
 

令和 3 年度 東京都公民館連絡協議会委員部会 主催 

第 1 回研修会 講演会 

 

テーマ 

「公民館を育てる仕組み、支える仕組みを考えてみよう」 

日時 令和 3年 12月 15日（水） 14時～16時 

会場 日野市中央公民館 

講師 小金井市第 35期 公民館運営審議会委員  

菅沼 七三雄 氏 

 



 

公民館を育てる仕組み、 

支える仕組みを考えてみよう 
 

日 時：令和３年１２月１５日(水) 
午後２時から４時まで 

講 師：菅沼 七三雄 氏 
（小金井市前公民館運営審議会委員） 

会 場：日野市中央公民館 講座室Ａ・Ｂ 
    所在地 日野市日野本町７－５－２３ 

 

対象：都公連加盟公民館運営審議委員、公民館利用者、社会教育関連施設利用者など 

定員：〇会場参加型   ２２人（各市２名 先着順） ※都公連委員部会委員は除く。 

    申込方法：在住市の公民館及び社会教育関連施設の窓口へ 
（公民館及び社会教育関連施設は参加者を取りまとめのうえ、委員  

部会事務局までご連絡ください。）  

   〇オンライン参加型 ４４人（各市４名 先着順） 
    申込方法：下記のメールアドレスにお申込みください。  
         ※件名「令和 3 年度都公連委員部会第 1 回研修会 〇〇市 氏名」 
         後日、日野市事務局からオンライン参加用のＩＤ、パスワードを  

送信いたします。  

申込締切：いずれも１２月１０日（金）厳守 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意：出席者はマスク着用をお願いします。 

新型コロナウイルスの状況などにより、講演は予告なく中止する場合があります。  

（東京都公民館連絡協議会ＨＰ）https://tokyokouminkan.wixsite.com/tokoren 

令和 3 年度都公連  
委員部会第 1 回研修会 

☆彡問合せ★  

都公連委員部会事務局  

日野市中央公民館高幡台分室  

担当 瀧口 英彦  
勤務地 〒191-0042 

日野市程久保 550 番地  
☎ ０４２－５９２－０８６４  
E-mail pubhall@city.hino.lg.jp 

https://tokyokouminkan.wixsite.com/tokoren
mailto:pubhall@city.hino.lg.jp


委員部会第１回研修会 開催趣旨 

新型コロナウィルス感染症が世界的に広がり、２年が過ぎようとしています。

あたり前の日常が、いかに幸せであったのかを痛感する毎日です。 

この２年間、コロナ禍における新しい生活様式を余儀なくされ、社会教育の拠

点である公民館の「つどい・学び・つながる地域の拠点・居場所」としての大き

な柱がゆらぎ始めていました。 

もちろん、オンラインの導入も始まり、アウトリーチ活動として捉えられるこ

とは、新しい発見でもありました。この２年間、コロナ禍でいかに工夫し、アイ

デアを出し合いながら、つながることができるかを模索した日々でした。 

しかし、公民館本来のもつ寛容な空間である「場所性」を忘れてはなりません

し、対話や交流は以前にも増して大切だと再認識することができました。 

また、ここ近年、利用者・来館者の高齢化や固定化、弱体化、事業の低調化と

いう課題も出てきています。地域住民の自由で自主的な企画、運営が難しくなっ

ていることを、委員部会でも多く聞かれるようになりました。 

そこで、今年度、公民館企画実行委員制度や、様々な公民館施策を手掛けてい

る、小金井市公民館の歴史から今を学び、未来につながる公民館の「次の担い手」

をどのように育てていくかを考える一助として、小金井市の菅沼七三雄前公運

審委員からお話を伺うこととなりました。 

研修会日程等 

日時：令和３年９月 11 日(土)→緊急事態宣言延長のため 

   令和 3 年 12 月 15 日(土)に延期 

場所：日野市中央公民館 講習室 A・B 

※オンライン参加型のハイブリッド形式 

講師：菅沼七三雄氏 (小金井市第 35 期公民館運営審議会委員) 

