
平成２９年度第３回袖ケ浦市社会教育委員会議 

 

１ 開催日時  平成２９年７月１４日 午後３時開会 

 

２ 開催場所  保健センター 集団接種室 

 

３ 出席委員 

委 員 鴇田 道雄 委 員 髙野 隆晃 

委 員 松井 恭子 委 員 稲垣 昭彦 

委 員 二宮 義文 委 員 萩原 美佐雄 

委 員 田中 雪夫 委 員 佐々木眞由美 

委 員 川瀬 雅雄 委 員 牧野 喜美代 

委 員 木村 育子 委 員 小泉 康 

委 員 在原 潤  

 

４ 出席職員 

教育長 御園 朋夫 体育振興課長 林  健司 

参事（兼生涯学習課長） 小阪 潤一郎 根形公民館副主幹 桐村 久美子 

市民会館館長 溝口 輝 生涯学習課副課長 稲葉 理恵 

長浦おかのうえ図書館館長 嶋田 育子 生涯学習課主査 錦織 大介 

郷土博物館長 井口 崇 生涯学習課社会教育班長 長谷川 操 

郷土博物館副館長 西原 崇浩   

 

５ 欠席委員 

委 員 石井 ゆみ子 委 員 中山 正紀 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

 

 

７ 議 題 

 （１）袖ケ浦市社会教育委員委員長・副委員長の選出について 

 （２）平成３０年袖ケ浦市成人式実行委員の選出について 

 （３）第１５期袖ケ浦市生涯学習推進協議会委員の選出について 

 （４）平成２９年度袖ケ浦市生涯学習推進大会実行委員の選出について 

 （５）第５２回千葉県社会教育振興大会について 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 
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 （６）平成２９年度社会人権教育地区別研修会について 

８ 報 告 

 （１）平成２９年度根形公民館乳幼児家庭教育学級「うたたねくらぶ」につ 

いて 

 （２）平成２９年度青少年健全育成推進大会実施報告 

 （３）第３６期第２回市民三学大学講座実施報告 

 （４）その他 

    第５９回全国社会教育研究大会北海道大会について 

 

９ 議 事 

（１）袖ケ浦市社会教育委員委員長・副委員長の選出について 

 事務局長谷川：資料の２ページ今回の会議は、委員が改選されて初めての会 

議となりますので、委員長・副委員長の選出がされていませ

ん。仮議長を立てまして、議事の進行をさせていただきます

がよろしいでしょうか 

（異議なし） 

事務局長谷川：それでは、仮議長につきましては、事務局より提案させてい

ただきますがよろしいでしょうか。 

       （異議なし） 

事務局長谷川：仮議長には、生涯学習課小阪課長にお願いしたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 事務局長谷川：それでは、小阪課長よろしくお願いします。 

   小阪課長：仮議長を務めさせていただきます。生涯学習課小阪です。よ 

ろしくお願いいたします。 

それでは、議題１、袖ケ浦市社会教育委員委員長・副委員長

の選出について事務局より説明をお願いします。 

 事務局長谷川：袖ケ浦市社会教育委員委員長・副委員長の選出について、資 

料２ページから５ページを説明。 

   小阪課長：ただいま、事務局からの説明がありましたとおり、袖ケ浦市 

社会教育委員会議運営規則第２条の規定により、委員の互選 

によるものとなっています。委員の皆様からご選出について

のご提案があればと思いますが、いかが取り計らいましょう

か。 

（意見なし） 

小阪課長：ご意見がないようでしたら、事務局（案）を提示し審議した

いと思いますがよろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

   小阪課長：それでは、まず、委員長について事務局（案）の提示をお願 

いします。 

 事務局長谷川：事務局（案）を提示いたします。委員長につきましては、二 

宮委員を推薦いたします。 

   小阪課長：ただいま、事務局（案）の提示がありました。 

        二宮委員を委員長に選出することについてお諮りいたします。

よろしいでしょうか。 

        （拍手多数により承認） 

   小阪課長：つづきまして、副委員長について、事務局（案）の提示をお 

願いします。 

 事務局長谷川：副委員長につきましては、田中委員、佐々木委員を推薦いた 

します。 

   小阪課長：事務局より提示がありました。副委員長に田中委員、佐々木 

委員を選出することについてお諮りいたします。よろしいで 

しょうか。 

（拍手多数により承認） 

   小阪課長：ありがとうございます。 

        互選により、委員長に二宮委員、副委員長に田中委員、佐々

木委員が選出されました。 

これをもちまして、私の仮議長としての役割を終わらせてい

ただきます。会議の進行のご協力ありがとうございました。 

 事務局長谷川：委員長、副委員長になられた皆様、前の席へ移動をお願いし 

ます。 

事務局長谷川：それでは、ここからは袖ケ浦市社会教育委員会議運営規則第

４条の規定により、二宮委員長に今後の進行をお願いします。 

 

（２）平成３０年袖ケ浦市成人式実行委員の選出について 

二宮委員長：それでは、議題２、平成３０年袖ケ浦市成人式実行委員の選

出について、事務局から説明願います。 

事務局長谷川：平成３０年袖ケ浦市成人式実行委員の選出について、資料６ 

ページから７ページまで説明。 

市民会館館長：平成３０年袖ケ浦市成人式開催の概要について、資料８ペー

ジから９ページを説明。 

二宮委員長：それでは、成人式実行委員について、地区ごとに１名ずつ、 

合計５名選出をお願いします。 

（各地区に分かれ話し合い） 

- 3 - 



  二宮委員長：各地区の協議の結果、昭和地区は小泉委員、長浦地区は在原 

委員、蔵波地区萩原委員、根形地区松井委員、平川地区は牧 

野委員に決定しましたので、よろしくお願いします。  

（３）第１５期袖ケ浦市生涯学習推進協議会委員の選出について 

  二宮委員長：次に、第１５期袖ケ浦市生涯学習推進協議会委員の選出につ 

いて事務局より説明願います。 

   錦織主査：第１５期袖ケ浦市生涯学習推進協議会委員の選出について、 

資料１０ページから１５ページを説明。 

  二宮委員長：生涯学習推進協議会委員の任期が平成２９年１１月１５日ま 

でですので、委員の選出をしていきます。 

意見がなければ、事務局（案）の提示をお願いします。 

事務局長谷川：例年、社会教育委員長が委員に選出されておりますので、二 

宮委員長を推薦します。 

  二宮委員長：事務局（案）のとおりで、よろしいでしょうか。 

        （異議なし） 

  二宮委員長：それでは、私、二宮が務めさせていただきます。 

 

