
様式第１号（第５条関係） 

会  議  概  要 

会議の名称 第５回久喜市生涯学習推進会議 

開催年月日 平成２９年１２月１２日（火） 

開始・終了時刻 午後２時００分 から 午後３時２９分 まで 

開催場所 菖蒲コミュニティセンター ボランティアビューロー 

議長氏名 平 忠昭 

出席委員（者）氏名 

明石實正、石川裕子、井上日出子、帯津嘉二、金子雄司、 

杉田栄子、杉村榮一、平忠昭、田沼勝子、長島一枝、 

原嶋憲二、古谷郁男、宮内智、山谷博 

欠席委員（者）氏名 
飯島栄治、枝重雄、榎本英明、金子益巳、中里厚子、 

野澤昌弘 

事務局職員職氏名 

海老島正純生涯学習課長、布施生涯学習課長補佐、 

堤生涯学習係長、武藤主査 

会議次第 

１） 「生涯学習推進計画（まなびすとプラン）平成 30年度～平

成 34年度」の見直しについて 

２） 第８回生涯学習推進大会「まなびすと久喜」について 

  

配布資料 

・久喜市生涯学習推進計画（まなびすとプラン）[平成 30 年度

～平成 34年度] （案） 

・第８回生涯学習推進大会「まなびすと久喜」について（大会

概要） 

 

会議の公開又は非公開 公 開 

傍聴人数 ０ 人 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末  概 要 

司会 

堤生涯学習係長    

 

それでは定刻となりましたので、ただ今の出席人数 13名と確認いた

しました。久喜市生涯学習推進会議条例第 5条第 2項に基づきまして委

員の過半数以上の出席となりましたので、当会議が成立することをご報

告申し上げます。それでは、ただ今から第 5回久喜市生涯学習推進会議

を開催させていただきます。本日はご多用の中、ご出席をいただきまし

て有難うございます。本日の司会を務めます生涯学習課の堤と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、飯島委員、枝委員、榎

本委員、金子益巳委員、中里委員、野澤委員から欠席する旨の連絡をい

ただいております。また、帯津委員からは遅れる旨の連絡をいただいて

おりますので、併せて報告させていただきます。それでは次第に従いま

して平議長よりごあいさつを申し上げます。 

平議長 ＜議長あいさつ＞ 

司会 

堤生涯学習係長 

有難うございました。続きまして、海老島生涯学習課長よりあいさつ

を申し上げます 

海老島生涯学習課長 ＜課長あいさつ＞ 

司会 

堤生涯学習係長    

 

