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平成２９年度第２回袖ケ浦市公民館運営審議会 

 

１ 開催日時  平成２９年７月７日（金） 午後３時開会 

 

２ 開催場所  根形公民館 ２階 講義・研修室 

 

３ 出席委員 

委員長 稲毛 博夫 委 員 齋藤 隆彦 

副委員長 長崎 容子 委 員 関 とし江 

副委員長 大野 俊江 委 員 根里 惠美子 

委 員 小川 幸男 委 員 石井 智子 

委 員 田中 輝博 委 員 片寄 礼子 

委 員 尾高 幹男 委 員 早川 敦 

 

４ 出席職員 

教育部長 石井 俊一 長浦公民館副館長 時松 君子 

市民会館館長 溝口 輝 根形公民館館長 今井 裕文 

市民会館副参事 濱﨑 雅仁 根形公民館副館長 花澤 吉敬 

平川公民館館長 小堀 正雄 平岡公民館館長 在原 徹 

平川公民館副館長 佐久間ゆかり 平岡公民館副館長 多田 智子 

長浦公民館館長 佐藤 紀文 根形公民館副主幹 桐村久美子 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議 題 

（１）公民館事業の取組状況について 
（２）平成３０年袖ケ浦市成人式について 
（３）その他 

 
７ 報 告 
  （１）地区住民会議平成２８年度事業報告及び平成２９年度事業計画につ

いて 
  （２）その他 
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８ その他 
 

９ 議 事 

稲毛委員長 

 議題１、公民館事業の取組状況について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（資料に基づき、溝口市民会館館長、小堀平川公民館館長、時松長浦公

民館副館長、花澤根形公民館副館長、多田平岡公民館副館長が、公民館事業の

取組状況について説明。） 

 

稲毛委員長 

 ただいまの説明に関しまして、委員の皆様から質問がございましたらお願い

します。 

 

田中委員 

 男性セミナーなど募集定員より少ないものがありますが、毎年、この時期は

このようなもので、増えてくるから心配ないということなのか、去年も同じこ

とだったので対策を考えたが、それが今回うまくいかなかったということなの

か。各館、お感じになられていることを伺いたい。 

 

佐藤長浦公民館館長 

 長浦公民館男性セミナーは募集３０名に対し１８名と少ないが、放置してい

るわけではありません。他の講座の参加者に近所の人を連れてくるよう呼び掛

けたり、女性セミナーの講座生に対して、夫に男性セミナーへの参加を促すな

どの勧誘をしています。 

 

溝口市民会館館長 

 さわやかセミナーは、働き盛りの男塾という形で講座を開催しています。昨

年は「仲間づくり」をテーマに実施しましたが、４０～５０代の男性が今更仲

間づくりでもないというのが皆さんの根底にあり、なかなか人が集まりにくか

ったのだろうと思います。今年は実際できるもの「アウトドア」に的を絞り、

現在募集をしています。 

 

長崎副委員長 

 男性セミナーをはじめ各講座は、年に１回の募集で応募のタイミングを逃し

た人は来年まで待たないといけないという状況にあると思います。中には単発

的な講座としてその都度募集をするという考えはどうなのでしょうか。 
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佐藤長浦公民館館長 

募集は年度当初に行いますが、定員に達していない講座は途中からでも入れ

るようにしています。 

 

濱﨑市民会館副参事 

学級や講座は、年間を通しての学習活動により仲間づくりを進めるとともに、

そうした人間関係の中から新たな課題を発見したり、学級生が主体となって学

習活動を展開していくことなど、いろいろな取り組みを行っていきます。 

また、もう一つは若い世代、４０歳から５０歳代の男性の参加が少ないとい

うことで、公民館に足を運んでもらうために、そうした世代に関心のある内容

で１回限りの単発の講座を行います。 

公民館の講座は単に人集めだけではなく、住民が主体となった学習活動を展

開していく必要があることから、その都度、参加者を募集するのではなく、学

級生、講座生として年間を通して募集することの意義もございます。 

しかし、講座生が少なくてもよいというのではなく、ホームページや再募集

のチラシを作って回覧するなど講座生を増やしていく努力はしておりますので、

ご理解いただければと思います。 

 

田中委員 

単発で募集をかけるのは大変なので、公民館に次回の案内を大きく張り出す

ということはできますか。 

 

濱﨑市民会館副参事 

親業訓練入門講座では、最初の講座生募集のポスターに、まだ募集している

とことを明記した張り紙などを張り出すなどしたこともあります。 

 

佐藤長浦公民館館長 

 口コミが効果的だと考え実施していますが、張り紙についても行っていきた

いと思います。 

 

在原平岡公民館館長 

講座の開講式で、他の講座への参加も呼びかけていますが、スポット的に参

加できるコマも用意しています。 

 

小堀平川公民館館長 

男性セミナーはありませんが、園芸講座はいろんな階層の方の参加がありま

す。募集定員まで達しませんが、パッションフルーツは、植え付け・剪定・冬

越等、ある程度年間を通してスケジュールを組んでいるため、１回ごとの募集
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というわけにはいかず、途中では参加しづらいと思います。夏野菜など短期間

で実施できるものもありますので、そういうものは引き続き募集をかけていき

ます。 

 

片寄委員 

３か月が経過し、各館の取組状況を見ますと、前向きに取組がはっきりして

いて、とてもやる気を感じます。ぜひこの勢いを続けて、１年間よろしくお願

いしたいと思います。 

今年度の事業計画を見ると、子どもから高齢者までしっかり網羅されている

中で、新たに公民館地域連携推進事業が記載され、温度差はあるようですが、

現在の状況がはっきり書かれています。高齢者支援・防災・スマホ・登録サー

クルの４講座を事業計画に取り入れていて、着々と実行され本当に大変な中で

ごくろうさまです。 

公民館地域連携推進事業は、昨年度は既存の事業を当てはめて実施していた

ことにしていましたが、今回はきちんと事業としてを打ち出してありましたの

で、本当にご苦労も多いかと思いますが、よろしくお願いします。 

 

尾高委員 

公民館地域連携推進事業のスマホ講座は、視点がよいと思います。スマホを

買ったが使い方が分からない、どこか使い方を教えてくれる所がないかと聞か

れることがあるが、公民館でやっていることを知らない人もいます。 

各館がすばらしい事業を実施していますが、その公民館を年中使う人はいい

が、使わない人はわからない。もう少し市民に対して、公民館でやっている講

座がわかるようにするＰＲのいい方法はないでしょうか。 

 

片寄委員 

 各公民館のホームページなどを見たが、それぞれ力の入れ方違うように思い

ます。平川公民館のホームページは、年間予定があり、写真ありで一目でわか

るようになっています。平川公民館のホームページを参考に、一目でわかるよ

うなものがあったらよいと思います。ペーパーにして配るのもよいと思います。 

 

根里委員 

 公民館地域連携推進事業ですが、今年は各館の内容が一目瞭然となり、去年

と違ってよかったと思います。 

 

石井委員 

工夫を凝らして時代、ニーズにあったものを実施していて感心しています。

根形公民館の乳幼児家庭教育学級は、小さい子どもを置いて来れないという状
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況の中、親子で参加できる講座で、柔軟で先進的であると思っています。内容

について検討中ということですので、いくつか提案がありますのが、後ほどお

話をしたいと思います。 

また、成人絵画教室でオープン講座として実施した移動絵画教室も素晴らし

い取り組みだったと思います。公開講座としたことにより、成人絵画教室を卒

業した方、絵画サークルの会員、絵を描きたいという方などに、横浜でスケッ

チをし、絵画鑑賞もできてとてもよかったです。 

募集の仕方も工夫があり、地区回覧を活用しその回覧を見て、こんなのある

んだと思って参加したという人もいました。情報を欲しいと思う人の所へ適切

に届けたという点でとてもよい試みだったと思います。 

平川公民館の園芸講座はなぜ毎年パッションフルーツなのでしょうか。園芸

講座は平川公民館にしかない貴重な講座で、園芸は野菜や果樹などたくさんあ

ります。普通にやりたいものをやって欲しいと思います。５館あれば、５つで

きます。農業講座は希望者が多いので、潜在需要を掘り起こすようにお願いし

ます。 

 

小川委員 

 青少年を対象とした講座は、たいへん工夫を凝らしてあり、子どもたちにと

ってとても貴重な体験の場となっています。小中学生は公民館に親近感を持ち、

部活帰りに寄ります。そこでは会話したり、勉強したり、公民館に集まってき

た異年齢との交流もあります。 

長浦公民館のわんぱく教室は、５０人定員のところ３４人ということで、途

中参加が可能ならば、残りの予定を教えていただければ小学校にも伝えて参加

を促したいと思います。 

 

佐藤長浦公民館館長 

わんぱく教室は、その都度募集し、定員を多少超えても受け入れます。中学

生にとって長浦公民館は健全なたまり場を目指していますので、長浦公民館は

中学生の来館は大歓迎です。 

 

大野委員 

 市民会館子どもチャレンジは、学童保育でのＰＲや、県立中央博物館と公民

館との連携や地域家庭教育学級の青少年健全育成推進大会での記念講演への参

加もよかったと思います。講演の内容もよく、各公民館で実施する家庭教育学

級に取り込んでもよいと感じました。 

長浦公民館の地域家庭教育学級で、家族ぐるみの交流という話がありました

が、地域ぐるみや家族ぐるみというのはどんなものを目指しているのか伺いま

す。 
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また、根形公民館の乳幼児家庭教育学級はすごくニーズがあると感じました。

他館でも取り組んでいけたらよいと思いました。 

 

佐藤長浦公民館館長 

地域ぐるみや家族ぐるみというのは、人が集まればそれで交流が図られます

から、講座生だけでなく、家族の皆さんも同伴して参加してくださいというこ

とを、最初から計画をたてる段階で考慮して決めました。 

 