（４）平成２９年度袖ケ浦市生涯学習推進大会実行委員の選出について 

  二宮委員長：平成２９年度袖ケ浦市生涯学習推進大会実行委員の選出につ 

いて、事務局より説明願います。 

 事務局長谷川：資料１６ページから１８ページを説明。 

  二宮委員長：平成３０年２月１７日に開催する、生涯学習推進大会の企画

運営等を行う実行委員を選出していきます。 

 田中副委員長：今年度も実行委員を引き受けます。 

  二宮委員長：それでは、実行委員は田中副委員長で決定しました。 

 

（５）第５２回千葉県社会教育振興大会について 

  二宮委員長：第５２回千葉県社会教育振興大会について、事務局より説明 

願います。 

 事務局長谷川：資料１９ページを説明 

  二宮委員長：私は千葉県社会教育連絡協議会の副会長となってますので、 

出席します。 

会場については、柏市にあります、さわやか千葉県民プラザ

です。講演会や分科会もあり、社会教育委員としての学びの

場にもなっていますので、是非、出席をお願いします。 

田中副委員長：出席します。 

髙野委員：出席します。 
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二宮委員長：それでは、田中副委員長、髙野委員、二宮に決定しました。 

 

（６）平成２９年度社会人権教育地区別研修会について 

  二宮委員長：平成２９年度社会人権教育地区別研修会について事務局より 

説明願います。 

 事務局長谷川：資料２０ページから２１ページを説明 

  二宮委員長：１０月２０日に富津で行われる、社会人権教育地区別研修会 

に出席できる方はいますか。 

   川瀬委員：出席できます。 

  二宮委員長：それでは、私も出席できますので、川瀬委員と、二宮が出席 

します。 

 

報告１ 平成２９年度根形公民館乳幼児家庭教育学級「うたたねくらぶ」につ

いて 

  二宮委員長：根形公民館乳幼児家庭教育学級「うたたねくらぶ」について、

桐村副主幹から説明願います。 

根形公民館桐村副主幹：別紙資料を説明 

  二宮委員長：今、平成２９年度から事業開始をした、根形公民館乳幼児家

庭教育学級について、質疑や意見がありましたら発言してく

ださい。 

佐々木副委員長：前回の会議で、平成２９年度の事業計画の説明の中で、お母

さんが育児休暇中の間の情報を得る機会があるといいと思い

ましたが、もう既に実施しているということで、嬉しくなり

ました。赤ちゃんはお母さんと離れて知らない方にだっこさ

れると泣くと思うので、その泣き声を聞きながら、講座をゆ

っくり落ち着いて受けることは難しくなるかと思います。し

かし、根形公民館の乳幼児家庭教育学級は、お母さんが赤ち

ゃんをだっこしたまま講座を受けられるように、親子同室で

講座を実施することは、とても良いことだと感じます。第１

回目は幼稚園や小学校のお休みの県民の日に実施していて、

お母さんに情報を与えたいという講座は平日にしています。

平日であれば上の子は学校に行っているので、お母さんが学

びやすい状況になっていると思います。子ども連れで一緒に

楽しむ講座は休日に設定していて、とてもメリハリの利いた

プログラムになっていると感じました。 

        第１回目の参加人数は、大人は１７名、子どもと合わせると

合計約４０名とのことでしたが、いろいろな年齢の子どもが
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いる中で、自然と上の子は下の子の面倒を見ると思います。

子どもたちもお母さんが参加している講座の時間の中で学び

を得ることは子どもにとっても良い経験であると思います。

今回の報告を聞いて、とても良い事業を今年度から開始して

いると思いました。望んでいた講座ですので、時間がありま

したら、是非、見に行こうと思います。 

  二宮委員長：ＰＲ方法で、広報そでがうら、ポスター、チラシで募集とあ

りますが、保健センターで実施している健診等でＰＲしては

良いのではないでしょうか。 

        また、地域包括支援センターなどでもＰＲするのも良いので

はないでしょうか。 

根形公民館桐村副主幹：現在、募集が定員に達していますが、今後は随時募集もし

ていきますので、ＰＲ方法は今後の参考にさせていただきま

す。 

佐々木副委員長：定員が１５名程度ですが、募集が定員以上に来た場合はどの

ように対応しますか。 

根形公民館桐村副主幹：内容によっては、２０名程度参加可能な講座もありますの

で、対応していきたいと考えています。 

２歳以上を対象としていた昨年度までの幼児家庭教育学級の

受講者も来てくれたのですが、実際参加して、親子一緒での

受講では、２歳以上のお子さんを持つ方は、周りが騒がしく

ゆっくり受講ができなかったと感じたかもしれません。また、

今回は根形地区だけではなく、昭和、長浦地区の方も多くい

ましたので、根形公民館として、今後は受講者のニーズに合

わせ、他の公民館で実施している幼児家庭教育学級への案内

など、いろいろな講座を案内できる窓口的な役割をしていき

たいと考えています。 

今年度は、乳幼児家庭教育学級の初年度ですが、ニーズがあ

る事業ですので、例えば市民会館と根形公民館は０歳児から

の乳幼児家庭教育学級を実施し、平川公民館、長浦公民館は、

２歳以上で、子どもを保育ボランティアに預け、お母さんが

ゆっくり受講できる講座を実施するなど、対象者の違う事業

を各公民館で実施し、地区だけではなくいろいろな学び方を

選べるような体制を整えていくことも考えています。他の館

との連携を取りながら、もっとより良い事業を実施できるよ

うに考えています。 

小泉委員：参加者１７名で子どもは何歳くらいが何人という内訳はあり 
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ますか。 

