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会  議  概  要 
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良幸、小島延之、後藤悦子、島田博、杉田栄子、塚本烈史、

冨田伯枝、中里厚子、長島一枝、藤目裕久、古谷郁男、松本

秀樹、丸山洋一、山川美智子 

欠席委員（者）氏名 新井英之 

事務局職員職氏名 
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佐、堤生涯学習係長、武藤主査、森田森下公民館長、小林東

公民館長、小河原西公民館長、関根栗橋公民館長、太田中央

図書館長、堀内文化財保護課長 

会議次第 

（１） 平成 29年度生涯学習関係（中間）事業実施報告につい

て 

（２） 東部地区社会教育関係委員・職員研修会に係る久喜市

の発表事例について 

配布資料 
・平成 29年度生涯学習関係（中間）事業実施報告 

 ・放課後子ども教室と地域コミュニティづくり 

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 

布施生涯学習課長補

佐 

＜ 開  会 ＞ 

皆さん、おはようございます。ただ今、19名の出席をいただいており

ますことから、「久喜市社会教育委員に関する規則」第 2条第 2項に基

づきまして、委員の 3分の 1以上の出席になりますので当会議が成立す

ることをご報告いたします。それでは、ただ今から、「平成 29年度第 2

回久喜市社会教育委員会議」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ありがとうございます。本日の司会を

務めさせていただきます、生涯学習課の布施と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。本日の欠席者でございますが、新井委員は所用の

ため、欠席する旨の連絡をいただいておりますので、報告させていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、倉持委員長

からご挨拶をいただきたいと思います。 

倉持委員長 ＜ あいさつ ＞ 

司会 

布施生涯学習課長補

佐 

続きまして、渋谷教育部長から挨拶を申し上げます。 

渋谷教育部長 ＜ あいさつ ＞ 

司会 

布施生涯学習課長補

佐 

＜本日資料の確認＞ 

それでは、議事の進行につきましては、社会教育委員に関する規則第

3条第 3項の規定により、倉持委員長にお願いいたします。 

倉持委員長 それでは、議題に入ります。初めに、平成29年度生涯学習関係（中間）

事業実施報告についてでございます。資料を事前に配布しておりますので、

各所属長より主要事業について簡潔にご説明をお願いします。すべての課の

説明が終わりましたら一括して委員の皆様からご質問やご意見等お伺いいた

します。まず、生涯学習課からお願いします。 

海老島生涯学習課長 

 