時間：14 時～16 時 

※コロナ禍のため、グループ討議は行わず、質疑応答、意見交流の場を設定  

資料について 

①令和３年度東京都公民館連絡協議会・委員部会・第１回研修資料 

   「公民館を育てる仕組み、支える仕組みを考えてみよう」→PDF 参照 

  ②動画配信→イキイキとした研修会の様子をどうぞご覧ください。 
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令和 3 年度東京都公民館連絡協議会・委員部会・第 1 回研修会質疑応答(2021 年 12 月 15 日) 

 

（小平市公運審）資料 15P に載っている貫井北センターについて、はじめての直営ではない公民館を作

るときに市民とともにかなり事前の準備を重ねてきたと思うのですが、それについて具体的にどのよう

な方法がありましたでしょうか、教えてください。 

（菅沼）この質問はＮＰＯ化の話ではなくて、どうやって事業を作っていったかについてということで

しょうか。それについては資料 15P 下段右側に書いてあるように、東京都の「多摩島しょ地域向上助成

事業」の対象講座として３年間「地域センター施設研究講座」を開催しましたということで、もうひとつ

は平成２６年４月に貫井北センターが開所したわけですが、その２か月前に職員が決まりました。です

から４月から講座をやるのは無理なことで、その時には従来の公運審委員や企画実行委員とか、理事が

集まって７月までの講座を企画しました。その中で職員との融和を図って、７月以降の講座からはすべ

て新採用の職員にやらせるということで、その３か月については市民の代表が全部計画して先生を呼ん

だり、講座は何をやろうかなど話し合ったりして、すべてやりました。そのことがあって、なんとかつな

いだというのが実状ですね。 

（昭島市公運審）今の問題に関連してですが、結果的に行政側として

は支出は抑えられたんですかね？NPO 化して運営を別にすることに

よって、市民の税金が投入されることがかなり減ったのでしょうか？ 

（菅沼）市としてははっきり言いませんが、職員が３人、市の職員で

はなくなった分、削減メリットは出ていると思います。市の職員の給

与と NPO 職員の給与の差は、相当にあると思います。 

（狛江市公運審）狛江市の中央公民館の改築をしなくてはいけないということで、審議会とは別に市民

のワークショップを行っていますが、その中でフリースペースが欲しいという声がすごく高いのですね、

それと多世代交流をどうはかろうかということで、若者を呼び込むにはどうしたらいいかといところが

課題となっているのですが、フリースペースはどれくらいの広さで作ったのか、ガラス張りのところな

ど、次回のワークショップで提案したいと思いますので、面積など教えていただきたいのですが。 

（菅沼）実際の数字は、私もはっきりとつかんでいませんし、どこからどこまでが若者向けのコーナーか

もわかりませんが、フリースペースのあるフロア全体の面積は１１２６平米なので、その中で採寸して

面積を出していただけないでしょうか。どうしても必要であるというのでしたら、あとで調べて報告し

ます。あとフリースペースは学習室などの仕切りを全部取り外してフリースペースを増やすというユニ

バーサルデザインを採用しました。 

（司会者）今のお話で出てきた、誰でも集まれるようなフリースペースなど菅沼さんの話で触れられて

ましたが、ロビーが入りやすい雰囲気が、これがやっぱり大事な話になるのかもしれませんね。今、オン

ライン参加者より、今ご質問いただいた件は、あとでお答えするというコメントが入ってきました。 

（菅沼）ちょっと、今、質問を聞いてますと、貫井北センターについて、皆さんとても関心がないのでは

と飛ばしてしまったのですが、残念ですね、関心があるのでしたらもっと時間を使って説明すればよか

ったですね。私の見込み違いで、申しわけありませんでした。 

（司会者）どうやったら人が集まるのかという課題ですが、人を巻き込むには、組織ができていて、仕組



2 

 