事務局長谷川：次回の会議に、資料を提出します。 

   小阪課長：家庭教育の関係は、生涯学習課が、各公民館、図書館等を集

めて、家庭教育推進協議会を実施していますので、その会議

の中でも今回の乳幼児家庭教育学級等についても協議してい

きたいと考えています。 

        また、子ども館は０歳から２歳の子どもを持つ親子が中心に

年間約１２，０００人が来館します。また、昭和保育園、長

浦保育園、白百合保育園の中に子育て支援センターがあり、

その３館で０歳から２歳の子どもを持つ親子が年間約１０，

０００人来館します。その中で一番ニーズが高いものは、栄

養に関する講座です。その他、言葉の発達についてもニーズ

が高くなっているかと思います。また、以前は「公園デビュ

ー」という言葉もあったかと思いますが、今は、公園行く方

は少なく、昭和地区の方で、昭和保育園と子ども館をどちら

にも来館する方が多くみらることから、０歳から２歳の子ど

もを持つ親子を中心とした講座開催など、家庭教育推進協議

会等の中で情報等の連携や検討をしていきたいと考えていま

す。 

二宮委員長：新聞で、「電車の中で子どもが泣くので、スマートフォンを 

        渡すと、静かになった。スマートフォンで静かにさせるのは 

良いのか？」という記事があった。子どもの成長はそれぞれ

が違うので、公民館等で相談できる機会があることはとても

良いことだと思います。 

 

報告２ 平成２９年度袖ケ浦市青少年健全育成推進大会実施報告 

報告３ 「第３６期第２回市民三学大学講座」実施報告 

  二宮委員長：つづきまして、平成２９年度袖ケ浦市青少年健全育成推進大 

会及び第３６期第２回市民三学大学講座について事務局から 

説明願います。 

   錦織主査：資料２２ページから２５ページを説明。 

二宮委員長：当日、来場した方は意見をお願いします。 

松井委員：平川公民館で実施ということで、準備が大変だったかと思い 

ますが、非常にスムーズでした。また、幅広い年代の方がい 

て楽しめた講演でした。 

   川瀬委員：今回実行委員として、講師の高野優さんを舞台袖の上手のと 

ころで、対応していたのですが、舞台に出るまで５分くらい
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雑談をしました。少しは講師の先生の緊張を和らげられたか

なと思いました。 

   木村委員：平川公民館体育室に土足で入るなど会場が整備されていて、

とても感心しました。お疲れ様でした。 

子育ての提言の在原委員の説明ですが、説明やスライド等に 

ついて非常に良いものができています。そのスライド等を各

学校等に貸し出すと良いと思います。 

講師の先生の話のスピードが速くて聞き取ることが難しかっ

たですが、隣に座っていた佐々木委員は、笑ったりうなずい

たりしていました。聞いてみると事前に講師の先生について

勉強したとのことでした。知らない方の講演を聞く場合は、

インターネット等でも勉強してから行くとわかりやすくて良

いと感じました。 

   在原委員：平川公民館では、舞台と観客席が近くてアットホームな感覚 

でとても良かったと思います。 

子育ての提言については、自分自身も意識して子育てをでき 

れば良いと感じました。 

講演会については、とても楽しく聞くことができました。最

後には涙が出るような話も聞くことができて非常に良かった

と感じました。 

   牧野委員：平川公民館の体育室は冷房が効かないという心配がありまし 

たが、当日は、冷房も効いて良かったと思いました。 

佐々木委員は事前に講師の先生について調べたと言っていま

したが、私は、講演を聞いた後に調べました。 

   萩原委員：照明に工夫が必要であったと感じました。 

        また、聞き取りにくいという話もありましたが、冷房の吹き

出し口のところの席は講演が聞き取りにくかったように感じ

ました。 

  二宮委員長：終わった後みんなで協力して後片付けもできて良かったと思 

いました。 

 

報告４その他 

  二宮委員長：その他の報告事項につきまして、郷土博物館の事業につい 

て西原郷土博物館副館長より説明願います。 

郷土博物館副館長：別紙資料の夏のはくぶつかんについて・もののけリターンズ

について説明。 

郷土博物館館長：企画展「石とのかかわり」について説明。 

- 8 - 



  二宮委員長：つづきまして、山野貝塚について稲葉副課長より説明願いま 

す。 

  稲葉副課長：別紙資料の山野貝塚について説明。 

  二宮委員長：ただいま、郷土博物館の事業と山野貝塚の説明がありました

が、質疑や意見がありましたら、発言してください。 

        （質疑等なし） 

二宮委員長：第５９回全国社会教育研究大会北海道大会について事務局よ 

り説明願います。 

事務局長谷川：資料２６ページから２８ページまで説明。 

 二宮委員長：それでは、質疑や意見がありましたら、発言してください。 

      （質疑等なし） 

 二宮委員長：予定していた議題はすべて終了しました。長時間にわたりあ

りがとうございました。 

 

  ５時１０分 閉会 
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平成２９年度第３回 

 

社会教育委員会議 資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 平成２９年７月１４日（金） 

午後３時開会 

場 所 保健センター 集団指導室 
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第２４期袖ケ浦市社会教育委員名簿

№  氏      名 性別 選　　出　　区　　分 備考

1 鴇田
と き た

　道雄
み ち お

男 学校教育（袖ケ浦市小中学校長会） ３期目

2 松井
まつ い

　恭子
きょうこ

女 学校教育（袖ケ浦市読書指導員） ４期目

3 二
にの

宮
みや

　義
よし

文
ふみ

男 社会教育（袖ケ浦市少年野球連盟） ９期目

4 田中
 た なか

　雪夫
ゆき お

男 社会教育（袖ケ浦市子ども会育成会連絡協議会） ６期目

5 川瀬
かわ せ

　雅雄
まさ お

男 社会教育（袖ケ浦市体育協会） ４期目

6 木村
き む ら

　育子
い く こ

女 社会教育（袖ケ浦市音楽協会） ４期目

7 在原
ありはら

　潤
じゅん

男 社会教育（青少年相談員連絡協議会） １期目

8 髙野
た か の

　隆晃
りゅうこう

男 社会教育（袖ケ浦市ＰＴＡ連絡協議会） １期目

9 稲垣
いながき

　昭彦
あきひこ

男 社会教育（袖ケ浦市文化協会） ３期目

10 石井
い し い

　ゆみ子
こ

女 家庭教育（保育ボランティアグループ ひよこの会） ２期目

11 萩原
はぎわら

　美佐雄
 み  さ  お

男 学識経験者 ８期目

12 佐々木
 さ  さ  き

　眞由美
 ま  ゆ  み

女 学識経験者 ６期目

13 中山
なかやま

　正紀
まさ き

男 学識経験者 ３期目

14 牧野
ま き の

　喜美代
き み よ

女 学識経験者 ２期目

15 小泉
こいずみ

　康
やすし

男 学識経験者 １期目

　委員任期　　　平成２９年７月１日から平成３１年６月３０日

　



