルスの感染拡大防止のため3月(4回分) は中止。
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事業名

◇課題
・定期的に開催していたが、参加者が増加しない。
・どんぐり山の希少植物の保全とＰＲ。
◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・地域の貴重な資源として、斜面林の維持管理と、その希少性の広報に一層努めていただきたい。
・緑地、里山の保全は、地球温暖化を防ぐためにも、大変重要な事なので、水谷小の児童に呼びかけるの
は大事だと思う。学校も、まわりに耕作していない畑があるのだから借りて、落ち葉のたい肥を入れ、小麦
でも作らせると良い。その小麦を使って、うどん作りまでやれば、理科、歴史、家庭科、それどころか、数量
計算、やってみての感想文や作文、観察日記など、合科的な教育活動になる。来年度に小学生をまきこん
で続けてください。
・地域で里山を守ることは重要であり、継続して欲しい。水谷地区は畑作地域であった。里山と併せて、か
つての畑作風景を一部でも継続することは出来ないだろうか？

◇総合評価
武蔵野台地の縁辺部に位置する水谷地域の地形や自然の特徴である斜面林は、開発により急激に減少
してきている。そうした中で、鎌倉道や湧き水もある石井緑地公園は２０年以上前から市民によって守られ
てきた今や貴重な里山である。自然保護、旧跡整備、学校連携、地域活性、地域連携といった多くの可能
性をもつ取り組みとしてどう活用できるか、公民館としての支援の仕方について検討が必要である。

□拡大　　　□継続　　　☑見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・希少植物保護のため、囲いのロープを張り、通路をつくった。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 里山ボランティア体験事業

◇事業目的、目標
身近な里山である「石井緑地公園（どんぐり山）」の貴重な自然を市民ボランティアの参加により守り育て、
自然の大切さを認識してもらい、地域住民との交流を深める。
対象：一般・親子

◇事業概要

主催　（財）埼玉県生態系保護協会富士見支部・どんぐり山を愛する会・水谷公民館

執行額（報償費）　０円

参加人数　延べ54名（ボランティア　10名　スタッフ44名）

他団体等の協力・連携状況　（財）埼玉県生態系保護協会富士見支部・どんぐりを愛する会共催

主な内容

４月６日（土）　　参加者　７名　（一般２名　スタッフ５名）
５月４日（土）　　参加者　７名　（一般２名　スタッフ５名）
６月８日（土）　　参加者　７名　（一般２名　スタッフ５名）
７月１３日（土）　参加者　４名　（一般１名　スタッフ３名）
９月７日（土）　　参加者　６名　（一般０名　スタッフ６名）
１０月５日（土）　参加者　４名　（一般０名　スタッフ４名）
１１月２日（土）　参加者　５名　（一般１名　スタッフ４名）
１２月１４日（土）参加者　５名　（一般１名　スタッフ４名）
２月８日（土）　　参加者　４名　（一般0名　スタッフ４名）
３月７日（土）　　参加者　５名　（一般1名　スタッフ４名）

３月１７日（火）に水谷小学校区まちづくり協議会と協力水谷小学校の５年生といっしょに落ち葉溜を活用し
て、たい肥作りの作業を企画していたが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止。

たい肥場
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事業名

◇課題
・運営を担う人材の固定化、新しい人材の確保。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・中学生ボランティアの参加が更に促進されて、地域の特色になりつつある。さらに連携を強化していただ
きたい。
・毎年、地域住民が楽しみにしています。
・水谷公民館にとっては大きなイベントである。継続して頂きたい。

◇総合評価
水谷文化祭は、サークルの活動発表の場であると同時に地域の文化祭という側面もある。そのため、公民
館利用者に限らず、地域の方々も楽しめる文化祭として、内容の見直しや改善にも積極的に取り組み、充
実を図ってきた。館区内の保育園、幼稚園、小・中学校には、作品展示や舞台発表において協力を依頼
し、来場者にも好評である。中学校からは、ボランティアの参加もあり、地域住民との交流の機会になって
いる。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・中学生ボランティアの参加人数が増えた。
・公民館利用者の学習成果の発表の場としてだけでなく、地域全体の取り組みとなるよう、毎年、企画・内
容の見直し・充実を図ることができている。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 第３６回水谷文化祭

◇事業目的、目標等
公民館利用団体・サークル、各種定期利用団体の活動成果の発表や、誰もが気軽に参加できる多彩な催
し物をとおして、地域住民相互の交流と親睦を深めることを目的とする。
対象：市民一般

◇事業概要

主催　水谷文化祭実行委員会

参加人数　２，３００名

執行額（報償費）　６，０００円

他団体等の協力・連携状況　実行委員会による企画・運営及び地域の学校・幼稚園・保育所等の参加

主な内容

・開催日時：１１月９日（土）～１０日（日）
・内　容：舞台発表、展示発表（ほんごう幼稚園・水
谷小学校・水谷中学校の参加）、模擬店、あそび
コーナー、吹矢体験、介護なんでも相談、パソコン
体験など
１日目：開会セレモニー、みずほ台小学校合唱
・本郷中学校吹奏楽、展示発表（各サークル・）、ふ
　れあいの夕べ（交流会：本郷中学校有志合唱団の
　参加）など
２日目：体験スタンプ、ジャグリング体験、野球体験、
　ベーゴマ大会など
・中学生ボランティアは本郷中学校に加え水谷中学
校にも声を掛け、両日参加とした。昨年３６名⇒今
回４９名（本郷中３０名・水谷中１９名）。

74



事業名

◇課題
・歌集を使わないプロジェクターからの歌詞の投影や新たな歌唱リーダーなど、新たな取り組みに対しして
の検証。
・歌集が参加者の人数分用意できず、2人で1冊という方法をとった。歌集を100人分用意するには予算面
で難しく、プロジェクターと歌集の使用については今後の課題になる。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・運営方法に工夫が見られる。多くの参加があることから、工夫を重ね、維持されていくことを望む。
・たくさん参加があるので、回数を増やすのもありと思います。
・プロジェクター方式がとれるなら、その方が望ましい。紙代が必要なら、参加費として徴収したらどうか。

◇総合評価
１００名以上の参加者を動員できる事業はなかなか無い。そうした中にあって、うたごえ喫茶は人気の高さ
を誇っている。参加者は、当然ながらうたごえ喫茶世代が中心ではあるが、実行委員の事前準備や当日
の運営、喫茶サービスも人気を支えている。参加者の満足度をさらに高めるための工夫をしながら、継続
していく。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・うたごえ喫茶ｉｎみずたにでは歌集を使わない方法を試み、歌集の配布と回収の手間を省くことができた。
・うたごえ喫茶ｉｎ針ケ谷では歌集を２人で１冊、歌唱リーダー役を専任で設けることにより、スムーズに進
行することができた。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 うたごえ喫茶

◇事業目的、目標
懐かしい唱歌、歌謡曲を参加者全員で歌い、仲間や居場所づくり、地域交流の場とする。
対象：高齢者

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加人数　①１０１名　②８６名

執行額（報償費）　０円　※参加費５００円（飲み物等）

他団体等の協力・連携状況　うたごえ喫茶ｉｎみずたに実行委員会・うたごえ喫茶ｉｎ針ケ谷実行委員会との共催

主な内容

①開催日時：４月２０日(土）午後２時
会場：水谷公民館　多目的ホール
②開催日時：１２月２２日（土）午後２時
会場：針ケ谷コミュニティーセンター　展示ギャラリー１・２
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事業名

◇課題
・４つの団体が主として企画・運営してきたが、サークル活動をやめる団体があったり、主な活動場所とし
て公民館を使わなくなる団体がでてきた。今後継続するためには、従来からの内容を見直し、新たに企
画・運営にかかわる団体を探すことが必要。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・運営の課題を克服して、市民の音楽交流の場としてのさらなる発展に期待する。
・音楽サークルの発表の場としての活用は良いことだ。発表の場があってこそ、各サークルの練習にも熱
が入る。

◇総合評価
これまでは、準備段階から実行委員会が主体的に取り組んでおり、公民館の支援は必要最小限の範囲に
抑えてきた。しかし、中心メンバーの一時休止や参加団体の減少などが重なり、体制が弱体化してきてい
る。サークルにとっては貴重な発表の場であるので、今後継続していくための方策を考えていく。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・従来からの4団体以外に、公民館で活動している音楽サークル等の参加が増えている。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 ワイワイコンサート

◇事業目的、目標
平成19年度の「わいわい楽器入門講座」により結成された4団体が一堂に会し、日ごろの練習成果の発表
と交流を図ることを目的に開催したことにはじまる。近年は他の音楽サークルの参加も増え、内容も充実し
てきている。対象：一般

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加人数　80名

執行額（報償費）　　０円　※交流会参加費１，０００円

他団体等の協力・連携状況　ワイワイコンサート実行委員会共催

主な内容

・開催日時：６月９日（日）午後0時30分から午後4時まで
・会場：水谷公民館　多目的ホール

・ギター、ウクレレ、ハーモニカ、舞踊、カラオケのサークル
によるコンサート。
第1回発表会から10年を機に「ワイワイ楽器発表会」から
「ワイワイコンサート」に改称。
コンサート後、サークル同士の親睦を図るため、交流会を
実施した。

ウクレレサークルの発表
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事業名

◇課題
・新会員を募集していないサークルが多く、参加団体が限られる。
・見学者が少なく、効果的な周知方法を検討する必要がある。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・他の事業の多くの課題である人材不足解消のためには、このような取り組みの充実が必要。固定概念に
囚われず、推進への知恵を出し合っていただきたい。
・実施日を決めないで、サークルの活動日を公民館だよりに載せ、「いつでも見学どうぞ」ではだめでしょう
か。ふらっと立ち寄った人がのぞいてみるでもよいのでは。
・サークル公開を通じて、各サークルも新会員募集が出来る。

◇総合評価
サークル活動は、会員の高齢化や減少などの課題を抱えている。一方で、何か新しい趣味を始めたいと
いう市民もおり、両者をマッチングする機会としては有効な取り組みである。しかし、見学を目的に来館す
る市民は多くないので、興味を引く呼びかけの仕方や周知方法などに検討を要する。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・サークルを見学し、入会された方がいた。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 サークル活動公開月間

◇事業目的、目標
公民館定期利用団体の活動を公開し、気軽に見学、体験できる機会をつくり、サークル活動の活性化を図
るとともに、地域デビューのきっかけづくりとする。
対象：:一般

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加団体の開催回数　参加団体31団体　延べ80回　見学者延べ　32名　入会者13名

執行額（報償費）　０円

他団体等の協力・連携状況　公民館定期利用団体の協力で実施

主な内容

・実施日：１０月1日（火）～31日（木）
・会　場：水谷公民館
・広　報：公民館だよりの1面特集とホームページで周知を図った。
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事業名

◇課題
①常に30名以上の子どもたちを受け持ち、見続けなけらばならなかったので、講師を引き受けてくれた団
体の負担が大きかった。
②体験談の語り手が高齢化のため少なくなってきている。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・挙がっている課題を克服し、子ども達の為の事業として発展していくことに期待する。
・学社連携は、学校の求めるものと、社会で活動している人達の持てるものとか結びつけば、その橋わた
しを公民館が出来るのであれば、継続して欲しいし、コーディネートして欲しい。

◇総合評価
地域の人材を学校教育に活用するために、人材の情報を持つ公民館が地域住民と学校のコーディネート
することは重要なことである。現状では、学校の要請に基づいて人材を派遣するという受け身の対応に
なってしまっている。日ごろの学校関係者との交流や学校支援者協議会などの機会を通じて、公民館から
新たな情報を提供できるような取り組みを検討したい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
①3団体とも快く承諾してくださり、児童も楽しみながら学ぶことができ、交流も深まった。
②当時の通貨（コイン）や手紙、あるいは写真を手にしながら話者の方が語ってくれた。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 学社連携事業

◇事業目的、目標
①伝統文化・芸能などを学ぶ授業を通じて、公民館利用者や地域住民と小学生との世代間交流を深め
る。
②6年生社会科の戦争体験談を聞く授業の実施にあたり、学校と調整し、話者を派遣する。

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加人数　①伝統文化を学ぶ授業　水谷小学校87名
　　　　　　　②戦争体験を語る授業　（１）針ケ谷小学校56名　（２）水谷小学校87名