大野委員 

平川公民館と平岡公民館合同の幼児家庭教育学級では、父親の参加もありま

す。保育ボランティアによる保育を実施していますが、幼児家庭教育学級で２

歳に満たない子どもを社会教育推進員が見ていました。今年２歳になれば保育

を受けられるのか、１人社会教育推進員がボランティアにつけばいいのか。そ

の辺が保育ボランティアとうまく調整ができればよいと思いました。 

 

小堀平川公民館館長 

ご指摘の通り平川公民館の園芸講座は、今年度もパッションフルーツの栽培

について学習し、８人の応募がありました。昨年と同じだから今回参加しない

という方もいました。８回の講座のうち、パッションフルーツは３回行い、６・

９・２月は農業センター営農指導員を講師として、夏野菜やホウレンソウなど

の野菜の育て方について計画しておりますので、その辺の情報発信をしていき

たいと考えています。 

また、様々なニーズがございますが、今後の計画にいかしていきたいと思い

ます。 

 

関委員 

高齢者学級の募集定員が多くなっていますが、募集定員は１回あたりの人数

でしょうか。 

 

濱﨑市民会館副参事 

各公民館、毎回募集をかけるのではなく最初に募集をし、地域のシニアクラ

ブの方に協力いただいて今年は１３０人の応募がありました。だいたい１回ご

とに６０～８０人の参加があります。 

 

稲毛委員長 

 議題２、平成３０年の成人式について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（資料に基づき、濱﨑市民会館副参事が、平成３０年の成人式について
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を説明。）成人式実行委員の選出について、それぞれ地区ごとに選出お願いしま

す。 

 

稲毛委員長 

平成３０年の成人式実行委員は、昭和地区は尾高委員、蔵波地区は小川委員、

長浦地区は長崎副委員長、根形地区は田中委員、平川地区は大野副委員長に決

定しました。よろしくお願いします。 

 

濱﨑市民会館副参事 

今後、各地区で実行委員会議が行われますので、よろしくお願いいたします。 

 

稲毛委員長 

 議題３、その他ですが、事務局よりお願いします。 

 

濱﨑市民会館副参事 

その他ですが、１件ございます。前回の会議におきまして、公民館の利用状

況について報告させていただきました。その際長浦公民館の平成２８年度の利

用状況が平成２７年度より減少しているがその理由はという質問があり、本日

これについて長浦公民館より説明させていただきます。 

 

時松長浦公民館副館長 

 平成２８年度の利用者数が前年度よりも減少していますが、これは平成２７

年６月の利用者数をダブルカウントして集計してしまったため、その分が実際

よりも増加したことによるものです。また、２７年度は商工会のとくとく商品

券の引換が実施されたということで、通常の年より利用が多くありました。 

一方、平成２８年度は７月に参院選、１０月に市議選があり、多目的室の貸

した日数が少なくなったため、利用者数は少し減少しています。 

前回の審議会で、平成２７年度の利用者数を１１０，７７５人と報告させて

いただきましたが、１００，６７９人に訂正させていただきます。 

 

稲毛委員長 

 報告１ 地区住民会議平成２８年度事業報告及び平成２９年度事業計画につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

 （昭和地区 濱﨑市民会館副参事、中富地区 佐久間平川公民館副館長、長

浦地区 佐藤長浦公民館館長、根形地区 今井根形公民館館長、平岡地区 在

原平岡公民館館長が、それぞれ資料に基づき、説明） 
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稲毛委員長 

 ただいまの報告に関しまして、委員の皆様から質問がございましたらお願い

します。 

 

尾高委員 

 中川富岡地区住民会議では、花いっぱい活動を実施していますが、花の調達

はどうやっているのですか。 

 

佐久間平川公民館副館長 

君津青葉高校から購入しています。 

 

関委員 

 通学合宿はどういうものか。その特色や、学校が休みではないのに公民館に

泊まって何をしているのか伺います。 

 

在原平岡公民館館長 

 通学合宿の趣旨は、公民館に泊まって、公民館から学校に通ってまた公民館

に帰って生活します。その生活が異年齢交流となります。平岡地区住民会議の

場合は、５年生と６年生が共同生活し、その中で先輩や後輩といった人間関係

を学びます。もう一つの大きな趣旨は、地域の大人が子どもをサポートするこ

とです。そして地域の子どもを支えている、醸成する意識を高めることです。 

 

関委員 

 長く続けているのでしょうか。 

 

在原平岡公民館館長 

 平岡地区住民会議名幸ヶ丘の会は、１５年くらい継続して実施しています。 

 

佐藤長浦公民館館長 

 子どもたちが自分たちで生活するのが大きなねらいです。家にいると何でも

親がやってしまうため、自分たちでやってみる、公民館で晩御飯も自分で作り、

買い出しも自分たちでする。できるだけ、大人は手をかけない。大人は最低限、

安全確保の人員がいればいいと考えています。それ以外は全部、子どもたちで

やらせる。子どもたちは大変な生活をしいられ、家のありがたさ、親のありが

たさがわかります。親もいつも子どもがいないと寂しいので、子どもの大切さ

も、子どもがいない、帰って来ないことで実感できます。 
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根里委員 

 根形地区住民会議のねこまろ宿泊体験とは、ひと夏に２回実施するというこ

とは、小学生を対象として、同じ子どもが２回経験するということでしょうか。

一回目は根形地区住民会議の主催で７月２２日のデイキャンプから連続で実施

しているもの。もう１つは公民館事業の通常版として８月１６日から１８日に

実施するもの。２回募集するのでしょうか。 

  

今井根形公民館館長 

 ねこまろは、公民館と地域の若者で作る N.O.C（ねがたオープンキャンパス）

が主催で行っている事業です。宿泊は昨年から実施しています。 

今回、N.O.Cの若者たちが、地域の大人の手助けをいただくことを考えた時に、

通常版と連続して宿泊が開催できなかったため、宿泊と通常版は、今回は分け

て実施しました。ただ、主催は公民館と N.O.C です。根形地区住民会議の事業

計画に入れてあるのは、地区住民会議の関係者、団体、個人会員に協力をいた

だいているためです。対象の小学生は、宿泊版は根形小学校の４年生から６年

生まで。通常版は根形小学校の１年生から中学生までを対象としていますが、

中学生の参加はありませんでした。 

 

稲毛委員長 

 報告２ その他、事務局からお願いします。 

 

濱﨑市民会館副参事 

 明日、君津地方社会教育推進大会があります。袖ケ浦市公民館運営審議会か

ら長崎副委員長・大野副委員長を推薦し、表彰を受けます。 

 

小阪生涯学習課課長 

 角山配水場近くの山野貝塚という大きな貝塚がございます。これが袖ケ浦市

として初めて国史跡に指定されることになりました。まだ答申が出された状況

で、１０月に正式に国の史跡に指定されるということです。 

また、これから整備計画等進めて行くところです。現在、国の史跡に指定さ

れるということで、博物館でトピックス展を開催しております。また、特別展

を２月に行う予定です。さらに山野貝塚について、市民の方に広く周知すると

いうことで、２月にシンポジウムを市民会館で行う予定です。 

 

片寄委員  

 事務局にお願いですが、資料をもう少し早めにいただけないでしょうか。 
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濱﨑市民会館副参事 

 承知しました。 

 

稲毛委員長 

 ６ その他、何かございますか。 

 

田中委員 

 生涯学習、生涯教育の現場の皆さんは把握されていると思うのですが、公民

館の役割がよくわからない。自分も昨年は３回ほど研修会に出席しましたがよ

くわからなくて、公民館運営審議会委員として、いろいろ知らないことがあり、

他市の公民館運営審議会委員と話をしていて、ちょっとずれてきているところ

があり、審議会委員の中で勉強会をやったらどうかと思っています。内容とし

ては抽象的ですが、公民館運営審議会のあり方とか、生涯学習、生涯教育等、

公民館運営審議会委員の役割など、少し皆さんと勉強会をして、お話しながら

審議会に臨んでいったらどうなのかなと考えています。袖ケ浦の教育の５１ペ

ージにも「公民館運営審議会の充実」とあり、皆さんといろいろ共有していけ

たらと思っております。全員参加は難しいと思いますが、参加できる時にでき

ればと思います。 

 

稲毛委員長 

 今、田中委員から、審議会委員の皆さんで学習会を行いたいとの意見が出ま

した。事務局と相談しまして、日程的なものを決めていったほうがいいのでは

ないかと思います。 

 

田中委員 

 できれば、数回実施したいので、早い時期に１回くらいやりたいと考えてい

ます。 

 

根里委員 

 公民館運営審議会のあるべきものとはどのようなことでしょうか。 

 

田中委員 

 審議会委員としてのスタンスです。 

 

濱﨑市民会館副参事 

 田中委員は、審議会委員としてどうあるべきなのか、資質の向上だとか、そ

ういったものを含めた勉強をしていきたいということです。 

 １０月に４市の公民館運営審議会委員の研修会もございます。公民館運営審
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議会委員とは何なのかということで、そういう研修会を考えています。 

また、それとは別に、袖ケ浦市公民館運営審議会委員の学習会という、それ

については委員の皆さんからご意見をいただきながら、どういった形なら実施

できるのか、できないのかとか、具体的には委員長・田中委員も含めて、相談

して決めていきたいと考えており、今、この場では決定できないかと思います。 

 

大野副委員長 

 田中委員のおっしゃっていたことは意義のあることですが、学習会の開催は、

委員だけでは成り立たないと思います。社会教育主事や公民館職員も交えてい

かないと、私たちだけで話していても見えてこないのではないでしょうか。講

師として、市の職員でもいいし、他市の退職された社会教育主事でもいいです。

少し専門家の意見も聞けるようにしないと心配もあります。みんなで計画して

やることはいいことだと思います。 

 

田中委員 

 日にちが取れるようであれば、専門家を交えて実施したいと思います。 

 