議題１ 袖ケ浦市社会教育委員委員長・副委員長の選出について 

 

１ 概要 

袖ケ浦市社会教育委員会議運営規則第２条の規定により、委員の互選により、委 

員長・副委員長を置くものとする。 

 

２ 任期 

  委員長及び副委員長の任期は、２年とする。ただし、再選されることができる。 

 

３ 職務 

  委員長は、委員の会議を主宰する 

  副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を行う。 

 

４ 委員長・副委員長 

 

 （１）委 員 長                         

 

 

 （２）副委員長                         

  

 

    副委員長                         

   

 

 



○袖ケ浦市社会教育委員に関する条例 

 

第１条 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条第１項の規定によ

り、袖ケ浦市社会教育委員（以下「委員」という。）を置く。 

２ 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者並びに学識経験のある者の中から、袖ケ浦市教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の定数は、１５人以内とする。 

 

第２条 委員の任期は２年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

 

第３条 袖ケ浦市教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中で

も委嘱を解くことができる。 

 

第４条 委員がその職務を行うために要する費用は、これを弁償する。 

２ 前項の費用弁償については旅費とみなし、袖ケ浦市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４６年条例第２６号）の例に

よって支給するものとする。 

 

第５条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し、必要な

事項は規則で定める。 

 



○袖ケ浦市社会教育委員会議運営規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法令並びに袖ケ浦市社会教育委員に関する条例（昭和４

６年条例第７３号）第５条の規定により社会教育委員会議の運営について定

めるものとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第２条 社会教育委員（以下「委員」という。）の会議には、委員の互選によ

る委員長及び副委員長を置くものとする。 

 

第３条 委員長及び副委員長の任期は、２年とする。ただし、再選されること

ができる。 

 

第４条 委員長は、委員の会議を主宰する。 

 

第５条 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠

けたときは、その職務を行う。 

 

（会議の招集） 

第６条 委員の会議は、委員長が招集する。 

 

第７条 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに委員長が

あらかじめ、これを通知しなければならない。 

 

第８条 招集は、開会の日前３日までにこれを通知しなければならない。ただ

し、急を要する場合は、この限りでない。 

 



（会議） 

第９条 委員の会議は、委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができ

ない。 

２ 委員の会議の議決は、出席者の過半数できめる。 

 

（定例会及び臨時会） 

第１０条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。 

 

第１１条 定例会は、年２回以上これを招集しなければならない。 

 

第１２条 臨時会は必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 

 

第１３条 会議招集の通知後に急を要する事件があるときは、第８条及び前条

の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。 

 

（説明、資料の要求） 

第１４条 委員は、会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求める

ことができる。 

 

（関係職員の出席） 

第１５条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。 

 

（補則） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、委員の会議に必要な事項は、別にこ

れを定める。 

 

（会議の庶務） 

第１７条 委員の会議に関する庶務は、教育委員会生涯学習課で行う。 



議題２ 平成３０年袖ケ浦市成人式実行委員の選出について 

 

１ 袖ケ浦市成人式実行委員の概要 

  各地区成人式実行委員会を組織し、準備から当日の運営及び記念行事の内容等

を協議する。 

 

２ 袖ケ浦市成人式実行委員の構成 

   新成人代表・社会教育委員・公民館運営審議会・青少年相談員・地区住民会議・

生涯学習課・市民会館・公民館で実行委員会を組織する。 

 

３ 実行委員の選出 

  平成２９年６月１５日付け、袖教市第３８９号にて、平成３０年袖ケ浦市成人式 

実行委員の選出について依頼がありましたので、社会教育委員より、地区ごとに実

行委員を選出するものです。 

   

選出依頼人数 ５名（昭和・長浦・蔵波・根形・平川地区 各１名） 

 

 

  昭和地区                      

 

  長浦地区                      

 

  蔵波地区                      

 

  根形地区                      

 

  平川地区                      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年袖ケ浦市成人式開催要項 

 

１．趣 旨  成人となったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励

       ます国民の祝日にあたり、本市の新成人がより豊かな人生を築く

       ための記念行事とする。 

 

２．目 標  生まれ育った郷土に感謝し、社会の一員として力強く生きる気持

ちを持つ。 

 

３．日 時  平成３０年１月７日（日） 

午前１０時３０分から（昭和・長浦・根形・平川地区） 

午後 １時３０分から（蔵波地区） 

 

４．主 催  袖ケ浦市・袖ケ浦市教育委員会 

袖ケ浦市成人式各地区実行委員会 

 

５．対 象  （１）平成９年４月２日から平成１０年４月１日の間に生まれ、

          市内に住民登録されている者。 

       （２）平成９年４月２日から平成１０年４月１日の間に生まれ、

 地元中学を卒業し、他市町村に住民登録を移している者で

 出席を希望する者。 

 

６．会 場 昭和地区 市 民 会 館          ／計１８６名 男  ９３名 女 ９３名 

      長浦地区 長浦公民館／計１０７名 男  ５０名 女 ５７名 

      蔵波地区 長浦公民館／計１４０名 男  ７５名 女 ６５名  

      根形地区 根形公民館／計 ４２名 男  １８名 女 ２４名 

      平川地区 平岡公民館／計１２０名 男  ５７名 女 ６３名  

    （Ｈ２９．５．１現在）合計５９５名 男 ２９３名 女３０２名 

 

７．内 容  記念式典および記念行事 

       （式次第） 進行  

       （１）開式のことば 

       （２）国歌斉唱  （指揮者、ピアノ伴奏者） 

       （３）主催者挨拶 （市長、副市長、教育長、企画財政部長） 

       （４）来賓祝辞  （県議会議員、市議会代表） 

                （来賓紹介、祝電披露） 

       （５）新成人者代表挨拶（新成人者代表） 

       （６）閉式のことば 

       （記念行事） 記念撮影他 

        

 



 