＜配布資料の確認及び説明＞ 

次第の訂正（３議題の（３）を、４その他とする。） 

司会 

堤生涯学習係長 

それでは、次第に従いまして議題の 3に入りたいと思います。議事の

進行につきましては、久喜市生涯学習推進会議条例第 5条第 1項に基づ

きまして、平議長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

平議長 それでは議題の（1）生涯学習推進計画（まなびすとプラン）。ちょ

うど後期の分ですが、平成 30年度、来年 4月 1日以降、平成 34年度ま

での見直し、これは先程、課長の挨拶にありましたように検討部会で、

ずっとやってきてもらっていまして、そのつど、この委員会でも報告し

てもらっております。今日は、その最終になりますけども、今事前にお

配りしてございます、生涯学習推進計画まなびすとプラン（案）につい

て、事務局のほうから、ご説明をお願いいたします。 

布施生涯学習課長補佐 事前にお配りさせていただきまして、もう目を通していただいたかと

思いますが、今回の計画の見直しにあたりまして、4ページの所をご覧

ください。中ほどから下、7計画の期間ということで、この久喜市生涯

学習推進計画（まなびすとプラン）、平成 25年度から平成 34年度まで

の 10年間を見越した計画でございますが、ここにあるように平成 30年

度から後期ということで見直しをするということで、今年度平成 29年 1

月から検討部会が立ち上がりまして、こちらの推進会議の方にもご報告

させていただきながら検討を進めてまいりました。併せて久喜市総合振

興計画、久喜市教育振興基本計画の方の見直しと連動しながら進めてお

ります。以前にも 8月の第 4回のところで見ていただいたところから若

干変更等があったところを今日は説明させていただきます。まず 1点目

5ページ、8ページのグラフになります。円グラフです。こちらのほう

を白黒になってしまうということで網掛けグラフにいたしました。前回

は色が違うということでしたが、このように変更させていただきまし



た。2点目は 7ページの注釈のところになりますが、市民大学、高齢者

大学のところで、これまで市民大学の方は 2年制の大学、高齢者大学は

4年制の大学という表記をしておりましたが、法律上、大学という学校

は正式にありますので、ここはそうではないんじゃないかということか

ら、学習機関または、学びの場という表記のほうがいいのかなというふ

うに考え、学習機関と入れてみましたが、作った後で学びの場というく

らいの、少し柔らかい感じでまとめたほうがいいのかなということで、

少しご意見をいただければと思います。3点目ですが、20ページになり

ます。豊かに生きるの学校教育の充実のところになります。事業名はそ

のまま変更はないんですが、内容のところが、なんとかなどと広く書か

れていたところを教育振興基本計画の表記に照らし合わせ、このような

表記とさせていただきました。27ページになります。こちらの方も注釈

になりますが、仮称こども図書館ということで新しく立ち上がる、平成

32年度に立ち上がる施設として、注釈を入れさせていただきました。33

ページです。共に生きるの人権を尊重した教育の推進のところで、事業

名、内容について若干アバウトで表記が少なかったので、もう一度見直

しをし、どんなことをしているものなのか、ここから読み取れるように

しました。例えば、PTA人権教育研修会に関しては、同和問題をはじめ

とする様々な人権問題を解消し、差別のない明るい地域社会を実現する

ための研修会の充実ということで、様々な人権問題を解消するというよ

うな表記にしたので少し細かい表記、内容の記載をさせていただきまし

た。35ページです。共に生きるの地域福祉の推進ということで、以前、

会議の中で高齢者、障がい者、児童などすべての市民がというようにう

たっているのに、障がい者の方に視点が多くあったのではないかとご指

摘がありました。そこでもう一度担当課に確認したところ、高齢者に対

してということで、介護福祉課のほうで、認知症サポーター養成講座が

あるということで、新たに入れさせていただきました。36ページ、共に

生きる、国際理解と国際交流の推進という所で、交流のほうは変わって

ないんですが、ローズバーグ市というのが何なのかということで、注釈

に入れさせていただきました。ページがいろいろ渡っているんですが、

まず 23ページライフステージに応じた学習の充実の 8番、学校開放教

室、45ページ地域コミュニティ活動の推進の学校・家庭・地域の連携、

協力のところの 3番、学校開放事業の充実。46ページ 2番、余裕教室、

特別教室の開放の推進、47ページ複合施設の調査・研究のところで、同

じような言葉ですが、若干やっていることが違う、この辺を少し見直し

