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報告事例  「人と人との新たなつながり、 
           離れてつながる、静かにつながる公民館貫井北分館」  

小金井市公民館貫井北分館  副分館長  伊藤  智代子

はじめに 

 小金井市は、人口約 12 万人、市内に大学、研究

施設が設置され、住宅都市、文教都市としての性格

が強いまちです。「小金井市人口ビジョン」（平成 28

年 3 月）によると、「若年層の転入維持・転出抑制」、

「子育て世代の住みやすさの向上」、「暮らしを支え

る産業の振興」、「高齢化の進行への対応」の四点が

課題としてあげられています。 

 公民館貫井北分館では、令和 2 年 4 月の「緊急

事態宣言」以降の「新しい生活様式」で、日頃の利

用者の状況や上記の課題を踏まえ、パソコンやスマ

ートフォンを使用しない高齢者、子育て世代や青少

年を含む一般の方々の「孤独、孤立、孤育て」を生

活課題としました。 

 コロナ時代の「つどう・まなぶ・むすぶ」新たな

公民館として、オンラインや Zoom を使用せずに、

感染症予防対策に配慮し、人と人とがつながり、学

ぶことによって生きがいや楽しみを感じられるよ

うな講座をご紹介します。 

1 人と人との新たなつながり 

 今まで公民館の講座で試したことがない手法で、

人と人とをつなげる講座の紹介です。 

（1）青少年教育事業 若者による自主講座 

  「防災食を活用！作って楽しむ きたまち食堂」       

（令和 3 年 3 月 28 日） 

   「一人で食事をしている子どもに寄り添いた

い」と、家庭科の教師を目指している東京学芸

大学生二人が企画した「若者による自主講座」

です。「若者による自主講座」は、講師との打ち

合わせや、生活課題と講座の目的、内容などを

職員が支援しながら企画・実施します。今回は、

災害時や三密回避などのさまざまな制限の中

でも出来る調理方法、作る楽しさ、食事を通し

て交流を深めることを目標にしました。定員の

半数、食事もアクリル板を設置など飛沫感染防

止して交流を深めることを検討中です。 

（2）市民講座 

  「アウトドア 認知症カフェぬくいきた」、 

  「家族介護相談会 認知症カフェぬくいきた」 

（令和 2 年 7 月から 3 年 3 月まで） 

   「介護者サポーター講座」と「認知症カフェ

ぬくいきた」は、市内の介護者支援ケアラーサ

ポート NPO 法人 UPTREE と毎年協働してい

ます。今年度は三密回避のため以下の方法で開

催しています。 

   まず一つ目は、従来の参加者向けの「アウト

ドア 認知症カフェぬくいきた」です。スタン

プラリー形式で、近隣店舗を回ってスタンプを

もらい、今後の地域商店街で見守り体制形成に

つなげる試みです。 

   二つ目は、当事者のご家族向けの「家族介護

相談会 認知症カフェぬくいきた」です。事前

予約で三密回避し、介護者サポーターが、お気

持ちを受容しながら傾聴します。専門の相談機

関とは違う、温かな雰囲気で話しやすいという

ご感想もあります。 

   その他、参加者への電話で見守りや、皆さん

の近況などを載せたニュースレターを発行し

て、外出できない方へのフォローをしています。 
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2 人と人が離れてつながる 