執行額（報償費）　０円

他団体等の協力・連携状況　　戦争体験を語る授業は、鶴瀬公民館「平和憲法啓発事業」の一環として実施。

主な内容

①日本の伝統文化を学ぶ授業（5年生）
・開催日：水谷小11月18日(月)、19日(火)、27日(水)
・内容：水谷婦人会の輪踊り、みずほ和太鼓クラブの盆太鼓、公民館
を普段利用している絹の会（着付け）の着付け
②戦争体験を語る授業（6年生）
・開催日：針ケ谷小11月13日（水）、水谷小12月5日(木)
・話者：高田俊雄氏（水谷小）、尾作繁一氏（水谷小）、前島ケイ子氏（水
谷小・針ケ谷小）

着付け
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事業名

◇課題
・町会を中心とした実行委員会が企画・運営を行っているが、幅広い世代や地域からの参加をどのように
促してしていくかが課題。
・スポーツ推進委員との連携を一層図る。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・中止となったが、多くの世代からの参加促進を期待する。
・継続を望みます。

◇総合評価
地区体育祭は、小学校単位で開催される秋の一大イベントである。地域住民の健康づくりのためだけでな
く、住民同士の交流の機会としての役割もあることから、今後も継続して支援していく。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
　　　―

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 地区体育祭の援助

◇事業目的、目標等
地区体育祭は、地域住民の健康増進と親睦交流の機会として、町会やスポーツ推進委員等が中心となっ
て精力的に取組んでいる。地域公民館として、その円滑な準備・運営等に支援体制を図る。
対象：一般

◇事業概要

主催　各小学校区実行委員会　※各小学校実行委員会に職員1名ずつ参加協力

参加人数　－

執行額（報償費）　なし

他団体等の協力・連携状況　－

主な内容

３つの小学校区の地区体育祭への支援
・みずほ台地区体育祭（みずほ台小学校区）１０月１３日（日）午前９時～午後３時３０分
・水谷地区体育祭(水谷小学校区）　　　　 １０月１３日（日）午前９時～午後３時
・針ケ谷地区体育祭（針ケ谷小学校区）    １０月１３日（日）午前９時～１２時３０分

・台風の影響により中止
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事業名

◇課題
・手作り料理スタッフの負担が大きい。（今年度は、スタッフの負担を軽減するため、参加費を２，０００円か
ら２，５００円に変更し、市販の料理を増やした。）

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・調理スタッフの負担を減らしつつ、交流の場を維持していただきたい。若い世代の参加促進も課題と見受
けられる。
・手作り料理スタッフの負担は大きいと思います。地域に色々な人がいることを知ったのは良いことです
が、多数と交流は出来ませんでした。

◇総合評価
新春交流会は、年始の水谷地区の恒例行事として定着しており、手作りのおもてなし料理や地元の企業
から提供されたビンゴゲームの豪華景品など、地域の特色がよく生かされている。これも、町会をはじめと
する地域団体の全面的な協力体制があってこそといえる。今年度からは、２つの地区社会福祉協議会が
実行委員会に加わり、さらに組織体制が強固なものになった。調理スタッフの負担の軽減を図りながら、今
後も継続していく。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・各種活動団体関係者が一堂に会する地域での唯一の場として、情報交換等積極的に行われている。
・料理対応をはじめとした、各種準備の組織的、効率的、持続可能な体制が構築されている。
・食事は手作りの料理を中心に提供しており、参加者から好評を得ている。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 第３２回水谷新春交流会

◇事業目的、目標等
水谷地区内における「賀詞交換会」として、各地域団体や関係委員、公民館利用者等が一堂に会し、親睦
と交流を図るとともに、地域づくりへの意欲を高めあう一助として実施。
対象：水谷地区内の地域団体や関係委員、公民館利用者

◇事業概要

主催　水谷新春交流会実行委員会

参加人数　１０７名

執行額（報償費）　なし

他団体等の協力・連携状況　実行委員会の主導によって企画・準備・運営が行われている。

主な内容

・開催日時：１月１１日（土）午後２時～４時
・会　 場：水谷公民館多目的ホール

・水谷地区各町会、水谷公民館企画運営委員会、ふれ
あいTAP、水谷婦人会、館区内民生委員児童委員協議
会、水谷公民館だより編集委員会、水谷小学校区まち
づくり協議会、みずほ台駅西口地域まちづくり協議会に、
今年度は、水谷地区社会福祉協議会、みず歩台小地区
社会福祉協議会を加えて実行委員会を結成。
・手作り料理、地元農産物等の多彩なビンゴゲームの景
品等は、水谷地区ならではである。
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事業名

◇課題
・編集委員の増員

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・紙面には編集委員の皆さんの工夫が見られる。地域内外の情報を幅広く取り入れて、活用していただき
たい。
・地域の事がよくわかるので、記事集めは大変でしょうが続けてほしい。
・毎月、編集者の苦労がわかります。地域情報紙として継続を望みます。

◇総合評価
富士見市の「公民館だより」は、編集委員会による住民参加、館区内全戸配布を原則として４０年の歴史
を誇る。編集委員会の取り組みは、「公民館だより」を作成することだけでなく、公民館活動や多様な地域
の取り組み、住民との出会いにより、編集委員が地域を学び表現する喜びを見出していく取り組みでもあ
る。新住民の増加が続く状況の中、こうした住民にも親しまれる紙面を目指し継続していく。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・編集委員の研修として志木市の田子山富士に保存会の方から説明を受けながら登った。。
・水谷公民館区（水谷・針ケ谷地区など）から見える富士山の写真を市民から募集し、公民館内に掲示し
た。
・12月号の御嶽山（おんたけさん）では本格的な取材をして紙面構成することができた。
・1・2月合併号では文化祭に関わってくれた地域の中学生を特集した。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 水谷公民館だより発行事業

◇事業目的、目標
地域住民による編集委員会を中心に、地域課題や話題を掘り起こし、地域への関心を高める。また各種
情報提供を通じて公民館活動や市民活動等の周知を図る。

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加人数　市民編集委員6名

執行額（報償費）　鶴瀬公民館一括

他の団体協力・連携状況　市民編集委員6名（定員12名）。記事の内容から取材まで行っている。

主な内容

・月1回編集会議を開催し、特集記事のテーマ決定、取材から執筆まで行っている。
〈特集テーマ〉
4月号　　　　 　「地域における防災」
5月号　　　　 　「子育て現在進行中！」
6月号　　　　 　「私の父の思い出」
7・8月合併号　「新ＰＴＡ会長に聞きました　あなたの抱負を教えてください！」
9月号　　　　　 「国史跡指定50周年　公園開園25周年　水子貝塚」
10月号　　　　　「公民館で公ミュ二ケーション　サークル公開月間」
11月号　　　　　「ふれあい　ひろがれ　第36回　水谷文化祭」
12月号　　　　　「富士見の御嶽山」
1・2月合併号　「大盛況　第36回水谷文化祭　中学生のボランティアが活躍」
3月号         　 「今の公民館、できて40年」
※2月29日（土）に各公民館・西交流センターだよりの編集委員の合同研修会・交流会を水谷公民館で企
画していたが新型コロナウイルス感染防止のため中止にした。
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事業名

◇課題
・今年度の協議を活かし、来年度は、制度の実施に向けた具体的な動きについて協議していく必要があ
る。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・中島委員の発案により学校支援ボランティアへの取り組みが動き出した。今後の取組に期待したい。
・課題が大きいですが、がんばるしかないですね。

◇総合評価
「課題」にもあるとおり、来年度は、「学校支援ボランティア制度」の実施に向けて、地域全体の取り組みと
してどう進めていくか、協議を進めていく。また、これまで同様、公民館事業の運営に関しても、さまざまな
視点からのご意見をいただきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・館区内学校の授業を支援する「学校支援ボランティア」制度を実施する可能性について協議を重ねた。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業
公民館施設維持管理事業

公民館運営審議会地区会議

◇事業目的、目標
水谷公民館の運営、事業、施設維持管理等についての課題を中心に意見交換、協議を行うことを通じて、
各種事業展開に活かしていく。
対象：水谷公民館地区公運審委員４名

◇事業概要

主催　水谷公民館

参加人数　水谷公民館区選出公民館運営審議会委員４名

執行額（報償費）　４２，０００円（鶴瀬公民館予算から支出）

他団体等の協力・連携状況　社会教育関係者、学校教育関係者、学識経験者、公募委員による構成

主な内容

【第１回】
開催日時：９月５日(木)午前１０時
内　容：水谷公民館の学校支援ボランティアセンター的な役割について
【第２回】
開催日時：１２月３日(火)午前１０時
内　容：水谷公民館の学校支援ボランティアセンター的な役割について
【第３回】
開催日時：２月２７日(木)午後７時
内　容：水谷公民館の学校支援ボランティアセンター的な役割について
【第４回】
開催日時：３月２５日(水)午後７時
内　容：水谷公民館の学校支援ボランティアセンター的な役割について、平成３０年度事業評価について
（委員の意見聴取）
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事業名

◇課題
・利用者懇談会では、意見交換が少なく、より意見を出しやすくするための工夫が必要。
・企画運営委員会では、メンバーを増加させるなど、より活性化を図り利用者と交流を図れる企画の実施が期待さ
れる。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・防災、施設管理と併せて開催する工夫を評価。公民館を効果的に活用できるよう、連携の強化に努めていただき
たい。
・利用者が語り合える機会なのだが、会があるので来ているだけ感が強い。個々の意見をもっと出し合えるようにす
るには、考える必要がある。
・利用者が共通認識を持つことは必要です。

◇総合評価
年４回の利用者懇談会は、公民館からの連絡や利用者からの意見聴取、ＡＥＤ講習や年末の大掃除、消防訓練な
ど、公民館の運営側と利用者側がともに必要な情報やスキルを共有し、互いで協力しあえるように開催している。ま
た、文化祭実行委員会を同時に開催し、負担軽減と効率性も重視している。利用者が自由に意見や要望を伝えら
れる方策を考える必要がある。
公民館企画運営委員会は、利用者懇談会、水谷文化祭など、事業の協働運営には欠かすことのできない存在であ
る。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・利用者懇談会は、公共施設予約システム導入以降、利用者が一度に集まる機会が少なくなる中、貴重な説明、意
見交換、学習の場となっている。
・企画運営委員会は、水谷文化祭、ロビーの季節展示のほか、グラウンドゴルフ＆いも煮交流会を開催し、利用者と
地域の交流の場となった。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業
公民館施設維持管理事業

利用者懇談会・水谷公民館企画運営委員会

◇事業目的、目標
・公民館利用者目線に立った施設提供や事業推進のため、定期的に開催し、AED講習、消防訓練、大掃
除等もあわせて実施する（利用者懇談会）。
・市民と職員協働による公民館運営の新たな仕組みを整え、新たな事業展開に資する（企画運営委員
会）。

◇事業概要

主催 水谷公民館企画運営委員会、水谷公民館

参加人数 ①６１名（５５団体）　　②５６名（４９団体）　　③７９名（６８団体）　　④４９名（４３団体）

執行額（報償費）　なし

他団体等の協力・連携状況  公民館利用者等の参加

主な内容

【利用者懇談会（全４回）（すべて午前９時～）】
①６月２９日（土）サークル公開月間について （文化祭
実行委員会も開催）
②８月３１日（土）救急救命講習（ＡＥＤ）の実施 等（文
化祭実行委員会も開催）
③１２月１６日（月）大掃除の実施 等（文化祭実行委員
会も開催）
④２月１日（土）消防訓練の実施　次年度登録について
等
【水谷公民館企画運営委員会】
・水谷文化祭において総務等中心的役割を担う。
・館内の季節展示（七夕など）。
・利用者と地域の交流機会としてグラウンドゴルフ＆い
も煮交流会（１２月７日(土)４８人参加）を開催した。
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事業名

◇課題
・協議会として、組織や運営も確立している状況の中で、地域公民館として、今後どのような支援を行って
いくのかを検討する必要がある。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・多岐にわたる活動が展開されている。「まちづくり」というイメージを多様に捉えて、今後も活動の幅を広
げていただきたい。
・公民館としての必要な支援とは、具体的に何かがよくわかりませんでした。
・公民館として支援が可能であれば、引き続きお願いしたい。

◇総合評価
水谷小学校区まちづくり協議会は、設立から４年目を迎えた。「地域活動計画」が策定され、明確な方針と
目的のもと、幅広い活動を行っており、特に、防災に重点を置いた活動も活発である。今後も、まちづくり
支援型の公民館を目指し、活動拠点として全面的にバックアップし、地域の安心・安全、活性化に寄与して
いく。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・幅広い分野で地域課題に即した取り組みが行われ、公民館としても必要な支援を行うことができた。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業
公民館施設維持管理事業