させていただきました。今後久喜市が進めているコミュニティ・スクー

ル、学校を核とした地域づくり、地域と共にある学校づくりの観点から

すると、この辺の取り組みや非常に地域と密接な学校ということが考え

られますので、検討していかなければならないところだなと思っており

ます。ただ、内容として学校の先生を講師にお願いして、何か事業を行

うとかそういうことは今、国のほうでも教員の多忙解消ということで、

しきりに検討されておりますので、その辺は考えていかなければならな

いところだと考えておりますが、いずれにしてもこの学校と地域がどう

結びつき、生涯学習を推進していくかということで皆さんのご意見をい

ただければと考えております。私のほうからは以上です。    

平議長 今の説明の中でまず 7ページ、市民大学、高齢者大学が教育基本法、

学校教育法に定められてる大学ではないわけでして、久喜市立大学、公

立、市立大学ってあるのかって半分冗談で言われることもありました。



今の説明で学習機関、あるいは学びの場という言葉、感じとしてはどち

らがいいんでしょうか。やわらかいのは学びの場のほうが、特に高齢者

が中心とか、いい意味では形式ばってなくやわらかい表現がいいのかな

と思いますが。皆さんはいかがでしょうか。学習機関、学校だって学習

の機関ですから、学習機関はいっぱいあるわけですね。学びの場、ここ

は読んだところからいくと、60歳以上の人たちの学習の場ということか

らすると、いいもんだなと想像できると思うんですが、そういう意味で

は、いかがでしょうか。このままでよろしいでしょうか。それとも学び

の場とかうまい言葉に代えますか。ご意見なければ学習機関でいきます

けど。 

原嶋委員 学びの場でよろしいと思います。 

平議長 分科会をリードしていただいていた座長から学びの場でいいのではと

いう意見が出ました。いかがでしょうか。 

金子委員 はい。 

平議長 皆さん。よろしいでしょうか。 

 <一同了承> 

平議長 では、学習機関を学びの場ということでお願いしたいと思います。こ

れは修正の第一ですね。グラフについては、これでいいですね。これは

印刷すると白黒なので、網掛けで分かりやすいですね、これはこれでい

いでしょうか。 

 <一同了承> 

金子委員 しいて言えば 5ページのアの説明の文言のいを上に上げてもらいた

い。 

平議長 ア、「積極的に行いたい」の「い」ですね。これは簡単にできます

ね。 

布施生涯学習課長補佐 はい。 

平議長 8ページのグラフ、ア、いかしているが枠で囲ってあって、イが囲っ

てない。何か意味がありますか。 

布施生涯学習課長補佐 いいえ。これは間違っています。 

平議長 それでは前の 5ページが囲ってないから、こちらも囲まなくていいの

ではないでしょうか。20ページの「まなぶ」のところの 8番の学校・家

庭・地域が一体となった教育の推進、まさしくコミュニティ・スクール

が入ってきて、全市でやっているわけですから、この委員の皆様の中に

も学校運営協議会の委員をされている方もあると思いますが、この意

味、内容については、ご理解いただけますでしょうか。大変難しい問題

ですが、事業としてこういうのがあるということでよろしいでしょう

か。23ページに学校開放教室というのがあります。これは 45ページの

3と 46ページ 2、48ページ 1と併せて検討ということになると思いま

す。45ページの 3学校開放事業の充実、備考のところに書いてあります

が、46ページ 2余裕教室・特別教室の開放の推進、48ページ 1余裕教

室活用のための状況整備の推進、そして備考を見ますと余裕教室をいき

いきデイサービスや文化財展示室としての活用、今後学校と調整を図り

子ども達と地域との交流やふれあいの場の提供を進めるということで、



今後 46ページ 2の方に統合していくということですが、何かご意見が

ありましたらお願いします。余裕教室という呼び方、地域の人たちは空

き教室と言い換えるんです。教育委員会は空き教室を嫌がります。空い

ているのではなくて余裕があるということです。何かご意見ありません

か。 

宮内委員 今年度からコミュニティ・スクールということで、地域の方が、運営

協議会に加わったわけですから、地域の方達のやりたいことが学校にう

まく伝わるのではないかと思うので、余裕教室ってことで利用できれば

それに越したことはないと思うので、これでよろしいんではないかと思

います。 

平議長 このままでよろしいでしょうか。 

原嶋委員 18ページの下に注釈として生涯学習センターについて記述していま

す。言葉が出てくるのは 1ページの真ん中に出てきますね。だから最初

に持ってくるのがいいのかなと思います。 