 離れていてもつながることができるソーシャル・

ネットワーキング・サービス（SNS）や、参加者同

士が離れて学び、交流する講座のご紹介です。 

（1）青少年教育事業 世代間交流の推進 

  「ステイホームで世界とつながろう！ 

現役 YouTuber が教える 

      はじめての YouTuber 講座」 

（令和 2 年 8 月 17 日） 

   就きたい職業としても青少年に人気のある

バンド系 YouTuber チキンスープさんを講師

にお迎えし、YouTuber の定義、SNS の可能

性と注意点（誹謗中傷など）、収入の仕組み、企

画や撮影体験、編集、配信、評価方法などを学

びました。講師の方々の実体験を踏まえながら

説明する様子に、中学生から大学生までの参加

者 7 人が深くうなずいていました。「たくさん

の過程を経て、ようやく動画ができているのを

考えると、大変でもあり、楽しそうだ」という

感想もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）子ども子育て支援 

  「子育てパパの高尾山登山講座」 

（令和 2 年 9 月 27 日） 

   会場を高尾山にし、対象は「パパ」に限定し

た講座です。講師 アドベンチャーガイズ代表

国際山岳ガイド 近藤謙司さんから、新しい登

山の楽しみ方、体力づくりなどを教えていただ

きました。同世代の参加者同士が交流を深めて

地域での仲間づくり、仕事や家庭から少し離れ

て自分だけの時間を楽しんでいる様子も伺え

ました。「子どもと登ったことがないので、これ

をきっかけに子どもを登山に誘ってみたいで

す。」という感想もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）成人学校 健康づくり講座 

  「おうち時間で楽しむ初めての俳句」 

（令和 2 年 9 月から 3 年 3 月まで 全 6 回） 

   ハガキや手紙で俳句のやり取りを行う、集わ

ないスタイルの講座です。参加者は 40 歳代か

ら 80 歳代の男女 30 人で、病気などで外出で

きない方も参加されています。季語を選び、つ

くった俳句を月に 1 度の期限までに送ってい

ただきます。俳句は、俳人の小倉蒼蛙（そうあ）

先生に添削いただき、参加者全員の俳句と添削

をいれた記録集を毎回お送りします。記録集の

俳句や添削を通して、他の参加者や小倉先生と

想いを通わせる講座です。 

＜参考＞ 

「小金井市ホームページ 小金井市の紹介」 

http://www.city.koganei.lg.jp/shisei/ 

gaiyou/koganeishinosyoukai.html 

▲青少年教育事業 世代間交流の推進「目指せ！
YouTuber ～ステイホームで世界とつながろ
う」（令和 2年 8月 17日開催） 

▲成人学校 子ども・子育て支援「子育てパパの
高尾山登山講座」（令和 2年 9月 27日開催） 
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3 人と人が静かにつながる 

 外出自粛生活で増えた「おうち時間」を楽しめる

内容で、かつ参加者間で時間と空間を共有する講座

です。 

（1）青少年教育事業 世代間交流の推進 

  「はじめてのマンガイラスト講座」 

（令和 2 年 8 月 8 日） 

   中学生 8 人が、マンガ制作上で必要なストー

リー、テーマ、キャラクターなどの説明後、実

際の描き方などを体験しました。講師は、市内

にある東京工学院専門学校講師・柚木元さん。

感染症予防対策のため、参加者間の会話での交

流は控えめでしたが、同じ作業をすることで一

体感を感じられました。最後に参加者からの質

問や、それぞれの描き方について柚木先生から

わかりやすくアドバイスをいただきました。参

加者のマンガを通して、人柄が伝わってくる講

座となりました。 

 

 

 

 

 

 

（2）成人学校 健康づくり講座 

  「描いて楽しむ、送って楽しむ 

       はがきサイズの色鉛筆画」 

（令和 2 年 8 月 11 日、9 月 8 日 全 2 回） 

   はがきサイズの色鉛筆画を描き、脳の活性化

を図る健康づくり講座で、参加者、男性 1 人、

女性 7 人が学びました。講師は、市内在住のボ

タニカルアーティスト・川田むつみさん。一回

目と二回目の間隔をあけ、自宅で塗ってきても

らう分の下絵を準備するなど、おうち時間を楽

しむ工夫をして開催しました。「色んな色を重

ねていくことで生まれる美しさをあらためて

知った。とても楽しい講座」、「はがきサイズは

日常、ポストカードとして出せるので大変勉強

になった」など、描くことの楽しさ、それを誰

かに伝えるツールにつながった講座となりま

した。 

4 社会教育実習生からみた 
  コロナ時代に向き合う公民館 

 （1）林 あかね さん 

（東京学芸大学 中等教育教員養成課程 3 年生） 

   感染防止対策を施し、人々が集い学び合うこ

とのできる場づくりを職員が工夫していまし

た。このような状況だからこそ他者と共に学び

合うことに対するニーズが高まっていると感

じ、人と人との繋がり、心の拠り所として公民

館が機能していることに気づきました。 

 （2）迎 琉歌 さん （東京学芸大学 2 年生） 

   実習を通し、講座一つ一つにかける職員の方

の想いや、座学の授業では学べない、地域の方

の様子やニーズ把握の仕方等について、新たな

視点を得られました。公民館は、社会での繋が

りを感じられる場として、with コロナの時代

でも重要であると考えました。 

おわりに 

オンラインを使用することで可能性も広がりま

すが、オンラインを使用せずに工夫することで、新

たな方法や可能性があることに気づかされました。

どうコロナ時代に向き合うか、この生活課題は地域

の課題でもあります。コロナ時代の「つどう・まな

ぶ・むすぶ」新たな公民館として、利用者や企画実

行委員と共に、今後も一層の充実を図っていきたい

と思います。 

▲青少年教育事業 世代間交流の推進「はじめての
マンガイラスト講座」（令和 2年 8月 8日開催） 
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「人と人との新たなつながり、離れてつながる、静かにつながる公民館貫井北分館」への助言 