水谷小学校区まちづくり協議会（支援）

◇事業目的、目標
水谷小学校区５町会を中心に平成２７年６月に設立された「水谷小学校区まちづくり協議会」を支援し、地
域住民の連携によるまちづくり実現に向け補佐する。
対象：水谷小区５町会住民

◇事業概要

主催 水谷小学校区まちづくり協議会

参加人数 ３６名（まちづくり協議会構成員）

執行額（報償費）　なし

他団体等の協力・連携状況  町会、地区社協、子ども会育成会、婦人会、小学校、小学校ＰＴＡによる構成

主な内容（まちづくり協議会事業）

１．子ども育成コミッティー：朝のラジオ体操会の実施など
２．高齢化社会への対応コミッティー：３月に自転車安全運転教室を予定していたが、新型コロナウイルス
の感染拡大防止のため中止
３．安心・安全まちづくり対応コミッティー：防災研修７月２８日(日)　　また、３月に防災訓練を予定していた
が、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止
４．広報対応コミッティー　広報誌の発行
５．特別事業プロジェクト
（１）鎌倉道・どんぐり山公園など地域資源の活用と発展プロジェクト
（２）コスモス街道づくりの支援プロジェクト

＊総会、全体会、役員会等各種会議あり
＊「３．安心・安全まちづくり対応コミッティー」について支援
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事業名

◇課題
・実施を継続できる体制づくり。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・水谷公民館の独自の取り組みとして、多くの市民に認知されて来たと思うが、若い世代を中心にさらに和
を広げていきたい。
・これからも交流の場として、特に若者と交流できるのがよい。子育てサロンなども、この日にぶつけること
がたまにあれば、コーヒーを飲みに来た子育て、終わった世代がが参加して、話ができるかもしれない。
・スケジュールの関係で一度もお手伝い出来ず、申し訳なく思っています。

◇総合評価
コウミンカンカフェは、公運審委員の発案により、委員自身がマスターとなり試行的に開始したものである。
目的である若者をはじめとする新たな利用者の発掘と利用者相互の交流は、委員の活躍により開始当初
から効果が認められており、今年度は、内容を拡大して実施した。コウミンカンリノベーションとのコラボ
レーションも進め、さらに拡大していきたい。

☑拡大　　　□継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・新たな居場所、交流の場として定着してきている。
・ビアガーデンは、禁酒のイメージのある公民館で開催したということで、話題となり、新聞に記事が掲載さ
れるなど、多くの反響があった。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 水谷公民館「コウミンカンカフェ」

◇事業目的、目標
公民館の新たな事業展開、地域の居場所、交流の場として実施。市内４館の公民館運営審議会の連携協
力を図りながら実施していく。
対象：市民一般

◇事業概要

主催　水谷地区公民館運営審議会委員、ＫＴＴプロジェクト、水谷公民館

参加人数　延べ３６０名

執行額（報償費）　運営費はカンパによる。

他団体等の協力・連携状況　水谷地区公民館運営審議会委員、ＫＴＴプロジェクトのメンバー

主な内容

・開催日時　毎月１回土曜日または日曜日午前10時～午後1時
・内　　　容　4/13（土）、5/12（日）、6/2（日）、7/7（日）、9/29（日）　公民館ロビー開催
　　　　　　　　   8/31（土） 特別編として「コウミンカンビアガーデン」を水谷公民館中庭で開催。午後3時～9時
　　　　　　　   　9/29（日） 出張編として「なんばた青空市場」で出店
　　　　　　　   　11/17（日）、12/15（日）、1/12（日）　公民館ロビーにて、コウミンカンリノベーションと同時開催
　　　　　　　　   1/5（日） コウミンカンボードゲームカフェとして開催

　　　　　　　　   2/16（日） 富士見市地域・自治シンポジウムに併せて開催したコウミンカンマーケットに出店

・会　　　場　水谷公民館ロビー（例外あり）

2/16マーケット1/5ボードゲームカフェ8/31ビアガーデン
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事業名

◇課題
・マーケットなどの地域の方々の新たな交流の場として、具体的にどのように活用していくか。
・令和２年度の事業展開。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・子ども達の体験の場として、貴重な取り組みになりつつある。さらなる発展のために、アイデアを重ねていきたい。
・子どもたちや地域住民が参加したところがすばらしいと思った。参加した人達のアイデアなども聞きながら、デッキ
の活用が楽しみだ。
・小さなスペースを時代に合わせて活用していくことは必要かと思います。水谷地区で育てられている（いた）植物、
「麦」「ホウキモロコシ」など、また、「綿花」など、プランター栽培したらどうかと思います。

◇総合評価
KTT（公民館を徹底的に使い倒す）プロジェクトとの共催事業として実施し大きな成果を挙げた。
リノベーション完了後どのように活用していくか、公民館利用者の意見等も踏まえながら事業を
進めていく。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・子を持ち働く世代が公民館を利用するきっかけとなった。
・21水谷ビジョン委員会提言『あしたに描く（1993年5月発行）』の施設内容の見直しの提案にある、 「前庭部分をサ
ンルーム風に し、陽だまりでのふれあいができるスペースとして、地域住民が気軽に立ち寄れる雰囲気にする必要
があります。このコーナーにお茶、コーヒー等の飲食可能な設備を考え、気軽なくつろぎの場としたい」を実現した。
・利用者からは、「明るくなって、すっきりした」「どう変わるのか楽しみ」といった声が多くあり、好評である。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 水谷公民館「コウミンカンリノベーション」

◇事業目的、目標
造園業のプロの職人指導のもと、日常では体験できないペンキ塗りやコンクリート打設などの作業を楽し
みながら行い、ものづくりを学ぶ。
対象：児童及び一般

◇事業概要

主催　ＫＴＴプロジェクト、水谷公民館

参加人数　延べ66名

執行額（報償費）運営費はＫＴＴプロジェクトによるコウミンカンカフェとコウミンカンビアガーデンのカンパを利用。

他団体等の協力・連携状況　ＫＴＴプロジェクトとの共催

主な内容

・開催日時  ①11月17日（日）デッキ色塗　27名
　　　　　  ②12月15日（日）デッキ据付　22名
　　　　　　③ 1月12日（日） コンクリート打設　17名
・内　　容　親子等の市民と協働して、前庭を事業等で活
　　　　　　用できるよう改装する取り組み。
・会　　場　水谷公民館エントランス脇の前庭

施行後

施行前
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事業名

◇課題
・施設の建築から４０年が経過し老朽化が進んでいるため、施設の現状を注視し、これまで以上に計画的
な工事・修繕に取り組んでいく必要がある。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・老朽化が進む施設の維持管理には「人の目」によるところが大きい。職員、シルバースタッフのみなさん
の日頃の努力に感謝します。
・土器の展示はとてもよかった。季節ごとの展示も大変よかった。
・良好な施設維持は重要です。よろしくお願いします。

◇総合評価
利用者が安全で快適に利用できることが施設を維持する上で最も配慮すべき点である。こうした視点か
ら、施設改修や備品整備などを実施し、利用者からも好意的な意見を多くいただいている。現在の建物も
令和２年３月には、竣工から４０年を迎える。老朽化や照明機器の未ＬＥＤ化などの課題も多いが、適切な
維持管理を行い、より快適な施設を目指す。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・計画にない緊急修繕が多く発生したが、柔軟に対応できた。
・予算を要しない中で、利用者が安全・安心・快適に施設利用できるよう、工夫を凝らして取り組んだ。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館施設維持管理事業 施設維持管理事業

◇事業目的、目標
安心・安全・快適な施設提供に向けて、市民・利用者目線で施設の維持管理を図る。

◇事業概要

主催  水谷公民館

参加人数　－

執行額（報償費）　なし

他団体等の協力・連携状況　利用者懇談会で報告・意見集約

主な内容

＜修繕＞館内非常用照明器具、多目的ホール誘導灯、多目的ホール換気扇、和室２換気扇、和室２電気
スイッチ
＜備品＞防犯カメラ、冷蔵庫、BDプレーヤー、ガスコンロ、更衣ロッカー、シュレッダー
＜その他＞水谷地区の遺跡から出土した縄文土器・弥生土器を展示、絵手紙・折り紙・手芸などの活動
サークルなどの作品展示、お雛様・十五夜・ハロウィン・クリスマスなどの季節展示
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事業名

◇課題
・施設の活用と利用の促進
・公共施設予約システムによる対応
・施設管理担当課との連絡と調整

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
・公民館とは違う立地、設備を生かした独自の活動に発展することに期待。
・公園内にある施設であり、公園とリンクした活用が出来れば、良いことだと思います。

◇総合評価
みずほ台中央公園交流施設は、地域の集会施設としての利用が中心であるが、公民館の分館的な活用
も視野に入れた事業展開も考えられる。夏休み期間の一般開放では、子育て世代の利用が多いことか
ら、そうした利用者を公民館事業に取り込んでいく方策も検討したい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

◇事業成果
・中央公園とあわせた講座を展開し、新たな市民との関わりを持つことができた。講座を受講した人たちに
よりサークルが新たにできた。
・町会をはじめとした地域団体の利用のほか、公民館利用者や公園利用に付随した子育て世代などの利
用が増えてきている。

令和元年度水谷公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業
公民館施設維持管理事業

みずほ台中央公園交流施設に関する補助執行

◇事業目的、目標
平成29年3月にオープンしたみずほ台中央公園交流施設の利用申請書受付、鍵の貸出に関することなど
について、市から教育委員会（水谷公民館）が補助執行を受け、業務を行う。公民館として受付業務にとど
まらず、積極的な活用を図ることにより、利用の促進や新たな市民とのかかわりを創出していく。

◇事業概要

施設所管課：まちづくり推進課　補助執行　水谷公民館

参加人数　下記のとおり　健康づくり講座２０名

執行額（報償費）　４０，０００円

市民参画の現状・連携状況

主な内容

（１）利用の申請受付、鍵の貸出に関すること
（２）施設の有効活用と新たな市民利用やコミュニティの推進、学級講座等の開催
①子育て支援事業（みずほ台中央公園交流施設夏休み一般開放事業関連事業）
　・紙芝居（協力：鶴瀬西交流センター紙芝居ボランティア）8月7日（水）、9日（金）
②健康づくり講座「ノルディックウォーキングをはじめよう」9月9日（月）・23日（月）・30日（月）・10月7日
（月）・14日（月）　講師：中川光夫氏、牧　寿夫氏、河内章治氏（一般社団法人　全日本ノルディックウォー
ク連盟）

88



 

 

 

 

 

目次 

 

 

水 谷 東 公 民 館 

子育てサロン           ・・・ ９１ 

親子でベビーダンス        ・・・ ９２ 

第３９回豆の木学校／冬の豆の木学校・・・ ９３ 

子ども公民館事業         ・・・ ９４ 

子育て応援の勉強室        ・・・ ９５ 

日曜あそぼう会          ・・・ ９６ 

夏休み絵本とあそびの会      ・・・ ９７ 

第２７回やなせ川いかだラリー   ・・・ ９８ 

川の探検隊            ・・・ ９９ 

音楽の夕べ            ・・・１００ 

仙人体操教室           ・・・１０１ 

水谷東イエローカフェ       ・・・１０２ 

熟年学級             ・・・１０３ 

地域問題学習会          ・・・１０４ 

パソコン相談室          ・・・１０５ 

水谷東ふれあいサロン運営事業   ・・・１０６ 

第３８回水谷東文化祭        ・・・１０７ 

公民館だより発行事業        ・・・１０８ 

公民館運営審議会地区会議     ・・・１０９ 

利用者懇談会           ・・・１１０ 

水谷東安心まちづくり協議会(支援)  ・・・１１１ 

第３５回水谷東ふるさとまつり(支援)・・・１１２ 

水谷東地域スポーツ事業(支援)     ・・・１１３ 

施設維持管理事業          ・・・１１４ 

 

 