みがあって、建物があって人とのつながり方ができていく、この、人とのつながり方について、他市で何

かこういうことをやっているとか、何かあれば、教えていただければ面白いと思うのですが、いかがでし

ょうか、国分寺市の公運審の方（指名）よろしければ地域会議のことについて説明お願いします。 

（国分寺市公運審）菅沼さんの話を聞いて、私自身も整理ができたと感じております。国分寺市の地域会

議を取り上げていただいたのですが、準備会方式など、色々出てきましたが、そういったものを積み重ね

て今日の小金井の公民館があるというように思っています。我々も見習うところは見習っていきたいと

思います。司会者から、地域会議を説明しろと言われましたが、実は本多の地域会議は、異世代交流事業

を土台にして始まりました。また、並木の地域会議は地域広場と言う言葉で、ひとつにはお囃子を作り上

げようと努力しています。もとまちの地域会議は、いろんな団体を網羅して公民館で情報交換をし、その

中から課題を出していく、その結果、異種交流のためファミリー運動会を年に一回開催し、もうひとつは

防災シンポジウムを年に一回やろうということになり、１０年以上たっています。これが国分寺市の３

館の地域会議の今の状況です。私からの質問ですが、国会

議事堂や博物館、美術館、図書館は、何をやっているのか

わかりますよね。公民館は残念ながら何をやっているかわ

からない、それはなぜなのか？だから人が集まらない。な

ぜ、公民館ができて、それがいきわたれば、おそらく人は

集まるだろうというように思うのですね、この辺のなぜと

いうのを、もしわかれば教えていただきたい、よろしくお

願いします。 

（菅沼）それは、ここに参加のみなさんがそれぞれ答えを出したらどうですか。 

（日野市公運審）最近いろいろ考えていたんですけど、会話の中で、話をしている中で、「だったら公民

館へ行こうじゃないかとか」、「それだったら公民館へ」とか、というイメージが、具体的なイメージが出

てこないんです。歯が痛いから歯医者に行こうとかあるけれど、公民館にはそれがなくて、私自身、疑問

を抱いているんです。そういう言葉が日常会話にあるのかなあ、それが日常会話に出ていれば、人はけっ

こう公民館に行くんじゃないか、そうならないのは、公民館のイメージがはっきりしないんです、今おっ

しゃったとおり。そういいながらも、皆さんも、地方から出てきた方が多いと思うのですが、地方だった

ら公民館のようなものがいっぱいあるわけです。都会に出てきた途端に公民館わかりませんとしらばっ

くれるんです。田舎にいたときの集会所、それ以外の何物でもないと思うのです。ということで、もう少

し、気軽に考えて集まっていただくといいのではないかと思います。それと、一旦入ったらのめり込む、

これが公民館の公民館地獄。 

（小平公運審）ちょうど事業企画委員会を設置しようというときに貫井北センターができて、見学に行

きました。事業企画委員会の人たちとも交流をしまして、どんな形で事業企画委員会がついているのか

ということを学んでいるときに、建物の素晴らしさを感じたんです。入ってすぐ受付ロビーのところが

すごく開放的で、これならやはり市民が行ってみたくなるような場所だと思いました。小平市は公民館

が１１館あるのですが、だいたい建物が古くて、ロビーを活用したふらっと寄れる居場所を作りたいと

いうことが今、話題になっているのですが、とてもロビーらしいロビーがなくて、どうしようかと課題に

なっています。また事業企画委員会ができて６年くらいになるのですが、講座の 85％を事業企画委員会

が企画して実施しているのですが、どこも人材不足で悩んでいます。小平市の場合はみなボランティア
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で、無償でやっているのですが、少しでも報酬を出したほうがいいのではないかと思っています。報酬を