ルーテル学院大学総合人間学部 専任講師、臨床心理士、公認心理師 高城 絵里子

1 講座担当者として 

 私は、平成 27 年度から主に子育て関連の講座を

担当してきました。令和 2 年度の担当講座は、高齢

者学級 はなみずき学級と成人学校 子ども・子育て

支援講座でしたが、両講座とも受講定員を例年の半

数以下とし、様々な感染対策を行った上で延期開講、

講座内容も例年実施しているグループ活動は不可

能とのことで、講師としても緊張感を伴うものでし

た。 

 しかしいざ講座が始まると、公民館の職員さんが

通常通りの笑顔で受講者の皆様を迎え入れてくだ

さり、また受講者の皆様は互いの距離を保ちつつさ

さやかな交流をし、講師への質問も例年と変わらず

積極的に出してくださいました。難しい状況でも

「やろうと思えばできる」ということを、公民館

と市民の皆様から学ばせていただいた機会となり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 事例報告を拝見して 

 これまで講師として公民館に赴くたびに、豊富な

活動で多くの部屋がにぎわっている様子を拝見し

てきました。おそらく「市民の集い場、つながりの

場」としての役割を果たすため、「公民館に集うこと」

を前提に講座づくりを進めてこられたのだと思い

ます。 

 一方で、どうしても「平日昼間に公民館へ来られ

る方」が利用の主体となるため、勤務状況や健康等

様々な事情により「公民館へ来られない方」に対す

るサービス提供は課題の一つであったようです。私

が例年担当している「子育て講座」も参加者はこれ

まで全員母親でした。 

 

 「集いの場」である公民館にとって、コロナ禍で

「人を集められない」中、いかに公民館としての機

能を果たすかは重大な課題となったことと推察し

ます。限られた資源の中で、公民館があえて「オン

ライン」抜きで勝負し、「それでも集う」ことを目指

したのは大きな挑戦であったことでしょう。結果、

この挑戦によって、課題の一つであった「つなが

ることのできなかった市民との新たなつながり」

を生み出すことに成功しています。 

 例えば、「アウトドア認知症カフェぬくいきた」や

「子育てパパの高尾山登山講座」の事例では、講座

を地域に移すことによって新しい市民の参加を可

能としました。さらに、「おうち時間で楽しむ初めて

の俳句」の事例では、外出もオンライン化も不要と

いう画期的な方法で学びを届けています。いずれも、

「“公民館で”集う」という前提から離れる一方で、

「集うこと自体は諦めない姿勢」を貫いたからこ

そ得られた成果であると考えます。 

▲成人学校 子ども・子育て支援「うちの子これで大丈
夫？子どもの発達とコミュニケーションを知ろう！」
（令和 2年 11月 6日、20日開催） 

※講師は高城絵里子先生。子育て中の保護者を対象に子
どもの発達と、コミュニケーションについて学び合い
ました。 
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 もう一点新しい取り組みとして「家族介護相談会 