令和元年度 富士見市立水谷東公民館事業計画 
 

＜学級・講座等＞日常生活やめまぐるしく変化する社会・経済情勢から生まれる課題の解決に向けた学習機会 

の充実を図り、市民の生涯にわたる学習活動を支援するとともに、地域の特色を活かしたまちづくり活動を 

市長部局とも連携し、その支援に努める。 

事業名等 
開催予定 

時  期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・子育てサロン 

・豆の木学校 

・冬の豆の木学校 

・子ども公民館事業 

・日曜あそぼう会 

・子育て応援の勉強室 

・熟年学級 

・ふれあいサロン運営事業 

・川の探検隊 

・やなせ川いかだラリー 

・パソコン相談室 

・水谷東文化祭 

・音楽の夕べ 

・地域問題学習会 

・水谷東地区体育祭 

・水谷東ふるさとまつり 

・水谷東地区親睦スポーツ

フェスティバル 

・水谷東まちづくり協議会 

通年 

8 月 

12 月 

通年 

通年 

11 月 

通年 

通年 

6 月 

7 月 

通年 

11 月 

12 月 

7 月 

10 月 

 5月 

3 月 

 

通年 

 

7 回 

1 回 

1 回 

8 回 

 

3 回 

※9回 

 

1 回 

1 回 

週 1回 

1 回 

1 回 

1 回 

1 回 

1 回 

1 回 

 

 

親子 

児童 

児童 

児童 

児童 

小中保護者 

高齢者 

高齢者 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

一般 

 

一般 

 

 

 

 

 

 

※全体会 

 

 

 

公民館 PCサポートクラブと協働事業 

 

イルミネーション点灯式同時開催 

水谷東まちづくり協議会との共催事業 

支援 

支援 

支援 

 

支援 

 
＜情報提供・相談＞市民の生涯学習・社会教育活動の発展につながる情報及び資料の収集、提供・学習相談に 

努める。また「公民館だより」を市民とともに編集し、学習文化、地域情報を中心に地域のコミュニケー 

ション紙として地域全体に定期的に発行する。 

事業名等 
開催予定 

時  期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・情報コーナーの整備 

・学習相談・情報提供 

・水谷東公民館だより発行 

・市ホームページの充実 

通年 

通年 

通年 

通年 

随時 

随時 

12 回 

随時 

利用者 

 
地区全世帯外 

 

 

２，９００部 

 
＜施設提供＞◇安全で快適に利用できる施設・設備の整備、地域防災拠点としての施設改善に努める。 

事業名等 
開催予定 

時  期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・施設維持管理事業 

・展示スペース等の提供 

通年 

通年 

随時 

随時 
 

フェンスの交換修繕施工予定 

 
＜その他＞◇市民との協働による公民館活動の充実をめざし、公運審地区会議や利用者懇談会を開会して公民

館運営に係る市民の意見を聴く機会をつくる。事業評価は、外部委員によるものと、公運審地区委員の協力を

得て自ら行う。また、職員の専門性の向上を図るため、研修会等に参加する。 

事業名等 
開催予定 

時  期 

開催予定 

回  数 
対象 備  考 

・公民館運営審議会全体会 

・公民館運営審議会地域会議 

・利用者懇談会 

・事業評価 

・職員研修 

通年 

通年 

通年 

通年 

通年 

4 回 

4 回 

随時 

 

随時 

審議委員 

審議委員 

利用者 

 

公民館職員 

 

 

２回実施予定 

外部評価及び審議委員による評価 

 



事業名

◇事業成果
   公民館利用サークル等の協力を得て、毎回内容を変え実施している。年間を通じてのリピーターが多
く、親同士の交流が進んでいるようである。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 子育てサロン

◇事業目的、目標
   子育ての不安、孤立感を軽減するために、子育て情報の交換の場、交流の場として実施。
   ＰＲに努め、参加者を増やす。

◇事業概要

主催　　水谷東公民館

参加人数　　延べ　２００名

他団体等の協力・連携状況　利用サークル、子育てボランティア（保育）、児童館、保育所、子育て支援センター

執行額（報償費）　　講師謝礼　１５，０００円　事業協力者謝礼　１８，０００円

主な内容

・対象　乳幼児（概ね０歳児から３歳児）とその保護者

◇課題
   参加者が多くはないが、昨年度に比べ、約１５％参加者を増やすことができた。今後もＳＮＳ等を活用し
た情報発信に努め、参加者を増やしていきたい。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
   他の家の子どもを見たり、お互いの子どもたちと一緒に遊んだりしながら、ママたちの情報交換する貴
重な場となっていて、続けてほしい事業です。

◇総合評価
　 少子化が進むなかで、子育ての不安解消事業としてまた、地域で安心して子育てができる環境づくり
の一助として継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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内     容 参加者数（人） 協力団体等

4/17（水） 10:00～11:30 ミニミニシアター(人形劇) 53 人形劇あゆ

5/8（水） 10:00～11:30 作ってあそぼう 8 諏訪児童館

6/12（水） 10:00～11:30 手あそび・おうたあそび 6 第２保育所

7/10（水） 10:00～11:30 夏のミニミニコンサート 10 加藤企画

9/18(水） 10:00～11:30 ミニミニシアター 65 人形劇あゆ

10/9（水） 10:00～11:30 親子でふれあいあそび 10 関沢児童館

11/13（水） 10:00～11:30 子どもの歯のはなし 12 しもやま歯科

12/11（水） 10:00～11:30 クリスマス・ミニミニコンサート 18 加藤企画

1/8（水） 10:00～11:30 手あそび・おうたあそび 8 第２保育所

2/12（水） 10:00～11:30 作ってあそぼう 10 諏訪児童館

開催日時

※３月１１日（水）中止



事業名

◇課題
   関心が高い事業だが、前年度に比べ、参加者数が少なかった。開催時期等について検討する必要が
ある。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
   子育てをしていく中で、同世代の子を持つ仲間は心強いです。ベビーダンスを通して、お母さん同士が
交流し、いつもと違う親子のスキンシップでコミュニケーションをとることは大切な事だと思います。昨年度
に比べ、参加者数が減ったようですが、開催時期等を検討して続けてほしい事業です。

◇総合評価
　 子育て支援事業として、関心が高く、アンケート調査結果から参加者の満足度も高い事業となってい
る。開催時期、時間帯等を検討し、継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
   実施したアンケート調査では、「楽しかった」、「気分転換できた」や「また参加したい」などの意見が多く
好評だった。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 親子でベビーダンス

◇事業目的、目標
   子育て親子の交流の場として実施。ＰＲに努め、参加者を増やす。

◇事業概要

主催　　水谷東公民館

参加人数　　１６名（親子８組）

他団体等の協力・連携状況

執行額（報償費）　　講師謝礼　５，０００円

主な内容

・対象　３ヶ月から２歳児とその保護者　・定員　１５組　・日時　５月１５日（水）１０時～１１時３０分
・会場　和室
・講師　大山　かおる氏（人材バンク）
・実施内容　講師によるベビーダンスの実演、指導



事業名

◇事業成果
　 豆の木学校は歴史のある事業であり、かつての参加児童が協力者側（指導員）となり、また町会活動
を行っているなど、着実に成果を残している。

令和年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 第３９回豆の木学校／冬の豆の木学校

◇事業目的、目標
   次世代を担う子どもたちの健全な成長のために、集団生活体験やリクリエーション活動を通して、社会
性の育成や地域のなかでの繋がりを作り出していくことを目的として実施。 ＰＲに努め、参加者を増や
す。

◇事業概要

主催　　豆の木学校実行委員会・水谷東公民館（豆の木）／おむすび少年団・水谷東公民館(冬の豆の
木）

参加人数　　６３名（豆の木２７名、冬の豆の木３６名）

他団体等の協力・連携状況　利用サークル、水谷東小学校、参加者の保護者

執行額（使用料及び賃借料）　　スポットクーラー使用料５７，２４０円（豆の木）

主な内容

・対象　豆－地域在住の小学生　※豆の木は２年生以上
・実施内容

◇課題
   豆の木学校は毎年、８月に実施しており、異常気象による猛暑で、参加児童の中で気分が悪くなる児
童がいる（熱中症と思われる）。体育館にはエアコン等の空調設備が無いため、スポットクーラー等を設
置して対応しているが、真夏に実施する以上は、安全（猛暑）対策が課題となる。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
   大学生を中心とする若い力が地域の活性化のために活動している、価値の高い取り組みだと思いま
す。参加した児童にとっても、地域を自分たちの力で活性化させることの大切さを実感させる事業でもあ
ると感じます。

◇総合評価
　 歴史ある事業であり、児童の育成事業としてこれまで継続してきた。地域の貴重な人材を育成し、その
ことが結果、将来の公民館、地域の活性化にも繋がっていく事業なので、今後も継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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『おむすび少年団』の全面協力（企画・運営）による事業
〇第３９回豆の木学校

開催日 ８月６日（火）～８月８日（木）

会 場 水谷東小学校体育館、校庭及び水谷東公民館

内 容 班に分かれてのテーマ活動、食事づくり、遊び、ナイトレク

（２日目公民館で宿泊）、キャンプファイヤー等

〇冬の豆の木学校

開催日 １１月３０日（土）１２月１日（日）

会 場 水谷東小学校体育館、校庭

内 容 テーマ活動、遊び等



事業名

◇課題
   料理教室は人気があり、定員を超える申し込みがあるが、他方で参加者が少ない事業もあるので、内
容については、協力サークルと十分検討していきたい。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 家庭では体験できない内容のものもあり、公民館で友だちと一緒に参加できることが良いと思います。
七宝焼の作品は、水谷東文化祭で展示するなど、子どものやる気に繋がることだと思いました。居場所
づくりに必要な事業です。

◇総合評価
　 新規の公民館利用者が増えていかない現状では、本事業の取り組みは将来の公民館の活性化にも
繋がる事業なので、今後も継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
   利用サークルとの連携による事業で、公民館を子どもの頃からより知ってもらうための事業として保護
者からも好評を得ている。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 子ども公民館事業

◇事業目的、目標
   子どもに公民館に慣れ親しんでもらうことを目的とし、また、居場所づくりとして実施。
   ＰＲに努め、参加者を増やす。
　

◇事業概要

主催　　水谷東公民館

参加人数　　延べ　６１名

他団体等の協力・連携状況　　利用サークル、中央図書館、ボランティア

執行額（報償費）　　講師謝礼　２５，０００円

主な内容

・対象　小学生（一部幼児、親同伴可）
・土曜開催

ブッシュドノエル作りに奮闘中

内     容 参加者数（人） 協力団体等

6/15 10:00～12:00 料理教室（ジャガイモピザ） 10 座・ベジタブル

7/6 14:00～15:00 紙芝居、手品、人形劇外 11 BOOK・ＢＯＯＫ　外

11/2 9:30～15:00 七宝焼（クリスマスツリー） 14 碧翠会

11/30 14:00～15:00 紙芝居、手品、人形劇外 17 人形劇あゆ　外

12/14 10:00～12:00 料理教室（ブッシュドノエル） 9 座・ベジタブル

開催日時

※３／１４料理教室 中止



事業名

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 参加者からは、子育てについて実践的な話を聴くことは有意義であるという感想をいただいている。
ワークショップ的な活動を取り入れた講義や、子どもの年齢を絞った内容になるとさらに実践的な取り組
みになると思います。

◇総合評価
　 家庭教育支援事業として、親の学びや育ちを応援する事業として、内容を充実させながら継続していき
たい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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参加人数　　延べ　８６名

他団体等の協力・連携状況　　水谷東小学校学校応援団、地域子ども教室「東っ子くらぶ」

主な内容

・対象／定員　　小・中学生の保護者／４０名（各回）
・講師　竹内　晴美氏（埼玉県家庭教育アドバイザー）
・実施内容　講座３回実施

◇事業成果
　 各回ごとに受講者アンケートを実施。「非常に役立つ」が３５％、「役立つ」が６４％と満足度が高い結果
となり、自由意見として、今後も継続を求める意見が多数あった。

◇課題
　 やや受講者が少ない年もあるが、話題性があるテーマを選び、今後もPTA等と連携しながら事業は継
続していきたい。

主催　　水谷東小学校ＰＴＡ・水谷中学校ＰＴＡ・水谷東公民館

執行額（報償費）　　講師謝礼　３０，０００円

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 子育て応援の勉強室

◇事業目的、目標
   親の学びや育ちを応援する機会として学習講座を実施。受講者満足度９０％以上を目標とした。

◇事業概要

開催日時 タイトル 受講者数

10/29（火）13時～14時30分 楽しい個性の育て方 28名

11/6 （水）13時～14時30分 芸術は爆発だ、思春期も爆破だ！ 30名

11/20（水）13時～14時30分 より良い人生を創るための性教を考えよう 28名



事業名

◇事業成果
   当初、子どもの居場所づくりとして開催していたが、大人の参加も可とし、世代間交流の場として開催し
た。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 日曜あそぼう会