稲毛委員長 

事務局からもお話があったように、学習会の開催については、今後、事務局

と実施について検討していきたいと思います。 

 

それでは、以上で予定された案件については、すべて終了しました。慎重審

議、ありがとうございました。 

 

 

                           午後５時 閉会 

 

                             



平成２９年度第２回公民館運営審議会 

 
日時：平成２９年７月７日（金） 

午後３時開会 
場所：根形公民館 ２階 講義・研修室 

 
次 第 
 
１ 開会のことば 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 教育部長あいさつ 

 

４ 議題 
（１）公民館事業の取組状況について 
（２）平成３０年袖ケ浦市成人式について 
（３）その他 

 

５ 報告 

（１）地区住民会議平成２８年度事業報告及び平成２９年度事業計画について 

（２）その他 

 

６ その他 

 

７ 閉会のことば 



第２２期袖ケ浦市公民館運営審議会委員名簿 

 
番号 氏名 選出区分 備考 

１ 小川
お が わ

 幸男
ゆ き お

 
学校教育 
校長会 

２期目 

２ 尾高
お だ か

 幹男
み き お

 
社会教育 
文化協会 

１期目 

３ 田中
た な か

 輝博
てるひろ

 
社会教育 
子ども会育成会 

１期目 

４ 早川
はやかわ

 敦
あつし

 
社会教育 
音楽協会 

１期目 

５ 稲毛
い な げ

 博夫
ひ ろ お

 
社会教育 
体育協会 

委員長 
６期目 

６ 齋藤
さい と う

 隆彦
たかひこ

 
家庭教育 

キッズパレット理事 
１期目 

７ 関
せき

 とし江
え

 
学識経験者 

元公民館まつり実行委員 
１期目 

８ 根里
ね ざ と

 惠美子
え み こ

 
学識経験者 

元社会教育推進員 
１期目 

９ 長崎
ながさき

 容子
よ う こ

 
学識経験者 

元社会教育推進員 

副委員長 
３期目 

10 石井
い し い

 智子
の り こ

 
学識経験者 

元教育研究指導員 
１期目 

11 大野
お お の

 俊江
と し え

 
学識経験者 

元公民館職員 

副委員長 
３期目 

12 片寄
かたよせ

 礼子
れ い こ

 公募委員 １期目 

 
任  期  平成２８年７月１日から平成３０年６月３０日 
 
構成人数  男性委員６名  女性委員６名 



議題（１）　公民館事業の平成２９年度取組状況について

【市民会館】

事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

子どもチャレンジ教室 40 39

　学年が上がるにつれ、教室生
が減少することから内容の見直
しを始め、リピーターの確保に
努めている。また、社会教育推
進員が教室以外でも学童保育な
どで小規模な広報活動を行い、
新規の申込もある。
第１回（5/20）東京ガス『電気
をつくろう！～「燃料電池の」
ひみつ～』
第２回（7/8）県中央博物館「キ
ノコ大先生に教わる！～坂戸神
社の森でキノコの探索をしよう
～」
５月開講・開催予定回数　８回

子ども映画会 150
当日参加

　今年度は大ホール棟の工事に
より中ホールでの実施となる。
夏休みに児童向けの映画を実施
し、鑑賞マナーの向上を図る。
（8/17実施予定）

女性セミナー 40 32

　昨年度の参加者アンケートを
参考に、社会教育推進員が主体
となり事業計画を作成した。今
年度は、身近な課題を取り上
げ、自身の問題として考えるこ
とを目指す。
第１回（５月）レクダンス
第２回（６月）絵手紙
第３回（７月）：昭和地区のこ
れからを考える（昭和地区選出
市議会議員との懇談）
第４回（７月）消費者教室
第７回（１１月）火災予防
第８回（１月）防災
５月開講・開催予定回数　８回

さわやかセミナー 30
10～12月
募集予定

　社会教育推進員が主体となり
事業を計画している。「働きざ
かりの男塾」の講座名として３
年目になるが、昨年度の講座生
の減少を反省にして、より男性
が興味を持つ内容に特化させよ
うと企画し、テーマを「アウト
ドア」にした。事業目的である
健康などの生活面や地域性も講
師に相談しながら盛り込んでい
く。
第１回（１０月）防災講座
第２回（１１月）ＤＩＹ
第３回（１２月）燻製づくり

　館報やホームページなどの情報発信の工夫に努め、昭和地区の学習拠点として多くの住民に利
用される施設を目指します。また、各種団体と連携して、青少年の健全育成や芸術文化の振興活
動を支援します。

青少年健全育成推進事業

成人教育推進事業
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事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

舞台コーディネー
ター養成講座

15 11

　昨年度と同様に、最終回に本
番を想定した内容で実際の仕
込、操作、片付けまでを体験す
る。

開催予定回数　４回

単発講座 計画中

これまで市民会館を利用したこ
とのない人が新たに参加できる
ような講座を実施する予定。参
加者が今後、市民会館を利用す
るきっかけとなることを目指
す。

高齢者いきがい促進事業 昭和ふれあい教室 100 132

　運営委員及び社会教育推進員
が主体となり事業計画を作成し
た。
①積極的に楽しく参加する
②多くの学級生との会話を楽し
む
③教室に入っていない人に声を
かける
④やりたいことがあったら、職
員、社会教育推進員へ話す
を、参加者の目標とした。
５月開講・開催予定回数　８回

地域で取り組む高齢
者講座

30 16

　市民会館から遠方の地区（富
士見台、牧場団地、神納まきば
台）を対象に富士見台公園、牧
場西公園で２回ずつ、合計４回
実施した。
５月３０日（火）から４回実施

防災に関する講座 計画中
「体験」をテーマとして、災害
時に役立つ知識を体験を通して
学習する。

スマホ安全教室 20
１２月募
集予定

情報機器の基本操作・実践力を
習得し、市民生活に役立てるた
め、スマートフォンを持ってい
ない人を対象とした講座を実施
する。

登録サークル等を講
師とした講座

計画中
１２月募
集予定

昭和小学校、奈良輪小学校児童
を対象に、書道サークルを講師
として、書初め指導を実施する
予定である。

花咲け！
女性シェフ応援事業

計画中

 市民会館レストランを教育施設
として活用し、女性の社会的自
立と飲食店起業を支援すること
を目的にしており、今年度は、
他市事例の調査と庁内検討会を
行う予定である。

公民館地域連携推進事業

2



事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

幼児家庭教育学級 20 15

　第１回目の茶話会で学級生か
ら案を出してもらい、それを基
に社会教育推進員が主体となり
事業計画を作成した。また、
「子ども読書活動推進計画」に
おける公民館の取組事項である
家庭教育学級における講座につ
いては５館共通講座と公民館図
書室を活用して行う。
６月開講・開催予定回数　７回

地域家庭教育学級 40 各回募集

　昭和小学校・奈良輪小学校PTA
が主体となり合同で事業計画を
作成している。第１回目は青少
年健全育成推進大会記念講演参
加、第２回目は食育に関する調
理実習を実施予定（７月）。
７月開講・開催予定回数　４回

中学校家庭教育学級 20 各回募集

　昭和中学校PTAに委託して実施
している。各学年で分担して企
画・運営をしており、第１回目
は青少年健全育成推進大会記念
講演参加、第２回目はスクール
カウンセラーによる講話を実施
予定（７月）。
７月開講・開催予定回数　４回

親業訓練入門講座 20
8月

募集予定

　昨年度同様、親業訓練協会に
委託し講座を実施する。
１０月開講予定
開催回数　２回（10/6、10/13）

　　○ 昭和ふれあい教室
　
　　　　講座前の竹の棒運動の様子

家庭教育総合推進事業

○ 公民館地域連携推進事業（地域で取り組む
高齢者講座）富士見台公園にて
　
　市のオリジナル体操（高齢者支援課）
　レクリエーションゲーム（袖ケ浦市レクリ
エーション協会）

3



【平川公民館】

事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

青少年教育推進事業 子どもクラブ 30 39

　募集チラシ配布の際、詳細な
年間計画を記載した。７月は、
船橋市の公民館から市内の化石
採集講座の協力依頼があり、共
催で実施する予定となってい
る。
5月開講・開催予定回数　7回

女性セミナー 30 30

　昨年度参加者のアンケート結
果と併せて、担当推進員と検討
して内容を決定した。体操や介
護保険、災害についてなど健康
や生活に関連する関心の高い学
習内容をテーマに取り入れ、実
施していく。
5月開講・開催予定回数　7回

園芸講座 30 18

　内容は、継続してパッション
フルーツの栽培と、農業セン
ターの営農指導員による季節の
野菜栽培法や地域の育種場見学
を予定している。定員に達して
いないため、引き続き募集を
行っていく。
5月開講・開催予定回数　8回

ものづくり講座

親子コース
10組20名
子どもコー
ス20名
成人コース
10名

7～10月
募集予定

　内容は、親子コースは、夏休
みに親子で折りたたみ椅子を製
作する予定。子どもコースは、
９月に開催し、大人が手助けを
せず木片を使って自由な発想で
作品を作る予定。成人コース
は、初心者向けのDIY教室を3回
程度で実施する予定となってい
る。
開催予定回数　5回

高齢者いきがい促進事業 うぐいす学級 50 40

　学級生の構成は、中富地区4地
区の地区学級生と、広報｢そでが
うら｣や口コミで応募した個人学
級生とから成り立っている。防
災体験や高齢者の病気と対策に
ついての講話などを予定してい
る。学級生は、随時募集してい
る。
6月開講・開催予定回数　7回

3あい事業「であい　ま
なびあい　わかちあい」

ユース・カフェ 20 12

　昨年度より開催されている２
年目の事業である。参加者の意
見を取り入れながら、参加しや
すい、新しい出会いや交流の機
会を提供し、若い世代が地域を
身近に感じることを目的に行っ
ている。
6月開講・開催予定回数　5回

