
平成 28年度 第 1回公民館運営審議会 議事録 

 

日時 平成 28年 6月 29日(水) 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・岸野友美子・熊田喜代美・ 

倉橋資子・竹田悦子・谷口憲亮・辻野恭子・中川慶一・松永栄三・山下亜偉子 

(委員は氏名 50音順 敬称略) 

 

事務局 

尾野晋一（教育部長）・石垣好啓（教育部次長兼社会教育課長）・ 

酒谷敬三郎(公民館長)、川崎一彦(公民館長補佐)、田中義孝(公民館主査) 

 

案件 

①平成 28年度事業計画について 

(1)公民館講座開催について 

(2)貸館状況について 

(3)第 29回柏原市民文化祭について 

②その他 

 

辻野恭子委員の紹介と委任状の授与。 

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 28年 

度事業計画(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：案件①公民館講座についてご説明させていただきます。 

まず、公民館講座春期・秋期講座について説明いたします。こちらは、

昨年度より柏原市文化連盟に運営を委託し、各講座をお願いしておりま

す。それでは、春期講座ですが、4 月より募集を開始し、6 月から順次

開始をしており、12回コースとなっております。「暮らしの中の書講座」

は定員 20 名、申込者は 21 名です。“書道研究王玄会”にお願いしてお

ります。「初歩からの俳句講座」は、定員 15 名、申込者は 12 名です。

“青ぶどう俳句会”にお願いしております。「みんなでパッチワーク講

座」は、定員 20 名、申込者は 13 名です。“パッチワーク同好会”にお



願いしております。「楽しい陶芸講座」は定員 20 名、申込者は 13 名で

す。柏陶会にお願いしております。「油絵入門講座」は定員 20名、申込

者 13名です。“洋画クラブオイルポット”にお願いしております。 

続きまして、秋期講座についてご説明させていただきます。こちらは

9月に募集をしまして、11月から順次開始をいたします。春と同じく 12

回コースとなっております。「つるで編むお気に入りのかご講座」は、

定員 20 名です。“籐の会”にお願いをしております。「ペン習字講座」

は、定員 20 名です。“柏和ペン”にお願いをいたします。「初歩からの

茶道講座」は、定員 15 名です。“一期会”にお願いをいたします。「水

墨画入門講座」は、定員 15名です。“南梨水墨画”にお願いをいたしま

す。「楽しい押し絵講座」は定員 20 名です。“すみれ会”にお願いをい

たします。 

続いて、教養・基礎講座ですが、まずは、教養講座よりご説明します。 

    これらは、大阪教育大学などの先生を講師にお迎えし、歴史や文化につ 

    いて、わかりやすく教えていただきます。5回コースとなっており、随 

    時募集をしております。「日本古典文学と仏教」は、定員 30名、申込者

34名です。大阪教育大学教授の小野恭靖先生にお願いしており、現在開

催中です。「流沙の都“シルクロード”の文学」は、定員 30名、申込者

21名です。大阪教育大学名誉教授山田勝久先生にお願いをしており、7

月 8日から開始をいたします。「芭蕉と蕪村の世界」は、定員 30名です。

関西大学教授の藤田真一先生にお願いをいたします。場所は、国分分館

です。今年度は、他に 3講座を開講予定ですが、講師と調整中でござい

ます。次は、語学語講座ですが、「英会話基礎講座」は、8 回の講座で、

定員 25名、申込者 24名でした。5月より開始をしております。「初歩

のフランス語講座」は募集をしましたが、少数のため、中止となりまし

た。「初歩からのドイツ語講座」は、大阪教育大学教授の赤木登代先生

にお願いをいたしまして、定員 20名、11月より開始予定です。続きま

して、短期基礎講座ですが、これらは 2回から 10回の短期間となって

おり、趣味や実用的な内容を学ぶ講座です。「こころを詠う絵てがみ講

座」は、定員 20名、申込者 22名で、久保和美先生にお願いをしており、

6月から開催中です。「やさしい囲碁入門講座」は申し込み者が少数のた

め、中止となりました。「ゆかた着付一日講座」は、土曜日曜の募集を

かけましたが、土曜日は 13名の募集があり開講、日曜日は申し込み者

が少数のため、中止をいたしました。7月 2日の開始です。小西香先生

にお願いをしております。「やさしい生け花講座」は定員 15名で、間宮

豊央先生にお願いをいたします。11月より開始予定です。「楽しいお菓



子作り講座」は、定員 15名で、井藤由紀子先生にお願いをいたします。

11月より開始予定です。「きもの着付講座」は、小西香先生にお願いを

いたします。11月より開始予定です。「初心者向きやさしい樹脂粘土講

座」は、定員 20名で、向山恭子先生にお願いをいたします。11月より

開始予定です。「パーソナルカラー講座」は、西尾知子先生にお願いを

いたします。こちらは、朝・昼各 2回開かれる講座です。11月より開始

予定です。「楽しい紙粘土講座」は、定員 20名で、平田真里子先生にお

願いをする予定です。来年の 1月から 2月の予定です。「パソコン講座」

は、パソコン入門、ワード初級、エクセル初級の講座を 11月・来年 1

月・2月に 4日連続でおこなう予定です。定員は 15名、朝・昼 2回の

講座となります。以上となります。今年度の講座の詳しい内容は、配布

資料をご覧ください。 

 