◇事業目的、目標
   子どもの居場所づくりとして、また、世代間交流の場として実施。ＰＲに努め、参加者を増やす。

◇事業概要

主催　　水谷東公民館

参加人数　　延べ　１０４名

他団体等の協力・連携状況　　利用サークル、地域団体

執行額（報償費）

主な内容

◇課題
   参加者（子ども）が少ない。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 親子で手芸をしたり、卓球を大人に相手してもらったり、大人がそれに生きがいを感じるなど大人と子
どもの交流の場となっています。やや参加者が少ないので、内容等を検討して実施してください。

◇総合評価
　 昨年度は土曜に実施したが、参加者が少なく、今年度は日曜開催として実施するもやはり参加者は少
なかった。
　 事業としては、子どもの居場所づくりであり、世代間交流の場でもあるので継続していきたいが、内容
等、全て見直して実施したい。

□拡大　　　□継続　　　☑見直し　　　□休止・廃止・終了
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毎月１回、日曜日開催（８月を除く） ※３月は中止

※卓球実施日については、利用サークル「クラブぴんぽん」、「フラワーズ」、「東

卓球サークル」が任意で協力

内     容 参加者数（人） 協力団体等

4/14 13:30～15:00 じゅず玉腕輪づくり 4
5/19 13:30～15:00 粘土遊び 4
6/16 10:00～15:00 卓球、じゅず玉腕輪づくり 15
7/14 13:30～16:00 卓球、まがたまづくり 17
9/8 13:00～15:00 卓球、じゅず玉腕輪づくり 6

10/20 13:30～15:00 ミサンガづくり 3
11/10 13:30～16:00 卓球、ミサンガづくり 9
12/8 13:30～16:00 卓球、ミサンガ、じゅず玉腕輪づくり 10
1/19 13:30～16:00 バードウォッチング 16 水谷田んぼの会

2/16 13:30～15:00 卓球、じゅず玉腕輪づくり 20

開催日時



事業名

◇課題
　 まだ参加者は少ないと考えており、内容もそうだが、実施日時も再検討する必要がある。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 本離れが言われる昨今、夏休みを涼しい場所で過ごし、本になじむ貴重な場です。参加者が少ないと
思うので、内容等を工夫して実施してください。

◇総合評価
　 子どもの夏休み中の事業として、ニーズ等を調査・検討し、事業の実施については考えたい。

□拡大　　　□継続　　　☑見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
　 昨年度は、平均参加者が４人程度であったが、今年度は、読み聞かせのほか遊びの時間を設けたこ
とにより、参加者を増やすことができた。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 夏休み絵本とあそびの会

◇事業目的、目標
　 夏休み中の子どもの居場所として、また大人との交流の場として実施。
　 ＰＲに努め、参加者を増やす。

　

◇事業概要

主催　　水谷東公民館

参加人数　　延べ　２７名

他団体等の協力・連携状況　　ＢＯＯＫ・ＢＯＯＫ（地域サークル）、ボランティア

執行額（報償費）

主な内容

・対象　幼児（大人同伴）～大人
・実施内容
　

草木染

多目的ホールで実施

前半を絵本読み聞かせとし、後半、遊びの時間とした。

内     容 定員 参加者数

7/25（木）
13:00～
15:30

絵本読み聞かせ／粘土遊び 20人 14人

8/1（木）
13:00～
16:00

絵本読み聞かせ／ポシェット作り 10人 10人

8/22（木）
13:00～
15:30

絵本読み聞かせ／草木染 20人 3人

開催日時



事業名

◇事業成果
　 柳瀬川に親しむ夏の恒例行事として定着しており、開会式前の河川敷の清掃作業から後片付けまで、
自然に親しみ、環境を考える機会として、また、参加者相互の親睦を図るうえで大いに成果を上げてい
る。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 第２７回やなせ川いかだラリー

◇事業目的、目標
   地域を流れる柳瀬川に親しみながら自然と環境を考える機会とするとともに、参加者相互の親睦と交
流を図ることを目的とする。

◇事業概要

主催　　やなせ川いかだラリー実行委員会・水谷東公民館

参加人数　　出艇８艇　乗船者２８名
　　　　　　　　実行委員２０名、協力者３０名（スポ推１５名、看護１名、審査員１１名、写真２名）、その他ギャラリー多数

執行額（報償費）　　事業協力者謝礼　１２，０００円

他団体等の協力・連携状況　　スポーツ推進委員

主な内容

◇課題
　 いかだの作成や運搬等を考えると、参加できる人は限られてしまう。今後も継続して盛り上げていくに
は、より多くの方が参加できるよう開催内容等一工夫が必要と思われる。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 参加した８艇は、どれも工夫されていてパフォーマンスも面白く、会場は大いに盛り上がりました。ま
た、全員で行う河川敷の清掃活動は大変良いことだと思います。親睦、交流を目的とするこの事業は素
晴らしい事業だと思います。

◇総合評価
　 いかだラリーは、地域を流れる柳瀬川を使った極めて地域性及び独自性の高い事業である。夏の風
物詩として、市の目玉事業として今後も継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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開催日 ８月４日（日）午前１１時から午後３時まで

会 場 柳瀬川志木大橋から富士見橋付近（約８５０ｍ）

出艇数 ８艇

審査方法 いかだの出来栄え・浮力・パフォーマンス等を

審査基準として１１名の審査員により採点

結 果 優勝：みずほ台鬼會『オニカニクス』

準優勝：南畑お月見一座『お月見１号』

３位：公民館・出張所連合『海の冒険号』

特別賞：青空フィッシング『漂流中』

いかだキング：青空フィッシング～ヒゲのおじさん

いかだクィーン：お月見２号～荻島さん

・開会式前には参加者全員で、河川敷のゴミ拾いを実施した。

・結果集計の待ち時間には、川や市に関する〇☓クイズを行い、学習の機会とした。



事業名

◇課題
　 大勢の子どもたちが参加するので、安全面に対して、川の状況等を正しく見極め判断を間違わないよ
う配慮が必要である。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 自然に触れながら、柳瀬川の水質や生き物について学ぶことが出来るのは、特に子どもにとって貴重
な体験だと思います。また、地域のみならず、市内全域から関心が高いことや参加者満足度高いことは
素晴らしいことだと思います。今後も参加者の安全に配慮して継続してください。

◇総合評価
　 当該事業は、いかだラリー同様、地域を流れる柳瀬川を使った極めて地域性及び独自性の高い事業
である。市内全域から参加申込があり、関心が高い事業を考えられる。今後も継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
　 市内全域からの参加申し込みがあり、関心の高さがうかがわれる。参加者は子どもも大人もとても熱
心に講師の話しを聞きながら、水質や生き物について観察をしていた。自分の地域を流れる柳瀬川に生
息する生き物についての学習ができ、非常に満足度の高い事業となった。（アンケートによる）

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 川の探検隊

◇事業目的、目標
   地域を流れる柳瀬川に親しみながら河川について学習することにより、自然環境への関心を高める。

◇事業概要

主催　　やなせ川いかだラリー実行委員会・水谷東公民館

参加人数　　４３名

執行額（報償費）　　講師謝礼　１０，０００円

他団体等の協力・連携状況

主な内容

日時：６月２３日（日）午前９時～午後１時
対象：小学生以上
行程：公民館から富士見橋までの往復
指導：金澤光氏（埼玉県魚類研究会）
内容：柳瀬川の水質検査
        魚とり（たも網、投網）
　　　 講師による学習会

投網 学習会



事業名

◇課題
　 特になし。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 素敵な音楽、そしてイルミネーションで多くの住民が楽しいひと時を過ごすことができます。引き続き開
催をお願いします。

◇総合評価
　 地域の冬の風物詩として、また、師走に地域交流を図る場として定着している。文化芸術の振興を図
る機会として継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
　 身近で生の音楽に触れ、歌い、そしてイルミネーションを見ながら温かい甘酒を飲むという、寒さを吹き
飛ばすような事業で、毎年多くの住民の参加があり、各々で交流を深めている。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 音楽の夕べ

◇事業目的、目標
   文化芸術振興の一環として、生の音楽に触れあう機会をつくるとともに、地域交流を図る場として実
施。
　 ＰＲに努め、参加者を増やす。

◇事業概要

主催　　水谷東公民館

参加人数　　８６人

他団体等の協力・連携状況　　水谷東地区４町会

執行額（報償費）　　講師謝礼　１０，０００円

主な内容

・対象　一般
・出演者　音楽ボランティア「しゃぼん玉」
・日時　１２月１日（土）１６時～１７時
・場所　多目的ホール
・内容　歌と演奏

※コンサート終了

後、

イルミネーション点

灯が行われ、参加

者に甘酒が振舞わ



事業名

◇事業成果
　 今回で４回目の講座で、昨年までは、「子育て応援の勉強室」の一コマとして１回行っていたが、要望
の多い講座のため、今回は単独で４回コースとして実施した。参加者の満足度は非常に高く、続けて行
いたいという希望が多い。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 仙人体操教室

◇事業目的、目標
  地域住民の心身の健康保持増進及び親睦交流の場として、また、公民館の有効利用に繋がることをね
らいとした。

◇事業概要

主催　　水谷東公民館

参加人数　延べ　３９名

執行額（報償費）　　講師謝礼　２０，０００　円

他団体等の協力・連携状況

主な内容

日時：１１月２８日、１２月５日、１２日、１９日（木曜日）
　　　　午後７時～８時３０分　全４回
参加者：１４名
講師：溝越優貴子氏（健康運動指導士）
会場：和室
仙人体操：タイ式のヨガ

◇課題
　 講座終了後のサークル化をねらい、７７％の参加者が続けたいという希望もあったが、講師が多忙な
ため、継続はできなかった。サークル化にはどうすべきか。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 激しい運動ではなく、無理なく自分のペースで心も体も健康になるタイ式ヨガ（仙人体操）は、健康保持
増進にとても良いと思います。一日の仕事を終えて地域にある公民館で心と体をほぐし、参加者同士の
親睦、交流を深められる事業で大変良いと思いました。講師の都合で継続できないことは残念です。

◇総合評価
　 当初予定していなかった新規事業。参加者の満足度は高いので、健康保持増進に係る事業について
は、今後も続けていきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

101



事業名

◇課題
　 特になし。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
   ゆったりのスペース、ジャズのＢＧＭを聴きながらゆっくり歓談してもらいたいと思っています。次回開
催を楽しみにしている参加者も多いので、スタッフとして来年度もより充実した内容で実施したいと思いま
す。

◇総合評価
　 新たな地域交流の場として、試行的に実施したが、参加者から継続的な開催を望む声が多かった。次
年度も継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
　 公運審で発案された「コウミンカンカフェ」を水谷東で試行的に実施した。アンケート調査等は行ってい
ないが、公民館をより身近に感じてもらうために暫くは継続して実施していきたい。
　
　

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 水谷東イエローカフェ

◇事業目的、目標
   新たな事業展開として、公民館運営審議会委員発案のコウミンカンカフェを地区委員と連携して実施。
　 地域交流の場として、試行的に行った。

◇事業概要

主催　　水谷東地区公民館運営審議会委員・水谷東公民館

参加人数　　延べ　１４４名

他団体等の協力・連携状況　　水谷東地区公民館運営審議会委員　外地域住民

執行額（報償費）

主な内容

・対象 一般

・場所 １階ロビー

参加者

80名

64名

開催日時

6/16（日） 10時～13時

11/30（土） 10時～13時

※3/7（土）は中止



事業名

◇事業成果
   全体会、クラブ活動ともに参加者が多く、親睦・交流の場となっている。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 熟年学級

◇事業目的、目標
   高齢者の生きがいづくりとして学習会（全体会）の実施やクラブ活動を行い、会員同士の親睦・交流を図
る。
   ＰＲに努め、参加者を増やす。

◇事業概要

主催　　熟年学級運営委員会・水谷東公民館

参加人数　全体会延べ　３９３名　クラブ活動延べ　６０４名　計延べ　９９７名

他団体等の協力・連携状況

執行額（報償費）　　講師謝礼　１５０，０００円（うち、人間尊重啓発講座として２０，０００円生涯学習課より）

主な内容

・対象　水谷東地域の６０歳以上の住民

◇課題
   全体会が毎年同じ内容になりがちなので、新しい企画を取り入れる等検討し、新たな参加者を増やして
いきたい。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
   全体会の有意義な講座や各クラブの活動も高齢者が充分楽しんでいる様子です。運営委員会を中心
に、更なる全体会の充実等を図り、多くの高齢者が参加し、交流を深めるよう実施してください。