認知症カフェぬくいきた」の事例があります。「学び

の場」である公民館で「相談活動」を行うことにつ

いては、「公民館の役割」を考えると多くの葛藤や検

討があったことでしょう。それでも実施に踏み切っ

たのは、ニーズのある方が一層孤立を深めつつある

という危機の認識と、「少人数であれば集うことが

できる」という公民館に残された可能性を最大限活

用する視点によるものだと思われます。こうした市

民の孤立を防ぐ挑戦は、今後の公民館の活動に重

要な示唆を与えるものであると考えます。 

 以上、報告は、コロナ禍で従来の活動ができな

くなった一方で、新しい取り組みにより新しいつ

ながりを得ることができたという、素晴らしい成

果を示すものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 今後のご提案 

（1）アウトリーチ型活動の展開 

    ～ 地域の専門家と市民とをつなぐ役割    

   現在、臨床心理の現場でも、ニーズがあるに

も関わらず来談が難しい方へのアウトリーチ

が課題となっています。報告では、地域での講

座開催や、電話見守り、ニュースレター作成等

活動の展開がなされており、公民館によるアウ

トリーチ型活動の可能性を感じました。そこで

今後はぜひ、支援の届きにくい市民と地域の

様々な専門家とをつなげることを目的とした

アウトリーチ型活動で、さらなる貢献をしてい

ただきたいと考えます。 

   例えば、「認知症カフェぬくいきた」の活動に

ついては、下記 3 点などが可能ではないかと考

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

   特に相談に関しては、専門家を市民の皆様が

ご自分の力で活用できるようになることが、地

域の更なる発展や健康増進に大きく寄与する

ことでしょう。アウトリーチ型活動を通して、

専門家と市民との“最初の”つながりづくり

が、公民館だからこそできるのではないかと

考えます。 

 

 

①地域の専門家を相談会に呼び、相談会を通

して専門家と市民をつなぐ 

②相談会の参加者への継続的サポートを専

門家や専門機関と連携して行う 

③地域商店街へ見守りを依頼するにあたり、

見守りの具体的な方法やリスク対応等の

情報を専門家から提供してもらう ▲成人学校「おうち時間で楽しむはじめての俳句」 
（令和 2年 9月から 3年 3月まで全 6回開催） 

※ハガキや手紙で俳句のやり取りを行う、集わないス
タイルの講座です。 
月に１回、期限までに俳句を送っていただきます。
小倉先生が添削後の俳句は、一冊にまとめて、参加
者皆さんに送付します。 
入退院を繰り返している 80 歳代のご両親が俳句講
座に申し込んでいるご家族の方から「添削も 2 人で
喜びながら見ていて、私も微笑ましかった」と感想
をいただきました。 
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（2）オンライン化による活動の展開 

   今回はあえて「オンライン」ではない方法に

よる講座の報告がされましたが、今後は講座参

加者数を従来に戻し、さらに増やすためにも、

やはりオンライン活用が必須であると考えま

す。 

   例えば、私が担当している子育て支援講座は、

平時であってもお子様の健康状態等によって

出席が難しくなる方が多い講座です。オンライ

ン会議システムを導入すれば、従来欠席せざる

を得なかった方や、これまで参加できなかった

父親が自宅に居ながらにして参加できるよう

になります。 

   また、講座欠席者に対する新たなサポートと

して講義内容の録画提供を行うことによって、

ご家族全体で学ぶ機会を保障することもでき

ます。 

   さらに、これまで子育て支援講座終了後に個

人的な育児相談をしていかれる方が多くいら

っしゃいましたが、こうしたニーズに対しても、

オンライン子育て支援講座＋講師による個人

育児相談のセット開催等によって応えること

ができるのではないかと思われます。 

   コロナ禍で全世代にわたる孤立の問題が注

目されている今こそ、子育て中の母親に限らず、

自宅にいながら人とつながることができる講

座へのニーズは高いものと推測されます。 

オンラインの活用によって、従来の課題の

一つであった「公民館へ来られない」市民の

講座参加や、これまでつながることができな

かった市民と専門家とをつなぐこと、つまり

（1）でご提案したアウトリーチ型活動をよ

り効果的に展開することが可能になるものと

考えます。 

 

（3）市民のニーズを重視し続けること 

   コロナ禍の厳しい状況でこれほど柔軟な取

り組みを行うことができた背景には、長年公民

館が一貫して市民の皆様のニーズを重視した

学びを提供してこられたからであると思いま

す。職員の皆様が変わらない姿勢で存在し続

けることこそが市民の安心につながってい

ることを、今年（令和 2 年）は特に実感しまし

た。今後もぜひこの強みを変えずに、さらなる

新たな活動への挑戦を続けていただきたいと

願っています。 

 

▲図書館貫井北分室・公民館貫井北分館連携事業
「いのちを守るゲートキーパーになろう ～ゲ
ートキーパー養成研修～」 
（令和 2年 9月 27日開催） 

※小金井市の自殺死亡率は、東京都・全国よりも高
いこともあり、WHOが定める「世界自殺予防デ
ー」、構成労働者が定めた自殺予防週間」の月に
合わせて、自殺予防として推進されるゲートキー
パーについて学びました。 
受講者の感想として「大学では聞けない現場の考
えが聞けて勉強になった」、「一人でも多くの人に
参加してもらいたい」、「イベントを継続してほし
い」などありました。 