（参考） 

      平成３０年  平成２９年  増減  

昭 和 地

区  

男  ９３人  １０３人  △１０人  

女  ９３人  ８２人  １１人  

計  １８６人  １８５人  １人  

長 浦 地

区  

男  ５０人  ５５人  △５人  

女  ５７人  ４５人  １２人  

計  １０７人  １００人  ７人  

蔵 波 地

区  

男  ７５人  ７８人  △３人  

女  ６５人  ７１人  △６人  

計  １４０人  １４９人  △９人  

根 形 地

区  

男  １８人  ２８人  △１０人  

女  ２４人  ２９人  △５人  

計  ４２人  ５７人  △１５人  

平 川 地

区  

男  ５７人  ５６人  １人  

女  ６３人  ５７人  ６人  

計  １２０人  １１３人  ７人  

合   

計  

男  ２９３人  ３２０人  △２７人  

女  ３０２人  ２８４人  １８人  

計  ５９５人  ６０４人  △９人  

 

 

 

 

 

 



議題３ 第１５期袖ケ浦市生涯学習推進協議会委員の選出について 

 
１ 概要 
  第１４期委員の任期が平成２７年１１月１６日から平成２９年１１月１５日 
まであるため、平成２９年１１月１６日からの生涯学習推進協議会委員の選出を 
行うものである。 

   
２ 任期 
  委員の任期は２年とする。 
 
３ 所掌 
  生涯学習の確立に向けて、様々な課題や振興策を協議し、助言・提言を行う。 
 
４ 生涯学習推進協議会 
 
 
  委員                        



○袖ケ浦市生涯学習推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 市の生涯学習推進に当たり、広く市民の意見や要望を取り入れ、生涯学習の

推進施策に資するため、袖ケ浦市生涯学習推進協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

（所掌） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 生涯学習の振興に関すること。 

(2) その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員４０名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者の中から生涯学習推進本部長が委嘱又は任命する。 

(1) 社会教育関係団体の代表 

(2) 学校教育等関係者 

(3) 学識経験者 

(4) 自治連絡協議会代表 

(5) 経営者団体関係者 

(6) 行政関係者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長の職務） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、その職

務を代理する。 

 



（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

（参与） 

第７条 協議会に、参与若干名を置くことができる。 

２ 参与は、会議に出席し、発言をすることができる。 

（部会） 

第８条 協議会に、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会の組織及び運営については、会長が別に定める。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、教育部生涯学習課で行う。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 



「明日を拓く 心豊かな たくましい ひとづくり」 

基 本 目 標 

基 本 理 念 

学び つながり 支えあう教育の推進 

 

 
夢を持ち 心豊かな たくましい 

子どもの育成を目指します 

子ども 

 

 
地域全体で子どもを育む 

環境づくりを推進します 

地 域  

 
市民一人ひとりの生涯を通じた 

学習を支援します 

市 民 

連 携 

基本目標を実現する施策イメージ（今後5年間に取り組む施策） 

 

 

 

１）「生きる力」を養う幼児教育

を推進 

２）「生きる力」を育む学校教育

を推進 

３）社会の変改に対応する学校教

育を推進 

４）学校教育力の向上 

５）安全・安心で質の高い教育環

境を整備 

子ども 
 

 

１）学校・家庭・地域の連携強化に

よる地域の教育力の向上 

２）家庭の教育力の向上 

３）地域の拠点づくりを推進 

地 域  

 

１）生涯学習推進体制を整備 

２）人と人をつなぐ社会教育の充実 

３）地域に根ざす文化・芸術活動を

推進 

４）郷土の歴史と文化・芸術の保存 

５）ライフスタイルに応じたスポー

ツ・レクリエーション環境の充実 

市 民 

袖ケ浦の生涯学習は… 

市民が主体的に学び、学んだ成果を社会に還元・貢献する「知の循環型」社会を目指す中で、

人と人との信頼関係を築き、地域の絆が再生されていく社会を目指します。また、すべての市

民が明るく健康でたくましく、ふれあいのあるまちづくりの実現を目指します。 



袖ケ浦市の生涯学習イメージ（学校教育は除く）

社教連協加盟団体 グループ・サークル

シニアクラブ 少年スポーツクラブ

市民学芸員 総合型地域スポーツクラブ

市民会館・公民館 図書館

博物館 各スポーツ施設

学校 地域集会場 各家庭

教育委員会議 社会教育委員会議

公民館運営審議会 図書館協議会

博物館協議会 スポーツ推進協議会

生涯学習推進協議会

乳幼児期
0～５歳

成人期
20～60（65）歳

児童・少年期
6～12歳

公民館事業（各種教室、講座）

図書館事業（トショロ月間、おはなし会など）

博物館事業（フィールドアドベンチャーなど）

わんぱくクエスト 子ども会行事

青少年相談員イベント

公民館事業（家庭教育・高齢者学級など）

図書館事業（文芸講座、名画鑑賞会など）

博物館事業（袖ケ浦学、企画展など）

市民三学大学 市民芸術劇場

市職員出前講座 スポレク祭

高齢者スポーツ大会

市民会館・公民館まつり

トショロ月間（図書館）

ミュージアムフェスティバル（博物館）

生涯学習推進大会 袖ケ浦美術展

放課後子ども教室 世代間交流事業

【～学びの機会～】

【～学ぶ～】

【学びの場】

【～在り方を問う～ 】

【～つながる～】

保育ボランティア アドバイザーバンク

ユースボランティア 青少年相談員

社会教育推進員（公民館・図書館）

ちょいボラ講座

【～支え合う～】

青年期
12～18（25）歳

高齢期
60（65）歳～



生涯学習推進協議会

　協議会の機能

　生涯学習社会の確立
に向けて、様々な課題
や振興策を協議し、助
言・提言を行います。

　１年間の活動のまとめ
として、生涯学習推進大
会を実施します。

参与

（１）助言・提言

（２）啓発・普及

（３）総合的推進

（４）生涯学習推進大会

内訳

社会教育関係団体の代表（5名）
学校教育関係者（3名）
学識経験者（5名）
自治連絡協議会関係者（1名）
経営者団体関係者（2名）
行政関係者（3名）

　　　　　　　　　　　　　　合計　19名

生
涯
学
習
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業

袖ケ浦市生涯学習推進体制図

生涯学習推進協議会

各団体等の代表で構成

部会 　※必要に応じて設置

事務局

生涯学習課
事務局

生涯学習推進本部

生涯学習課

本部の機能

　行政が実施し
ている生涯学
習に関する事
業は、広範囲
に渡っておりま
す。
　これらの事業
を生涯学習の
観点から関連
づけ、体系化
し、総合的に推
進します。