◇総合評価
　 高齢者を対象とした息の長い事業で、リピーターも多く、全体会及びクラブ活動の参加者総延べ人数は
１，０００人程度となる。当該事業は、参加者による運営委員会により事業全般の企画、運営がなされてお
り、今後も地域の高齢化を見据え、内容を充実して継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

103

・全体会

・クラブ活動

※３月の閉講式

及びクラブ活動

は中止

柔軟体操 健康料理 ペタンク 音楽
フラワーア
レンジメント

カラオケ
サークル

ウォーキン
グ

書道 折り紙

57名 65名 111名 107名 77名 54名 47名 53名 33名

６０４名クラブ活動参加者延べ人数　計

開催日 内     容（テーマ等） 講師等

6月14日 開講式～記念講演会 53 名 早坂 廣人氏

7月11日 お楽しみ落語会 54 名 夢見亭わっぱ氏

9月12日 「子どもの貧困～私たちにできること」 41 名 志摩 勇氏

10月10日 講話と演奏会 58 名 入間東部地区事務組合消防本部

11月14日 「元気に生きる老年学」 43 名 徳田 五十六氏

12月12日 お楽しみ会 45 名 老人福祉センターびん沼荘

1月9日 芝居 61 名 さかどシニア劇団極楽とんぼ

2月13日 幼稚園児との交流会 38 名 みずほ幼稚園

393 名

参加者

全体会計



事業名

◇課題
   特になし

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 地域の方が参加し、身近な問題について学ぶことでより良いまちづくりに繋がると思います。引き続
き、話題性の高いテーマで講座を開催してください。

◇総合評価
　 本事業は、地域の身近な課題等について、地域住民がみんなで学習することに意義がある。今後もま
ち協と連携し、継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
   毎回、地域社会が取り組める活動等について学習している。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 地域問題学習会

◇事業目的、目標
   地域課題について、学習する機会として講座を実施。ＰＲに努め、参加者を増やす。

◇事業概要

主催　　水谷東安心まちづくり協議会・水谷東公民館

参加人数　　６２名

他団体等の協力・連携状況

執行額（報償費）

主な内容

・対象　一般
・日時　７月３日（水）午後１時３０分～３時３０分
・会場　多目的ホール
・講師　小野寺　みゆき氏（市こども未来応援センター所長）
・テーマ　「子どもの居場所を支える地域コミュニティ」



事業名

◇事業成果
　 多くはないが、コンスタントに相談者はいる。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 パソコン相談室

◇事業目的、目標
   パソコンの知識・技術習得に困難を生じている高齢者、障がい者、初心者を対象として相談室を実施
するもの。

◇事業概要

主催　　公民館ＰＣサポートクラブ・水谷東公民館

参加人数　　延べ　２１５名

他団体等の協力・連携状況

執行額（報償費）

主な内容

・対象　一般
・開催日時　毎週火曜日午前１０時～１２時
　※８月休みあり　１１、１２月の年賀状、カレンダー作り及び３月は中止

◇課題
　 特になし。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 評判が良い事業だと聞いています。施設の予約等、パソコンを使わなければならないことが多い昨
今、初心者に丁寧に使用方法等を教えてくれる場が定期的にあることは良いことです。

◇総合評価
   学習相談機能の充実を図るため、地域団体の全面的な協力により実施している事業であり、今後も継
続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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４２回開催

相談者数

延べ２１５名

指導者７名



事業名

◇事業成果
　 地域に定着していて参加者が多く、それぞれ興味のある内容で活動をし、介護予防に繋がっている。
開放日を楽しみに訪れる方も多い。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 水谷東ふれあいサロン運営事業

◇事業目的、目標
   介護予防関連施設「ふれあいサロン」を活用して各種介護予防事業を開催する。

◇事業概要

主催　　水谷東ふれあいサロン運営委員会

参加人数　　延べ　５，９２８名

執行額（報償費）

他団体等の協力・連携状況　　地区社協、地区４町会、地区老人クラブ、地区民生委員、健康増進センター、高齢者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         あんしん相談センターひだまりの庭むさしの

主な内容

①ふれあいサロン運営委員会～奇数月年６回開催
　　市社協、地区社協、地区４町会、地区民生児童委員、地区老人クラブ、高齢者安心相談センターひだまりの庭
　　むさしの、健康増進センター、公民館などの地域団体・関係機関の代表と市民ボランティアにより構成。
②各部会
　　事業部会、ボランティア部会、広報部会（ふれあいサロン通信年４回発行全戸配布）
③事　業

◇課題
　 参加者が多いため、若いボランティア（スタッフ）の増員が必要である。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 参加者は、各々の会に自発的に参加し楽しんでいる。一人でも多くの引き篭もりの高齢者がいなくなる
よう、多くの高齢者に参加してもらいたい。

◇総合評価
　 地域と関係団体、行政ががっちり手を組んで展開している事業であり、地域の高齢化と相まって参加
者も多い。今後も運営委員会を中心に継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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月曜午前：百歳体操 午後：太極拳

火曜午後：リハビリ健康づくりの集い（第１，３，４火曜）

水曜午後：開放日

木曜午後：開放日、ホッと安心健康相談（第１木曜）

金曜午前：気功 午後：ふれあい麻雀

土曜午前：絵手紙（第２，４土曜）

午後：唄おう会（第２，４土曜）

その他：年１回お楽しみ会開催（１２月） 12.11開催

お楽しみ会



事業名

◇事業成果
　 参加団体は、１年間の成果発表の場として力を入れており、親睦交流の場としても大いに成果を上げ
ている。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 第３８回水谷東文化祭

◇事業目的、目標
   公民館利用団体・サークルの日頃の活動の成果を発表し、地域住民の親睦交流を深める場として開
催する。

◇事業概要

主催　 水谷東文化祭実行委員会・水谷東公民館

参加人数　　　延べ　１，１００名

執行額（報償費）

他団体等の協力・連携状況

主な内容

テーマ：世代を超えて　心に刻む　文化の光
開催期日：１１月１６日（土）１７日（日）
会場：水谷東公民館、草盧美術山書館（水谷東２丁目）

◇課題
　 より多くの市民に足を運んでいただき盛り上げるためには、子どもの参加を増やすことが重要である。
今後は、子ども向けの内容を検討する必要がある。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
 　毎年、盛大に開催され、利用団体・サークルの発表は素晴らしいと思います。地域住民の交流の場と
して、継続をお願いします。

◇総合評価
　 公民館利用団体、サークル等の活動発表の機会であり、交流の場である。このことは、公民館運営の
活性化に繋がっていくものであり、今後も継続していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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内容

・展示発表１８団体―生け花、写真、小物、絵画、工作、水墨画、

書道、絵手紙、手工芸、パッチワーク、七宝焼等

・舞台発表１８団体―詩吟、体操、カラオケ、太極拳、フォークダン

ス、合唱、玉すだれ等

・模擬店７団体―お汁粉、野菜、雑貨、綿菓子、落花生、喫茶、カ

レーライス、うどん、たこ焼き等

・体験コーナー 水墨画、生け花、お茶席



事業名

◇課題
   編集委員の確保。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 毎月、発行を楽しみにしている方も多くいると聞いています。地域のイベント情報だけではなく、紙面か
ら学ぶことがあります。

◇総合評価
　 公民館だよりの発行は、地域の情報発信のみならず、地域の歩みを記録するなどタウン誌的な側面も
ある。今後も編集委員を中心に、発行を続けていきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
　 水谷東４町会の全世帯に配布している。

　

　

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 公民館だより発行事業

◇事業目的、目標
 　地域情報の発信、地域課題の掘り起こし、公民館情報の提供、紙面を通じた地域住民の紹介、交流を
図る。

◇事業概要

主催　　水谷東公民館

参加人数　 編集委員８名

執行額（報償費）　事業協力者謝礼３０，０００円（ＰＶクラブ）

他団体等の協力・連携状況　 ＰＶクラブ（サークル）

主な内容

　 地域住民による編集委員を中心に、水谷東公民館だより「ひがし」を編集し、毎月１回発行する。
   発行部数は２，９００部

〇１面の特集テーマ

５月：公民館年間事業予定

６月：私の平成そして令和に向けて

７月：各町会の夏祭りのご案内

８月：お宅では新聞とってますか？

９月：食べ残しを減らそう！

１０月：東武東上線と私

１１月：第３８回水谷東文化祭

１２月：令和初の年賀状～あなたの場合は？

〇２面の主な内容

・公民館事業等の案内

・地域の予定

・「思い出の場所 気になる所」

・ラウンジ

・地域の人口と世帯

・コーヒータイム（編集後記）

１月：２０１９年水谷東５大ニュー

ス

２月：健康寿命を伸ばすために

３月：私の卒業

４月：写真で振り返る

～懐かしい商店



事業名

◇課題
　 この２年間、新たな公民館の事業展開としての「コウミンカンカフェ」の取り組みについて協議、実践をし
てきた。
 　委員が改選となる次年度からは、どういった命題をもって審議会を行っていくかについて検討、協議を要
す。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 今年度、「イエローカフェ」の実践に参加することができ、楽しい時間を過ごすことができました。微力な
がら、公民館の運営について、様々な提案をしていきたいと考えています。
 
 

◇総合評価
   公民館の設置目的達成のため、地域住民の目線で意見等をいただきたい。
　

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
　 それぞれの立場から出される意見は、よりよい公民館運営に繋がる貴重な意見である。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業
公民館施設維持管理事業

公民館運営審議会地区会議

◇事業目的、目標
   水谷東公民館の運営全般に係り、調査審議する。

◇事業概要

主催　　水谷東公民館

参加人数　　水谷東地区公民館運営審議会委員　４名

執行額（報償費）　　　７５，０００円（＠３，０００×２５回～全体公運審を含む※鶴瀬公民館予算）

他団体等の協力・連携状況

主な内容

第１回地区会議
日時：７月８日（月）午後５時から６時１５分　　会場：水谷東公民館講座室
内容：①事業報告と今後の事業について　②「受動喫煙防止対策」の公民館としての対策について
       ③水谷東イエローカフェについて　④その他
第２回地区会議
日時：１０月３０日（水）午後５時から６時１５分　　会場：水谷東公民館講座室
内容：①事業報告と今後の事業について　②水谷東イエローカフェについて　③その他
第３回地区会議
日時：１月１５日（水）午後５時から６時１５分　　会場：水谷東公民館美術工芸室
内容：①事業報告と今後の事業について　②水谷東イエローカフェについて　③その他
第４回地区会議
日時：３月４日（水）午後５時から６時１５分　　会場：水谷東公民館
内容：①事業報告と今後の事業について　②令和２年度水谷東公民館予算について　③事業評価に
　　　　　ついて　④令和２年度水谷東公民館事業計画について　⑤水谷東イエローカフェについて　その他



事業名

◇課題
　 特になし

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 利用者の立場で意見が言える貴重な場です。今後も開催してください。

◇総合評価
　 より快適な公民館の施設利用を図るため、今後も継続して本会を開会し、意見等を伺っていきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
   利用者から直接意見が聴ける場。施設の使い勝手や備品等の設置要望の意見があった。
　

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業
公民館施設維持管理事業

利用者懇談会

◇事業目的、目標
 　利用者目線に立った公民館運営を図るため、利用者から意見等を聴く機会として開催する。

◇事業概要

主催　　水谷東公民館

参加人数　３５名

執行額（報償費）

他団体等の協力・連携状況

主な内容

・開催日時　５月１１日（土）１３：３０～１４：１０
・場　　  所  多目的ホール
・内　　  容  ①事業計画について
　　　　　　　 ②施設利用の注意点について
　　　　　　　 ③予約システムについて
　　　　　　　 ④団体備品等の館内常置について
　　　　　　　 ⑤意見交換



事業名

◇課題
   地域支え愛隊の活動など、まだまだ地域住民に浸透していないと考えられる。地道な啓蒙、啓発活動
が必要である。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 水谷東まち協のまちづくりに係る各種事業を推進していくためには、公民館との協働は必要なことで
す。今後も公民館はまちづくりの拠点施設として、役割を果たしてもらいたいと思います。
　

◇総合評価
   まち協が掲げる理念やその目的は、地域の拠点施設として位置付けされている公民館として同調する
ものであり、今後も連携して支援を継続していきたい。
　

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
   水谷東まち協の活動は、先進事例としてホームページ開設等により、今年度は宮崎県川南町議会が
視察に来るなど広く周知されている。また、東入間警察署によると、この地域の犯罪発生率は減少傾向
にあり、こういったことも地域を挙げての学習会や広報活動等の成果であると推察される。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業
公民館施設維持管理事業

