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平成３０年度第２回袖ケ浦市公民館運営審議会 

 

１ 開催日時  平成３０年７月１７日（火） 午後３時開会 

 

２ 開催場所  市民会館 ２階 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 片寄 礼子 

副委員長 大野 俊江 委 員 山田 まち子 

委 員 小川 幸男 委 員 遠藤 信子 

委 員 代田 雅文 委 員 鈴木 利夫 

委 員 早川 敦   

 

（欠席委員） 

委 員 田中 輝博   

 

４ 出席職員 

教育長 御園 朋夫 長浦公民館館長 石橋 健彦 

教育部長 石井 俊一 長浦公民館副館長 花澤 吉敬 

教育部参事 小阪 潤一郎 根形公民館館長 平賀 栄三郎 

市民会館館長 溝口 輝 根形公民館副館長 濱崎 雅仁 

市民会館主幹 大野 正彦 平岡公民館館長 在原 徹 

平川公民館館長 小堀 正雄 平岡公民館副館長 多田 智子 

平川公民館副館長 佐久間ゆかり   

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 委嘱状交付及び委員長・副委員長選出 

袖ケ浦市公民館並びに市民会館運営審議会会議運営規則第２条第２項に

基づき、出席委員による互選により、稲毛博夫委員長、長崎容子副委員長、

大野俊江副委員長を選出した。 

 

７ 議題 

（１）公民館事業の取組状況について 
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（２）平成３１年袖ケ浦市成人式について 

 

８ 報 告 
（１）地区住民会議平成２９年度事業報告及び平成３０年度事業計画につ

いて 
 

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、佐久間平川公民館副館長、花澤長浦公民館

副館長、濱崎根形公民館副館長、多田平岡公民館副館長が説明。） 

 

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。 

 

長崎副委員長 

どの館も地域に密着した企画と内容を考えているようで素晴らしい取り組み

だと感じました。まさに先ほど教育長がおっしゃった地域の交流の場として公

民館を活かして、これからの事業を進めていってほしいと思います。 

それから、市民会館の単発講座で、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ということで、前向きな考えで本当に期待し

ていきたいと思いますので、良い企画をお願いします。この対象者はどこまでお

考えなのか。団塊の世代で男性とか、女性をとか具体的な考えというのはおあり

なのでしょうか。 

 

溝口市民会館館長 

昨年度やはり同じような考えのもとに、刃物研ぎ講座を実施しましたところ、

意外に女性の主婦の方が包丁を持って来られたりして、普段来られてない方が

意外に来ています。男性の方は年配の方が多かったですけれども、包丁研ぎはな

かなかないので、継続してやってくれということもありますので、そういったも

のの継続や、あくまで案ですけど苔玉づくりも良いのかな、ということで普段市

民会館に来ないのではないかというような人を対象に実施していこうと考えて

います。 
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長崎副委員長 

乳幼児家庭教育学級で根形公民館と合同で年に１１回ということで、月に何

回とか、２回ぐらいになるのですか。 

 

濱崎根形公民館副館長 

合計１１回で、均すと月２回のように見えますが、６月で２回、７月も２回、

８月が１回、９月も１回、１０月１回で、１１月１回、１２月が２回、１月１回

で、１回から２回のペースで１月までで実施するとなっています。 

 

長崎副委員長 

回ごとに人数のばらつきは、多い月とか、足りないとかの状況についてはどの

ようにお考えですか。 

 

濱崎根形公民館副館長 

２０組で定員に達していますが、先週も子ども館のポスターを見て入りたい

という電話があり、随時受け入れられる範囲で、追加で来ていただいているとこ

ろですが、基本的に２歳児以上に対して保育が付くのですが、２歳児未満につい

て保育が付かないということの問題と、父親に参加していただくと、回ごとのば

らつきは確かにあるのですが、両親で参加するとかそういったところでの対応

はできておりますので、２０組の定員を少し超えているぐらいですので、その辺

の対応は何とかなるのかな。やはり２歳未満の保護者の参加が多いということ

ですので、始まってまだ３回ですので、保育をどうしようかという課題が出てき

ているところですが、残りの８回のなかでその辺がどうなっていくのか、そうい

ったところを判断しながら、その後の対応というのは考えなくてはいけないと

思っています。 

 

溝口市民会館館長 

補足です。今回土日につきましても、講座を開催しておりまして、その中で今

週末に行います講座ですが、実は申し込みが４組ということで非常に少ない状

況となっております。その中で今回は土曜日だったということで、土曜日は意外

にまだ働かれている保護者の方が多くて、日曜日だったら行けたのにという意

見を既に３組程からいただいておりますので、今年度は土日の実施状況なども

考えて、来年度以降の参加者増に向けた取り組みについてつなげていきたいと

考えております。 

 

片寄委員 

関連です。市民会館と根形公民館合同で、乳幼児を含めた乳幼児家庭教育学級

ですけれども、対象を広げたというのはすごくいいなと思うのですけれども、な
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ぜ市民会館と根形公民館が一緒になったのか。他館はどう考えたのか。その辺の

ところを聞かせていただきたい。方向性は良いと思うのですけれども、他館もそ

のような考え方があるのかお聞きしたい。 

 

濱崎根形公民館副館長 

市民会館と根形公民館が一緒になった理由ですが、昨年度、市民会館の幼児家

庭教育学級の担当職員の思いというところが、２歳未満の子どもを受け入れな

ければならないという思いがございました。そういったところで、昨年度から根

形公民館が乳幼児家庭教育学級を２歳未満も対象として１年先行してやってお

りましたので、それとあわせて昨年市民会館で幼児家庭教育学級に来ていた親

の方から６回のなかで仲間づくりはちょっと難しいよね、もうちょっと回数増

やせないのということもございまして、それであれば根形と一緒にやれば１１

回という回数も実施できるのではないかということで、市民会館と根形でやる

といういきさつを担当から聞いております。 

 

片寄委員 

平川公民館と平岡公民館は幼児家庭教育学級で一緒にやっていますけど、長

浦公民館はどこかと合同で開催する余地があるのかなと思いますがいかがでし

ょうか。 

 

花澤長浦公民館副館長 

幼児家庭教育学級につきましては、根形と市民会館で取り組んでいる２歳未

満の乳幼児という形で広げますと、お母さんの手をフリーにするには、２歳未満

の子をどうやって見るのか、私も去年根形で体験して、これはかなり難しい。そ

ういった中から、今年度、根形と市民会館がやっていく中で、それが今後の各館

に活かせていければと考えておりますので、ご理解いただければと思います。 

 

小川委員 

講座名のキャッチコピーが、工夫されたものがだいぶ増えてきたこと。それと

ＰＲが相まって参加者が増え、良いスタートを切っているなと思って見させて

いただいた。そういった中で市民会館の、花咲け！女性シェフ応援事業、第１回

でも話題になったと思いますが、昨年度は館長１名の参加だったと。この取り組

み状況を見ただけではちょっとどういう調査をしようと思っているのか、どう

いう検討会をやる予定なのか、現段階で分かっている範囲でかまいませんので

お聞かせ願いたい。 

 

溝口市民会館館長 

分かっている範囲といいますか、商工会と袖ケ浦市の商工観光課の方で、袖ケ
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浦市創業塾というものを企画しておりまして、そういった中で、袖ケ浦市で事業

を創設したい、何とかお店をやっていきたいという人たちが手を挙げておりま

す。そういった中で、何が最終的にネックになってくるのかと言えば、店舗とい

うことになってくると思います。そういったときに、市民会館としては、厨房施

設、テーブルや椅子といったものはそろってございますので、最終的に希望する

方たちにレストラン施設としての貸し出しができるのではないかといったとこ

ろで考えております。 

 

小川委員 

そうするとここに書いてある、他市事例の調査、それから庁内検討会議も予定

どおりやっていくということですか。 

 

溝口市民会館館長 

そうです。 

 

片寄委員 

関連です。女性シェフ応援事業とありますが、女性シェフに限られているとい

うことでスタートされているのですか。 

 

溝口市民会館館長 

おっしゃるとおりで、女性シェフということになっておりますので、創業塾の

方からも男性ではなくて、女性の方に絞ってアプローチしていきます。女性差別

ということもあろうかと思いますが、他市でもこのような事例、女性に向けて限

定した事業をやっておりますので、その辺のところについては、問題はないのか

なという考えでおります。 

 