（１）施策の推進

（２）関連事業の総合推
進

（３）奨励・普及

幹事会

　幹事長・・・教育部長
　副幹事長・・生涯学習課長
　幹事・・・・・・関連事業担当課等の長２４名

（１）関連事業の連絡、調整

（２）情報の収集と交換

　本部長・・・・・市長
　副本部長・・・副市長、教育長
　本部員・・・・・各部等の長１０名

生涯学習推進本部



議題４ 平成２９年度袖ケ浦市生涯学習推進大会実行委員の選出について 

 
１ 概要 
  平成３０年２月１７日（土）に開催する「第３３回袖ケ浦市生涯学習推進大会」 
 の企画運営等 
 
２ 実行委員スケジュール（予定） 
  第１回実行委員会議 平成２９年１２月１４日（木）１８時３０分～ 

会場 市役所旧館３階大会議室 
  第２回実行委員会議 平成３０年 ２月 １日（木）１８時３０分～ 
            会場 市役所旧館３階大会議室 
  生涯学習推進大会  平成３０年 ２月１７日（土）１０時～ 
            会場 市民会館 
 
３ 袖ケ浦市生涯学習推進大会実行委員の構成 
  社会教育関係団体（１１名）学校教育関係者（３名）学識経験者（７名） 
  自治連関係者（１名）経営者団体関係者（２名）行政関係者（１名）で実行委員 

会を組織する。 
 
４ 袖ケ浦市生涯学習推進大会実行委員の選出 
 
  依頼人数 １名 
 
  
  実行委員                        



（参考；平成２８年度） 第３２回 袖ケ浦市生涯学習推進大会要項 

 
１．趣旨 
少子高齢化・都市化・情報化が進み、地域や人どうしの結びつきが希薄になりつつ

ある昨今、以前のように他者と深く関わりながら生きていくことは、より困難になり

つつあります。 
流動化と孤立化に代表される社会変化の中では個人のニーズが重視される反面、つ

ながり関わる中で生まれる“絆”は、人生をより豊かで生きがいのあるものに変えて

いく力を持っています。 
袖ケ浦市では、市内にある社会教育関係機関、団体、そして個人が緊密につながり

あい、幅広く学習機会を提供し合うことで、人々が、いつでも、自由に学習機会を選

択して学ぶことができ、その成果が適切に活かされるような地域社会を目指していま

す。 
このような中、生涯を通して学習することの意義について市民の理解を一層深める

とともに、学習意欲の向上と学習活動への参加の促進を図ります。 
 
２．大会テーマ 
          「学び つながり 支えあうまち そでがうら」 
 
３．主催  袖ケ浦市生涯学習推進協議会  袖ケ浦市教育委員会 
 
４．主管    第３２回袖ケ浦市生涯学習推進大会実行委員会 
 
５．期日    平成２９年２月１８日（土） 
 
６．会場    袖ケ浦市民会館 大ホール 
 
７．日程     １２：３０ ～  １３：００ 受付 
             １３：００ ～  １３：５０ 開会行事 
                  (1) 開会のことば 

                  (2) オープニングメッセージ・袖ケ浦市生涯学習推進協議会長 

                  (3) 生涯学習奨励賞授与・市長あいさつ 

                  (4) 感謝状贈呈・教育長あいさつ                   

                  (5) 来賓祝辞（県議会議員・市議会議長） 

                  (6) 閉会のことば 

１４：００ ～  １４：５５   
          ～実践に学ぼう！心豊かなまちづくり～          
         実践発表 
         ①袖ケ浦市ターゲット・バードゴルフ協会 

②すずらんの会（平岡公民館登録サークル） 
 

１５：００ ～  １６：３０   
記念講演（第３５期・第５回市民三学大学講座と共催） 
演題 「晩ごはんから日本が見える」 
講師 落語家 ヨネスケ 氏   



第３２回 袖ケ浦市生涯学習推進大会タイムスケジュール 

 
【開会行事】 

進行２名（男女各１名 実行委員より選出） 
予定時間 １３：００ ～ １３：５０（５０分間） 

 
１．開会のことば    実行委員長 
 
２．オープニングメッセージ   生涯学習推進協議会長（二宮氏※社教委選出） 
 
３．生涯学習特別奨励賞＆奨励賞授与  → 市長挨拶 

・授与 授与者：生涯学習推進本部長（市長） 
（特別奨励賞→賞状・盾、奨励賞→賞状・メダルを贈呈） 
※介添え：教育部長、生涯学習課長   ※受賞者紹介：進行 

・市長あいさつ 
 
４．感謝状贈呈   → 教育長挨拶 

・贈呈 贈呈者：教育長 （賞状を贈呈） 
※介添え：生涯学習課長   ※受賞者紹介：進行 

・教育長あいさつ 
 
５．来賓祝辞                

①県議会議員 ②市議会議長 ※来賓紹介：進行 
 
６．閉会のことば    副実行委員長 
 
【実践発表】 

司会：進行２名  予定時間（１４：００～１４：５０） 
  実践発表① （入退場含めて２０分）（１４：００～） 

実践発表② （入退場含めて２０分）（１４：３０～） 
 
 
【記念講演（市民三学大学講座）】 
  司会：進行２名  予定時間（１５：００～１６：３０） 

講師：落語家 ヨネスケ 氏 
演題：「晩ごはんから日本が見える」 

 
 
【閉会行事】・特になし。三学が終了後、そのまま進行が閉会宣言。 



議題５ 第５２回千葉県社会教育振興大会について 

 

 

１ 期日 平成２９年１１月９日（木） 

 

２ 会場 さわやかちば県民プラザ ホール 研修室 

 
３ 日程  
  （１）受付     １０：００～１０：３０ 
  （２）開会     １０：３０～１１：２０ 
     ① 主催者挨拶 
     ② 県社教連表彰 
     ③ 被表彰者挨拶 
     ④ 来賓祝辞 
  （３）事例発表   １１：３０～１２：００ 
      君津地区・市原地区・千葉市 
  （４）基調講演 
    社会教育専門講座「生涯学習実践研修会」 
     講師 全国社会教育委員連合会会長 大橋 謙策 氏 
     演題 「地域創生と社会教育」（仮題） 
（５）分科会 
（６）大会決議文採択 
（７）閉会 