水谷東安心まちづくり協議会（支援）

◇事業目的、目標
   水谷東地域に住民主体のまちづくりを推進するために組織された「水谷東安心まちづくり協議会」につ
いて、地域の拠点施設である公民館が市民参画、市民協働の取組みを進めるためその活動を支援する
もので、職員は各部会の事務局として加わり、主に事務的支援を行っている。
　

◇事業概要

主催

参加人数　　まち協役員数－２０名　部会員－８２名（役員を含む）

他団体等の協力・連携状況　　さくら記念病院との相互支援協定（まち協）　地区社協、各種地域団体

執行額（報償費）

主な内容

①地域連絡会議の開催（６・９・１２・３月）※３月は中止
②各部会会議の開催（随時）
　 安心安全部会／青少年部会／高齢者福祉部会
　 ／文化スポーツ部会／地域交流部会
③広報紙『つなぐ』の発行　年３回　地域全戸配布
④各種事業等の実施
　・地域住民合同防災訓練の実施
　・安心安全ネットワーク会議の開催
　・高齢者の見守り活動
　・夏休みラジオ体操会の実施
　・先進地視察研修会の実施
　・地域問題学習会の実施
　・書初め教室の実施
　・「水谷東地域支え愛隊」の活動
　・水谷東地域支え愛隊発足３周年
　　記念講演会
  ・視察の受入れ
　・ホームページの運営

書初め教室 水谷東地域支え愛隊発足３周年記念講演



事業名

◇課題
　 特になし。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
 　地域住民による実行委員会により、企画・運営されていて、毎年、開催を楽しみにしている人も多いと
聞いています。今後も継続してほしいと思います。

◇総合評価
　 ふるさとへの愛着をはぐくむ地域（４町会）の大きなイベントとして、今後も支援していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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◇事業成果
　 地域の大きなイベントとして、参加者も多く、定着している。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 第３５回水谷東ふるさとまつり（支援）

◇事業目的、目標
   地域住民の親睦と交流を図り、地域のまちづくりのために開催される『水谷東ふるさとまつり』を支援す
る。

◇事業概要

主催　 水谷東ふるさとまつり実行委員会

参加人数　　　延べ　２，７００名

執行額（報償費）

他団体等の協力・連携状況

主な内容

開催期日：５月２５日（土）午前１０時～午後８時・２６日（日）午前１０時～午後７時３０分
会場：前沼公園、水谷東公民館
内容：舞台、模擬店、フリーマーケット、あそび広場、健康相談コーナー
　　　　子ども山車、神輿、ビアホール、抽選会



事業名

◇事業成果
　 ４町会合同事業として、地域住民の親睦交流・健康増進を図る機会となっている。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価書

公民館学級講座等開催事業 水谷東地域スポーツ事業（支援）

◇事業目的、目標
   スポーツを通じて水谷東地域の住民相互の親睦交流を図るとともに、健康増進の一助とする各種ス
ポーツ事業の支援を行う。

◇事業概要

主催　　実行委員会（水谷東地域４町会）

参加人数　　地区体育祭　５００名

執行額（報償費）

他団体等の協力・連携状況　　　水谷東地域４町会、水谷東安心まちづくり協議会、地区スポーツ推進委員

主な内容

第３８回水谷東地区体育祭
　開催日：１０月６日（日）
　会場：水谷東小学校校庭

第３２回水谷東地区親睦スポーツフェスティバル
　　　　　グラウンドゴルフ大会
　開催日：令和２年３月１５日（日）中止
　会場：水谷東小学校校庭
※第１回実行委員会を１月１６日に開催し、準備を
進めていたが、新型コロナウィルス感染拡大防止
の関係で中止

◇課題
　地区体育祭は、幅広い年齢層の参加があり、世代間交流も図ることができるが、全体の参加者が減っ
ており、各町会選手選びに苦慮している状況である。
　スポーツフェスティバルは、子どもの参加が少ないので、もう少し幅広い年齢層の参加が望ましい。

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
　 地区体育祭は各町会で選手選びが大変だと思いますが、幅広い年齢層が集まり、活気があります。ス
ポーツフェスティバルは今回、中止となりましたが、町会で選手の募集をするとすぐに定員一杯となってし
まった町会もありました。人気があるイベントです。子ども参加が少ないということですが、子どもの枠を
作って計画してはどうでしょうか。

◇総合評価
　 地域（４町会）の大きなイベントとして、今後も支援していきたい。

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了
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事業名

□拡大　　　☑継続　　　□見直し　　　□休止・廃止・終了

114

◇課題
   緊急対応的な修繕や備品の経年劣化による不具合が年間を通じてある。今後、公共施設マネジメント
に係る施設管理計画で長寿命化計画が図られることとなる。

令和元年度水谷東公民館事業報告兼事業評価

公民館施設維持管理事業

◇事業目的、目標
　 誰もが使いやすく、安全で快適に施設が利用できるよう施設管理を図る。
　

◇事業概要

◇事業成果
   委託業務は、各業務ともに支障なく完了し、懸案だった階段の転落防止板の設置やフェンスの交換修繕
を実施 し、また防犯カメラ２基を設置することができ、安全性を高めることができた。

委託業務
・清掃業務委託…日常清掃、定期清掃（ワックス）等　887,597円
・エレベータ保守点検委託…エレベーター１基の保守点検　353,160円
・自動ドア保守点検委託…自動ドア３基の保守点検　38,586円
・空調設備保守点検委託…冷温水発生機１基の保守点検委託　356,212円
・ガスヒートポンプエアコン保守点検委託…ＧＨＰ２基の保守点検委託　52,320円
・樹木維持管理委託…敷地内樹木の剪定処分委託　106,150円

修繕発注等
・多目的ホールのドア修繕…一部ガラス部分破損修繕　43,200円
・階段修繕…転落防止用にアクリル板を手摺に設置　291,600円
・フェンス交換修繕…経年劣化により腐食が進んだフェンスの交換修繕　907,200円
・玄関自動ドア修繕…自動開閉装置の交換修繕　45,360円
・ワイヤレスマイク修繕…不具合が発生したため　17,928円
・調理実習室修繕…一部破損につき修繕　33,000円
・多目的ホール照明器具交換修繕…照明器具１基に不具合が発生したため　18,975円
・防犯カメラ設置…屋内１、屋外１計２基設置　507,907円（備品購入費）

施設維持管理事業

◇地区公民館運営審議会委員の意見等
   安全に施設を利用するために、業務委託、修繕は必要です。また、今年度、防犯カメラを設置したことで
安全性は高まったと思います。

◇総合評価
　 安全で快適に施設提供を行っていくため、利用者目線での設備の更新や施設の維持管理を継続的に
検討し、計画的に実施していく必要がある。
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令和元年度 富士見市公民館 利用統計 

公民館名 区 分 延べ利用件数 延べ利用人数 

鶴瀬公民館 

団体・サークル 3,599 45,412 

総利用数 

（行政・公民館含む） 
4,767 71,447 

南畑公民館 
団体・サークル 1,572 22,229 

総利用数 

（行政・公民館含む） 
2,247 34,596 

水谷公民館 

団体・サークル 1,981 25,396 

総利用数 

（行政・公民館含む） 
3,058 59,048 

水谷東公民館 

団体・サークル 1,582 24,824 

総利用数 

（行政・公民館含む） 
1,991 32,296 

総 計 
団体・サークル 8,734 117,861 

総利用数 

（行政・公民館含む） 
12,063 197,387 

 

 

令和元年度 複写機・印刷機市民利用統計 

公民館名 複写機利用枚数 印刷機利用枚数 

鶴 瀬 公 民 館 4,277 209,346 

南 畑 公 民 館 6,371 177,733 

水 谷 公 民 館 16,843 440,457 

水 谷 東 公 民 館  4,994 173,575 

合  計 32,485 1,001,111 
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富士見市公民館運営審議会委員 

（任期：平成３０年７月１日～令和２年６月３０日） 

役 職 氏 名 所 属 等 

議長・南畑地区委員 中 正美 元中学校長 

副議長・鶴瀬地区委員 神木 基晴 埜歩歩富士見山の会 

副議長・水谷地区委員 関根 健一 特別支援学校 PTA 

副議長・水谷東地区委員 本田 和子 水谷東公民館だより編集委員 

鶴瀬地区委員 長ケ原 美博 元小学校長 

鶴瀬地区委員 山川 亜紀子 音楽ボランティア「しゃぼん玉」 

鶴瀬地区委員 伊垣 容子 公募委員 

南畑地区委員 松尾 信悟 南畑地域子ども教室 

南畑地区委員 髙橋 康子 南畑公民館企画運営委員 

南畑地区委員 横谷 希己江 富士見太鼓の会 

水谷地区委員 加藤 みはる あざみの会 

水谷地区委員 小森 和雄 公募委員 

水谷地区委員 中島 秀行 本郷中学校長 

水谷東地区委員 會津 貞子 ふれあいサロンで唄おう会 

水谷東地区委員 藤井 文則 水谷東小学校長 

水谷東地区委員 田中 洋子 水谷東小学校学校応援団 

 

 

令和元年度公民館運営審議会開会状況 

回 開催日時 議  題 

第１回 
５月２２日（水） 

１９時～２０時１０分 

報告事項 

・平成 30 年度（2018 年度）事業記録「富士見の公民

館」の発行について 

・各地区公運審会議開催状況について 

・地域・自治シンポジウム「キックオフミーティング」

（4/13）について 

・第 46回富士見市子どもフェスティバル（4/13）につ

いて 

・各公民館の事業等進捗状況について 

協議事項 

・関係委員の選出について 

・『公民館カフェ』の進捗状況について 

第２回 ７月１７日（水） 報告事項 
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１９時～２０時３０分 ・各地区公運審会議開催状況について 

・各公民館の事業実施状況について 

・ピースフェスティバル 2019を終えて 

・各公民館の受動喫煙防止対策状況について 

協議事項 

・各地域の公民館カフェの開催状況とこれから 

その他 

・東日本大震災・富士見市応援プログラム「東松島ま 

つり」について 

第３回 
１０月１６日（水） 

１９時～２０時３０分 

報告事項 

・平成 30年度上半期事業の報告 

・各地区公運審会議開催状況について 

・入間地区公民館連絡協議会 館長・公運審委員合同

研修会の報告 

・地域・自治シンポジウムの開催について 

・公民館危機管理マニュアルの策定について 

・使用料の見直しについて 

協議事項 

・各館における公民館カフェの成果とこれから 

・生涯学習推進市民懇談会参加者の推薦について 

その他 

・第 50回関東甲信越静社会教育研究大会 

 11/7.8 ウェスタ川越 

第４回 
２月１２日（水） 

１９時～２０時３０分 

報告事項 

・各地区公運審会議開催状況の報告 

・年間事業報告 

・「平和学習会」「地域・自治シンポジウム」の案内 

・令和２年度公民館予算関係（案）について 

・第 34回入間地区公民館研究集会実施報告 

協議事項 

・令和２年度富士見市公民館運営方針（案）について 

・公民館カフェについて（協議と実践のまとめ） 

・「富士見の公民館」事業報告シートについて 

その他 

・事業評価について 
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〇つるせ公民館だより発行及び編集に関する内規 

（目的） 

第１条 つるせ公民館だより（以下「公民館だより」という）は、鶴瀬公民館活動及び地域文化に

関わる広報紙として、鶴瀬公民館区の住民に広く地域情報と学習機会を提供し、住み良い地域社

会づくりに役立てることを目的とする。 

（発行） 

第２条 公民館だよりは月１回発行し、鶴瀬公民館区内の各世帯に配布する。ただし、鶴瀬公民館 

長（以下「館長」という。）が認めた場合は、この限りではない。 

２ 発行責任者は館長とする。 

（編集方針） 

第３条 公民館だよりの編集は、第１条の目的を達成するため、社会教育の理念に基づき、住民参

加のもと公正中立に行うものとする。 

（編集委員） 

第４条 公民館だよりの編集を行うため、館長は、編集委員を地域住民の中から委嘱する。 

２ 編集委員は、各世代、各分野、各地域にわたり委嘱されるよう考慮する。 

３ 編集委員の定数は１２名以内とする。 

４ 編集委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

５ 編集委員は、公民館だよりの毎号の記事の企画・取材などの編集作業を行う。 

（編集会議） 

第５条 編集委員は、編集作業を進めるため、毎月定例の編集会議を開催する。 

２ 編集委員の中から正・副編集長を互選し、編集会議の座長をつとめる。 

３ 編集会議には、公民館職員が参加し、編集作業を協働で行う。 

 