平議長 この仮称は 31年には取れるんですか。 

海老島生涯学習課長 取れる予定ですけど。 

平議長 変更ということは考えられないですよね。 

海老島生涯学習課長 仮称のあとの生涯学習センターの名称でしょうか。これは変わる可能

性大です。 

平議長 今のようなご説明含めて。 

古谷委員 1ページに生涯学習センターが出てくるので、注釈も 1ページに入れ

たほうがいいんじゃないかの案に賛成です。 

明石委員 同じです。ここで唐突に出てくるので、これは何かと説明が後ろにあ

り、気になってました。だから 1ページの方に直したほうがいいと思い

ます。 

平議長 豊かに生きる①仮称生涯学習センターを拠点とした学習の充実の説明

が一番下になっているわけですね。 

金子委員 今回の一番の目玉ですから、1ページに出して、名称については、現

時点で仮称で、変更になったら、その時点でまた作成になるのではない

ですか。 

平議長 1ページですと、ここに 3行ほど触れられているんですね。ここにも

うひとつ詳しくという表現でいいでしょうか。 

金子委員 スペース的には入ると思います。 

古谷委員 18ページの注釈を 1ページにもってくるという意味です。 

平議長 そういう意見ですが、事務局いかがでしょうか。 

布施生涯学習課長補佐 分かりました。 

平議長 確かに大きい、これからの我々の拠点でして、よりどころということ

で、1ページに大々的にというご意見です。 



金子委員 21ページと 42ページにボランティア手帳が入っているんですが、生

涯学習課で扱っているんですけれど、学校でも力を入れてもらいたいの

で、指導課と連携してもらったほうがよろしいかと思うんですが。校長

会等でも指導課も話してもらい、生涯学習課のほうでも力を入れてもら

うということでお願いします。 

布施生涯学習課長補佐 担当課は生涯学習課ですので。 

金子委員 それは分かりますが指導課もできればお願いします。 

平議長 この事業名として、具体的にボランティア手帳の活用ということです

けど、特にうちの地域は、学校からこういう活用をしてくださいという

依頼でしょうか、進めていますというのは一回もなかった。ただ我々は

知っているんで、これから夜警を 4時からやるんですが、当番を決め、

その関係の中学生や高学年がいるときには、ボランティア手帳に印を押

しましょうと自治会で自主的にやっているんですよ。そういう地域もあ

ろうかと思いますので、ボランティア手帳の活用促進、推進という意味

では PRしながら地域の人達にやってもらう。これから特に地域の人た

ちをコミュニティ・スクールを中心に引き込む、入ってもらって地域総

ぐるみの教育、学校を育てていこうというのがコミュニティ・スクール

の目的ですから、このボランティア手帳もひとつのツールとしてはいい

のかと。 

金子委員 担当課が生涯学習課で、関係課として指導課が入っていただければ校

長会のほうも徹底すると思います。 

明石委員 42ページの 8のところ、小中学生ボランティア手帳の活用推進の  

の内容で、単に地域コミュニティの活性化に資する目的で配布し、活用

に推進すると書いてありますね。実際に前回から伺っていて、そういう

意識がないので、むしろここで追加で「意識を啓蒙し、評価する」と入

っていると活用のほうも動くと思うんですが。いかがでしょうか。 

平議長 皆さんいかがでしょうか。子ども達がボランティア手帳を地域でやる

ということは子ども達の励みになっているようですね。うちの地域は事

業のたびに必ず持ってくるんですよ。保護者の方に聞くとそれを取り上

げてくれる先生もいるし、あーそうなのという感じの先生もいるという

ことで、保護者も扱い方に不満のある人もいるようですね。だから、

今、明石さんのおっしゃったことも含めて学校がもっと評価するような

ことを教育委員会のほうから言ってもらうようなことも、実際にはやれ

ばもっと活用できるのかな。たしか旧鷲宮町でやっていたことを引き継

いだ事業ですよね。明石さんの文言を付け加えるということでいかがで

しょう。 

明石委員 そのほうが皆さん、我々も言いやすいですよね。 

平議長 皆さん、そういうことでよろしいでしょうか。では、明石さん、文言

をもう一度お願いします。 

明石委員 今、一番最後の地域コミュニティの活性化に資する目的で配布し、活

用推進のところを、活用を推進する意識を啓蒙し評価する。この評価す

ることが大切だと思うんですね。そこがないと、啓蒙してそれをうまく

利用して評価してあげないと生徒は、これからもやっていきましょうと



いう意識が出てこないと思うんですよ。そういう所を評価してあげると

いうことが必要なのかと。鉛筆一本じゃこの頃はだめかも分かりません

けど、何らかの形で評価してあげることが一歩前進ではないかと思って