　平川地区・袖ケ浦市の環境と人材を活かした事業を展開し、地域の人々の学びと交流の支援を
行い、ふれあいとコミュニケーションの場、生涯学習の拠点となる公民館をめざします。

成人教育推進事業
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事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

平川・平岡公民館合
同幼児家庭教育学級

20 19

　チラシ配布や広報、ＨＰ、ポ
スター掲示等によりＰＲ活動を
行い、学級生や推進員からの口
コミにより開級式以降も応募が
増えた。内容は、簡単にできる
物づくりや調理、移動教室など
学級生の意見も取り入れなが
ら、計画している。
6月開講・開催予定回数　7回

中富地域家庭教育学
級

30 18

　例年、中川小PTA学年部と共同
で学級生の募集・学級の運営を
行っている。担当推進員や学年
部役員と連携をしながら、より
よい学習・交流の場となるよう
に進めている。
6月開講・開催予定回数　5回

平川中学校家庭教育
学級

延べ
100

11
(1回目)

　平川中PTAに委託して実施して
いる。アンケート結果などをも
とに参加者の意見を取り入れな
がら、内容を工夫しながら運営
している。
6月開講・開催予定回数　5回

地域で取り組む高齢
者講座

20

　富岡分館または地区の自治会
館において体操等の講座を実施
する予定となっている。
秋以降開催予定・開催予定回数
2回

防災講座
7月

募集中

　中富ふれあいの会デイキャン
プの中で、参加者を対象に新聞
紙やレジ袋の活用法などの講座
を予定している。
8月19日開催・開催予定回数　1
回

初級パソコン講座 20
9月

募集予定

　今年度も公民館定期利用団体
を講師として依頼する調整を
行っている。内容は、パソコン
の基本的な操作の習得を目的と
した年賀状作成についてを予定
している。
10月中旬開講予定
開催予定回数　5回

スマホ講座 20 　

　市内在住の高齢者を対象とし
てスマートフォンを持っていな
い人対象にスマートフォン教室
を開催する。
2月9日開催・開催予定回数　1回

登録サークル等を講
師とした講座

20

　小学生を対象として冬休みに
書き初め講座を予定している。
12月26日開催・開催予定回数　1
回

家庭教育総合推進事業

公民館地域連携推進事業
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【長浦公民館】

事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

自分の地域は自分でつく
る！地域支援づくり事業

未定 未定
28年度実施した講演会の内容
を基に、実践的な活動を行っ
ていく。

わんぱく教室 50 34

子どもたちが公民館で多様な体
験を共有し、異学校異学年の児
童が交流できるような内容で活
動している。
5月開講・開催回数　8回

長浦ジュニアお琴・
尺八教室

お琴 16
尺八 10

お琴　18
尺八　 2

子どもたちが家庭で和楽器に親
しむ機会が少ないことから、和
楽器の演奏方法を学び、演奏で
きるようになることを目指し活
動している。また、昨年度から
引き続き参加している受講者も
いる。
5月開講・開催回数　15回

女性セミナー 50 46

受講者に関心の高い健康に関す
る内容を取り上げるとともに、
企業の出前講座などを活用し内
容の工夫を図っている。
5月開講・開催回数　8回

男性セミナー 30 18

新規参加者が2名。定員に満たな
いため、随時募集しており、2名
途中からの参加があった。
6月開講・開催回数6回

環境講座 30 27

自然環境や生活環境に対する意
識を高めることを目的とし、今
年度は「エネルギー・食物」を
テーマに学習する。
5月開講・開催回数　6回

健康生き生き塾 30 44

健康に関心がある受講者が多い
ので、体操やニュースポーツな
ど自宅でも続けられる運動を行
う。
5月開講・開催回数　5回

ながうら雑学塾 30
今後

募集予定

趣味・教養・実学など日常生活
に即して幅広く学習する。
10月開講予定・開催回数　5回

太極拳入門講座
（単発）

30
8月

募集予定

太極拳に興味がある初心者向け
に体験する機会を設け、太極拳
に関する理解を深める。
昨年度に引き続き前半・後半の
２回開催する。（２回で１講
座）
8/18・25実施

お正月飾りづくり
講習会（単発）

25 今後募集

お飾りを飾って新年を迎えるわ
が国の伝統行事を大切にするた
め、お正月飾りの作り方を学
ぶ。
12月開催予定

　“温もりと喜びが集う公民館”人と人が交流する中で温もりを感じるとともに、学ぶ喜びや創
造する意喜びを共有し、ワクワクしながら集う公民館をめざします。

青少年教育推進事業

成人教育推進事業
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事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

高齢者いきがい促進事業 長浦さわやかスクール 250 210

運営委員及び社会教育推進員が
主体となり事業計画を作成し実
施している。
袖ケ浦市レクリエーション協会
と連携したレクリエーション、
セルフケアを目的としたスト
レッチ鍼灸の実践・講話を実施
した。また、大人数が参加する
ことを考慮した企画・運営をし
ている。
5月開講・開催予定回数　10回

幼児家庭教育学級 20 11

受講者で内容の話し合いを行
い、内容を決定した。受講生同
士の交流ができるよう工夫して
いる。
6月開催・開催回数7回

地域家庭教育学級 30 26

受講者で内容の話し合いを行
い、内容を決定した。また、親
子で参加できる企画も取り入
れ、家族ぐるみの交流の場を提
供する。
5月開講・開催回数7回

中学校家庭教育学級 毎回募集

長浦中
14

(1回目)
蔵波中

16
(1回目)

長浦中ＰＴＡ及び蔵波中ＰＴＡ
に委託し各中学校ＰＴＡ研修委
員が事業を運営。ＰＴＡ研修委
員が毎年度交替するため、過去
と同様の内容になりがちなの
で、そのあたりの調整が必要。
6月開講・開催回数　各5回

地域で取り組む高齢
者講座

未定 未定

防災に関する講座 30
8月

募集予定

初級パソコン講座 20
12月

募集予定

平成28年度はワードを実施し
た。今年度はハガキ作成を予
定。
1月開講予定・開催回数　5回

スマホ・タブレット
講座

20 20

高度な情報通信サービスを利用
できるよう、基本操作・実践力
を習得し、市民生活に役立て
る。
開催回数　1回　6月

登録サークル等を講
師とした講座

未定
12月

募集予定

登録サークルを講師として、書
初め教室を実施する。
開催回数　1回

公民館地域連携推進事業

家庭教育総合推進事業
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【根形公民館】

事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

花まる絵画教室 16 25

　応募多数のため、抽選を行っ
た。その結果、今年度は18名で
講座をスタートした。市内全小
学校の児童が参加しており、ま
た、新規の参加者も多い。講師
の指導のもと、水彩画を楽しく
描いている。
　6月開講・開催回数　6回

子ども絵画教室 16 14

　応募者全員を受講生とした。
今年度も昭和地区児童の参加が
多いが、花まる絵画教室の卒業
生が参加するなどの進展もあ
る。移動研修では美術館のマ
ナーを学ぶなど、講座をとおし
て感性も磨いている。
　5月開講・開催回数　9回

ねがたオープンキャ
ンパス（ねこまろ）

－ －

　今年度も根形小児童をターゲット
に、宿泊版（1泊2日）と通常版（平
日3日間開催）を実施する。なお、今
年度の宿泊版は、デイキャンプ終了
後実施する。通常版については、
N.O.Cを中心に、サークル等の地域の
大人や地元高校生がスタッフとして
参加する。
　宿泊版：7月22日～23日
　通常版：8月16日～18日

成人絵画教室 15 20

　今年度は定員を超える応募が
あり、熱気に包まれた教室に
なっている。教室生はとても熱
心で、どんな作品が仕上がるか
とても楽しみである。
　5月開講・開催回数　10回

女性セミナー 24 23

　リピーターが多く、新規受講生は2
人。生きがいの醸成を目的に、講座
後も個人で継続してできるものを吟
味して実施している。内容について
講座生の満足度は高く、出席率も高
いが、根形地区住民が5人と少ないの
が課題である。
　5月開講・開催回数　8回

地域再発見講座 20 25

　リピーターが多いが新規受講生も5
名で、定員を超えて受け入れてい
る。昨年は資料を見る目を養うこと
に力を入れて学習したので、今年度
は講座生の発表・報告・展示などを
取り入れながら、ステップアップを
はかりたい。
　5月開講・開催回数　8回

　地域住民の学習ニーズに応える生涯学習の拠点として、根形公民館の特色である「文化・芸
術」の振興を目指して、事業を展開していきます。

青少年教育推進事業

成人教育推進事業
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事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

高齢者いきがい促進事業
根形ニコニコ教室
（高齢者学級）

70 53

　根形地区内4地区の地区運営委員と
協力して講座を運営している。交通
手段がなく講座に参加できないとい
う地区があり、昨年まで公用車での
送迎を実施していたが、今年度はこ
れを廃止。1地区については今後の講
座参加は難しい状況となっている。
教室生はほぼ固定で、今年度の新規
参加者は5人。
　5月開講・開催回数　9回

地域で取り組む高齢
者講座

未定 未定

　野田地区やのぞみ野地区を対
象に、高齢者支援課と連携し、
講座を実施予定。
　秋～冬に開催予定
　開催回数　2回を予定

防災に関する講座 未定 未定

　疑似避難所体験を検討中。な
お、今年度は試行的に行うた
め、対象は、職員及び管理人並
びに社会教育推進員を予定。
　冬に開催予定
　開催回数　1回を予定

スマホ講座 20 7月募集

　平岡公民館と合同で実施。内
容は、シニアのためのスマート
フォン教室。対象は、スマート
フォンを所有している高齢者。
　8月8日（火）開催
　開催回数　1回

登録サークル等を講
師とした講座

未定 未定

　根形公民館登録サークルを講
師とし、書き初め講座を行う。
対象は、根形小学校児童5～6年
生を予定。
　12月26日（火）開催
　開催回数　1回

乳幼児家庭教育学級
【うたたねくらぶ】

15 20

　今年度より、保育ボランティアが
利用できない2歳未満の乳幼児を持つ
保護者まで対象を拡大し、乳幼児同
伴で参加できる講座として募集した
ところ、定員を上回る応募があり、
第1回の参加者は17人。講座内容等は
模索中であるが、需要は実感でき
た。
　6月開講・開催回数　8回