議 長 ：ありがとうございました。事務局の説明の中で、中止の講座がありま

したが、それらは少数で中止とのことでしたが、9名以下のものであり

ます。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：パーソナルカラー講座とは、どのようなものですか？ 

 

事務局：女性が中心の講座で、人は日頃より自分の好きな色の服を選びますが、

この講座では自分の顔と色々な色を合して見ることで、新しく自分に

合った色あいを発見して頂く講座です。 

 

委 員：最近開講された講座ですか？ 

 

事務局：5年ほどしている講座でして、女性の方に関心のある講座のひとつです。 

    昔からの講座ではありません。子供連れもいらっしゃいます。市民の

方々に喜んでいただいている講座です。 

 

委 員：2回講座というので、目新しく、時代に即応している講座ですね。募集

人数分の参加者がおられるのですか？ 

 

事務局：申込は、多くございます。必ず開催できている講座です。2回の講座の

内容としては、1 回目が面談、2 回目で色合わせという構成になってお

ります。新しい趣味を見つける講座としては良いと思っております。多

くは開催する必要はないと考えております。 



 

委 員：ありがとうございます。 

 

議 長：パーソナルカラー講座は、人気の講座ですね。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。（この間に公民館の概要説明）

資料の 4頁をご覧ください。各館の部屋別使用状況について、平成 25

年度から平成 27年度までの延べ利用人数を載せております。 

まず、本館からご説明いたします。本館は 8 部屋ございます。2 階か

ら説明いたします。まず、講座室ですが、472件、5,881 人でした。26

年度と比較し、2件、574人の減少でした。この減少は、利用者の減少

と、26年度は、公民館講座をこの部屋を使用しておりましたが、27年

度については多目的室に変更したことが理由です。実習室は、534 件、

7,648 人でした。26 年度と比較して、70 件、363 人の増加でした。調

理室は、253 件、2,806人でした。26年度と比較して、144件、888人

の増加でした。和室は、191件、1,499人でした。26年度と比較して、

45件の増加、432人の減少でした。この減少は、27年度の茶道の講座

を国分分館でおこなったこと、またそれ以外は、自然減少に伴うこと

が理由です。多目的室は、480 件、6,254 人でした。26 年度と比較し

て、115件、403人の増加でした。この増加は、さきほどの講座室から

講座をこの部屋に移したことが理由です。次は、3階に移ります。展示

室は、449 件、11,498 人でした。26 年度と比較して、210 件、4,838

人の増加でした。会議室は、259 件、8,642 人でした。26 年度と比較

して、82 件、3,093 人の増加でした。講堂は、344 件、19,040 人でし

た。26年度と比較して、228件、10,152人の増加でした。これら 3階

部分につきまして、26年度と比較して大幅に増加しているのは、26年

度に改修工事を行い、貸館を中止していたことが理由です。本館全体

で、2,982 件、63,268 人でした。続いて、堅下分館に移ります。こち

らは 8室ございます。まず 1階からですが、ＩＴ教室は、113件、1,757

人でした、26年度と比較し、12件増加、2人の減少でした。学習室は、

121 件、1,061 人でした。26 年度と比較し、18 人、175 人の増加でし

た。会議室は、209件、1,379人でした。11件、7人の減少でした。続

いて 2 階に移りまして、会議室は、362 件、4,836 人でした。26 年度

と比較して、29 件、216 人の減少でした。この減少は、登録団体、利



用者の減少が理由です。和室は、82 件、531 人でした。2 件の減少、

44 人の増加でした。小会議室は、194 件、1,581 人でした。26 年度と

比較して、3件、356人の増加でした。この増加は、ひとつの団体が年

間を通して利用をしたのが理由です。そして、3 階ですが、学習室は、

186件、1,841 人でした。26年度と比較して、18件、48人の減少でし

た。多目的ホールは、630 件、11,432 人でした。26 年度と比較して、

13 件、857 人の増加でした。この増加は、新規団体が 1 ないし 2 団体

増加したことが理由です。堅下分館は、全体で 1,897 件、24,418 人で

した。26年度と比較して、14件の減少、1,159人の増加でした。次は、

国分分館に移ります。5室ございます。まず、2階からですが、中会議

室は、281 件、3,168人でした。26 年度と比較して 3 件、71 人の減少

でした。小会議室は、365 件、2,813 人でした。26 年度と比較して、

186人の減少でした。和室は、224件、1,421人でした。26年度と比較

して、45 件、204 人の増加でした。調理室は、19 件、197 人でした。

26年度と比較して、8件、224人の減少でした。2階の部屋で件数、人

数が減少したのは、登録団体、利用者の減少が理由です。そして、3階

ですが、大会議室は、197件、4,057人でした。26年度と比較して、7

件の増加、582人の減少でした。この減少は、登録団体、利用人数の減

少が理由です。最後に、3施設を合わせた合計は、5,965 件、99,342人

でした。26年度と比較して、919件、19,031人の増加でした。以上と

なります。 

 