おりますけど、いかがでしょうかということです。 

堤生涯学習係長 現時点では、文字では残しておりませんけど、先程明石委員から話し

があったように、ボランティア活動 20回活動した評価としてボランテ

ィア手帳の最後に終了したというシールを貼り、達成したという賞状と

鉛筆を 2本、これも評価の証として渡し、新しい手帳を渡して、場合に

よっては、学校によっては評価されたり、中学生は少し大きな賞状とお

渡ししてる状況もございます。小学生ですと取り組みが活発なところ、

学校によって差があるんですが、中学生になると活動していても手帳を

持って行かない、3年間やっていても 1回達成するかどうかの状況もあ

り、中学生に対しては少し大きめな賞状で、学校側からも大きめな賞状

がいただければというご意見要望がありましたので、それに沿って何年

か前に作成し、中学生に対しては評価表彰する場でお渡しするというこ

とで取り組みとしては評価するという形では実施してるということ、文

字で表現するということでよろしいでしょうか。 

明石委員 何かそういうことをしてあげれば、励みになるんじゃないかな。 

杉村委員 これは事業名がボランティア手帳の推進ではなくて、事業というのは

青少年のボランティア意識の高揚が事業じゃないかな。それの内容とし

て、ボランティア手帳の活用の推進と評価とか。順番が逆じゃないかな

と気がしてるんですが。どうなんですかね。それのねらいは青少年のボ

ランティア意識の高揚があるんでしょ。その手段としてボランティア活

動でしょ。手段と目的が逆のような気がしてならないんですよ。 

平議長 それを今ひとつの言葉で表しているわけですよね。それとこれと分け

てやっても構わないし。 

杉村委員 私が言ってるのは事業名が青少年のボランティア意識の高揚じゃない

か。その内容としてボランティア手帳の活用の推進とそれに伴う評価な

んじゃないかな。私の個人的な見解ですが。 

平議長 確かにそのとおりですよね。 

田沼委員 地域住民と連携し、地域コミュニティの活性化の促進という文言があ

りますよね。ちょっとそこが何かそぐわないのかなという気がするんで

すね。地域で小中学生のボランティア、どういう場面で生かす、地域で

生かせてるのかな。そこが私分からないんですね。地域でボランティア

小中学生がやったらボランティア手帳に印をつけるってことでしょうけ

ど、この二つが合体しているのが何となくなのかな。小中学生のボラン

ティア活動の意識を高揚するということ、先程杉村委員さんが言ったよ

うに、そのためにボランティア手帳の活用、そしてその活用したものを

いかに子ども達に更にボランティアに取り組むかという高揚を図る手段

を更に検討することが必要なのかと思いますが。 

平議長 目的は小中学生のボランティア意識を高めようというのが目的で、そ

のために地域の人達と一緒になって活動した。その証としてボランティ

ア手帳に印を押しましょうというのが手段という形なんじゃないでしょ

うということ。そのように文言変えられますか。 

海老島生涯学習課長 そうですね。他でも内容全面に対して事業名としているところがある

ので、そういう形でこの辺は作っているのかと思いますので、できれば



このまま行った方が私はいいと思います。 

杉村委員 そういうことがあるんで私の個人的意見なんです。ボランティアの活

用の場の充実があるんでしょ。それを表現するための事業としての、こ

れだけやって、その事業の中身を説明してる構造になっているんです

ね。そうすると違和感がある項目がいくつかあるんですね。ただ今まで

それで来ちゃってるから、それは仕方ないと思うんですが、個人的には

そう思うんですね。何々を充実する時に、また、何々を充実するという

ふうに口上が落ちていかないんですね。おんなじレベルの言葉がつなが

っている。 

平議長 確かにボランティア手帳の活用は手段であることは事実ですよね。こ

れは皆さんご理解できますよね。目的があってその目的を達成するため

の手段ということであって行動が手段であって。先に手段があって目的

があとについてくることはありえませんから、目的があってそれを達成

するための手段がどうかということ。一般的にはそのほうが分かりやす

いのではないかと気がします。そして生涯学習課が担当課になっていま

すが、これは各学校に、地域の人たちにこんなお願いをしてくださいっ

て周知はしているんですか。 

布施生涯学習課長補佐 はい、校長会、区長会にボランティア手帳についてご説明させていた

だいています。地域の行事の時に小中学生が来てお手伝いをしてくれた

時に印を押していただけるという様にお話しております。 

金子委員 学校の指導課が関係課に入ると、対応が違うから、入れてほしいで

す。 

布施生涯学習課長補佐 

 