ねがた地域
家庭教育学級

毎回募集
5

(1回目)

　根形小ＰＴＡ研修委員と協力
し、事業を運営。また、今年度
も中学校家庭教育学級と合同で
講座を実施。講座の内容が前例
に沿った形になりがちなので、
そのあたりを今後調整する必要
がある。
　6月開講・開催回数　5回

中学校
家庭教育学級

毎回募集
9

(1回目)

　根形中ＰＴＡに委託し事業を
運営。また、今年度もねがた地
域家庭教育学級と合同で講座を
実施。ねがた地域家庭教育学級
と同様、前例に沿った形になり
がちなので、そのあたりを今後
調整する必要がある。
　6月開講・開催回数　5回

家庭教育総合推進事業

公民館地域連携推進事業
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【平岡公民館】

事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

青少年教育推進事業 ひらおか子ども教室
30

各回毎に
募集

7月
募集予定

袖ケ浦市内の小学校中学年以上を
対象に、各回ごとに市内小学校にチ
ラシを配布して参加者を募集する。
7月開講・開催回数　6回

国際理解セミナー 30
９月

募集予定

昨年、市長が姉妹都市であるイタ
ジャイ市を訪問したことから、ブラジ
ルに特化した内容で実施する。 広
報9月15日号で募集を行う。
10月開講・開催回数　5回

地域ふれあい事業 20
11月

募集予定

地区内回覧や学校でのチラシ配布
により、募集を行う。
①12月開催予定　正月飾り作り（案）
②2月開催予定
開催回数　2回

わくわく女性倶楽部 30 22

広報4月15日号で募集するとともに、
昨年度の参加者に声がけをしてお
り、参加者は随時募集している。
5月開講・開催回数　8回

高齢者いきがい促進事業
ひらおかシニアセミ
ナー

70 35

広報4月15日号で募集するとともに、
昨年度の参加者に声がけをしてお
り、参加者は随時募集している。
5月開講・開催回数　9回

平川・平岡公民館合
同幼児家庭教育学級

20 19

チラシ配布や広報、ＨＰ、ポス
ター掲示等によりＰＲ活動を行
い、学級生や推進員からの口コ
ミにより開級式以降も応募が増
えた。内容は、簡単にできる物
づくりや調理、移動教室など学
級生の意見も取り入れながら、
計画している。
6月開講・開催予定回数　7回

地域家庭教育学級 20 15

小学校PTA役員・社会教育推進員
の意見を取り入れながら、小学校に
チラシを配布して参加者を募集して
いる。
6月開講・開催回数　6回

地域で取り組む高齢
者講座

20
各回ごと
に募集

11月
募集予定

高谷区と川原井第６分区住民を
対象にして、百歳体操講座を行
う。
12月開講・開催回数　2回

防災に関する講座
各回ごと
に募集

①7/3実
施

②未定

①地区住民会議｢名幸ヶ丘の会」
主催の｢ひらおか通学合宿」と共
催して、オイルランプ作りを
行った。
7月開講・開催回数　2回

スマホ講座 20
7月
募集

根形公民館と合同で実施。内容
は、シニアのためのスマート
フォン教室。対象は、スマート
フォンを所有している高齢者。
　8月8日（火）開催
　開催回数　1回

登録サークル等を講
師とした講座

30
11月

募集予定

平岡公民館登録サークルを講師
として子ども書初め教室を行う
予定で、平岡小学校にチラシを
配布して参加者を募集する。
12月開講・開催回数　1回

　地域住民の学習ニーズや地域の実情に応じ、様々な学習機会や世代間の交流の場を提供すると
ともに、活力ある地域づくりを目指す拠点として、各種事業を展開していきます。

家庭教育総合推進事業

成人教育推進事業

公民館地域連携推進事業

10



11 
 

議題（２）平成３０年袖ケ浦市成人式について 
 
○ 日時  平成３０年１月７日（日） 
      開式：午前１０時３０分（昭和、長浦、根形、平川地区） 
      開式：午後１時３０分（蔵波地区） 
○ 会場   昭和地区：市民会館 
      長浦地区・蔵波地区：長浦公民館 
      根形地区：根形公民館 
      平川地区：平岡公民館 
○ 対象   平成９年４月２日から平成１０年４月１日生まれの 
       ・ 市内に住民登録をしている者 
       ・ 地元の中学校を卒業し、他市町村に住民登録している者で、

出席を希望する者。 
  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 

 
○ 内容  開式のことば、国歌斉唱、主催者あいさつ、来賓祝辞、 
      新成人代表あいさつ、閉式のことば 
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○ 運営  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

事の内容などを協議する。 
      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。 
 
◆ 実行委員の選出 
 平成２９年６月１５日付、袖教市第３８９号にて、袖ケ浦市教育委員会教育

長より、別紙（写）のとおり、成人式実行委員の選出について依頼がありまし

た。 
 つきましては、袖ケ浦市公民館運営審議会より、地区ごとに実行委員を選出

するものです。 
 

昭和地区                  

長浦地区                  

蔵波地区                  

根形地区                  

平川地区                  

 





地区住民会議活動紹介 
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＜昭和地区住民会議 坂戸の森みどりの会＞ 
★通学合宿 

平成２８年度より昭和小、奈良輪小の５、

６年生と市民会館事業に参加している４年生

を対象にした「通学合宿」を新規に実施しま

した。市民会館で自分たちでご飯を作り、学

習し、寝泊りして学校へ通うという事業で子

どもたちの自主性を育てるための事業です。

３５名の参加者と７１名の協力者で実施しま

した。 

<中川・富岡地区住民会議 
中富ふれあいの会> 
 
★花いっぱい活動 
青少年健全育成・環境美化の推進と地域住民

の融合を目指す活動で、平川公民館・東横田

駅・富岡分館のプランターに花の苗を年２回

（春・秋）植えています。 
 

 
 
 

 

 
＜長浦地区住民会議 ながうら青空の会＞ 
★あおぞらクラブ 

長浦小・蔵波小児童を対象に、年間５回、

延べ１７７名が参加し、調理実習や工作体験

をおこないました。 
高学年の参加者が低学年の参加者を手伝っ

て作業するなど、協力しながら楽しく取り組

むことができました。 
 
 

平成２９年度青少年健全育成推進大会大会冊子より 

報告（１）地区住民会議平成２８年度事業報告及び平成２９年度事業計画について 
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＜根形地区住民会議 根っ子の会＞ 
★根っ子の会 デイキャンプ 

夏休みに、根形小の子どもたちを対象とした

“デイキャンプ”を開催しています。 

地域の大人やレクリエーション協会などが

連携して、地域の子どもたちに“体験”活動を

提供するとともに、世代間交流を図っていま

す。昨年度は９２名の子どもたちが参加するな

ど、地域に根差した活動となっています。 
 

 

＜平岡地区住民会議 名幸ヶ丘の会＞ 
★通学合宿 

 平岡小の５～６年生３７人が参加し通学合

宿を実施しました。家庭や学校とは違った環

境で日常生活を体験することで、自主性を身

に付け、子ども同士もよりよい人間関係を築

くことができました。 
 また、保護者にも事業に協力していただき、

家庭・地域・学校の連携を図りました。 
 

★子ども安全パトロール 

 子ども安全パトロールは、５地区全ての

地区住民会議で実施されています。登下校

時間に合わせ、買い物や散歩をしながら

パトロールを行って、児童生徒の安全確

保を図ることを目的としています。 

 随時、協力者の登録を募集しています。

登録された方には、無料でオレンジ帽子を

配布します。 

平成２９年度青少年健全育成推進大会大会冊子より 



期 日 事 業 名 内 容 会 場 参加者等

5月10日(火) 第１回理事会

・平成２８年度総会について
・平成２８年度袖ケ浦市青少年
育成者感謝状贈呈候補者の推薦
について

市民会館
理事19名
事務局1名

6月4日(土) 総会

・平成２７年度事業報告、決算
及び監査報告
・平成２８年度事業計画
（案）、予算（案）について
・役員の改選

市民会館
会員47名
（委任状
68名）

6月4日(土) 研修会
テーマ「通学合宿について」
講師：ながうら青空の会

市民会館 会員40名

6月21日(火) 第２回理事会
・夏季愛のパトロールについて
・各事業について

市民会館
理事21名
事務局1名

7月2日(土) 青少年健全育成推進大会 大会への参加 市民会館 理事4名

7月27日(水) 夏季愛のパトロール① 通学路の安全確認 昭和地区 １２名

8月2日(火) ペットボトルロケット作り ペットボトルロケット作り 市民会館
参加25名
協力10名

8月3日(水) 夏季愛のパトロール② 夜間の非行防止パトロール及び啓発 昭和地区 １４名

8月6日(土) 夏季愛のパトロール③ 夜間の非行防止パトロール及び啓発 昭和地区 ３名

8月17日(水) 夏季愛のパトロール④ 通学路の安全確認 昭和地区 １０名

8月24日(水) 夏季愛のパトロール⑤ 夜間の非行防止パトロール及び啓発 昭和地区 １１名

8月25日(木) 第３回理事会
・ペットボトルロケット作り、
夏季愛のパトロール実施報告
・通学合宿について

市民会館
理事14名
事務局1名

10月10日(月)
～

10月12日(水)
通学合宿 ・通学合宿 市民会館

参加35名
協力71名

11月5日(土)
11月6日(日)