 
４ 参加者 

   １                ２                 

   ３                ４                 

   ５                ６                 

   ７                ８                 

   ９                10                 

   11                12                 

   13                14                 

   15                



議題６ 平成２９年度社会人権教育地区別研修会について 

 
 
１ 概 要 
  平成２９年１０月２０日（金）に開催される「平成２９年度社会人権教育地区別 
研修会」の参加者の選出 

 
２ 期 日  平成２９年１０月２０日（金） 
 
３ 会 場  富津市富津公民館 
 
４ 内 容 
   

  13：00～13：15 受付 

  13：15～13：30 開会行事 

  13：30～14：00 研修Ⅰ 千葉県の人権施策について 

  14：10～15：40 研修Ⅱ 講演「ハラスメント」のない社会へ 

 

５ 参加者 

  

  1                   

 

  2                   



報告１ 平成２９年度袖ケ浦市青少年健全育成推進大会実施報告 

 

１ 日  時  平成２８年７月１日（土）午後１時開会 

１２：３０～  受付（１２：４０～市プロモーション VTR放映） 

１３：００～  開会行事 

(1) 開会のことば（田中実行委員長） 

        (2) 市民会議会長あいさつ（二宮市民会議会長） 

(3) 教育長あいさつ 

(4) 感謝状贈呈（８名、２団体） 

(5) 来賓祝辞 

出口市長、江野澤県議・榎本市議会副議長 

(6) 閉会のことば（細家副会長） 

１３：４０～ 市民会議会員募集（湯浅市民会議副会長） 

 １３：４７～ 実践発表 

                (1)横田本郷祭囃子保存会 

１４：０５～ 子育ての提言、大会宣言 

 １４：３０～ 記念講演 

第３６期 第２回市民三学大学講座記念講演 

        演題 「子は育ち 親も育つ  

～楽しまなくっちゃもったいない」 

                 講師 高野 優 氏（子育て漫画家） 

 

２ 参加者合計 大会 ４６０人（市民三学大学講座のみ ３００人） 

 

３ 協力者募集 (1) 子ども安全パトロール協力者    ５人 

(2) 青少年育成袖ケ浦市民会議加入者 ４０人（賛助金 27,000円） 

 

４ 会場内掲示 (1) 感謝状受賞者、実践発表団体の紹介 

(2) 地区住民会議活動の紹介 

(3) 教育委員会の取組み 

（放課後子ども教室、ブックスタート、山野貝塚） 

 

５ その他 

 ・臨時駐車場について、平川中学校駐車場のみの使用であった。 

（農業センター、ＪＡ君津平川経済センターは使用なし） 

 ・賛助金が昨年より少額であった。参加者の導線から外れた場所での募集が原因で 

あると思われる。 

 ・会場後方左側の入り口は締め切る予定であったが、入口の段差を解消するため、 

 



マットをひいたため扉を閉めることができなかった。 

 ・記念講演時、照明の操作に手間取った。（当日、講師の依頼により客調をすべて消

したが、講師及び手話通訳が見えなくなり、講演中の調整をおこなった。 

 ・感謝状贈呈者の経歴に一部誤りがあり、式典中に訂正のアナウンスを行った。 

 

６ 実行委員からの反省点等 

（会場内） 

 ・ゴムマットを敷きつめてあったが、ジョイント部分に足を引っ掛けてしまう人が

多くいたため、養生テープなどで押さえるようにした方が良い。 

 ・照明のパターンなど事前に行っておくと、より良いと思います。 

 ・講演会の講師への照明は工夫が必要であると感じた。 

 ・準備段階でも事前に実行委員又は協力員等に依頼をすれば、生涯学習課の準備が

楽になると思います。 

 ・子ども安全パトロールの募集箇所に人の流れができなかった。 

 ・会員募集のコーナーが目立たなかった。（来場者の導線から外れている） 

 ・受付入口付近に人が溜まってしまった。 

 ・シャトルバスの乗り場は張り紙があると良い。 

 ・来賓の誘導がスムーズではなかった。 

 ・講師が早口で聞き取れないという意見があった。 

 

（講師送迎・湯茶係） 

 ・市長をはじめ要職の方々が挨拶だけでなく、講演を聞いていてくれたことを大変

喜んでいた。そういう首長の姿勢が“市”に反映すると仰っていた。 

 

（駐車場） 

 ・満車になるタイミングがわからず、かなりＵターンしていただくことになった 

  台数の管理のためにも、カウンターやトランシーバーがあると便利だと思います。

（当日は、会場内での使用があり、駐車場係には３台のみの対応であった） 

 ・「メイン駐車場満車」という標示があれば良かった。「満車」だけでは、どこが満

車かが判断できなかった。 

 ・１２時４０分～１２時５０分頃に車が正面玄関側に並んでしまった。 

 ・カラーコーンで「バス乗り場」と標示すれば良いと思います。 

 ・ピストンで来場者を運んだが、間が空いてしまった。 

 ・捨て看板の矢印の位置が下であったこと、設置場所も制限されていたこともあ 

り、有効に機能していなかった。三角コーンに巻きつけるカバー上の矢印はどう

でしょうか。 

 

 

 



報告２ 「第３６期 第２回市民三学大学講座」実施報告 

 
１ 日時   平成２９年７月１日（土）１４：３０～１６：００ 

 

２ 場所   袖ケ浦市平川公民館体育室 

 

３ 講師   高野 優（子育て漫画家、絵本作家） 

 

４ 演題   子は育ち親も育つ ～楽しまなくっちゃもったいない～ 

 

５ 内容   ①講演（８５分） 

・高野さんの子育て観について 

②じゃんけん大会、スタッフカーテンコール（５分） 

 

６ 参加者   約３００名 

（目標値 年間２０００名） 

 

７ 講座評価 【良かった、まあ良かった】という回答率９２％ 

（目標値９５％以上） 

 