片寄委員 

もっと広く門戸を開放するということではなく、女性シェフだけという考え

方でいくと。 

 

溝口市民会館館長 

ものとしましても、花咲け！女性シェフということになっておりますので、こ

こは譲れないのかなという形で考えております。 

 

大野副委員長 

関連です。前に、３１年に起業か何か、そのような話があったように記憶して

いるのですが。 
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溝口市民会館館長 

３１年の事業化ということで、まち・ひと・しごと創生プランの方には出てお

りますので、そういった形で何とか進めていきたいと考えております。 

 

大野副委員長 

平川公民館のものづくり講座は、昨年度は親子コース、子どもコース、成人コ

ースというコース別に実施していたように思いますが、今年はどこのコースを

狙っているのかというところ。それと、平川はホームページの取り組みのところ

で、いろんなところに記事の協力をしてくださいというチラシなども見させて

いただきましたけれども、その辺はすごく評価できる取り組みだなと思いまし

た。それから、地域で取り組む高齢者講座で地区社会福祉協議会のサロンと共催

しているところ、他の公民館にも見習っていただきたいなと思いました。 

長浦公民館のスマホ・タブレット講座が前年度あって、すごく多数の応募があ

ったという風に言っていたのに今年この講座がないのかなというところ。 

登録サークル等を講師とした講座は、昨年はどこの公民館もすべて書初め講

座をやっていたと思ったのですが、根形と平岡がまだ検討中ということだった

ので、その辺がもし決まったということであればお聞かせ願いたいと思いまし

た。 

 

佐久間平川公民館副館長 

平川公民館のものづくり講座ですが、今年度は市内の成人の方の初心者の方

向けということで告知させていただいておりますが、あくまでも成人向けの講

座ということで、こちら今までやってきた中で、ニーズが多いということで、公

民館まつり等でもものづくりというかＤＩＹみたいな形のものは実施してござ

いますので、お子さん方についてはそちらでも対応ができるかなということで、

成人向けの講座でやっていこうというところでございます。 

 

片寄委員 

関連でもうちょっとお聞きしたいのですけれども、先ほどの成人コースで初

心者向けのＤＩＹ木工をやるようになっているようですが、確かに成人コース

のみに絞るというのも一つの方法ですが、昨年、親と子供、成人で募集をかけて

いるのですが、その辺のところ集まってくる人数というのは、幅が広い方が集ま

りやすいのか、逆に一つに絞った方が良いのか、判断に苦慮するところだと思う

のですが、今年はどのように考えたのですか。 

 

小堀平川公民館館長 

昨年は夏休みに親子のものづくり講座を実施しました。それから子供だけの

ものづくり講座も実施しました。ただ、実施したときに、親子で取り組みしたと
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きに技術的に高いレベルまで要求できないものでしたので、この取り組みはむ

しろ公民館まつりですとかそういうような中で１回の形でやった方が良いので

はないかという反省がありました。むしろ大人向けのＤＩＹの講座はかなり好

評でして、１０名の募集のところに多くの応募がありました。ただ、ものづくり

という講座をやっていくうえで、公民館でやっていくことがなかなか難しいと

いうことで、去年は平川中学校の技術室をお借りしてやりました。というのは、

やはりＤＩＹで木材加工するときにはそれなりの器械ですとか設備が整ってい

ないとなかなかやれないということで、ですので、親子のものづくり講座もなか

なかやりづらい、会場の関係もありますので、そういう意味で確かに色んな視点

でものづくりに取り組むということは、必要なことなのですが、やはり実際にニ

ーズとそれから施設面を考えた時に、公民館でやりきれない場面も多いなとい

うのが問題点でしたので、今年度は、また平川中を活用させていただいて、ニー

ズのある大人のＤＩＹ簡単なものづくりというところに絞ったということです。

もちろん親子の取組については、公民館まつりですとか、そういった中で地域の

建設業組合の方々にご協力を頂いて取り組んでみようと思います。 

 

花澤長浦公民館副館長 

長浦公民館スマホ講座がないというご指摘をいただきまして、長浦公民館で

は昨年度６月９日にシニアのためのスマートフォン教室ということで、携帯電

話会社の講師の方をお願いして参加者２０名ということで、大変好評を博した

ところであります。地域連携の中で初級パソコン、スマホ講座というくくりがあ

る中で、去年はスマホ講座ということでやったのですが、今年度は初級パソコン

のみに絞ってやるという形で考えております。 

 

大野副委員長 

シニアのスマホが人気であったにもかかわらず、そっちに重心を置いて今年

はやるということですか。 

 

花澤長浦公民館副館長 

どうしても単発で集中してしまう講座になりますので、なんとか要望状況を

見ながら、次年度以降検討していきたいと思いますが、今年度は初級パソコン講

座ということで、パソコンに絞っての講座になります。 

 

濱崎根形公民館副館長 

根形公民館の公民館地域連携推進事業の登録サークル等を講師とした講座の

内容ということで、決まっていますかということで、現時点では館としてオーソ

ライズしたものはありません。ただ担当の方としては、昨年度書初め教室が保護

者、子供ともにある程度好評であったことと講師となったサークルも自分たち
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の活動が活かされるというのがすごくやりがいがあったと、根形ではないので

すが市民会館にいた時に話を聞いております。担当には地域連携推進事業につ

いては４事業ありますので、担当にはひとまず昨年度の総括をしてみてという

ことと、登録サークル等を講師とした講座についても、書初め教室もやりたいし、

根形保育所に出向いて行ってやりたいという考えも持っていますので、その辺

まず昨年やったことをきれいに整理して考えようよということで、今この４事

業については、９月末には開催要項ができるような形で、それぞれの総括をした

うえで、今年どうやっていくかを考えていくということで、今検討しています。 

 

多田平岡公民館副館長 

平岡公民館の登録サークル等を講師とした講座ですけれども、昨年書初め教

室を開催しまして、非常に保護者の方からは大変良いお声をいただきました。た

だ残念なことに平岡公民館今年度で書道の登録サークルがなくなってしまいま

した。登録サークル等ということになりますけど、地域に書道を教えてらっしゃ

る方がいらっしゃるので、そういった地域の人材を活用して、書初め教室を行え

ればなと現時点では考えております。 

 

齋藤委員 

市民会館の子どもチャレンジ教室で奈良輪小学校の児童の参加が少ないとい

う話がありましたが、昨年も地域的なもので少ないという話を記憶しておりま

す。その後何か工夫をされたということはございますか。 

 

溝口市民会館館長 

工夫といいますか、昭和小、奈良輪小ともに、各学年人数分チラシの方を配布

しております。そういった中で、昭和小の方が多いということで、どういった状

況で奈良輪小の方が少ないのかというのはつかみ切れていないというのが現状

でありまして、そこから先まで手を打っていないというのが現状です。 

 

片寄委員 

市民会館の家庭教育総合推進事業の親業訓練入門講座についてなのですが、

親業訓練協会に委託をしていると思うのですが、これについては予算も使って

いるようですが、募集の仕方に工夫があるのか、そして、親業訓練入門講座の支

払い体系はどのようになっているのか伺います。 

 

溝口市民会館館長 

親業訓練入門講座ですが、支払いにつきましては、親業訓練協会に委託料で支

払っています。 
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片寄委員 

一人当たりいくらということですか。 

 

溝口市民会館館長 

一人あたりではなく、１セットの支払いです。６時間で１セットとなっており

まして、今回は３時間３時間に分けて２回の実施をしていただくという形にな

っております。 

講座生の募集につきましては、市内全域が対象となっております。 

 

片寄委員 

だいたい１４、１５人というところでしょうか。 

 

溝口市民会館館長 

２９年の実績が、１４人と１３人でしたので、３０年につきましては定員にな

るように何とか努力してまいりたい。 

 

片寄委員 

市民会館だけこの親業訓練入門講座を企画してやっているところですけど、

もちろん他館の方にも募集をかけて。 

 

溝口市民会館館長 

他館といいますか、市民会館が全公民館を代表して親業訓練入門講座を開催

しておりますので、他館での募集というわけではないです。 

 

片寄委員 

市民会館が代表して袖ケ浦市全ての募集をするということですね。わかりま

した。 

 

長崎副委員長 

長浦公民館の成人教育推進事業が他の館に比べて講座数が二つくらい多いと

思うのですね。だいたい四つくらい講座を企画しているのに、長浦公民館だけ六

つということで、健康生き生き塾とながうら雑学塾を合同でできないかという

ことをお聞きしたいのですが。というのも、スリム化して内容を濃くというよう

な方向性に持っていけないかということをお聞きしたい。 

 

