
平成 27年度 第 2回公民館運営審議会 議事録 

 

日 時：平成 28年 2月 9日(火) 午前 10時～ 

場 所：柏原市立公民館 2階 多目的室 

出席者：公民館運営審議会委員 

・山田勝久(会長)・浦野かをる(副会長)・茨木英夫・上井希子 

・岸野友美子・熊田喜代美・倉橋資子・坂下朋子・竹田悦子 

・谷口憲亮・中川慶一・山下亜偉子    (委員は氏名 50音順) 

 

事務局 

・酒谷敬三郎(教育部理事兼公民館長)・川崎一彦(公民館長補佐) 

・田中義孝(公民館主査) 

→教育委員会からは、尾野部長が出席予定であったが、欠席の 

ため、教育部理事を兼任している酒谷館長が代理出席の形態 

をとる。 

 

案 件 

①平成 27年度事業報告について 

(1)公民館講座開催状況について 

(2)貸館状況について 

(3)平成 27年度・第 28回柏原市民文化祭開催状況について 

②平成 28年度事業計画(案)について 

③その他 

 

山田会長を審議会の議長として、選出。 

 

議 長：それでは、議事を進行させていただきます。まず、案件①平成 27年度 

事業報告(1)公民館講座開催状況についての説明をお願いいたします。 

 