８ その他 

・青少年健全育成推進大会記念講演 

・袖ケ浦市プロモーションビデオ放送 

・当日のチラシとじ込み PR（計１０枚） 

・講演後、講師のＨＰ及びブログに情報掲載 

  



入場者数 累計(S57～)

平成28年度まで 94,519

1
　5月20日（土）
13：30～15：00

市民会館
大ホール

夢と絆
（文化協会との共催）

蓮池　薫
（新潟産業大学経済

学部准教授）
855 95,374

2
　7月1日（土）

　14：30～15：45
平川公民館

体育室

子は育ち親も育つ
～楽しまなくっちゃもったいない～
（青少年健全育成推進大会記念講演）

高野　優
（育児漫画家、絵本

作家）
300 95,674

3
10月7日（土）
13：30～15：00

臨海スポーツ
センター
体育館

走り続けるその先に
～金哲彦ランニング論～

（ガウラ健康マイレージ該当事業）

金哲彦
（プロランニング
コーチ、ＮＰＯ法人
ニッポンランナーズ

理事長）

0 0

4
12月23日（土）

15：00～
市民会館
大ホール

未定
（市民音楽フェスティバル記念講演）

未定 0 0

5
　2月17日（土）
　15：00～16：30

市民会館
大ホール

人生が１００倍面白くなる仏の教え
（生涯学習推進大会記念講演）

露の団姫
（落語家・僧侶）

0 0

29年度　合計 1,155
H28合計
2270名

29年度　平均 578
H28平均
454名

　

S57年(1982)からの
累計

95,674

第３６期（平成２９年度）市民三学大学講座

講演テーマ
講　師

（肩書き）
回 日　時 場　所



平成２９年度 根形公民館 乳幼児家庭教育学級「うたたねくらぶ」について 

開催の経緯と目的  

根形公民館では、これまで２歳以上の未就学児の保護者を対象に、通年の参加者を募集し

て、幼児家庭教育学級を開催してきたが、参加者の減少、特に根形地区在住者の参加が少な

いこと、さらには他館と重複しての参加者が多いことなどから、根形公民館単独での開催に

ついて、疑問視される状況であった。一方で、相談者もなく家庭で乳幼児を抱えている保護

者（特にひとり親）は、情報も機会もないまま孤立している状況が懸念された。 

以上を検討した結果、通年での講座生募集と合わせて随時募集を行い、保育ボランティア

を利用できない２歳未満の乳幼児を持つ保護者へ積極的にはたらきかけることを試みた。 

また、根形の講座への参加をきっかけに、通年参加を希望する者には他館の講座への参加

を促すなど、公民館全体の窓口的な役割を務めることも視野に入れており、５館での情報共

有も進めている。 

 

対象  市内在住の０歳から小学校入学前の乳幼児を持つ保護者（根形地区在住者優先）  

 

定員  １５名程度（内容によって、変更あり） 

 

参加費 各回で設定する（保険料・材料費等）。 

 

会場等 

 ２歳未満の乳幼児を持つ保護者が気軽に講座に参加するために、多目的ホール・視聴覚室

等土足禁止の部屋を利用て会場の中で乳幼児が自由にできる場を設定し、講座参加者と同じ

部屋で過ごせるようにする。なお、和室は従来通り保育ボランティアによる保育に利用する。 

 

広報  広報そでがうら、ポスター、チラシで募集。 

 

年間計画と実施状況 

第１回 開講式 子育てぶっちゃけ！ティータイム ６月 15 日（木） 参加者 17 名 

第２回 ５館合同読み聞かせ講座  参加者 ５館で 23 名 

第３回 移動教室（横浜アンパンマンミュージアム＆モール） ７月 17 日（月・海の日） 

第４回 ねがたファミリーコンサートに参加しよう ８月６日（日） 

第５回 かんたんエアロビでリフレッシュ♪ ９月 11 日（月） 

第６回 調理実習 ロールケーキに挑戦！ 10 月５日（木） 

※調理室に乳幼児は入れないため、「うたたねおねえさんくらぶ（仮）」として実施。 

第７回 ５館合同講演会 11 月 

第８回 閉講式 ものづくり講座 

 



第１回「子育てぶっちゃけ！ティータイム」詳細 

 

会場 多目的ホール（希望者多数により、視聴覚室から変更） 

 

内容 ・健康推進課 竹田悠里主任栄養士による食育についての講話 

    「おやつの活用について」 

   ・竹田主任栄養士のレシピによるおやつの試食（調理実習は、なし）を含めた茶話会 

   ・お楽しみ映画会  

   ○子どもたちには、部屋の中に遊べるスペースを設けた。 

 

事前準備  

多目的ホール  8:10～ 畳・カーペット・おもちゃ・長机・パイプいす等準備 

 調理実習室   9:00～ 試食用おやつ（きなこ入りバナナ蒸しパン）作り 

  ※おやつ作りは担当社会教育推進員と子育てサークルわっくるメンバーによる 

 

参加人数 17 名（応募者 20 名） 

 

日程 

 10:00～ 開会・館長あいさつ 

 10:15～11:20 食育講話と茶話会 

  ・自己紹介 

  ・竹田栄養士の講話「おやつの活用」おやつのレシピ解説など  

  ・飲み物・おやつ配布、試食会 

  ・フリートーク、質疑応答 

 11:30～12:１0 映画会 宮澤賢治原作アニメ「双子の星」 視聴覚室に移動 

 12:10 終了・解散 （15:00 まで和室利用可） 

 

第１回の成果と反省 

・初めて公民館講座に申し込むという方に、多く参加していただいた。 

・２歳未満児の保護者に対する公民館講座のニーズがわかった。 

・県民の日であったため、小学生や幼稚園に行っている子も参加したが、初めての子同士で

もよく遊び、子ども同士のトラブルはなかった。 

・子どもの声が騒がしかったので、講話は聞き取りにくかったと思うが、参加者は熱心に聞

き入っており、質問も良く出ていた。 

 

その他 

・親子参加であるが、あくまで主役は保護者（親子教室ではない） 

・できる限り、親子同室で実施 

・公民館スタッフは、同室で子どもの相手・監視はするが、飲食・排泄等の世話は保護者 

・今年度は移行期のため、子ども同伴ではできない内容（調理実習など）も「うたたねおね

えさんくらぶ（仮）」として実施する。 
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