出しているところもあると思うのですが、そういう形に持っていくには、どうしたらいいのでしょうか。 

（菅沼）難しいですね。４３年に規則を変えて有料化にしたっていう、その辺が何でかっていうのが一番

の問題だと思うのですが、私は市民も企画実行委員にしろ公運審にしろ、やった中では無償ではなく報

酬は必要だと思いますけどね。ある意味では職員と同じ仕事をやっているわけですよね、かたや市民は

無料でやりなさいと、それはちょっと片手落ちという感じがします。私はそれだけの仕事をすれば当然、

払うべきだと思っていますが。 

（日野市公運審）私は、年金がもらえるようになったら無料、年金をもらうまでの間は無報酬じゃない。

そういうふうにすれば、だいぶ違ってくるのかなあと思います。 

（小平市公運審）さきほど公民館にきてもらうにはという話が出ましたが、小平市は市報が戸別配送を

して、２年くらいになるのでしょうか、そうすると市民の方が公民館を知るにはやはり市報をみるので

すが、若い方たちはホームページ、ネットで見て公民館を知るんです。戸別に配送するようになってから

市民の感覚が変わってきたのかなあと思っていまして、その戸別配送を要望したのは、公運審の方から

働きかけたわけなんですね。やはりこういう PR の仕方は大事かなあと思っています。 

（司会者）なかなかシビアな話が入ってきますが、私も団塊の世代で、定年退職後、居場所を探そうとた

またま自分の家に入っていた市報を見たら、公民館でこういうことをやっているんだということで行っ

たわけですけれども、そのあと、定年退職が６５歳、７０歳と上がってきてしまって、私たちのグループ

がどんどん人が減ってきてしまって、どうしようかなと思っていたら今度はコロナ禍で、みなさん居場

所がなくなって、また公民館に来た、そんな経緯があって、私は菅沼さんに聞きたいのですが、組織がで

きている、制度ができている、でも意識のある人たちをどうやってかき集めるか、これって、小金井市の

市民性、市民の意識が高いのか、ないしは何かその、伝えていくような仕組みなりノウハウなりがあるの

でしょうか、それを菅沼さんにお伺いしたいのですが。 

（菅沼）先ほど、末包さんの話をしましたが、私は今でも何名かの方と一緒に活動していますが、年中怒

られています。やっぱり相当昔から公民館活動をやっている方がまだまだ何人かおられます。そういう

人が一生懸命、後進を指導しているというか、そういう意味で私も先ほどの人（末包さん）ともう一人、

今９６歳で公民館活動をしている女性がおるんですけど、その人に会うと毎回怒られますね。そのよう

なことで、仕組み以外にも、そういう残った人から人へという伝達ですね、そういうのが大事ではないか

ということで、私もこれを残そうというのも、そういうような伝統をできるだけ残していきたいと、そう

でないと消えてしまうということでこの資料を作ったのです。やっぱり、そういう先人の努力といいま

すか、それをいかにうまく若い人につないでいくかということがポイントだなと思っています。 

（司会者）こういうお話をいただきましたけれど、どうですか、今の意見に対して、他の市でご意見があ

れば、いかがでしょうか。何か、こういうことがあったら人が集まってきたというような話はあるかもし

れません。私自身のことですが、並木公民館という、国分寺の中では田舎に近いところで、畑仕事をやっ

ているんですけれども、子ども体験講座をしたときに、若いお父さんお母さんたちが送り迎えをする中

で、その人たちと話をしていると、実は「私たちも勉強したい」という声が出ました。行政を批判するわ

けではないのですが、そういう話を持ち上げたときに出てくるのは、平日はできない、土日じゃないとで

きないと、そこにギャップが出てくるというのが現実としてあるんです。それを埋めてくれるのは、小金

井市の何か、ありましたかね。そういうことで若い人が来ないのではなくて、何か工夫してあげれば若い
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人も来たいのではないかと、私はひしひしと思うのですが、他の市ではそういうような話はありません