議 長：ありがとうございました。ご質問ございますか。ございませんようで

すので、案件(3)第 29回市民文化祭につきまして、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。資料の 5頁をご覧ください。 

    市民文化祭は、柏原市文化連盟の方々を中心に話し合い、詳細を決め

ております。 

今回の主な変更点ですが、展示部門は 3 種類ございますが、3 週にわ

たる土日で開催いたします。短期集中型であると、準備や片付けが難

しいために改善をいたしました。発表部門は、リビエールホールで行

いますが、一部発表時間の延長を行い、またリハーサルはございませ

ん。 

それでは、各日程についてご説明いたします。第 1週目は、10月 8日 

    （土）から始まり、8日（土）は、文芸まつりを堅下分館、国分婦人 



    会展を国分分館で行います。9日（日）は、歌謡まつりをリビエール 

    ホール小ホールで行います。昨年度より 30 分延長いたします。10 日

（月）は、謡曲まつりを文化センターで行います。15日（土）は、文

化センターで手工芸・生活文化展、リビエールホールで、文化祭式典・

音楽まつり・お茶席を行います。音楽まつりも昨年度と比較して 30分

延長いたします。16日（日）は、文化センターで手工芸・生活文化展、

市民囲碁大会を行い、リビエールホール大ホールで芸能まつりを行い

ます。第 2週目は、10月 22日（土）から始まり、22日（土）は、文

化センターで書道・生花展、ふれあいサロンを行います。23 日（日）

は、文化センターで書道・生花展を行います。第 3 週目は、10 月 29

日（土）から始まり、29日（土）は、市民文化センターで、美術  展、

俳句・短歌の展示、ふれあいサロンを行い、柏原市内において、市民

史跡めぐりを行います。30日（日）は、文化センターで、美術展、俳

句・短歌の展示を行います。土曜日曜を中心とした文化祭となります。

より多くの市民が参加できるように努めてまいります。 

    なお、文化祭の日程は、この日程で確定です。 

 

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？ 

    ございませんようですので、案件②その他について、委員のみなさま

のご質問をお伺いいたします。 

 

委 員：貸館のことにつきまして、栄吉につきまして、契約はいつまででしょ

うか。廃止となると、公民館の貸館にも影響してくるかと思いますの

で。 

 

事務局：平成 30年 3月末までの契約となっており、社会福祉協議会が運営して

おります。 

 

議 長：他はございますか？ 

 

委 員：年に 5 回ほど、本館の講堂を使用させていただいておりますが、椅子

の座りごごちが悪いです。取り換える予定はございますか？ 

 

事務局：講堂には、300 脚の椅子がありますので、全部をそっくり取り換える

のは予算の関係もあり難しいですが、出来るかぎり早急にさせていた

だきたいと思います。 



 

議 長：他はございますか？ 

 

事務局：前回の公民館運営審議会で議題となった議題ではございますが、教養

基礎講座などで、定員の余裕があるときに、他市からの申込がある場

合、どういう対応、また参加料をどう徴収すべきか委員のみなさまの

意見をお聞かせください。如何でしょうか。 

 

委 員：たくさんの方が講座を聞きにきていただけるのは、ありががたいと思

います。しかし、柏原市民対象の講座ですので、割合は決めるべきだ

と思います。参加料は、同じで良いと思います。 

 

委 員：定員が余裕がある場合は、他市も受け入れる方向で良いと思います。 

 

委 員：柏原市民の税金で運営されている講座なので、他市の方は参加料を少

し高くすべきだと思います。 

 

事務局：ありがとうございます。講座の定員が大体 30 名ほどになりますので、

他市は 10名前後参加させる、参加料は市民の参加料の 1.5倍をひとつ

の案と考えております。市民の参加料よりも 1,000 円高く、というの

もひとつの案ですね。 

 

委 員：あえて割合を決めず、募集期間をずらすなどして、少しでも多くの方々

が他市も含め参加できるようにすべきだと思います。 

 

委 員：ある程度まで、柏原市民の定員を決めておいて、残りの分を他市の方

で、受け付け順に申し込みができるようにするのもひとつの案だと思

います。 

 

議 長：他はございませんか？ございませんようですので、これで平成 28年度

第 1 回公民館運営審議会の案件の審議を終了し、議長の職を解かせて

いただきたいと思います。 

 

事務局：ありがとうございました。最後に副会長より閉会の言葉をいただきま

す。（副会長挨拶）                    終了 