花澤長浦公民館副館長 

確かにボリュームが多いところもありまして、回数を減らすなどといった形

でより良い充実したものを提供できるようにということで、今年度職員の中で
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はそういったことを念頭において、考えていくという意識ではおりますので、委

員からご意見いただいたことを励みに頑張っていきたいと思いますので、ご理

解いただければと思います。 

 

長崎副委員長 

もう一つ、防災に関する講座ですけれども、どの館も未定で募集予定というこ

とで、はっきりとした企画というものがないのですけれども、これだけ豪雨によ

る環境による被害というものが多い中で、その教訓を生かした講座の内容とか、

そういうのをぜひやっていただきたいということを要望します。 

去年、私も長浦公民館でこの講座に出席したのですけれども、お膳立ては素晴

らしいのですね。でも出前講座ではないですけれども、危機管理の方とかそうい

う方のお話だけを聞いて、あとは炊き出しとか、お膳立ての中で企画された中で

講座生が動くのではなく、講座生にもっと考えさすような、自分が災害を乗り越

えるための、どういう風にしたら良いかという講座生を動かす企画というのを

もっと考えていただきたい。本当にこれは難しいことだと思いますが、ただその

講座を企画して、それに乗ってやるということは簡単というと失礼になるかも

しれませんが、そうではなくて、地域住民、講座生をもっと動かして自分たちで

考えさせて、こういう時はどういうふうに行動していくか、そのような企画を考

えていただきたいというのを感じました。よろしくお願いいたします。 

 

溝口市民会館館長 

確かに副委員長おっしゃるとおり、広島の豪雨の関係では非常時であったと

思います。そういったところをどのように私たちのところに取り込めるのか考

えさせていただいて、実りのある防災講座にしていきたいと考えております。自

分たちがどうしたら良いのか、生き残っていくためにどうするのか、その辺を考

えていくような講座にしたいと思っております。 

 

早川委員 

防災の方で、各館やっていますが、各館の地域の方を募集するという形ですか。

来年以降、豪雨、地震、などと各館で変えて市内全体から募集するということは

できるのですか。各館で別々にやっていると、同じ内容のものが重なるなどがあ

るのかなと思うのですが、それならば、市内全部から募集して、自分の興味のあ

る災害だとか、全部の講座に参加する方もいらっしゃるかもしれませんし、そう

いったことができれば来年以降考えていただければと思います。 

 

溝口市民会館館長 

平岡地区につきましては急傾斜の指定地域になっていたり、市民会館は大ホ

ールがあったりと、地域の実情を見た中で考えていきたいと思っております。 
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濱崎根形公民館副館長 

講座というよりも訓練みたいな形で考えられないか、館内で話し合っていま

す。それから、下新田区や野田区の地域の方や区長さんたちと、いざという時に

公民館でやったことが活かせるものでないといけないという話もしています。

根形地区行政懇談会でどのような話がでるのか、地区の方がどういったことに

関心があるのか、根形にも急傾斜、がけ地もありますので、そういったことに興

味がある方もいらっしゃるでしょうから、誰でも良いから講座でどうぞではな

く、そこに暮らす人たち、根形公民館を避難所としそうな人たちにアプローチす

るというのも一つの考え方じゃないかという話をしています。 

 

鈴木委員 

５館の年間の予算というのは、個々の館によって違いますよね。各館の長がそ

れぞれの事業に分配しているのですか。 

 

溝口市民会館館長 

予算の方なのですが、こちらの方から各館に分配しているというわけではな

く、各館から要望していった積み上げた予算で計上してございます。そういった

中で、財政課で査定を受けたりして、切られたり付けられたりということで、予

算の増減がいろいろとある状況で、同じ事業であっても各館によって事業費が

異なるといった状況になっております。 

 

齋藤委員 

先ほど防災の話が出たところでお願いなのですが、ハザードマップが市から

皆様に配られていると思うのですが、西日本の場合もそのマップは有るのは知

っていた、知らない人も結構いたようですけれども、ただここ水が出るよという

話は聞いていたのだけれども、本当にこういうことになるかわからなかったで

あるとか、最近の雨というのはすごい量で降るような形になっていますので、避

難場所というのも小学校とか公民館とかいろいろ有りますけれども、水害だと

か地震だとか、あと津波、それに応じた避難場所というのを、くどいようでも、

くどくても良いので各住民の方に、公民館だよりだとか市の広報もそうなので

しょうけれども、そういうのを通じてくどくても良いからどんどんどんどん発

信していってほしいと思っております。お願いです。 

 

溝口市民会館館長 

避難場所、避難所ということになりますと、市の所管では危機管理課というと

ころになりますので、そちらの所管部署と協力しまして、なるべく皆様にわかる

ような形で、どこまでできるかわかりませんが、検討してまいりたいと思います。 
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鈴木委員 

各館移動教室を持つところもあると思いますが、バスの利用が集中した場合

はどうしているのですか。 

 

溝口市民会館館長 

移動教室に使うバスは、大型、中型、小型がございます。そういった中で市内

の小中学校につきましてもバスを使っております。他課でもいろいろと使って

おりますので、１１月から１２月にかけて次年度の公用車の予約ということで、

市全体の中で調整をしてございます。それで日程的にどうしても譲れない理由

がある課等につきましてはそこが取って、それ以外は自分たちが動いて調整を

したりするというような形になっております。 

 

鈴木委員 

民間のバスは、予算の範囲で利用しているのですか。 

 

溝口市民会館館長 

民間のバス利用は、小学校中学校の関係だと思います。公民館活動の場合は、

市のバスを利用しております。 

 

稲毛委員長 

それでは、時間の都合上、議題１はこれで終了したいと思いますが、よろしい

ですか。 

それでは、次に、議題２、平成３１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、大野市民会館主幹が、平成３１年の成人式について説明。） 

 

稲毛委員長 

それでは、各地区に分かれて実行委員を決めていただきたいと思います。 

 

（下記のとおり、成人式実行委員を選出。） 

 

地区名 選出実行委員 

昭和地区 早川委員 

長浦地区 長崎副委員長 
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蔵波地区 小川委員 

根形地区 山田委員 

平川地区 鈴木委員 

 

稲毛委員長 

ありがとうございました。今後、事務局より連絡があると思いますのでよろし

くお願いします。 

 

溝口市民会館館長 

成人式ということで、１８歳成人の問題が新聞テレビで報道されているかと

思いますが、その件につきまして報告させていただきます。 

成人年齢を引き下げる改正民法が可決され、２０２２年、平成３４年４月１日

施行されることとなっております。 

このままですと、２０２３年の成人式で、改正初年度ということもあり、１８

歳、１９歳、２０歳の３学年が一緒に成人となります。 

成人式会場のキャパの問題でありますとか、そもそも受験シーズンに高校３

年生が成人式に出席できるのかといった問題もございます。 

新聞報道では、法務省の民事局長が成人式への影響は避けられないと答弁さ

れております。また、政府が統一指針を示すのは適切ではないとしたうえで、「省

庁連絡会議で、関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめ適切に情報発

信したい」としております。 

改正後も、成人式の対象は引き続き２０歳の者にすることや、実施時期を夏に

するなどといったことも考えられますが、それぞれにまた問題点もございます。

非常に重要な問題ですので、近隣市などの動向をふまえ慎重に考えてまいりた

いと考えております。 

 

稲毛委員長 

次に進んでよろしいですか。 

それでは、報告１ 地区住民会議平成２９年度事業報告及び平成３０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 

（資料に基づき、溝口市民会館館長、小堀平川公民館館長、石橋長浦公民館館長、

平賀根形公民館館長、多田平岡公民館副館長が説明。） 

 

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
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します。 

質疑ないようですので、報告はこれで終了いたします。 

それでは、その他に入ります。その他１使用料の見直しについてであります。

事務局から説明をお願いします。 

 