でしょうか。小金井市と同じような意識の人が多いのではないでしょうか、国立市の公運審の方(指名)ど

うですか。 

（国立市公運審）１２月１１日土曜日に（東京大会）第４課題別で国立の事例発表をさせていただいて、

くにたち国際友好会 WING という、私も運営に携わっているのですが、SNS を使って中央アジアの方た

ち、トルコの方やキルギス、日本ではなかなかなじみのない国の方たちとつながったりしたのですね。そ

れは、日本の方はどこにその国があるかわからないのですが、向こうからしてみると親日国ということ

で、日本でお世話になったという人たち、教科書に載っている

関係というようなことを私もはじめて知って、SNS の可能性と

か、発信の仕方というのを、私たちもこれから考えていかなけ

ればいけないのかなということを、話を聞きながら、キャッチ

コピーとか、国立の場合は公民館だよりなどモノクロなんです

がそういうものを予算をもらって色を使ったりとか、そういう

アピールの仕方を少し学んでいけたらいいなと思っていると

ころです。 

（菅沼）関連してですが、リモートっていいますか、Wi-Fi 環境は小金井の場合はないのですね。それで、

一生懸命公民館に環境を作ってくれと申請しているところです。ほかの市はだいたい、そういう環境は

整っているのですかね。やろうと思えばできるということになっているのか、まだまだ整っていないの

か。これから ICT という話が出たときに、それの環境をどうやって早く作るかというのは一つの大きな

問題だと思うんですね。 

（小平市公運審）小平市の場合は、１１館のうち Wi-Fi が入っているのは２館だけなんです。Zoom の機

材は１月に入りまして公運審の審議会はそういう形でできるようになりましたが、市民や私たち公運審

は希望的には全館に Wi-Fi を設置してほしいという要望を出しているのですが、１１館もあるので徐々

に設置をお願いして、今提言をまとめているところなんです。 

（菅沼）若い人を取り込むにはそういう設備を作っていくことが一つの大事なポイントではないかと思

うのですが、まあこのあたりは都公連含めて全体的な活動として早く入れていくという運動も、一つの

前進ではないかと思います。まあそういう若い人は戸別配信の市報とかは見ていなくて、ネットしか見

ていないので、そういうもので発信できるような方式をこれからきちんと公民館も作っていかないと、

若い人はさらに離れていくのではないでしょうか。若い人は最近、新聞も読まないでしょ。家庭で新聞も

読まない、そうすると市報も読まないとなると、新しいネット環境を公民館も考えていかないといけな

いのではないかなと思います。 

（司会者）ネット環境ではもうひとつ、東大和市の事例をちょっとお話ししていただけないでしょうか。

（東大和市公運審）東大和市は公民館５館あるのですが、職員が Wi-

Fi でつながっているのが PC１台しかないんです。市民の人が使え

る Wi-Fi を入れたところが中央公民館だけ。それから私自身が公民

館を利用していますので、自分たちのグループで移動用のルーター

を購入してそれを必要なところに持ち回って、そのルーターがある

時にはその公民館の他のグループも使える、そんなことでやってい
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ますので、まだまだ公民館の Wi-Fi 環境という点では、そんな状況です。 