校長会の周知に関しては生涯学習課からでは若干弱いということがあ

りますが。 

平議長 今後学校運営協議会ができたんで、そこの人たちに啓蒙して行ったほ

うがいいと思うんです。区長会では膨大な資料なので覚えている人は少

ないんじゃないかな。もっと効果のある PRをしたほうが市民大学、高

齢者大学もそうですが、ボランティア手帳は有効な手段だと思います。

子ども達は楽しんでやっているので、いい方法だと思います。それをう

まく活用させるために皆さんの意見が出ましたね。そんな活用をしてい

けばいいのかなと思います。 

長島委員 今のボランティア手帳の件ですが、区長さんとかいろんな人にお知ら

せしていらっしゃるって言われましたが、私達関係している人達がもう

少しわかれば押してあげるとか、どこかにそういう機関があるって、も

う少しわかって、ボランティア等いろんな実行委員をやらせてもらって

ますが、そういう関わっている方達がもう少しわかってあげるとボラン

ティア手帳がもっとさっと広がるかなって思っています。昨日、ゆうゆ

うに中学生がきたんですよ。私はこういうふうに聞いているので、ボラ

ンティア手帳持ってきたのって聞いたら、あるけど持ってきてませんと

言うから、やっぱり意識の違いがあると思うんですね。区長会で流すの

も大事なこととは思いますが、要所要所のところがあると思うんです。

そういう実際に関係してる実行委員さんみたいなところに教えてあげる

と、印を押してあげれば、もっと意欲が出るのかなって。ゆうゆうに中

学生が来てくれたこともとても有難いし。一番最初にバレーを教えた子

が、今バレー部で頑張っていて来てくれたんですね。そういう意識が出

てくるのは有難いと思っているので、それが大人へとつながっていくの

かなって思っているんで。一番大事な土台なのかって思っているんで、



印を押す部分がもう少し広がればいいなって思っています。本当にいい

ことを実施してるなって思ってますので。 

杉村委員 市民大学とか高齢者大学を卒業してる団体とか、生涯学習に関わって

いる団体、その人達がある程度いる団体に協力をお願いすると、結構効

果は出てくると思うんですね。だから区長会の中に市民大学とか生涯学

習に関わっている人がいっぱいいれば、区長会にお願いしても広げられ

ると思うんです。要はそこの団体の性格を見ながら広げていかなくちゃ

いけないのかな。 

長島委員 意識の問題なんでしょうね。 

平議長 まとめていきたいんですが、そうすると 8の事業名は、小中学生ボラ

ンティア意識の高揚というふうに。 

山谷委員 目的と手段、おっしゃってることはよく分かるんですよ。ただ、今の

ように意識の高揚になったとしても、こういう事業名になっていると、

それを見てずっとコメント、事業説明を見ていけば、ボランティア手帳

があるんだなと分かるんですが、そうでないと意識の高揚だけにしちゃ

うとボランティア手帳っていうのが消えちゃうんですね。ですから、多

分、担当部局が予算要求する事業名として、考えたんですか、予算要求

する事業名として、意識の高揚では、なかなか通しにくい面もあって、

ボランティア手帳という事業名になったんじゃないかなと想像するんで

すね。このままでいいんじゃないかと思います。 

平議長 わかりました。 

杉村委員 私の個人的な見解というのが大事だと思うんです。そういう事業との

結びつきがあるんで、個人的にはつながりが、そこの事業部門は分かる

かも知れないけど、他から見た時にわかりにくいですね。そういうこと

です。だから直してくださいという意味ではないんですけど、個人的に

はそう思います。 

平議長 いろいろ議論してきましたが、では、このままでいいと思う方。事業

名はこのままでいいか。分かりました。このままで行きましょう。皆さ

んその意見ですので。ただ、こういう議論がされたということは有意義

だと思います。他にありますか。 

金子委員 事務局、確認なんですが、35ページ 6番の認知症、これ、社会福祉協

議会は、この講座やってなかったかな。 

井上委員 社会福祉協議会はやってます。 

金子委員 社会福祉協議会のメンバーがきて、やっていると思います。 

杉村委員 地域福祉の推進の支える事業として、認知症サポートの講座がありま

す。つながりとしてよく分かります。 

平議長 他にありますか。大体先程補佐から出ました説明に対してはよろしい

でしょうか。 

布施生涯学習課長補佐 今回の報告の中で、例えば、今の 35ページ 6番の各総合支所福祉課

という書き方をさせていただいているんですが、来年度、組織の見直し

が入りまして、この辺が、総合支所にどういう組織が入るか、このあ

と、検討されることになるんですが。 

平議長 4月 1日以降、部署の名前が変わるのと、統合したり、係が分かれた



りというのが出てましたね。それはもう機構改革ですから、やむをえな

いですね。今の機構でやっているわけですから、もしこれを発行する時

に、4月 1日以降出すんだったら、名称はこのように変わってますと正

誤表みたいなのを付けていくということでいいのではないですか。 

布施生涯学習課長補佐 分かりました。 

平議長 それでは皆さんの意見が出たということで、これはご承認ということ

で、よろしいでしょうか。 

 <一同了承> 

平議長 はい、ありがとうございます。事務局で対応していただきまして、あ

とは、答申を作成して、答申するということにしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。それでは 2番目の方に移りたいと思いま