事務局：公民館講座開催状況についてご説明させていただきます。お手元の資  

    料、１、２頁をご覧ください。 

公民館講座春期・秋期講座についてご説明いたします。公民館春期講 

座ですが、「ペン習字講座」、定員 20名申込者は 23名で藤村素美先生に、 

「水墨画入門講座」、定員 15名、申込者は 13名で九鬼南梨先生に、「み 

んなでパッチワーク講座」、定員 20名、申込者は 17名で押野悠美子先 



生に、「楽しい陶芸講座」、定員 20名、申込者は 14名で植田黄濤先生に 

て開講いたしました。 

続きまして、秋期講座についてでございますが、「初心者のための俳句 

講座」、定員 20名、申込者は 12名で藤本公子先生に、「やさしい生け花 

講座」、定員 15名、申込者は 14名で辻野由紀甫先生に、「初歩からの茶 

道講座」、定員 15名、申込者は 11名で土井麻友子先生に、「楽しい押し 

絵講座」、定員 10名、申込者 10名で濱詰清子先生に、「社交ダンス入門 

講座」、定員はペア 10組、男女各 10名、申込者は 12名で田仲智江先生 

にて開講いたしました。「油絵入門講座」でございますが、20名の定員、 

申込者 7名で少数のため、中止となりました。公民館講座では、定員に 

対し、申込者が 10名未満のものは中止とさせていただいております。 

続いて、教養・基礎講座の、教養講座よりご説明いたします。 

「アレクサンドロス大王の東方遠征」、定員 40名、申込者 14名で児島建 

次郎先生に、「井原西鶴の世界」、定員 40名、申込者 24名で小野恭靖先 

生に、「シルクロードの光彩」、定員 30名、申込者 23名で山田勝久先生 

に、「与謝蕪村の世界」、定員 30名、申込者 19名で藤田真一先生に、「徒 

然草から生き方を学ぶ」、定員 30名、申込者 33名で小野恭靖先生に、 

「源氏物語を彩る女君」、定員 30名、申込者 22名で辻 孝子先生にて開 

講しております。 

続きまして、語学講座ですが、「英会話基礎講座」、定員 25名、申込 

者 26名で加賀田哲也先生に、「初歩のフランス語講座」、定員 15名、申 

込者 13名で藤本武司先生に、「初歩からのドイツ語講座」、定員 20 名、 

申込者 14名で赤木登代先生にて開講いたしました。 

短期講座でございますが、「書道に親しむ(毛筆)講座」、定員 20名、申 

込者 18名で久保田心耀先生に、「はじめてのやさしい囲碁入門講座」、 

定員 20名、申込者 11名で前川照雄先生に、「ゆかた着付一日講座」は、 

2日講座で各 1日、各日の定員 15名で北村静子先生にお願いいたしま 

したが、7月 4日分は、17名の申し込みで開講しましたが、翌 5 日は、 

1名の申し込みしかなく、中止といたしました。「つるで編むお気に入り 

のかご講座」、定員 20名、申込者 12名で中西昌子先生に、「楽しい紙粘 

土講座」につきましては、定員 20名で募集しましたが、4名の申し込み

しかなく、中止となっております。「きもの着付講座」、定員 16名、申 

込者 16名で北村静子先生に、「楽しいお菓子作り講座」、定員 15名、申 

込者 18名で井藤由紀子先生に、「こころを詠う絵てがみ講座」、定員 20 

名、申込者 22名で久保和美先生に、「パーソナルカラー講座」は、2日 

間の講座、定員各 12名、朝と昼の部開講で、申込者はそれぞれ 13名で 



西尾知子先生に、「楽しい粘土の世界講座」、定員 20名、申込者 11名で、 

向山恭子先生に、「パソコン入門」は４日連続の朝、昼の部開講で、定 

員は各 15名、申込者、朝の部 11名、昼の部 9名、「ワード初級講座」 

も朝と昼の開講で、定員各 15名で、申込者、朝の部 13名、昼の部 12 

名、「エクセル初級講座」も同様で、申込者、朝の部 20名、昼の部 18 

名にて開講いたしました。いづれも、山本広幸先生にお願いしておりま 

す。現在、10講座が開講中でございます。 

平成 27年度公民館開催講座は、春期 4講座、秋期 5講座、教養講座 6 

講座、語学語講座 3講座、短期基礎講座 12講座の合計 30講座でした。     

   参考資料としまして、パンフレット、チラシをお配りしておりますの 

で、宜しくお願いいたします。 

    以上でございます。 

 

議 長 ：ご苦労さまでした。現在は 10講座が開催中とのことですが、平成 27 

年度は 3講座が残念なことに中止となりましたが、嬉しいことに、定員 

を超える講座もありました。 

それでは、ご質問がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

委 員：春には開催がなく、秋のみ開催の講座がありますが、次年度はその講 

    座は、春に開講しますか？交互に開催をすることになっているのでしょ 

うか？ 

     

事務局：毎年度、交互にしております。春にあれば、次年度は秋に開催するよ 

    ように、受講者のニーズに合わせて開催しております。 

 

委 員：ありがとうございます。 

 

議 長：他には、ございませんか？ 

ございませんようですので、(2)貸館状況について、事務局よりご説明

をお願いいたします。 

 

事務局：それでは、ご説明させていただきます。3頁をご覧ください。27年度 

の 27年 4月から 28年 1月末までの 10か月の利用件数および人数を各 

施設別にご報告いたします。まず、本館は、2,585件 56,830 人で、26 

年度と比較し、751件、15,640人の増加となりました。堅下分館は、1,533 

件 19,674 人で、26年度と比較し、39件減少となりましたが、人数とし 



ては、528人の増加でした。国分分館は、906件 9,705 人で、26年度と 

比較し、件数は 40件の増加、人数は 675人の減少でした。総合計は、 

5,024件 86209 人で、26年度に比べて、752件、15,493 人の増加とな 

りました。 

なお、本館は、前年度より件数、人数ともに増加しましたが、その理 

    由としまして、26年 11月から 27年 3月に 3階の改修工事があり、貸 

出をおこなっていなかったためであります。国分分館は、人数が減少し 

ましたが、それは、年間登録団体の会員の減少によるものです。 

以上となります。 

 

議 長：ご質問ございますか。 

 

委 員：本館に関し、27年度は増加していますので、ありがたいことですが, 

堅下や国分分館は件数や人数が減少していますね。これら施設の減少原 

因はどのようなものですか？ 

 

事務局：ご説明させていただきます。堅下や国分分館は、年間登録団体の減少 

がひとつの要因です。それに伴い 1日 1日の利用人数も関わってくるか 

と考えております。公民館利用に関して、更にＰＲをすることが必要で 

    あると考えております。 

 

委 員：ありがとうございます。 

 

議 長：他、ございますか？ 

 