市民会館まつり 協賛 市民会館

11月15日(火) 第４回理事会
・通学合宿の実施結果について
・世代間交流事業、レクリエー
ション行事について

市民会館
理事20名
事務局1名

11月17日(木) 成人式実行委員会議 ・開催要項、記念行事について 市民会館 会長1名

11月26日(土) 世代間交流事業準備 クリスマスリースの素材の調達 市民会館 ５名

12月4日(日) 世代間交流事業
自然素材を使ったクリスマス
リースづくり・お飾りづくり

市民会館
参加52名
協力13名

1月7日（土） 成人式準備・リハーサル 会場設営及びリハーサル 市民会館 4名

1月8日（日） 袖ケ浦市成人式 受付 市民会館 4名

1月29日（日）みんなで楽しくレクゲーム レクリエーションゲーム 市民会館
参加33名
協力17名

2月7日（火） 成人式実行委員会議
・実施結果について
・成人式の反省について

市民会館 会長1名

3月7日（火） 第5回理事会
・平成28年度事業について
・青少年健全育成推進大会について
・会員の募集、理事の選出について

市民会館
理事19名
事務局1名

3月31日（金）平成28年度監査 市民会館

通年 子ども安全パトロール
子ども安全パトロール
153名登録(内、今年度29名登録)

昭和地区

通年 高齢者見守りネットワーク活動

平成２８年度　昭和地区住民会議坂戸の森みどりの会　事業報告

16



期日 事 業 名 内 容 会 場

5月10日(水) 第1回理事会
総会について
市青少年育成者感謝状贈呈候補者の選出
情報交換

市民会館

6月3日(土) 総会
平成28年度事業報告、決算・監査報告
平成29年度事業計画(案)、予算(案)につ
いて

市民会館

6月3日(土) 研修 地域の青少年育成活動の役割と必要性 市民会館

6月20日（火）第2回理事会
夏季愛のパトロール、ペットボトルロ
ケット作り、通学合宿について
情報交換

市民会館

7月1日(土) 青少年健全育成推進大会 大会への参加 平川公民館

7月21日(金)
～

8月24日(木)

夏季愛のパトロール
（7回実施）

非行防止パトロール
危険箇所の確認

昭和地区

7月26日（水）ペットボトルロケット ペットボトルロケット作り
市民会館
総合運動場

8月8日（火） 第3回理事会
ペットボトルロケット作りの実施結果に
ついて、通学合宿について

市民会館

9月18日(月)
～

9月20日(水)
通学合宿（2泊3日） 調理、公民館泊、通学体験 市民会館

11月14日(火) 第4回理事会

夏季愛のパトロール、ペットボトルロ
ケット作り、通学合宿実施結果
世代間交流、レク行事について
情報交換

市民会館

12月3日(日) 世代間交流 地域の高齢者と子どもの交流事業 市民会館

1月7日(日) 袖ケ浦市成人式 市民会館

1月28日（日）レク行事 レクリエーションをとおした交流事業 昭和小学校

3月6日（火） 第5回理事会
平成29年度事業実施結果
平成30年度事業計画(案)、総会について

市民会館

3月31日(土) 会計監査 市民会館

通年 子ども安全パトロール 登下校時パトロール 昭和地区

通年 高齢者見守りネットワーク
日常活動時の地域の高齢者のさりげない
見守り（社会福祉協議会共催）

昭和地区

平成２９年度坂戸の森みどりの会事業計画
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期 日 事 業 名 内 容 会 場 参加者等

4月26日(火) 第1回理事会
・平成28年度定期総会について
・袖ケ浦市青少年育成者感謝状
贈呈候補者の推薦について

平川公民館
会員14名
職員2名

定期総会

・平成27年度事業報告・決算報
告・監査報告について
・平成28年度事業計画(案)・予
算(案)について
・役員の改選について

研修会

｢未成年者が起こした自転車事故
について｣
講師：安藤　昌美氏(総合教育セ
ンター)

第2回理事会
・デイキャンプの実施について
・夏季愛のﾊﾟﾄﾛｰﾙの実施について

平川公民館
会員10名
職員2名

第1回花いっぱい活動 花植え
平川公民館
東横田駅
富岡分館

会員16名
職員4名

7月2日(土) 青少年健全育成推進大会 青少年健全育成推進大会に参加 市民会館 協力員2名

7月22･29
日、8月5･
19･26日(金)

夏季愛のパトロール(全5回)
中富地区内の青少年非行防止パト
ロール(7月29日は県下一斉合同パト
ロール協賛)

中富地区内
会員32名
職員6名

8月7日(日) デイキャンプ準備 デイキャンプ用竹の伐採ほか 富岡分館ほか
会員18名
職員3名

8月11日
(木・祝)

デイキャンプ(平川公民館主催
｢防災講座｣と共催)

ミニ防災講座(新聞紙製カレー容
器づくり)､竹コップ･スプーンづ
くり、飯ごう炊さん､カレーづく
り､キャンプファイヤー､レクリ
エーション

富岡分館

参加85名
スタッフ
55名(うち
公民館職
員5､シル
バー2)

12月4日(日) 第3回理事会
・平成28年度上半期事業報告及び予
算執行状況について
・冬季愛のﾊﾟﾄﾛｰﾙの実施について

平川公民館
会員11名
職員1名

12月4日(日) 第2回花いっぱい活動 花植え
平川公民館
東横田駅
富岡分館

会員20名
職員3名

12月22日
(木)

冬季愛のパトロール(全2回) 地区内の青少年非行防止ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 中富地区内
会員11名
職員3名

1月8日(日)
平成29年袖ケ浦市成人式(中
富・平岡地区)

成人式記念式典 平岡公民館
実行委員
1名

3月1日(木) 第4回理事会

・平成28年度事業実績(案)及び決算
(案)について
・平成29年度事業計画(案)及び予算
(案)について
・平成29年度会員募集及び役員の改
選について
・袖ケ浦市青少年育成者感謝状贈呈
候補者の推薦について

平川公民館
会員11名
職員2名

3月10日(金)
広報誌｢中富ふれあいの会だよ
り｣第17号発行

平川公民館ロビー等に掲示

平川公民館
富岡分館
中川小学校
平川中学校
君津青葉高校

－

3月29日(水) 平成28年度会計監査 平成28年度会計監査 平川公民館
会員1名
職員1名

通年 子ども安全パトロール
オレンジ色の帽子を着用しなが
ら、パトロールを実施

中富地区内

登録163名
オレンジ
帽：貸与
13個

6月18日(土)

平成２８年度　中川・富岡地区住民会議中富ふれあいの会　事業報告

5月21日(土) 平川公民館
会員59名
委任72名
職員4名
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期日 事 業 名 内 容 会 場

4月27日(木) 第1回理事会
・平成29年度定期総会の開催について
・袖ケ浦市青少年育成者感謝状贈呈候補
者の推薦について

平川公民館

定期総会

・平成28年度事業報告・決算報告・監査
報告について
・平成29年度事業計画(案)・予算(案)に
ついて
・役員の改選について

研修会
テーマ：「地域で子どもたちを見守るた
めに」
講師：長浦公民館長　佐藤　紀文　氏

第1回花いっぱい活動 花植え
平川公民館
東横田駅
富岡分館

第2回理事会
・デイキャンプの実施について
・夏季愛のパトロールの実施について

平川公民館

7月1日(土) 青少年健全育成推進大会 青少年健全育成推進大会に参加 平川公民館

7～8月
夏季愛のパトロール(全5
回)

中富地区内の青少年非行防止パトロール 中富地区内

7～8月 デイキャンプ準備 デイキャンプ用竹の伐採ほか 富岡分館ほか

8月19日(土)
デイキャンプ

防災講座､トクコプターづくり、飯ごう
炊さん､カレーづくり､キャンプファイ
ヤー､レクリエーション

富岡分館

第3回理事会
・平成28年度上半期事業報告及び予算執
行状況について
・冬季愛のパトロールの実施について

平川公民館

第2回花いっぱい活動 花植え
平川公民館
東横田駅
富岡分館

12～1月
冬季愛のパトロール(全2
回)

中富地区内の青少年非行防止パトロール 中富地区内

1月7日(日)
平成30年袖ケ浦市成人式
(中富・平岡地区)

成人式記念式典 平岡公民館

2～3月 第4回理事会

・平成29年度事業実績及び決算について
・平成30年度事業計画(案)及び予算(案)
・平成31年度会員募集及び役員の改選て
・青少年育成者感謝状贈呈候補者の推薦

平川公民館

3月下旬 平成29年度会計監査 平成29年度会計監査 平川公民館

年1回 広報誌発行 公民館ロビー等に掲示 平川公民館ほか

通年 子ども安全パトロール
オレンジ色の帽子を着用しながら、パト
ロールを実施

中富地区内

平成２９年度中富ふれあいの会事業計画

5月20日(土) 平川公民館

6月17日(土)

10月
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期 日 事 業 名 内 容 会 場 参加者等

4月18日(月) 第１回理事会 総会議事案件等について 長浦公民館 26人

5月29日(日) 平成２８年度総会 長浦公民館 75人

出席42人
委任33人

6月15日(水) 第２回理事会
デイキャンプ・愛のパトロー
ル・通学合宿ほか

長浦公民館 21人

7月2日(土) 青少年健全育成推進大会
青少年健全育成推進大会にて実
践発表

市民会館 9人

7月18日(月) デイキャンプ
キャンプファイヤー・花火大会
ほか

長浦公民館 140人

7月23日(土) 子どもスポーツ大会練習会
ドッジボール練習会
(３チーム編成：小学生２８人)