す。第 8回生涯学習推進大会「まなびすと久喜」が今回は、来年の 2月

3日（土曜日）、4日（日曜日）に、旧栗橋町の文化会館（イリス）を

中心に行われますので、これについての説明を宮内推進部委員長のほう

からお願いします。 

宮内委員 今、議長から、お話がありましたように、推進会議主催ということ

で、第 8回まなびすと久喜実行委員会、二つの団体といいますか、主催

で開催されます。30年、2月 3日と 4日、旧栗橋の文化会館（イリ

ス）、隣りの B&Gの体育館全館借用という形で実施されます。文化会館

のほうでは、3日午後 1時から開会式を行いまして、まなびすとフォー

ラムのパネルディスカッションを行います。テーマは、紡ぐ絆～過去・

現在・未来～という表題でもって、これは今回の大会テーマと同じです

が、こちらに基づいて柿沼教育長から基調講演をやっていただきます。

その他、基調講演に基づきまして、パネラーの方 4名を加えまして、パ

ネルディスカッションをやっていただきます。パネラーの予定としてお

願いしているのが、市民大学校友会会長の土屋献一郎さん、久喜市 PTA

連合会会長の大谷宥仁さん、女性パラリンピック陸上競技の強化選手と

して、栗橋在住の酒井園実さん、それから、栗橋北彩高校生徒会副会長

の 2年生の中里裕貴さんの 4名と平議長のコーディネーターとして行い

ます。4日は文化会館（イリス）B&G全館を借りまして、発表会、ゆう

ゆうの他、16団体のフラダンス、コーラス等の発表会が 10時から 15時

30分まで実施されます。1階は喫茶を行います。視聴覚室では栗橋宿を

元気にする会で静御前や栗橋の歴史の紹介、スライドやパネルの等の展

示を行います。展示室では、中島敦の会、久喜市観光ボランティアの会

が久喜の宣伝を行います。2階の会議室 1,2を使って、ゆうゆう 23団体

のパネル展示、中のテーブルを囲んで、折り紙の会、セロケースを使っ

たティッシュケースを作る体験を行います。工作室では、おもちゃの病

院、2階廊下では生涯学習関係を展示し、生涯学習関係の PRと活動の報

告を行います。屋外では、そば、焼きそば、肉まんの販売を予定してい

ます。B&Gのほうでは、アートバルーンという動物の形を作る風船、体

育館では、吹き矢、スポーツ体験、ロボットの体験を行います。今 B&G

から提案があり、「チリメンモンスター」ということで、これも組み入

れてやっていきたいと思います。開催が、2月 3日、4日で、天候的に

寒い時期とはなりますが、このような形でやっていく予定で、実行委員

会も 6回を超え実行計画が基本的なものとなってきております。ボラン

ティアの件ですが、地元ということで、栗橋東中学校、栗橋西中学校に

お願いしたんですが、学校のスキー行事等と重なり難しいとのことで



す。他に久喜高校、久喜工業高校、鷲宮高校、北彩高校と高校生で約 30

名から 40名近く集まってます。その他、高齢者大学の方が午前午後と

に分かれますが、40名参加をいただいております。計 90名近くいただ

いていますが、是非皆さん、推進会議の皆さんもこの中で 7名ほど委員