（日野市公運審）若い人の話で、経験談からいいますと、日野市は大学とつきあいがあるのですが、地方

から来た大学生は、やっぱりある意味では孤独ですよね。それに対して、公民館がちょっと事業をするた

めに大学生に声を掛けたんです。「声を掛けてくれてうれしかった」という大学生がとても多かったんで

す。それで大学といろいろ事業をやるようになったんです。大学生とか、そういうところで動いていった

方が一つの方法としてよいのではと、参考までに申し上げておきます。 

（司会者）国立市から Wi-Fi に関する回答がオンラインでありました。（コメントを読む）「国立市の場

合、やはり、わいがや喫茶やしょうがいしゃ青年教室など、若者が関心をもつ場所に、若い世代のつなが

りができやすいように思います。休憩時は SNS で連絡を取り合い、再開後は国立市に来づらい市外の若

者ともオンラインで連絡を取り合っていました」とのことです。貫井北センターの件も、回答が来まし

た。フリースペースは２８０平米とのことです。 

（狛江市公運審）窓ガラスは？細かい情報は入っていないんですね。 

（司会者）ちょっと入ってませんね。 

ということで、最後になって人のつながり方とか、オンラインデジタル化とか出てきました。菅沼さんが

今日お話ししたかったことは、小金井市はこうだけど皆さんの市はどうでしょうかというような問題提

起を用意してくれたんだと思います。それをぜひとも、各市の公民館や公運審に持ち帰って、次の話の展

開に、課題にしていただければと思っています。そういうまとめ方をさせていただいて、今日の第１回研

修会を終了したいと思います。 
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令和 3 年度東京都公民館連絡協議会・委員部会・第 1 回研修会アンケート結果 

令和 3 年(2021 年)12 月 15 日水曜日実施 

（原文のまま掲載） 

１ 申込者・参加者 

申込み者数 17 名 生涯学習センター運営協議会・企画実行委員含む 

当日参加 １名  

各市委員 11 名 元委員部会運営委員含む 

アンケート回答数 22 名 回答率 75.8％(22 名/29 名会場参加者) 

オンライン参加者 11 件  

合計 40 名  

 

２ 委員部会研修会への参加回数 

 公運審委員等 職員 企画実行委員等 市民 合計 

初めて ６名 ２名 １名 １名 10 名 

２回目 ２名 １名   ３名 

３回以上 ８名  １名  ９名 

合計 16 名 ３名 ２名 １名 22 名 

 

３ 市町村(アンケート回収分のみ) 

昭島市２名 国立市２名 小金井市２名 国分寺市３名 小平市１名 狛江市２名 

西東京市２名 東大和市３名 日野市１名 福生市２名 町田市２名 合計 22 名 

 

４ 今回の研修全体の感想・意見等 

●公運審委員等 

・本日は貴重なお話を伺うことができ、有意義でした。公民館の立地も地域により、市によ

り条件も異なり勉強になりました。初めての参加でまた、自分の公民館のことも改めて調

べてみたいです。 

・とてもわかりやすい講義でした。自分の市にも取り入れたい…取り入れなくては…と思い

ました。ありがとうございました。 

・元公運審委員で、経験豊かな講師に話していただいたのは大変良かったと思います。各市

の公民館活動の例が聞けたのは参考になりました。「貫井北センター」について、もっと

詳細を知りたいと思いました。 

・人づくり、人材の養成と発掘についてどこでも課題は同じであると思いました。 

・公民館というのは、とても熱心な市民によって運営されてきたのだなということを改めて

実感させていただきました。一方で、そのように熱心にやりたいと思える方が減ってきて
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しまっているのかなとも思いました。世代を超えて、人から人へ想いをつないでいく時に