〇南畑公民館だより編集及び発行に関する内規 

（目的） 

第１条 この内規は、南畑公民館だより（以下「公民館だより」という。）の編集及び発行について

定めることを目的とする。 

（発行目的） 

第２条 公民館だよりは、社会教育法第二十条の規定に基づき、編集・発行を行うもので、地域内

の政治、経済、社会、文化にわたる報道及び解説を通して、住民へ教育材料と学習契機を提供し、

生活文化の振興に寄与することを目的とする。 

（発行） 

第３条 公民館だよりは、発行日を定めて毎月一回発行する。ただし、南畑公民館長（以下「館長」

という。）が認めた場合は、この限りではない。 

２ 発行責任者は館長とする。 

（編集方針） 

第４条 公民館だよりは、第２条の目的達成のため、次の各号の編集方針に基づいて編集 

 するものとする。 

 一 住民の声の広場として広く取材し記事とする。 

 二 住民に必要なあらゆる教養の基礎となるべき見聞や知識を提供する。 

 三 記事は教育の理念に基づき、住民が自由な批判と正しい判断をすることができるよ 
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 う材料と契機を提供するものとする。 

四 記事は編集委員の十分なる合意をつくし、不偏不党、公正中立を期する。 

（編集委員） 

第５条 南畑公民館は、公民館だよりの取材及び編集を行うため、編集委員会を設ける。 

２ 編集委員の定数は二十名以内とする。 

３ 編集委員は、次の各号に該当する分野で現に活動している者ならびに経験者、またはこれらに

類する者の中から、館長が公民館運営審議会の意見を考慮に入れて委嘱する。 

 一 教育・文化・スポーツ・福祉。 

 二 産業・労働・経済。 

 三 地域活動・団体活動。 

 四 地方自治。 

 五 学識経験者 

４ 編集委員の任期は二年とし再任を妨げない。 

５ 編集委員の中から編集長及び副編集長を互選する。編集長は編集委員会の議長となり、公民館

だよりの編集責任者となる。 

６ 副編集長は編集長を補佐し、編集長に事故ある時はその職務を代行する。 

（配布協力員） 

第６条 公民館だよりは、配布協力員を通じ配布する。 

２ 配布協力員は、地区内に居住する者の中から館長が委嘱する。 

（配布） 

第７条 公民館だよりは、配布協力員を通じて地区内全世帯に配布する他、各公民館、学校等関係

機関に無償で配布する。 

 

〇水谷公民館だよりの編集及び発行に関する内規 

第１条（目的） 

 この内規は、水谷公民館だよりの編集及び発行について定めることを目的とする。 

第２条（発行目的） 

 公民館だよりは、社会教育法第２０条の規定にもとづき、編集、発行を行うもので、地域内の政

治、経済、社会、文化にわたる報道及び解説を通じて、住民へ教育材料と学習を提供し、生活文化

の振興に寄与することを目的とする。 

第３条（発行） 

１． 公民館だよりは月１回発行とする。ただし、水谷公民館長（以下「館長」という。）が認

めた場合は、この限りではない。 

２． 発行責任者は水谷公民館長とする。 

第４条（編集方法） 

 公民館だよりは、第２条の目的達成のため、次の編集方針にもとづいて編集するものとする。 

１． 住民の声の広場として広く取材し、記事とする。 

２． 子どもからお年寄りまでの声を広く載せ世代交流の広場とする。 

３． 公民館活動を拡げるための記事を載せる。 

４． 住民に必要なあらゆる教育の基礎となるべき見聞や知識を提供する。 

５． 記事は教育の理念にもとづき、住民が自由な批判と正しい判断をすることが出きるような
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材料と契機を提供するものとする。 

６． 記事は編集委員の十分な合議をつくし、不偏不党、公平中立を期する。 

第５条（編集委員） 

 水谷公民館は、公民館だよりの取材及び編集を行うため、編集委員会を設ける。 

１． 編集委員は、次の各分野で現に活動しているもの並び経験者、また教育、学識、文化に対

し見識を有するもののうちから、館長が公民館運営審議会の意見を考慮にいれて委嘱する。

なお各世代、各分野にわたり選ばれるよう考慮する。（教育、文化、スポーツ、福祉、地

域活動、団体活動） 

２． 編集委員の定数は１２名以内とする。 

３． 編集委員の任期は２年とし、再任を妨げない。なお、毎年半数交替とする。 

４． 編集委員の中から編集長及び副編集長を互選する。編集長は編集委員会の議長となり、公

民館だより編集責任者となる。副編集長は編集長を補佐し、編集長事故あるときはその職

務を代行する。 

 

〇水谷東公民館だよりの編集及び発行についての内規 

（目的） 

第１条 水谷東公民館だより（以下「公民館だより」という。）は、公民館における学習活動及び地

域文化に関わる広報紙として、住民に広く地域情報と学習機会を提供し、その地域生活に資する

ことを目的とする。 

（発行） 

第２条 公民館だよりは、発行日を定めて毎月１回発行する。ただし、水谷東公民館長（以下「館

長」という。）が認めた場合は、この限りではない。 

２  発行責任者は、館長とする。 

（編集方針） 

第３条 公民館だよりの編集は、第１条の目的を達成するため、その記事の内容について社会教育

の理念に基づき、公正中立を期する。 

（編集委員） 

第４条 水谷東公民館は、公民館だよりの編集を行うため、編集委員会を設ける。 

２ 館長は、編集委員を地域住民の中から委嘱する。 

３ 編集委員の定数は１２人以内とする。 

４ 編集委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

５ 編集委員は、公民館だよりの企画、取材、編集作業を行う。 

６ 編集委員の中から編集長を互選する。編集長は、編集委員会の議長として 

編集会議を主宰し、公民館だよりの編集責任者となる。 

７ 編集委員会には公民館職員が参加し、編集作業を協働で行う。 

（配布） 

第５条 公民館だよりは、各町会・自治会広報担当を通じて地域の全世帯及び学校その他関係機関

に配布する。 
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富士見市公民館利用案内 
○利用時間    ９:００～２２：００ 

〇休 館 日   毎月第 3月曜日／年末年始（12月 29日～1月 3日） 

〇申請受付    ９：００～１７：１５（休館日以外の月～金曜日）  

〇申請の預かり  月曜日から金曜日の午後５時１５分から午後９時、土曜・休日の午前９時から午後９時

までの間、市内目的内団体及び免除団体については、公共施設予約システムにより

仮予約が確認できた場合、申請書及び使用料の預かり事務を行っています。 

利用決定通知書兼領収書は後日発行となります。(但し、利用当日及び連続した土

日・休日の間は対象となりません) 

 

施設を利用するためには 

１ 施設を利用するには、利用申請し利用許可を受けることで利用できます。 

２ 市内目的内届出団体（登録された団体）は、通常の使用料で利用できます。 

３ 市外利用者、目的外利用（登録していない団体、個人）は通常使用料の４倍で利用できます。 

４ 営利、布教目的には利用できません。 

 

市内目的内届出団体とは 

① 相互の合意の下に団体の構成員が自主的かつ主体的に運営していること 

② 団体の構成員の半数以上が市内に居住し（市内の在勤者または通学者を 

含む）、かつ、市内に事務所または連絡先があること 

③ 利用しようとする施設の設置目的に該当する利用であること。 

（市民交流、生涯学習、地域づくりなど） 

市内目的内届出団体に該当しないもの(4 倍料金) 

① 富士見市以外の構成員が半数を超える団体 

② 個人の利用 

③ 民間企業等の営利を伴わない会議や研修での利用 

 

利用のための届出 

◆市内目的内届出団体として利用する場合は、公共施設予約システム利用登録と市内目的内団体登

録（変更）届が必要です。（但し、公共施設予約システム利用登録と市内目的内団体登録（変更）届 

 を兼ねることもあります） 

１ 市内目的内団体の登録 

・ 施設の利用に際しては、その設置目的に即した内容で利用していただくため、「市内目的内団

体登録(変更)届を届け出ていただきます。 

・ 市内目的内団体登録（変更）届は、年度ごとに更新手続きが必要です。次年度分の更新手続

きは、毎年２月から受け付けます。継続利用を希望される場合は「市内目的内団体登録(変更)

届」の届出をお願いします。 

                                          

２ 公共施設予約システム利用登録 

  ・利用登録には、利用登録申請書を提出し、登録決定を受ける必要があります。 

  ・登録の際は、利用者番号（ＩＤ）とパスワードをお知らせします。 

※ 利用者番号（ＩＤ）とパスワードを入力することにより、インターネット上での操作（仮予約など）

が可能になります。           

  ・利用者番号（ＩＤ）とパスワードは各団体で管理してください。 

  ・登録の有効期間は年度末までとし、申請は年度ごとになります。 

 

◆目的外利用（登録していない団体、個人）として利用する場合は、登録の必要はありません。ただし、

公共施設予約システムの利用はできません。 

利用申請は、直接各施設窓口で行ってください。 
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★当日、団体・サークルが使用していなければ、青少年に開放します。（全公民館） 

★利用時間 小学生＜夕焼け放送まで＞中学生＜午後６時＞１５歳以上＜大人と同じ＞ 

 

 

 
公民館には、印刷機・裁断機･複写機などがあります。市内の社会教育関係団体･地域団体を支援する目的

に設置されています。地域の印刷室としてお気軽にご利用ください。 

○セルフサービスが原則です。       

○印刷用紙は持参してください。      

○著作権にふれる複写は禁止されています。 

○複写機は１枚１０円、印刷機は１原稿につき５０円の実費負担です。（平成１６年６月１日より） 

 

 

 
市内の社会教育･市民活動などの支援を目的に、各公民館には貸出用備品があります。 

※詳しくは各公民館へお問い合わせください。 

● 鶴瀬公民館（イス 100／机 56）  ●南畑公民館（イス 80／机 36）  ●水谷公民館（イス 70/机 15） 

● 水谷東公民館（イス 60／机１4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青 少 年 の 活 動 支 援 と し て 、 施 設 を 開 放 し て い ま す 。 

市 民 活 動 支 援 の た め の コ ピ ー / 印 刷 機 を 利 用 で き ま す 

市 民 活 動 支 援 の た め に 備 品 を 利 用 で き ま す 

水子貝塚公園  

みずほ台中央公園  

水谷東小  
水谷中  

スーパーマーケット   

ホームセンター 
志木市役所 

水谷小 

谷津幼稚園   

鶴瀬小    

スーパー 
マーケット 

東中   

富士見高   

南畑小    
特別支援    

富士見 
市役所    
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富士見市立公民館職員名簿（令和２年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

館  名 職   名 氏  名 

鶴瀬公民館 
羽沢３－２３－１０ 
ＴＥＬ 

０４９－２５１－１１４０ 

ＦＡＸ 

０４９－２５１－１１５６ 

館長・社会教育主事・公民館主事 

主査・社会教育主事・公民館主事 

主         任 

主事・社会教育主事補・公民館主事補 

主 事 

専 門 員 

会 計 年 度 任 用 職 員 

冨 塚 一 資 

加治  あゆみ 

山 田  亨 

佐 藤 大 輔 

後藤  香菜子 

大 石  勝 

島 谷 利 香 

南畑公民館 
上南畑３０６－１ 
ＴＥＬ 

０４９－２５１－５６６３ 

ＦＡＸ 

０４９－２５１－５６６１ 

館長・社会教育主事・公民館主事 

主査・社会教育主事・公民館主事 

専 門 員 

会 計 年 度 任 用 職 員 

荒 居 良 宏 

荻 島 恵 理 

永 瀬 昭 次 

畠 山 あ い 

水谷公民館 
水谷１－１３－６ 
ＴＥＬ 

０４９－２５１－１１２９ 

ＦＡＸ 

０４９－２５５－９８８６ 

館 長 

主         査 

主 任 

主事・社会教育主事補・公民館主事補 

江 口  総 介 

寳 田 一 義 

南 部 英 司 

柳 瀬 大 輝 

水谷東公民館 
水谷東２－１２－１０ 

ＴＥＬ 

０４８－４７３－８７１７ 

ＦＡＸ 

０４８－４７１－７５５５ 

館 長 
副館長・社会教育主事・公民館主事 

主         査 

専 門 員 

山 﨑 哲 正 

大日方  清美 

佐 藤  憲 一 

山 田  滝 雄 
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