となってる方もおり、その方を除くと少なくなってしまいますが、お手

伝いをいただければと思います。この推進大会は各４地区を回ってお

り、久喜の中央公民館、鷲宮のコミュニティセンター（おおとり）、久

喜の中央公民館、菖蒲文化会館（アミーゴ）、久喜の中央公民館、そし

て今回、栗橋ということで、成功させようと推進部、市民大学１年生、

実行委員会と実施に向けてやっています。1月 15日号全戸配布でチラシ

が配布されます。また、各学校、公民館各施設等にポスター掲示を行い

参加を呼びかけておりますので、皆様のご協力をお願いします。 

平議長 ありがとうございます。特に宮内委員長から要請のありましたのは、

推進会議主催でありますので、実行委員として、当日ボランティアで結

構ですから、推進会議のメンバーも参加してほしいというお願いがござ

います。ただ、お話にもありましたように、推進会議メンバーの中に推

進部を兼任している方が 7名おられます。杉村さん、井上さん、明石さ

ん、私、宮内さん、田沼さん、中里さん。他に参加していただけると意

思表示いただいているのが、杉田さん、金子さん、古谷さん、長島さ

ん、原嶋さん。ほとんどの人が出ているということで、ありがとうござ

います。参加できない方は、こういうことがあるよと地元で PRしてい

ただきたいと思います。今回は初めての地、栗橋ですので、交通の便は

少し、不自由なところはあるかもしれませんが、駐車場は非常に広いん

で、充分に余裕がありますからお願いいたします。1日目のフォーラム

ですが、 中央公民館では 60名入りますといっぱいなんですね。前、

菖蒲のアミーゴの時はざっと 130名くらい入りました。まあまあ入って

くれたなあとなりました。今度のイリスは 400名くらい入れるそうです

から、200名くらいは来てほしいので、よろしくお願いいたします。今

回変わった催し物はありますか。 

宮内委員 大体いつも同じ形かと思います。ただ、今回は基調講演の教育長はじ

め、パネラー等全員が栗橋関係者なので、催し物も栗橋を方を優先に、

より多くの方にやっていただくような形で開催いたします。 

金子委員 まなびすと発表会は、今回発表者でニューフェースは半分くらいいま

すか。 

宮内委員 半分まではいませんが、ゆうゆうの方を除いては、あとはコーラスと

かフラダンスは同じかと思います。なかなかちょっと遠いということ

で、久喜の方にお願いしても地域的なことで、遠慮された団体もありま

す。 

平議長 パネルディスカッションもパネラーの方も、意図して栗橋の方にした

わけではないんです。たまたまなったわけです。以上よろしいでしょう

か。ありがとうございます。それでは今日の議事の内容は以上で終わり

にします。 



司会 

堤生涯学習係長 

＜その他＞ 

社会教育 3団体合同研修会のまとめ、市民大学・高齢者大学の広報紙

掲載の件について説明 

原嶋副議長 ＜閉会の言葉＞ 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。 

 

平成３０年１月２９日 

 

議 長   平  忠 昭  

 