溝口市民会館館長 

本年６月に本市財政課より、使用料・手数料及び分担金の見直しに関する基本

方針が定められました。受益者負担金の適正化ということで、受益者負担に関す

る基本的な考え方としまして、受益者負担の原則と公平性の確保、また算定方法

の明確化、減免規定の見直しなどとされてございます。本来であれば２９年度の

改定が予定されておりましたが、消費税増税の関係等々で３０年度にずれ込ん

でいます。使用料の見直しの関係ですが、今の予定では１２月議会に上程し平成

３１年４月１日の改定を予定しておるということです。そうしますと、市民会館

等の使用料にも影響してまいります。そういった中で、公民館運営審議会、また

社会教育委員会議で説明させていただいたうえで教育委員会に諮りまして、改

定についての基本的な考え方を今後進めてまいりたいと思っております。８月

から９月にかけまして、臨時で公民館運営審議会を開かせていただくような形

で今後進めさせていただきたいと思っております。１２月議会に上程するとい

うことで期間が非常に短くなっております。今回は、公民館だけではなく全庁的

な見直しとなっておりますので、前回の見直しとは様子が違うということにな

っておりますので、そういった中で８月９月にはもう少し皆様に詳しい話をさ

せていただけると思っております。 

 

稲毛委員長 

この件につきまして何かございますか。 

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１６分 閉会 



平成３０年度第２回袖ケ浦市公民館運営審議会 

 

日時：平成３０年７月１７日（火） 

委嘱状交付式後 

場所：市民会館 ２階 研修室 

 

次 第 

 

１ 開会のことば 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 教育長あいさつ 

 

４ 議題 

（１）公民館事業の取組状況について 

（２）平成３１年袖ケ浦市成人式について 

 

５ 報告 

（１）地区住民会議平成２９年度事業報告及び平成３０年度事業計画について 

 

６ その他 

（１）使用料の見直しについて 

 

７ 閉会のことば 



№ 氏名 選出区分 備考

1 委員 小
お

川
がわ

　幸
ゆき

男
お 学校教育

小中学校長会代表
再任
３期目

2 委員 代
しろ

田
た

　雅
まさ

文
ふみ 社会教育

文化協会代表
新任
１期目

3 委員 田
た

中
なか

　輝
てる

博
ひろ

社会教育
子ども会育成会連絡協
議会代表

再任
２期目

4 委員 早
はや

川
かわ

　敦
あつし 社会教育

音楽協会代表
再任
２期目

5 委員 稲
いな

毛
げ

　博
ひろ

夫
お 社会教育

体育協会代表
再任
７期目

6 委員 齋
さい

藤
とう

　隆
たか

彦
ひこ

家庭教育
再任
２期目

7 委員 長
なが

崎
さき

　容
よう

子
こ

学識経験者
再任
４期目

8 委員 大
おお

野
の

　俊
とし

江
え

学識経験者
再任
４期目

9 委員 片
かた

寄
よせ

　礼
れい

子
こ

学識経験者
再任
２期目

10 委員 山
やま

田
だ

　まち子
こ

学識経験者
新任
１期目

11 委員 遠
えん

藤
どう

　信
のぶ

子
こ

学識経験者
新任
１期目

12 委員 鈴
すず

木
き

　利
とし

夫
お

公募委員
新任
１期目

第２３期袖ケ浦市公民館運営審議会委員名簿

任期　平成３０年７月１日から平成３２年６月３０日まで



議題（１）　公民館事業の平成３０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 32

　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。今年度は従来の理
科実験等のほか、地域の自然や
特産品に触れる内容とする。
第１回（5/20）「水の生き物観
察会　顕微鏡で小さな生き物を
みてみよう！」
第２回（7/14）理科実験「えん
ぴつオルガンで音を鳴らしてみ
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

　今年度は例年通り大ホールで
実施する。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。（8/21実施予定）

女性セミナー 40 27

昨年度の参加者アンケートな
どを参考に、社会教育推進員が
主体となり事業を計画した。健
康や環境など受講者に関心の高
いテーマを取り上げるととも
に、関係機関や登録サークル等
との協働を図る。
６月開講・開催予定回数７回

さわやかセミナー 30
9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４
年目になるが、一昨年の反省を
活かし昨年は参加者が増加した
が、アンケート等によりニーズ
を把握し、テーマを「地域デ
ビュー」にした。地域の講師と
相談しながら講座内容に地域性
を盛り込んでいく。
第１回（１０月）窯ピザ
第２回（１１月）トレーニング
　　　　　　　　マシン
第３回（１２月）工作

舞台コーディネー
ター養成講座

15
9月

募集予定

　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

講座案内やホームページなどの情報発信に努め、昭和地区の学習拠点として多くの市民に利用
される施設を目指します。また、各種団体との協働により、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

1



事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

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 100 140

昭和地区4地区の運営委員及び
社会教育推進員が主体となり事
業を計画した。健康や防犯など
受講者に関心の高いテーマを取
り上げるとともに、関係機関や
登録サークル等との協働を図
る。
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 計画中

　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
実施する。

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。

乳幼児家庭教育学級 20 20

　参加者数の増加、及び講座内
容の充実のため対象を０歳児を
持つ保護者まで拡大した「乳幼
児家庭教育学級」として実施す
る。また、昨年度より同様の形
式で行っている根形公民館と共
催とし、親子で参加できる内容
や、父親向けの内容も実施す
る。
６月開講・開催予定回数　１１
回

公民館地域連携推進事業
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事業名 講座名 募集定員 応募状況 取組状況

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７月
６日にエクササイズ、第２回目
は９月７日に移動教室、第３回
目は１月中旬から下旬にハーバ
リウムを実施予定。合同公演会
は１２月を予定している。
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。PTA研修委員が各学年で分担
して企画・運営をしている。よ
りよい学習・交流の場となるよ
うに内容を工夫して進めてい
く。
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

「一人の人間を生み、養い、
社会的に一人前になるまで育て
る」親業の入門講座を親業訓練
協会に委託して実施する。
１０月開講予定
開催回数２回（10/5、10/12）

 ○ 地域家庭教育学級
　 （エクササイズ）

家庭教育総合推進事業

○ 子どもチャレンジ教室
（水の生き物観察会）
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【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 43

　募集チラシ配布の際、詳細な
年間計画を記載した。5月の第1
回目は、レクリエーションを行
い、交流を深めた。７月には、
各自夏休みの宿題を持ってき
て、推進員と一緒に勉強を行
う。
5月開講・開催予定回数　7回

女性セミナー 30 29

健康についての関心が非常に高
いので、「健康」をテーマとし
た内容を中心に講座を展開して
いく。アンケートで要望あった
「最近の葬儀やお墓事情」につ
いての講話も開催する。
5月開講・開催予定回数　7回

園芸講座 30 19

　内容は、花、野菜、果樹と
様々な園芸について学習する。
第1回は花の育て方を学習し、プ
ランターに種を蒔き、公民館入
口を季節の花で彩る。第2回は農
業センター営農指導員による季
節の野菜栽培法を実施。
5月開講・開催予定回数　4回

ものづくり講座 10
10月

募集予定

　内容は、初心者向けのDIY木工
教室を4回程度で実施する予定と
なっている。
開催予定回数　4回

高齢者いきがい促進事業 うぐいす学級 50 32

　学級生の構成は、中富地区3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
級生で成り立っている。第１回
に市内における詐欺等の現状に
ついて講話を受けた。10月に
は、給食センター見学を行う予
定。学級生を随時募集してい
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
（1回目）

　28年度より開催されている3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
【すまいる学級】

20 14

　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、継続しての申込みや学級
生が友達への声かけ等で１５名
でスタートした。内容は、簡単
なものづくりやアロマ講座、写
真講座、調理、移動教室など学
級生の意見を取り入れながら、
計画した。
6月開講・開催予定回数　8回

中富地域家庭教育学
級

30 21

　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

10
(1回目)

　平川中PTAに委託し、企画から
運営まで行っている。アンケー
ト結果などをもとに参加者の意
見を取り入れ、内容を工夫しな
がら実施している。
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
11

(1回目)

　中富地区社会福祉協議会と連
携して各地区に出向き、レクや
警察講話、歌、茶話会などの内
容で、第1回は6月14日に三谷青
年館で開催した。（参加者11
名）第2回は小路青年館で11月27
日に開催予定となっている。
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、参加者を対象に避難
時持ち出しゲーム、段ボールを
使ったイス作りなどの内容を予
定している。
8月11日開催・開催予定回数　1
回

パソコンお悩み相談
会
（初級パソコン講
座）

各日
8名

9月
募集予定

　今年度も公民館定期利用団体
を講師としている。内容は、日
頃、困っていることや疑問に
思っていることなど、悩みを解
決する。
10月18､19､22､23日開催予定
開催予定回数　4回