長浦運動広場 40人

7月27日(水)
なごやか交流会
（蔵波地区社協との共催）

割り箸鉄砲と房総かるた大会 今井青年館 43人

7月28日(木)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

ニュースポーツ教室
長浦小学
校体育館

120人

7月30日(土) 夏季愛のパトロール
夜間巡回パトロール
（４ルートで巡回）

長浦地区 21人

7月31日(日)
第４５回袖ケ浦市子どもス
ポーツ大会

ドッジボール大会
(３チーム出場：小学生４７人)

総合運動
場陸上競
技場

55人

7月31日(日) 夏季愛のパトロール
夜間巡回パトロール
（４ルートで巡回）

長浦地区 21人

8月31日(水) 第３９号青空の会だより発行 長浦地区自治会回覧

8月2日(火)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

簡単工作
浜宿団地
自治会館

67人

8月4日(木)
なごやか交流会
（蔵波地区社協との共催）

簡単工作（割り箸鉄砲と紙トン
ボ）

蔵波県営
集会所

23人

8月6日(土) あおぞらクラブ
ペットボトルロケットを飛ばそ
う！

長浦公民館 21人

8月6日(土) 夏季愛のパトロール
夜間巡回パトロール
（４ルートで巡回）

長浦地区 22人

8月7日(日) 夏季愛のパトロール
夜間巡回パトロール
（４ルートで巡回）

長浦地区 19人

8月25日(木)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

ネイチャーゲーム
久保田多
目的会館

26人

8月27日(土) あおぞらクラブ
料理教室
（お楽しみ大福と牛乳寒天）

長浦公民館 37人

9月11日(日)
子ども安全パトロール全体会
議　兼　理事研修会

講演会「地域で守る子ども達の
安全～危険な場所をみんなで共
有しよう～」

長浦公民館 35人

9月17日(土)
通学合宿保護者説明会・事前
研修会

通学合宿実施要領等について
（参加者・保護者４７人）

長浦公民館 60人

9月25日(日)
　　　～
9月27日(火)

通学合宿(２泊３日)
小学生が公民館に宿泊し、共同
生活をしながら学校へ通う
(小学校５・６年生４０人)

長浦公民館 80人

10月1日(土)
長浦地区小学生ドッジボール
大会

雨天のため中止
長浦小学校
グラウンド

0人

平成２８年度　長浦地区住民会議ながうら青空の会　事業報告

平成２７年度事業報告・決算
平成２８年度事業計画・予算
役員改選
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期 日 事 業 名 内 容 会 場 参加者等

11月16日(水) 第３回理事会
平成２８年度事業の進捗状況に
ついて

長浦公民館 20人

11月19日(土) 第１回地域支援づくり講習会
成人教育の課題
（・創年の生き方・女性の生き
方）

長浦公民館 16人

11月23日(水)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

簡単工作 代宿公民館 69人

12月3日(土) 第４０号青空の会だより発行 長浦地区自治会回覧

12月6日(火) 理事視察研修会 濃溝の滝　ほか 君津市内 23人

12月10日(土) 第２回地域支援づくり講習会
青少年の育成課題
（・青少年の発達と課題・青少
年の当面する課題）

長浦公民館 16人

1月14日(土) 第３回地域支援づくり講習会
青少年の社会参加体験
（・地域に輝く子どもたち・青
少年おもてなしカレッジ計画）

長浦公民館 18人

2月11日(土) あおぞらクラブ
料理教室
（バレンタインのチョコマフィ
ンとクッキー）

長浦公民館 60人

2月11日(土) 第４回地域支援づくり講習会
青少年団体の理論
（・集団活動の意義、方法・
リーダーシップ理論）

長浦公民館 16人

2月22日(水) 第４回理事会 平成２９年度事業(案)　ほか 長浦公民館 22人

2月25日(土)
なごやか交流会
（蔵波地区社協との共催）

房総かるた又は簡単工作 蔵波自治会館 37人

2月26日(日) あおぞらクラブ マカロニリースづくり教室 長浦公民館 24人

3月4日(土) あおぞらクラブ ニュースポーツ教室 長浦公民館 35人

3月18日(土) 第５回地域支援づくり講習会
まちづくり参加の楽しみ
（・子どもが主役のまちづくり
交流会）

長浦公民館 16人

3月31日(金) 決算審査
監事による平成２８年度決算審
査

長浦公民館 4人

3月 第４１号青空の会だより発行 長浦地区自治会回覧

通年
(登校日朝夕)

子ども安全パトロール
登録ボランティアによる自主的
パトロール・あいさつ運動

平成２９年
１月現在
登録者

156人
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期日 事 業 名 内 容 会 場

4月26日(水) 第１回理事会 総会議事案件等について 長浦公民館

5月28日(日) 平成２９年度総会
平成２８年度事業報告・決算、平成２９
年度事業計画・予算、役員改選（出席
人、委任　人）

長浦公民館

6月14日(水) 第２回理事会
デイキャンプ・愛のパトロールほかにつ
いて

長浦公民館

7月1日(土) 青少年健全育成推進大会 青少年健全育成推進大会へ出席 市民会館

7月17日(月) デイキャンプ キャンプファイヤー・花火大会　ほか
長浦公民館
ほか

7月 　日(　) 子どもスポーツ大会練習会 ドッジボール練習会
長浦運動広
場

7月29日(土)
第４６回袖ケ浦市子どもス
ポーツ大会

ドッジボール大会
総合運動場
市営球場

7月 青空の会だより発行 長浦地区自治会回覧（６００部）

8月4日(金) あおぞらクラブ 簡単工作 長浦公民館

8月26日(土) あおぞらクラブ 料理教室 長浦公民館

8月30日(水) 第３回理事会
通学合宿・長浦地区小学生ドッジボール
大会　ほかについて

長浦公民館

9月16日(土)
通学合宿保護者説明会・事
前研修会

通学合宿実施要領説明・オリエンテー
ション　ほか

長浦公民館

9月24日(日)
　　～
9月26日(火)

通学合宿(2泊3日)
小学生が公民館に宿泊し、共同生活をし
ながら学校へ通う

長浦公民館

9月30日(土)
長浦地区小学生ドッジボー
ル大会

ドッジボール大会 長浦小学校

11月 青空の会だより発行 長浦地区自治会回覧（６００部）

2月10日(土) あおぞらクラブ 料理教室 長浦公民館

2月21日(水) 第４回理事会
平成２９年度事業報告・平成３０年度事
業計画(案)　ほかについて

長浦公民館

3月10日(土) あおぞらクラブ ニュースポーツ 長浦公民館

3月 青空の会だより発行 長浦地区自治会回覧（６００部）

3月下旬 決算審査 監事による平成２９年度決算審査 長浦公民館

適　　時 夏季愛のパトロール 夜間巡回パトロール 長浦地区

平成２９年度ながうら青空の会事業計画
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期日 事 業 名 内 容 会 場

適　　時
子ども安全パトロール
全体会議

長浦公民館

適　　時 地域支援づくり事業 長浦公民館

適　　時
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

長浦地区

適　　時
なごやか交流会
（蔵波地区社協との共催）

蔵波地区

適　　時 理事研修会 講演・体験　ほか 長浦公民館

適　　時 理事視察研修会 視察・見学　ほか

通年
(登校日朝

夕)
子ども安全パトロール

登録ボランティアによる自主的パトロー
ル・あいさつ運動

長浦地区
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期 日 事 業 名 内 容 会 場 参加者等

4月14日(木) 第1回理事会
根っ子の会総会に向けての確認
準備等を協議。

根形公民館
理事20名
事務局4名

4月24日(日) 総会

平成27年度事業報告、収支報告
平成28年度事業計画・予算・役
員等について協議し、原案どお
り可決。

根形公民館
80名(う
ち任状24
名)

6月23日(木) 第2回理事会

デイキャンプ及びチャンピオン
大会の実施、夏季愛のパトロー
ル、青少年健全育成標語の募集
等について協議。

根形公民館
理事21名
事務局3名

6月30日(木)
第1回デイキャンプ
実行委員会

募集方法、プログラム、役割分
担等について協議。

根形公民館
実行委員
9名

7月 2日(土)
青少年健全育成
推進大会

協力員の派遣及び啓発活動
1団体へ感謝状の贈呈

市民会館
理事2名
事務局1名

7月11日(月)
デイキャンプチラシ
配布

地区の小・中学校等で周知。
(ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会も併せて周知)

根形地区
根形小全
校集会で
もＰＲ

8月4日(木)
第2回デイキャンプ
実行委員会

参加申込状況、全体スケジュー
ル等の最終確認

根形公民館
実行委員
15名

8月5日(金)
根っ子の会だより
発行（第1回）

総会の結果及び役員・理事紹
介、青少年健全育成推進大会感
謝状贈呈者の紹介、デイキャン
プのお知らせを掲載。

根形地区
（各区、
分区に回
覧）

8月20日(土)
デイキャンプ及び
チャンピオン大会

レクリエーション、飯ごう炊さ
ん、カレーづくり、キャンドル
サービス等を実施。
（チャンピオン大会へ参加した
小学生は61名。）

根形公民
館及び根
形運動広
場

参加92名
（子ども
   のみ）

7月30日(土)
8月6日(土)
8月25日(木)
8月30日(火)

夏季愛のﾊﾟﾄﾛｰﾙ
（4日間）
※雨天のため2日間中止

地区内を3コースに分けてパト
ロールを実施。

根形地区
延べ54名
が協力

9月8日(木) 第3回理事会
青少年健全育成標語の審査。デ
イキャンプ及び夏季愛のパト
ロールの実施結果を報告。

根形公民館
理事18名
事務局3名

10月上旬
青少年健全育成標語に係る賞
状授与

優秀作品の入賞者に校長先生か
ら賞状及び記念品を授与。

根形小学校
根形中学校

最優秀4名
優秀14名

平成２８年度　根形地区住民会議根っ子の会　事業報告
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期 日 事 業 名 内 容 会 場 参加者等