委 員：今回、使用状況の表にＫ・Ｉホールがないようですが？ 

 

事務局：Ｋ・Ｉホールは、有料で産業振興課の管轄となっております。 

    確かに、公民館利用で 4団体の利用がありますが、それらは、柏原分 

    館が駅前再開発の影響でなくなったことによるものです。そのような 

    経緯があるため、利用を伸ばしていくようなことはなく、団体数がな 

    くなれば、公民館利用としては、無くす方向で取り決めを産業振興課 

    としております。そのようなことから、今回からは掲載しておりませ 

ん。 

 

議 長：その他ご質問はございますか？  



ありがとうございました。それでは、案件(3)27 年度第 28 回市民文化

祭につきまして、ご報告をお願いいたします。 

 

事務局：27年度は、10月 10日(土)から 18日(日)まで、7日間開催いたしまし 

    た。文化祭全体で、総来館・参加者数は、13,464人で、26年度に比べ 

ますと、2,162 人の増加でございました。 

 

議 長：ありがとうございました。ご質問は、ございますか？  

ございませんようですので、②平成 28 年度事業計画(案)について、事

務局よりご説明をお願いいたします。 

 

事務局：ご説明させていただきます。公民館事業は、貸館・講座開催・文化祭・ 

    整備事業と 4つの事業があります。多くの方に使用していただけるよ 

    う、わかりやすい施設案内の資料の作成、幅広いジャンルの講座の開催 

に努めてまいります。公民館講座は、12回を予定しており、書道や俳 

句、油絵講座などをおこなう予定です。春、秋交互に講座を開催するよ 

うにしております。ペン習字や水墨画は、27年度は春期にした関係で、 

28年度は、秋期におこなう予定です。また、教養講座については、大 

阪教育大学などの先生方を中心に、5講座をおこなう予定です。語学語 

講座は、27年度と同様に、英語・フランス語・ドイツ語をおこなう予 

定ですが、依頼が出来ましたら、他の言語も取り入れたいと考えており 

ます。なお、短期講座については、1講座あたり、1回ないし 10回をお 

こなう予定です。 

    講座につきましては、他市に訪問をするなどし、良い面や悪い面など 

    を聞かせてもらい、本市はここが、ウィークポイントであるなと思えば、 

補充をしております。 

しかしながら、教養講座で年間 5講座をしているというのは、周りの 

自治体を鑑みても、本市だけであり、誇れる部分ではないかと考えます。 

       また、市民文化祭に関しましては、市民参加型で多くの方が参加でき 

    るものにしたいと考えております。 

    そして、整備事業に関しましては、本館の高架水槽、堅下のエレベー 

タの改修をおこなう予定です。 

 

議 長： ありがとうございました。この案件について、ご質問はございますか？ 

 

委 員：今後、各施設で改修が必要になるところは、どのようなところでしょ



うか？ 

 

事務局：本館のエレベータであると思います。委託契約をしているエレベー業 

者からも、あと何年で改修が必要であると報告を受けております。それ 

以外となりますと、施設そのものになってくるとは思いますが、築年数 

の割には、綺麗であり、施設のもちが良いというお言葉も頂いておりま 

す。26年度にはアスベスト除去の改修工事で行いました。また、他に 3 

階の空調の調子が悪いこともあり、それに対しても改修を行いました。 

今年度、27 年度では、トイレ改修工事と公民館事務室の窓口設置工事

をおこない、ガラスブロックから透明ガラスとなりましたが、市民の方

から、開放的で導線がよく、事務室に入ることなく受付が出来るように

なり良くなったというご意見も頂いております。事務室側からも、往来

の方々が見えますので、不審者などの抑止に役に立っていると考えてお

ります。 

以上となります。 

 

議 長：ありがとうございました。ご質問はございますか？  

ございませんようですので、案件③その他にうつります。委員の方 

なにかご質問はございますか？ 

ございませんようですので、これで審議を終わりたいと思います。 

 

事務局：ありがとうございました。これで、第 2回公民館運営審議会を終了い 

たします。 

 

終  了 

 

 

 