登録サークル等を講
師とした講座

20
11月

募集予定

　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月開催予定
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

地域支援づくり
セミナー

未定 未定
地区住民会議後継者の育成を
目指す。

わんぱく教室
50

四半期毎
募集

25
（春編）

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（２回
／編）

長浦ジュニアお琴・
尺八教室

お琴 12
尺八 5

お琴　13
尺八　 3

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　14回

女性セミナー 50 47

受講者に関心の高い食に関する
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4名。定員に満たな
いため、随時募集している。
6月開講・開催回数6回

環境講座 30
今後

募集予定

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する。
10月開講・開催回数　3回

健康生き生き塾 30 41

健康に関心がある受講者が多い
ので、体操や軽スポーツなど自
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

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 250 201

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、
地域医療を担う袖ケ浦さつき台
病院とコラボし、健康講話を実
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 15

受講者の要望も取り入れながら
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 毎回募集

長浦小
22

(1回目)
蔵波小

33
(1回目)

長浦小PTA及び蔵波小PTAと共催
で事業を行う。
今年度は食について考える講座
を主に行う。
６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
12

（1回目)
蔵波中

24
(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
員が事業を運営しているが、運
営方法の改善等について「4校Ｐ
ＴＡ連絡会」と公民館の間で検
討会を持ち、協議している。

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

炊き出し体験とAED講習会を行
う。
開催回数　１回

初級パソコン講座 20
12月

募集予定

平成29年度はエクセルを使った
文書作成を実施した。今年度の
内容は未定。
1月開講予定・開催回数　5回

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 37

　応募多数のため、抽選を行っ
た。その結果、今年度は、市内
全域の小学校1年生から3年生18
名で講座をスタートした。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 18

　応募者全員を受講生とした。
今年度は、市内全域の小学校4年
生から6年生が参加している。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、通常版（平日3日間開催）と宿泊
体験（1泊2日）を実施する。なお、
今年度は、中学生ボランティアも募
集し、地域人材の育成に努める。ま
た、N.O.Cを中心に、サークル等の地
域の大人や地元の大学生、高校生が
スタッフとして参加する
　開催時期
　　通常版
　　　8月8日（水）～10日（金）
　　宿泊体験
　　　8月25日（土）～26日（日）

成人絵画教室 15 19

　今年度は定員を超える応募が
あり、退職後の学びを楽しむこ
とを目的に参加している方も見
られる。教室生はとても熱心
で、出席率も高い。
　5月開講・開催回数　11回
（バスハイクを含む）

女性セミナー 24 27

　新規受講生は7人。食や健康な
ど生活に役立つ教養を学ぶこと
で、ワンランク上の自分を目指
すことを目的に実施する。今年
度は、根形地区の史跡について
も学んでいく。
　5月開講・開催回数　7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

地域再発見講座 20 23

　「やがて歴史に変わる現在（い
ま）ねがたびとの足跡を伝えよう」
をテーマに実施する。
　講座生の関心は多様であるため、
前半は市の指定文化財に関する学
習、後半は、小櫃川をテーマに学習
する予定である。
　総括として、最終回に昨年同様、
講座生の研究課題の発表の場とし、
今年度は新たに記録として残すこと
を試行したい。
　5月開講・開催回数　8回

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 52

　根形地区内３地区の地区運営委
員、社会教育推進員と協力して講座
を運営している。
○学級生の目標
・積極的に楽しく参加する
・多くの学級生との会話を楽しむ
・教室に入っていない人に声をかけ
る
　5月開講・開催回数　10回

地域で取り組む高齢
者講座

未定 未定 　下半期に向けて検討中。

防災に関する講座 未定 未定 　下半期に向けて検討中。

スマホ講座 未定 未定 　下半期に向けて検討中。

登録サークル等を講
師とした講座

未定 未定 　下半期に向けて検討中。

乳幼児家庭教育学級
【うたたねハッピー
くらぶ】

20 20

　今年度より、市民会館との合
同開催とし、対象も0歳から就学
前の子どもを持つ保護者として
いる。土日の開催を増やし、父
親も含め家族で参加できる内容
を取り入れることで学級生同士
の更なる交流を図ることを目的
に実施する。
　6月開講・開催回数　11回

ねがた地域
家庭教育学級

毎回募集
6

(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。今年度は、参加者
の交流を図るとともに、子ども
との関わり方について企画・運
営を図りたい。
　6月開講・開催回数　5回

中学校
家庭教育学級

毎回募集
8

(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。今年度は、参加者の交流
を図るとともに、子どもとの関
わり方について企画・運営を図
りたい。
　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
20

各回毎に
募集

7月
募集中

市内の小学校3～6年生を対象
に、科学実験や外国語学習､世界
の国々の歴史文化の学習などを
通じて、新たな発見や気付きの
場とする。
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

様々な分野で活動している講師
を招き、知らない諸外国の社会
情勢や文化について学び、国際
理解をより深める。
10月開講・開催回数　5回

わくわく女性倶楽部 30 27

昨年度参加者のアンケート結果
を踏まえ、担当推進員と協議し
内容を決定した｡｢明るく、元気
に健康生活を送りましょう！」
を年間テーマに体験講座や移動
教室を行う。
5月開講・開催回数　8回

ひらおかハッピータ
イム（地域交流事
業）

20
7月

募集中

世代間の交流を図るための事業
を実施する。（竹細工、流しそ
うめん）
8月22日（水）開催
開催回数　1回

有害鳥獣に係る講習
会

未定
9月

募集予定

近年頻発している有害鳥獣類被
害の対策について、農林振興課
と共催して講座を実施する。
9月開講・開催回数　3回

ひらおかシニアセミ
ナー

50 37

高齢者を対象として、健康で明
るく生き生きと楽しく過ごして
いくために、健康づくり、体力
づくりと新たな仲間づくりを進
める。
5月開講・開催回数　9回

男性のための料理教
室

20
9月

募集予定

料理をしたことのない男性を対
象に食事や健康への関心を深め
るとともに、楽しく調理実習を
行う。
10月開催・開催回数1回

平川・平岡公民館合
同幼児家庭教育学級
【すまいる学級】

20 14

　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、継続しての申込みや学級
生が友達への声かけ等で１５名
でスタートした。内容は、簡単
なものづくりやアロマ講座、写
真講座、調理、移動教室など学
級生の意見を取り入れながら、
計画した。
6月開講・開催予定回数　8回

地域家庭教育学級
20

各回ごと
に募集

12

小学校PTA役員・社会教育推進員
の意見を取り入れながら講座内
容を決定し、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

高齢者いきがい促進事業

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

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

地区集会場を会場にして、百歳
体操等の講座を行う予定。
12月開講・開催回数　2回

防災に関する講座 未定
11月

募集予定

危機管理課主催の「地区別防災
訓練」と共催して、防災講座を
行う。
12月2日開催・開催回数　1回

スマホ講座 20
11月

募集予定

シニアのためのスマートフォン
教室の開催を予定。
12月開催・開催回数　1回

登録サークル等を講
師とした講座

20
11月

募集予定

平岡公民館登録サークル等を講
師として、講座を開催する予
定。内容は検討中。
12月開催・開催回数　1回

公民館地域連携推進事業

11
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議題（２）平成３１年袖ケ浦市成人式について 

 

○ 日時  平成３１年１月１３日（日） 

      開式：午前１０時３０分（昭和、蔵波、根形、平川地区） 

      開式：午後１時３０分（長浦地区） 

○ 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１０年４月２日から平成１１年４月１日生まれの 

       ・ 市内に住民登録をしている者 

       ・ 袖ケ浦市内の中学校を卒業し、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 31 年 平成 30 年 増減 

昭和地区 

男 89 人 93 人 △ 4 人 

女 85 人 93 人 △ 8 人 

計 174 人 186 人 △ 12 人 

長浦地区 

男 55 人 50 人 5 人 

女 49 人 57 人 △ 8 人 

計 104 人 107 人 △ 3 人 

蔵波地区 

男 73 人 75 人 △ 2 人 

女 71 人 65 人 6 人 

計 144 人 140 人 4 人 

根形地区 

男 30 人 18 人 12 人 

女 29 人 24 人 5 人 

計 59 人 42 人 17 人 

平川地区 

男 55 人 57 人 △ 2 人 

女 51 人 63 人 △ 12 人 

計 106 人 120 人 △ 14 人 

合  計 

男 302 人 293 人 9 人 

女 285 人 302 人 △ 17 人 

計 587 人 595 人 △ 8 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３０年６月１９日付け袖教市第３６１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                  
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＜昭和地区住民会議 坂戸の森みどりの会＞ 