10月 7日(金)
根っ子の会だより
発行（第2回）

青少年健全育成標語の優秀作品
紹介、デイキャンプ及び夏季愛
のパトロールの実施結果報告を
掲載。

根形地区
（各区、
分区に回
覧）

12月1日(木) 第4回理事会
冬季愛のパトロール、青少年健
全育成標語看板設置箇所等につ
いて協議。

根形公民館
理事16名
事務局2名

12月18日(日)
12月23日(金)

冬季愛のパトロール
（2日間）

地区内を3コースに分けてパト
ロールを実施。

根形地区
延べ24名
が協力

1月5日(木)
青少年健全育成
標語看板製作

標語の最優秀作品を看板2枚の裏
表に印字。印字した看板は、野
田神社入り口（県道沿い）と勝
（柳川建設前）の2箇所に設置。

根形地区

3月9日(木) 第5回理事会
平成28年度事業結果、平成29年
度事業（案）等について協議。

根形公民館
理事17名
事務局3名

3月31日(金) 平成28年度監査 平成28年度決算について監査。
根形公民
館他

監査2名
事務局1名
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期日 事 業 名 内 容 会 場

4月13日(木) 第1回理事会
根っ子の会総会に向けての確認、準備等
を協議。

根形公民館

4月30日(日) 総会
平成28年度事業報告及び収支報告
平成29年度事業計画（案）及び予算
（案）並びに役員（案）等について

根形公民館

6月1日(木)
第1回デイキャンプ
実行委員会

募集方法、プログラム、役割分担等につ
いて協議。

根形公民館

6月8日(木) 第2回理事会
デイキャンプ及びチャンピオン大会の実
施、夏季愛のパトロール、青少年健全育
成標語の募集等について協議。

根形公民館

6月中旬 デイキャンプチラシ配布
地区の根形小・中学校及び回覧等で周
知。（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会も併せて周知。）

根形地区

7月1日(土) 青少年健全育成推進大会 協力員の派遣及び啓発活動。 平川公民館

7月6日(木)
第2回デイキャンプ
実行委員会

参加申込状況、全体スケジュール等の
最終確認。

根形公民館

7月上旬
根っ子の会だより
発行（第1回）

総会の結果及び役員・理事紹介、デイ
キャンプの開催について周知。

根形地区
（各区、分
区に回覧）

7月22日(土)
デイキャンプ
チャンピオン大会

レクリエーション、飯ごう炊さん、カ
レーづくり、キャンプファイヤー等実
施。（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会は午前に実施。）

根形公民館
根形運動広
場

7月22日(土)
～23日(日)

ねこまろ宿泊体験
新たな取組みとして、ねこまろとコラボ
レーションし、宿泊体験を実施。

根形公民館
根形運動広
場

7月下旬～
8月下旬

夏季愛のパトロール
（6日間）

地区内を3コースに分けてパトロールを
実施。

根形地区

9月上旬
根っ子の会だより発行
（第2回）

デイキャンプ及び夏季愛のパトロールの
実施結果等について報告。

根形地区
（各区、分
区に回覧）

9月7日(木) 第3回理事会
青少年健全育成標語の審査。
デイキャンプ及び夏季愛のパトロールの
実施結果を報告。

根形公民館

10月上旬
青少年健全育成標語に係る
賞状授与

優秀作品の入賞者に賞状及び記念品を授
与。

根形小学校
根形中学校

10月下旬
青少年健全育成
標語看板製作

根形地区内の既設看板に最優秀作品作品
を貼付。対応看板については協議。

根形地区

11月30日(木) 第4回理事会
冬季愛のパトロール、青少年健全育成標
語看板設置箇所等について協議。

根形公民館

平成２９年度根っ子の会事業計画
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期日 事 業 名 内 容 会 場

12月上旬
根っ子の会だより発行
（第3回）

青少年健全育成標語の優秀作品紹介、公
民館まつり等の結果について報告。

根形地区
（各区、分
区に回覧）

12月下旬
冬季愛のパトロール
（2日間）

地区内を3コースに分けてパトロールを
実施。

根形地区

2月上旬
根っ子の会だより発行
（第4回）

冬季愛のパトロール及び青少年健全育成
標語看板設置結果等について報告。

根形地区
（各区、分
区に回覧）

3月22日(木) 第5回理事会
平成29年度事業結果、平成30年度事業
（案）等について協議。

根形公民館

3月31日(土) 平成29年度監査 平成29年度決算について監査。
根形公民館
他
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期 日 事 業 名 内 容 会 場 参加者等

4月21日(木) 第1回理事会
平成28年度総会の開催について
（決算、事業計画案ほか）

平岡公民館 理事等17名

5月22日(日) 定期総会
・平成27年度事業報告・決算
・平成28年度事業計画･予算･役
員改選ほか

平岡公民館
参加者85
名(委任状
48名含む)

5月22日(日) 研修会

｢地域に輝く子どもたち～地域活
動が子どもにもたらすもの～｣
講師：福留強　氏(NPO法人全国
生涯学習まちづくり協会理事長)

平岡公民館 50名

6月9日(木) 第2回理事会
通学合宿、夏季愛のパトロール
について

平岡公民館 理事等14名

6月22日(水) 通学合宿説明会
通学合宿参加者・保護者に事業
説明

平岡公民館

理事・協
力者・児
童80名

6月26日(日)
7月22・29日
8月19日(金)

夏季愛のパトロール 平岡地区を巡回(4回実施)
平岡地区
全域

47名

7月1日(金) 会報誌｢名幸ヶ丘の会｣発行 役員紹介ほか

7月2日(土)
平成28年度青少年健全育成推
進大会

青少年健全育成推進大会に参加
(感謝状贈呈者2名)

市民会館

7月3日(日)
～5日(火)

ひらおか通学合宿
平岡公民館で2泊3日
平岡小学校5年～6年生

平岡公民館


児童37
名、協力
者延べ62
名

11月5日(土)
11月6日(日)

平岡公民館文化スポーツまつ
り

平岡公民館文化スポーツまつり
への協力

平岡公民館 7,814名

1月8日(日)
平成29年袖ケ浦市成人式(中
富･平岡地区)

成人式記念式典 平岡公民館


新成人
107名､実
行委員1
名

12月21日(水) 第3回理事会 子ども安全パトロール等 平岡公民館 理事等13名

3月29日(水) 第4回理事会

・平成28年度決算見込みについて
・平成29年度事業計画(案)について
・平成29年度会員募集及び役員の改
選について
・平成29年度袖ケ浦市青少年育成者
感謝状贈呈候補者の推薦について

平岡公民館 理事等13名

3月29日(水) 会計監査 会計監査 平岡公民館 監事1名

3月31日(金) 会報誌｢名幸ヶ丘の会｣発行 事業報告ほか 平岡地区回覧　300部

通年 子ども安全パトロール
児童・生徒の安全安心のための
パトロール

通年 高齢者見守りネットワーク 一人暮らし高齢者宅の見守り 平岡地区内

平成２８年度　平岡地区住民会議名幸ヶ丘の会　事業報告

平岡地区全域
・オレンジ帽子
　　貸与数　127個
　　在庫数 　26個

平岡地区回覧 300部
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期日 事 業 名 内 容 会 場

4月25日(火) 第1回理事会

・総会について
・青少年健全育成推進大会協力員の選出に
  ついて
・子ども安全パトロールについて
・通学合宿について
・袖ケ浦市青少年育成者感謝状贈呈候補者
  の推薦について

平岡公民館

5月12日(金)
袖ケ浦市青少年育成者感謝
状贈呈候補者推薦

袖ケ浦市青少年育成者感謝状贈呈候補者
の推薦

個人1名・団
体1団体を推
薦

6月4日(日) 定期総会
・平成28年度事業報告・決算
・平成29年度事業計画(案)・予算(案)・
役員改選　ほか

平岡公民館
会員49名、委
任状35名、職
員5名

6月4日(日) 研修会

「家庭・地域で取り組む青少年育成　モ
ラル・道徳教育について」講師：川原
容一氏(公益財団法人モラロジー研究会
道徳教育推進部部長)

6月8日(木) 第2回理事会 通学合宿、夏季愛のパトロールについて 平岡公民館

6月21日(水) 通学合宿説明会 通学合宿参加者・保護者に事業説明 平岡公民館

6月25日(日)
7月21・28・
8月18日(金)

夏季愛のパトロール 平岡地区を巡回(4回実施) 平岡地区

7月1日(土)
平成29年度青少年健全育成
推進大会

青少年健全育成推進大会に参加 平川公民館

7月2日(日)
～4日(火)

ひらおか通学合宿
(平岡公民館主催｢防災講
座｣と共催)

平岡公民館で2泊3日
平岡小学校5年～6年生　30名

平岡公民館

7月 会報誌発行 役員紹介等
平岡地区
回覧300部

10月上旬 第3回理事会
通学合宿・夏季愛のパトロールの反省に
ついて

平岡公民館

11月4日(土)
11月5日(日)

平岡公民館文化スポーツま
つり

平岡公民館文化スポーツまつりへの協力 平岡公民館

1月7日(日)
平成30年袖ケ浦市成人式
(中富・平岡地区)

成人式記念式典 平岡公民館

3月下旬 第4回理事会

・平成29年度決算見込みについて
・平成30年度事業計画(案)について
・平成30年度会員募集及び役員の改選に
ついて
・平成30年度袖ケ浦市青少年育成者感謝
状贈呈候補者の推薦について

平岡公民館

3月中旬 会報誌発行 事業報告等
平岡地区
回覧300部

3月下旬 会計監査 平成29年度会計監査 平岡公民館

通年 子ども安全パトロール 児童・生徒の安全安心のためのパトロール 平岡地区

通年 高齢者見守りネットワーク 一人暮らし高齢者宅の見守り 平岡地区

平成２９年度名幸ヶ丘の会事業計画
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