「指導」「怒られる」ではない形で引き継いでいくことができたらいいなと思いました。 

今日のお話はそのような場で、とても学びになりました。ありがとうございました。 

・初めてのオンライン併用で不安でしたが、無事にできて良かったです。 

・町田市は 42 万超え人口に生涯学習センターが１館しかない。小金井は全体に網羅されて

いて身近に感じられてうらやましいですね。町田市は子どもは子ども施設へ NPO の連携

はサポートオフィスがつないでいて、中々多世代交流や関係団体との連携は私個人は感

じられない。商業施設の６～８階にあり、用がなければ立ち入らない場所です。現在、

NPO 法人で活動していますが、きっかけは連続の子育て講座からです。若い世代にも「学

び」から仲間づくりをしてほしいと思っています。本日はありがとうございました。 

・都公連の研修に久々に参加させていただきました。改めて他地区の社会教育や公民館状況

について情報を得ることができて良かったです。公民館の歴史とともに主催事業を市民

が企画するお話を興味深く聞かせていただきました。公民館を知らない人、公民館外で学

んでいる人などに公民館のよさをどう伝えたらよいのか、また、職員の社会教育主事の資

格の有無が事業企画や公民館運営全体にどうかかわるのか、公的社会教育の役割は何か

と考えさせられます。新たに民間委託などの問題も含めて学び直していきたいと思いま

した。 

・企画実行委員制度をはじめ、準備会方式や市民の自主講座の話を伺いありがとうございま

した。また、小金井市にたりないという認識のもと、国分寺市の地域会議や、小平市の例

も含めて話されており、分析もされ、すばらしいと思いました。 

・小金井市の公民館をとりまく制度、体制がよくわかりました。市民が公民館を大切に思っ

ている環境が整っているように感じられました。公民館が続いていくための課題はたく

さんあり、自分の市に照らし合わせて考えてみたいと思います。 

・NPO 法人化や民間委託は西東京市では考えられない。優秀な職員さんたちを手放したく

ないと考えている。 

・育てる仕組み、支える仕組み、講師の内容はとても良かった。これまでの流れが理解でき

た良い講義でした。 

・所定の時間、中身共にその通り運営できました。日野市宮道さんのお陰です。司会、部会

長、副部会長、菅沼さん、お世話さまでした。 

・各市のちがいがわかった。明るく意見の交換ができました。リモート参加者の声も届いた。 

・質疑の内容が上記の内容と一致しない時間が多すぎたようです。 

・公民館とは何か、市民にとっての魅力は何か…この点の討議が欲しかった。ポイントをし

ぼった時間であって欲しかった。 

●企画実行委員 

・自分は小金井市の企画実行委員で、講師の菅沼氏は先輩にあたる。自分の経験と比較して、

非常に勉強になった。とりわけ小金井の公民館の歴史については新事実もあり、感銘を受
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けた。聴講して、疑問に思ったことは一点のみ→自主講座の設置の可否の基準について、

あいまいな感じで話されていた。しかし政治的中立性、市場原理の追求不可の観点からし

て、どうしても具体的な文言、文章にしなければならないと思う。本当に難しい論点であ

るが、回避できない。 

●職員 

・ずっと勉強されていて、私もこれからの仕事に役立つお話を聞くことができました。あり

がとうございました。お疲れ様でした。 

・様々な自治体の状況がわかり、参考になりました。 

●市民 

・講師の長年に渡る公民館活動のお話を伺い大変勉強になりました。公民館活動の啓蒙や若

い世代へのアピールなど、課題は共通しているとも感じました。 

 

５ 研究テーマや希望する講師などについての希望や意見について 

・初めてなので毎回、勉強です。皆様の選定に同意です。次回も楽しみにしています。 

・菅沼氏のお話から公民館全体像をわかりやすくしてくださったと思います。 

・菅沼さんのお話から先人の話を聞くことが大切とありましたが、社会教育や公民館職員と

して長く実践されていた先輩たちのお話を聞いてみたいです。(職員だけでなく、公運審

委員の方々も)また、公民館運営審議会に関わる学識経験者の方などのお話も聞いてみた

いです。佐藤一子さんなど。 

・時代が変わる、コロナ禍の中で、公的社会教育や公民館の役割についての学びを深めたい。 

・NPO 化のところをもう少し聞きたかった。今後メインテーマにしてもよいと思いました。 

・今日と同じように、他市の公民館活動を実際にやっている人の話を聞きたいです。 

・他市の事例発表などをもっと聞いてみたいと思います。 

・コロナ後の公民館の system 再生について 

・コロナ禍に於ける公民館の役割について 

・コロナ終息後の公民館の役割について 

・公民館と IT 機器の関連性をどうするのか？ 

・公民館と周辺自治会の関わりについて 

・有料化は悪か？ 

・ICT 技術の習得は難しいか？ 

・広報の特集(市民が公民館に来るための広報)の作り方を皆で研修したい。 

・事業評価への公運審の関わり方 

・事業評価(中期計画)自体についての学び 

・気軽に訪れやすい公民館のポイント、フリースペース等の作り方を中心に聞きたい。 

 

以上 