★ペットボトルロケット作り 

昭和地区の小学校３年生から６年生の児童

を対象に、地域の住民を講師として、ペット

ボトルロケット作りを実施しました。実施当

日は、ロケットが出来上がり飛ばそうとした

ところ、天候が悪くなり中止となりましたが、

後日、良い天気の中、無事ロケットを飛ばす

ことに成功しました。 

<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。 

平成２９年度からは、久留里線活性化プロジ

ェクト実行委員会の活動団体にも加わりまし

た。 

 

 

 

＜長浦地区住民会議 ながうら青空の会＞ 

★あおぞらクラブ 

長浦小学校と蔵波小学校の児童を対象に、

紙粘土を使った工作やペットボトルロケット

作り、ニュースポーツのほか、「ピザとフルー

ツポンチ」や「ロールケーキ」の料理教室を

行いました。 

異年齢、異学校の参加者の交流を図ること

ができました。 

平成３０年度青少年健全育成推進大会冊子より 

報告（１）地区住民会議平成２９年度事業報告及び平成３０年度事業計画について 

地区住民会議活動紹介 
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＜根形地区住民会議 根っ子の会＞ 

★根っ子の会 青少年健全育成標語 

青少年健全育成標語は、未来を担う青少年の

健全育成を推進するため、家庭・学校・地域が

連携して行う「呼びかけ運動」のひとつとして、

毎年、根形小・中学校の全児童生徒を対象に実

施しています。最優秀作品に選出された標語

は、看板に印字のうえ、根形地区内１４箇所に

設置されています。平成２９年度は、２箇所更

新しました。  

 

＜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４６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、保護者はもちろん、地域の方々にも

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３０年度青少年健全育成推進大会冊子より 



期日 事業名 内容 会場 参加者等

・平成２９年度総会について 理事１８名

・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

事務局１名

・平成２９年度事業報告について 会員３５名

・平成２９年度決算及び監査報告 （委任状68名）

・平成３０年度事業計画（案）について

・平成３０年度予算（案）について

・役員の改選

テーマ「青少年地域活動のすすめ 地
域の青少年育成活動の役割と必要性」

講師：福留　強

・夏季愛のパトロールについて 理事１８名

・各事業について 事務局１名

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 会員７名

７月２１日（木） 夏季愛のパトロール① 夜間の非行防止パトロール及び啓発 市民会館 １１名
参加者2８名

協力者１４名

８月３日（木） 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 市民会館 ７名

８月５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

・ペットボトルロケット作りの実施報告に
ついて

理事１６名

・通学合宿について 事務局１名

参加者８名

協力者５名

８月１８日（金） 夏季愛のパトロール④ 通学路の安全確認 昭和地区 １１名

８月２１日（月） 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 市民会館 ９名

８月２４日（水） 夏季愛のパトロール⑥ 夜間の非行防止パトロール及び啓発 市民会館 １０名
９月１８日（月）～ 参加者２９名

９月２０日（水） 協力者５７名

・開催要項について

・記念行事について

・通学合宿の実施結果について 理事１４名

・世代間交流事業について 事務局１名

・レクリエーション行事について

１１月２３（木） 世代間交流事業準備 クリスマスリース、お飾りつくり事前準備 市民会館 ８名
参加者１０２名

協力者９名

1月６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７日（日） 袖ケ浦市成人式 受付 市民会館 4名
参加者２４名

協力者２０名

・実施結果について

・成人式の反省について

・平成29年度事業報告及び決算見込に
ついて

理事１３名

・平成30年度事業計画（案）及び予算
（案）について

事務局1名

・青少年健全育成推進大会について

・会員の募集及び理事の選出について

3月31日（土） 平成２９年度監査 市民会館

子ども安全パトロール　１８４名登録

（内、今年度３１名登録）

平成２９年度　坂戸の森みどりの会　事業報告

会長1名

3月１９日（月） 第5回理事会 市民会館

会長1名

１１月１４日（火） 第４回理事会 市民会館

１２月３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

通学合宿 通学合宿

１０月１２日（木）

通年
子ども安全パトロール及び高
齢者見守りネットワーク活動

昭和地区

1月2８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

2月１日（木） 成人式実行委員会議 市民会館

成人式実行委員会議 市民会館

８月８日（火） 第３回理事会 昭和地区

８月９日（水） ペットボトルロケット飛ばし
ペットボトルロケット飛ばし（７月２６日が
雨天により、飛ばせなかった為）

市民会館

７月２６日（水） ペットボトルロケット作り
ペットボトルロケット作り（雨天のため、作
成のみ実施）

市民会館

市民会館

６月３日（土） 研修会 市民会館 会員３５名

６月２０日（火） 第２回理事会 市民会館

５月７日（火） 第１回理事会 市民会館

６月３日（土） 総会 市民会館
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期日 事業名 内容 会場

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

平成２９年度事業報告、決算・監査報告

平成３０年度事業計画(案)、予算(案)について

夏季愛のパトロール、ペットボトルロケット

通学合宿、子どもスポーツ大会、情報交換

青少年育成者感謝状贈呈

実践発表、記念講演

７月２０日（金）～ 非行防止パトロール

８月２４日（金） 危険箇所の確認

７月２１日（土） こどもスポーツ大会練習

７月２８日（土）開催のこどもスポーツ大会（ドッ
ジボール大会への出場のため、昭和地区の小
学生を集めて練習会）※青少年相談員と協力
して行う。

昭和小学校

７月２８日（土） 第４７回子どもスポーツ大会
昭和小学校及び奈良輪小学校の児童からなる
合同チームを結成し、子どもスポーツ大会へ出
場する。

総合運動場

７月３１日（火） 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

ペットボトルの実施結果について

通学合宿について

９月２４日（月）～

９月２６日（水）

１１月３日（土）～ 市民会館

１１月４日（日） まつり

夏季愛のパトロール実施結果

通学合宿実施結果、世代間交流について、

レク行事について

１２月２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１３日（日） 成人式 市民会館

１月２０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

平成３０年度事業実施結果

平成３１年度事業計画(案)、総会について

情報交換

３月３１日（日） 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

５月８日（火） 第１回理事会 市民会館

６月２日（土） 市民会館

６月２日（土）
子どもの安全対策について（木更津警察署 生
活安全課　小貫篤史　氏）

市民会館

６月１９日（火） 第２回理事会 市民会館

市民会館

７月７日（土） 青少年健全育成推進大会 市民会館

夏季愛のパトロール 昭和地区

３月５日（火） 第５回理事会 市民会館

平成３０年度　坂戸の森みどりの会　事業計画

総会

研修

協賛 市民会館

１１月１３日（火） 第４回理事会 市民会館

８月７日（火） 第３回理事会 市民会館

通学合宿 調理、公民館泊、通学体験
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期　日 事業名 内容 会場 参加者等

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
会員12名
職員2名

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

会員65名
委任状59
名
職員5名

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

会員42名

5月
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

－ －

6月2日(金)
青少年育成袖ケ浦市民会議
第1回理事会

・平成28年度事業報告及び決算について
・平成29年度事業計画案及び予算案につ
いて
・青少年健全育成推進大会実施について
・各地区住民会議について(報告)　他

袖ケ浦市役所 職員1名

6月15日(木)
青少年健全育成推進大会
第2回実行委員会会議

・当日の役割分担について
・感謝状選考委員会の結果について　他

平川公民館 協力員3名

第1回花いっぱい活動 花植え 東横田駅ほか
会員20名
職員4名

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
会員12名
職員2名

7月1日(土)
平成29年度青少年健全育成
推進大会

袖ケ浦市青少年健全育成推進大会に参
加

平川公民館 協力員2名

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
会員34名
職員6名

 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
参加者85名
スタッフ57名

第3回理事会
・平成29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
会員13名
職員2名

第2回花いっぱい活動 花植え 東横田駅ほか
会員15名
職員3名

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
会員13名
職員2名

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
実行委員1
名

2月9日(金)
平成29年度青少年育成袖ケ
浦市民会議　第2回理事会

・平成29年度地区住民会議活動報告につ
いて　他

袖ケ浦市役所 職員1名

3月1日（木） 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)
について
・平成30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13名
職員2名

3月29日（木） 平成29年度会計監査 平成29年度会計監査 平川公民館
会員2名
職員1名

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
登録者174名
オレンジ帽：貸
与7個・残40個

平成２９年度　中富ふれあいの会　事業報告
 

12月3日(日)

5月20日(土) 平川公民館

6月17日(土)
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期　日 事業名 内　容 会　場

4月24日(火) 第1回理事会
・平成30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29年度事業報告・決算報告・監査報告に
ついて
・平成30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
「住みやすい地域を目指した活動について」
講師：さわやかネット蔵波台　会員

5月
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

－

6月1日(金)
青少年育成袖ケ浦市民会議 第1
回理事会

・平成29年度事業報告及び決算について
・平成30年度事業計画案及び予算案について
・青少年健全育成推進大会実施について
・各地区住民会議について(報告)　ほか

袖ケ浦市役所

6月14日(木)
青少年健全育成推進大会 第2
回実行委員会会議

・当日の役割分担について
・感謝状選考委員会の結果について　ほか

市民会館

第1回花いっぱい活動 花植え 東横田駅ほか

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７日(土)
平成30年度青少年健全育成推進
大会

袖ケ浦市青少年健全育成推進大会に参加 市民会館

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

 8月11日(土・祝) デイキャンプ
防災講座､飯ごう炊さん､カレーづくり､キャンプ
ファイヤー､レクリエーションなど

富岡分館

第3回理事会
・平成30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 東横田駅ほか

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13日(日)
平成31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月　日(　)
平成30年度青少年育成袖ケ浦市
民会議　第2回理事会

・平成30年度地区住民会議活動報告について
ほか

袖ケ浦市役所

第4回理事会

・平成30年度事業実績及び決算について
・平成31年度事業計画(案)及び予算(案)につ
いて
・平成31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

【新】中富ふれあい交流会

子どもを対象とした物づくりやレクなどを行い、
地域のふれあいを深める。
「擬音笛作りと昼食会」
講師：相原正治　氏

3月下旬 平成30年度会計監査 平成30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

  月   日(土)

3月2日（土） 平川公民館

平成３０年度　中富ふれあいの会　事業計画

5月19日(土） 平川公民館

6月16日(土)
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期日 事業名 内容 会場 参加者等

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 13人

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36人、委任32人）

長浦公民館 68人

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 19人

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 平川公民館 4人

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

110人

7月22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 28人

7月23日(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 25人

7月23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 24人

7月24日(月)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

ニチレクボール＆プラズマカー
長浦小学校体
育館

94人

7月25日(火)
なごやか交流会
（蔵波地区社協との共催）

ラダーゲッター、ゴムダンスステッぴょ
ん、折り紙飛行機

今井幼稚園グ
ラウンド

35人

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
総合運動場陸
上競技場

41人

8月3日(木)
なごやか交流会
（蔵波地区社協との共催）

ネーチャーゲーム＆折り紙飛行機
蔵波一丁目公
園

55人

8月4日(金) あおぞらクラブ 簡単紙粘土工作 長浦公民館 38人

8月5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6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 26人

8月7日(月) 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 17人

8月19日(土)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

動物交差点、ノーズ、こうもりとガ、飛行
機

浜宿団地自治
会館

38人

8月22日(火) あおぞらクラブ ペットボトルロケットを飛ばそう
長浦公民館小
多目的広場

10人

8月24日(木)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

飛行機、けん玉、ヒューマンサッカー、
キャッチ

久保田多目的
公民館

25人

8月26日(土) あおぞらクラブ 料理教室 長浦公民館 14人

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 7人

9月3日(日) オレンジ帽子交流会
子ども安全パトロールに関する意見交
換・交流会

長浦公民館 28人

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 80人

平成２９年度　ながうら青空の会　事業報告
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期日 事業名 内容 会場 参加者等

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（小学校４・５・６年
生４１人）

長浦公民館 41人

11月5日(日)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

簡単工作、昔遊びほか
代宿地域支援
センター

53人

11月15日(水)
地域支援づくり事業
（溜まり場）

インドア・ローンボウルズ体験
談話スペース運営

長浦公民館 13人

11月29日(水)
地域支援づくり事業
（溜まり場）

インドア・ローンボウルズ体験
談話スペース運営

長浦公民館 12人

12月6日(水)
地域支援づくり事業
（溜まり場）

インドア・ローンボウルズ体験
談話スペース運営

長浦公民館 12人

2月 青空の会だより発行 長浦地区自治会回覧（６００部）

2月21日(水) 第４回理事会
平成２９年度事業の進捗状況・長浦地
区小学生ドッジボール大会について

長浦公民館 15人

2月24日(土)
なごやか交流会
（蔵波地区社協との共催）

ニュースポーツ
蔵波小学校体
育館

47人

3月3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 長浦運動広場 34人

3月11日(日) あおぞらクラブ ニュースポーツ 長浦公民館 21人

3月17日(土) あおぞらクラブ 料理教室 長浦公民館 29人

3月23日(金) 第５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

長浦公民館 9人

3月31日(土) 決算審査 監事による平成２９年度決算審査 長浦公民館 4人

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30年3月末
現在　登録者
数

157人
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期日 事業名 内容 会場

4月25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27日(日) 平成３０年度定期総会
平成２９年度事業報告・決算、平成３０年度
事業計画・予算、役員改選

長浦公民館

6月13日(水) 第２回理事会 デイキャンプ・愛のパトロールほか 長浦公民館

7月7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16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21日(土) 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
他

7月24日(火)
なごやか交流会
（蔵波地区社協との共催）

ニュースポーツ 長浦公民館

7月26日(木)
なごやか交流会
（蔵波地区社協との共催）

房総カルタ、簡単工作 今井幼稚園

7月28日(土) 第４７回袖ケ浦市子どもスポーツ大会 ドッジボール大会
総合運動場野
球場

7月28日(土) 夏季愛のパトロール 夜間巡回パトロール 長浦地区

7月29日(日) 夏季愛のパトロール 夜間巡回パトロール 長浦地区

7月31日(火)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

ニュースポーツ大会 長小体育館他

7月 青空の会だより発行 長浦地区自治会回覧（６００部）

8月2日(木)
なごやか交流会
（蔵波地区社協との共催）

ニュースポーツ 汐見公園

8月4日(土) 夏季愛のパトロール 夜間巡回パトロール 長浦地区

8月5日(日) 夏季愛のパトロール 夜間巡回パトロール 長浦地区

8月7日(火) あおぞらクラブ 簡単工作 長浦公民館

8月22日(水)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

未定
浜宿団地自治
会館

8月24日(金)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

未定
久保田多目的
会館他

8月25日(土) あおぞらクラブ 料理教室（かんたんスイーツ） 長浦公民館

8月29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

長浦公民館

9月15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(月)
　　～
9月26日(水)

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22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
長小グラウンド
他

10月15日(月)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

未定 駅前自治会館

平成３０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

11月4日(日)
なごやか交流会
（長浦地区社協との共催）

未定 代宿公民館他

11月 青空の会だより発行 長浦地区自治会回覧（６００部）

12月15日(土)
なごやか交流会
（蔵波地区社協との共催）

未定
蔵波台自治会
館

2月9日(土) あおぞらクラブ 料理教室 長浦公民館

2月20日(水) 第４回理事会
平成３０年度事業報告・平成３１年度事業計
画(案)　ほか

長浦公民館

3月9日(土) あおぞらクラブ ニュースポーツ 長浦公民館

3月下旬 決算審査 監事による平成３０年度決算審査 長浦公民館

適　　時
子ども安全パトロール
全体会議（兼理事研修会）

長浦公民館

適　　時 地域支援づくり事業 長浦公民館

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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実施日 事業名 内　容 会　場 参加者

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
理事等21名
事務局3名

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、原案どおり可
決

根形公民館

出席者等
85名
（うち委任
状31名）

6月1日（木）
第1回デイキャンプ
実行委員会議

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
13名

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
理事18名
N.O.C1名
事務局3名

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
（チャンピ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を実施。ま
た、会員1名に感謝状が贈呈された

平川公民館

理事1名
協力員3名、会
員1名
事務局1名

7月6日（木）
第2回デイキャンプ
実行委員会議

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

7月22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、キャンプファイヤー等実施（チャンピオ
ン大会は午前に実施。参加者87名（大人
20名含む））

根形公民館
137名
（大人51名
含む）

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
44名
（大人18名含
む）

8月2日（水）
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

7月20日（木）
7月28日（金）
8月5日（土）
8月10日（木）
8月28日（月）

夏季愛のパトロール
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67名
が協力

9月7日（木） 第3回理事会
青少年健全育成標語の審査。
また、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
理事等15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賞状及び
記念品を授与

根形小学校
根形中学校

11月30日（木） 第4回理事会 冬季愛のパトロール等について協議 根形公民館
理事等18名
事務局2名

12月21日（木）
青少年健全育成標語看板
製作・設置

根形地区内の既設看板に最優秀作品作
品を貼付（のぞみ野郵便局下、根形中学
校前の既存看板を更新）

根形地区

12月23日（祝）
12月26日（火） 冬季愛のパトロール

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28名
が協力

12月26日（火）
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、イ
ベント結果等について報告

根形地区

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
理事等19名
事務局3名

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
監事2名
事務局1名

通年 子ども安全パトロール 自主的パトロール、あいさつ運動 根形地区
ｵﾚﾝｼﾞ帽子
登録者数
194名

平成２９年度　根っ子の会　事業報告
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実施日 事業名 内　容 会　場

5月10日（木） 第1回理事会 根っ子の会総会に向けての確認、準備 根形公民館

5月20日（日） 総会
平成29年度事業報告及び収支報告、平成30
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

5月31日（木）
第1回デイキャンプ
実行委員会議

募集方法、プログラム、役割分担等について 根形公民館

6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

6月14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

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
（チャンピオン大会も併せて周知）

根形地区

7月5日（木）
第2回デイキャンプ
実行委員会議

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7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 市民会館

8月19日（日）
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、
キャンプファイヤー等実施（チャンピオン大会は
午前に実施。）

根形公民館

7月下旬
～8月下旬

夏季愛のﾊﾟﾄﾛｰﾙ 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13日（木） 第3回理事会
青少年健全育成標語の審査。
また、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月上旬
青少年健全育成標語看板
製作・設置

根形地区内の既設看板に最優秀作品作品を
貼付（1箇所）

根形地区

12月6日（木） 第4回理事会 冬季愛のパトロール等について 根形公民館

12月26日（水）
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、イベン
ト結果等について報告

根形地区

１２月下旬 冬季愛のパトロール
地区内を3コースに分けて
パトロールを実施

根形地区

3月上旬
根っ子の会だより
発行（第3回）

平成30年度事業結果等について報告 根形地区

3月21日（木） 第5回理事会
平成30年度事業結果、次年度の計画等につい
て

根形公民館

3月31日（日） 平成30年度監査 平成30年度決算について監査 根形公民館　他

通年 子ども安全パトロール 自主的パトロール、あいさつ運動 根形地区

平成３０年度　根っ子の会　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
役員等15
名

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

6月2日(金)
袖ケ浦市民会議 第1回理事
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)
・袖ケ浦市青少年育成者感謝状被贈呈者
の選出について
・袖ケ浦市青少年健全育成推進大会につ
いて
・各地区住民会議について

袖ケ浦市役所 理事1名

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

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
・平成29年度ひらおか通学合宿について
・夏季愛のパトロールについて
・子ども安全パトロールについて

平岡公民館
役員等17
名

6月15日(木)
青少年健全育成推進大会
第2回実行委員会議

・当日の役割分担
・感謝状選考委員会の結果について ほ
か

平川公民館 協力員3名

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
児 童 、 保
護 者 、 役
員等103名

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)
※第1回は8グループに分かれて活動

平岡地区 50名

会報誌｢名幸ヶ丘の会だより｣
発行

・総会・研修会の開催
・平成29年度役員紹介

平岡地区

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 協力員3名

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
対象：平岡小学校5～6年生

平岡公民館

児童46名
×3日、ス
タッフ延べ
90名

7月28日(金)
会報誌｢名幸ヶ丘の会だより｣
発行

・通学合宿の開催 平岡地区

10月24日(火) 第3回理事会

・平成29年度上半期事業の反省などにつ
いて
・平成30年成人式の実行委員の選出につ
いて
・平成29年度下半期の子ども安全パトロー
ルについて

平岡公民館
役員等15
名

平成２９年度　名幸ヶ丘の会　事業報告

6月4日(日) 平岡公民館

7月1日(土)

個人1名・団体1団体を推薦

会 員 49
名 、 委 任
状35名
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期日 事業名 内容 会場 参加者等

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

12月5日(火)
平成30年袖ケ浦市成人式
第1回平川地区実行委員会
議

・平成30年成人式の要項について
・記念行事について
・式典前日準備、当日の役割分担につい
て
・第2回実行委員会議について

平川公民館
実行委員1
名

袖ケ浦市成人式(中富・平岡
地区)

成人式記念式典

平成30年袖ケ浦市成人式
第2回平川地区実行委員会
議

・成人式実施結果報告
・成人式の反省点について

実行委員1
名

2月9日(金)
袖ケ浦市民会議 第2回理事
会

・平成29年度市民会議事業報告及び決算
見込みについて
・平成29年度地区住民会議活動報告につ
いて　ほか

保健センター 理事1名

3月9日(金) 第4回理事会

・平成29年度事業実績及び決算(見込み)
について
・平成30年度事業計画(案)及び予算(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
・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　ほか

平岡公民館
役員等15
名

3月23日(金) 会計監査 平成29年度会計監査 平岡公民館 監事2名

3月31日(土) 会報誌発行 事業報告等 平岡地区

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

平岡地区
オレンジ帽：貸与数3
個(延べ130個)、在庫

1月7日(日) 平岡公民館
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期日 事業名 内容 会場

4月24日(火) 第1回理事会

・定期総会について
・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2日(水)
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

定期総会
・平成29年度事業報告・決算
・平成30年度事業計画(案)・予算(案)・役員改
選　ほか

研修会
「家族が一番！！」講師：田代 悦子氏･村越
のり子氏･稲垣　昭彦氏(人権擁護委員)

第2回理事会

・子ども安全パトロールについて
・平成30年度ひらおか通学合宿について
・夏季愛のパトロールについて
・平成30年度青少年健全育成推進大会につい
て

平岡公民館

6月1日(金) 袖ケ浦市民会議　第1回理事会

・平成29年度事業報告及び決算について
・平成30年度事業計画案及び予算案について
・青少年健全育成推進大会実施について
・各地区住民会議について(報告)　ほか

袖ケ浦市役所

6月14日(木)
青少年健全育成推進大会 第2
回実行委員会議

・当日の役割分担について
・感謝状選考委員会の結果について

市民会館

6月中旬 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～8月 夏季愛のパトロール 平岡地区を巡回(4回実施) 平岡地区

袖ケ浦市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

青少年健全育成推進大会 第3
回実行委員会議

・実行委員会、大会についての反省

7月初旬 会報誌｢名幸ヶ丘の会だより｣発行
・総会・研修会の開催
・平成30年度役員紹介

平岡地区

7月8日(日)
～10日(火)

ひらおか通学合宿
平岡公民館で2泊3日
対象：平岡小学校5～6年生

平岡公民館ほか

10月中旬 第3回理事会

・平成30年度上半期事業の反省などについて
・平成31年成人式の実行委員の選出について
・平成30年度下半期の子ども安全パトロールに
ついて

平岡公民館

11月3日(土)
11月4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

12月上旬
平成3１年袖ケ浦市成人式 第1
回平川地区実行委員会議

・平成31年成人式の要項について
・記念行事について
・式典前日準備、当日の役割分担について
・第2回実行委員会議について

平岡公民館
または

平川公民館

平成３０年度　名幸ヶ丘の会　事業計画

平岡公民館

7月7日(土) 市民会館

5月13日(日)
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期日 事業名 内容 会場

袖ケ浦市成人式(中富・平岡地区) 成人式記念式典

平成31年袖ケ浦市成人式 第2回
平川地区実行委員会議

・成人式実施結果報告
・成人式の反省点について

2月初旬 袖ケ浦市民会議　第2回理事会
・各地区住民会議活動状況について
・31年度事業計画案及び予算案について ほ
か

袖ケ浦市役所

3月上旬 第4回理事会

・平成30年度決算見込みについて
・平成31年度事業計画(案)について
・平成31年度会員募集及び役員の改選につい
て
・平成31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

3月下旬 会計監査 平成30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

1月13日(日) 平岡公民館
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