＜平成 29年度の生涯学習課の事業実施報告について説明（平成 29年

度生涯学習関係（中間）事業実施報告のＰ1～Ｐ2）＞ 

森田森下公民館長 ＜平成 29年度の中央公民館他公民館の事業実施報告について説明平

成 29年度生涯学習関係（中間）事業実施報告のＰ3～Ｐ9）＞ 

太田中央図書館長 ＜平成 29年度の中央図書館他図書館の事業実施報告について説明

（平成 29年度生涯学習関係（中間）事業実施報告のＰ10～Ｐ18）＞ 

堀内文化財保護課長 ＜平成 29年度の文化財保護課の事業実施報告について説明（平成 29

年度生涯学習関係（中間）事業実施報告のＰ19）＞ 

倉持委員長 それでは、委員の皆様の方からご意見やご説明等がございましたら、

お受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

塚本委員 7ページ、28番の森下公民館のフラメンコ教室が初めて実施されたと

いうことで、3日間実施して合計 29名。非常に好評なようで評価として

はＡランクかなぁと思ってますが、成果のところに初心者向けのフラメ

ンコを習得でき、参加者による新たにサークルが出来た。サークルがで

きるっていうことは地域の人と人を結びつける役割としては、非常にい

いものではないかと思いました。それで、フラメンコ教室を取り入れた

きっかけはどうだったのか。また講師はどなたがやられたのか。雰囲気



はどうだったのか。その点についてよろしくお願いします。 

森田森下公民館長 今、ご指摘いただきましたフラメンコ教室ですが、始めるきっかけは

新年度事業として健康の分野の教室をやってみようかということでフラ

メンコを考えました。公民館を利用するサークルの方やその先生と相談

しまして実施に至ったしだいです。定員は10名だったのですが、なかな

か集まらず、いろいろお声掛けをして集まった状況でした。フラメンコ

教室は今年度で終わりにしまして、来年度はフラダンスを考えておりま

す。以上です。 

倉持委員長 他に、はい、金子委員。 

金子委員  前回の会議で、ボランティア手帳の啓発が話題になっていたかと思い

ますが、生涯学習課で9月の区長会議にボランティア手帳について、啓

発・啓蒙していただいて、大変喜んでいます。ボランティア手帳で、中

学生が自分の出身小学校に行って、ゆうゆうプラザのお手伝いをしてい

る状況があります。また、各小学校単位においてコミュニティ協議会の

活動等が進んでいますが、いろいろなイベント等に中学生に参加してい

ただくということで、この間、久喜東地区において防災訓練を実施した

ところ、太東中の生徒が20名近く参加していました。中学生がいろいろ

なところで活躍できる場が増えてきているので、今後も区長会等でボラ

ンティア手帳を宣伝していただければ幸いだと思います。もう1点、6ペ

ージの東公民館の子どもまつりです。毎年、私もスタッフとして参加さ

せていただいておりますが、今年度は、久喜東地区コミュニティ協議会

と共催にしての開催でしたので、大変喜んでいます。これからも公民館

関係等を考えるときに、この地域の活動団体との共催等、これを取り込

むと、もっと参加者が増えるのではないかと思ったしだいです。ちなみ

に今月の初めに久喜地区のコミュニティ推進協議会で鶴ヶ島市に視察に

いきまして、鶴ヶ島市長の方針で公民館を地区の市民センターにする。

その中で公民館活動も進めていくという方針で活動等を行っている状況

です。鶴ヶ島第二小学校の視察だったんですが、校舎２棟のうち１棟

は、使っていないので、市民センターとして地域に貸し出しをしていま

す。各教室を防災倉庫や子ども達の集まる場、または地域コミュニティ

の場といった形で活用しておりました。公民館もこれからはコミュニテ

ィ活動の拠点として考えていただければ幸いだと思います。以前に鎌倉

市へ視察に行ったのですが、公民館すべてが生涯学習センターに名称を

変更しておりました。各地域にコミュニティの場、公民館活動を行える

場としての公民館を考えていただければ幸いです。これは要望です。 

倉持委員長  要望ということでよろしいですか。他の委員の方はいかがですか。 

後藤委員。 

後藤委員 12ページの12番、中央図書館の青空おはなし会を報告いただきました

が、ちょっと教えていただきたいんですが、紙芝居をやっているのか、

あるいは、幼児向けの本や絵本を使ってやっているのか。お願いしま

す。 

太田中央図書館長  ご説明します。通常の絵本は原則的に使っておりません。というの

は、人数が多いので後ろの方が見えないからです。但し、大型絵本とい

うのがありまして、大型絵本や紙芝居でも大きいサイズのものを使いま

して、木枠の中に入れてやっております。もちろん、ボランティアのご

協力をいただいて、人数の手配も必要なので実施回数は現在、5月それ

から11月の年2回実施しましたが、もう少し増やせればと思っていま

す。以上です。 



後藤委員  ありがとうございます。私も清久小学校で読み聞かせをちょっとやっ

ているものですから、紙芝居は、子ども達の注目が違うんですよね。昔

のように拍子木を使ってやるといいですよね。 

太田中央図書館長  現在、使用しています。 

後藤委員 そうですか。それと皆さんにお知らせしたいのですが、場所が吉羽公

園で、しだれ桜と普通の桜が素晴らしいです。来年の春は、是非足を運

んでいただければと思います。 

倉持委員長  はい、ありがとうございました。はい、岡安委員。 

岡安委員  図書館の関係ですが、学校訪問おはなし会・ブックトークについてで

すが、これは低学年が多いんでしょうけど、1時間ぐらい子ども達に読

み聞かせているんでしょうけど、詳しく教えてください。 

太田中央図書館長  ご説明します。学校訪問おはなし会とブックトークの事業を1つにま

とめています。久喜地区、栗橋地区ともおおむね全学年実施しておりま

す。久喜地区では、全小学校、全学年に行っていますので60コマはやっ

ています。栗橋地区では、一部学校の希望と行事等の関係で、学年で行

っていないところもありますが、ほぼ行っております。まず、絵本の読

み聞かせは、低学年からの授業でございます。それから3年生以上にな

ってきますとブックトークについては、5冊ないし6冊を例えば、宮沢賢

治のいろいろな本の紹介をしながら、そのストーリーの概要を説明して

結末は言わないでおいて、その結末を知りたかったら自分で読むといっ

たような形で進めています。それからブックトークの会場が学校図書館

の場合がございまして、実際、その紹介した本が所蔵されていることも

あります。従って宮沢賢治の本があり、先生からその本を紹介するケー

スもあります。それから図書館の方で同じ作者の本を100冊ぐらい1か月

お貸しする団体貸し出しは、どの学校に対しても行っていますが、ＰＲ

不足で減少傾向にありまして、それを増やしていこうと校長先生や各学

校の司書教諭を通してＰＲをしているところです。以上です。 

倉持委員長  はい、荒川さん。 

荒川委員  私もいろいろ会議に参加してまして、今の現状で、核家族でおじいち

ゃん、おばあちゃん世代となかなか交流が図れない。そういった中でお

じいちゃんから子ども、孫までが一緒になって交流している企画はあり

ますか。そういう交流が必要ではないでしょうか。 

倉持委員長  公民館あるいは、図書館で世代間を超えた事業、親子での事業はよく

あるかと思いますが、催馬楽神楽が世代間を超えて子どもから大人、お

年寄りまで入っていると思いますけれども、もし公民館関係、図書館関

係でございましたらご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

川島委員  まなびすとフォーラムですとか、まなびすと久喜は、全くそのとおり

ですね。 

倉持委員長  生涯学習関係では、まなびすとフォーラムにしてもそうですね。この

2月に行われますまなびすと久喜はまさに世代間を超えて行う事業であ

りますけれども、公民館ですとか図書館ではそういった事業は、なかな

か取り組んではないですね。 

古谷委員  体育祭もそうだと思います。 

倉持委員長  体育祭もね、世代間を超えた事業ですね。 

金子委員  ゆうゆうプラザも年間通じてやっていますが。 

倉持委員長  ゆうゆうプラザは、どちらかというと子どもから大人という感じです

が。 



塚本委員  10番のラジオ体操は8月に子どもも大人もおじいちゃんも一緒に参加

できる事業ですが。 

倉持委員長  意識的に世代間を超えた事業というのは、なかなか少ないのかなとい

う気がしますね。 

長島委員 
 

 ラジオ体操の件なんですけど、久喜市健康・食育まつりで講演があり

ましたが、ラジオ体操のグループが各地域でもやっているんですね。夏

休みだけでも世代間交流で一緒に子どもや私達の世代とやれるのではな

いかと思います。ラジオ体操は本当に今、ものすごく広がっております

ので、協賛という形で小学校とかと一緒にやっていけば、もうちょっと

この公民館活動が広がっていくのではないかと思いました。 

倉持委員長 最後に質問がありましたら、杉田委員。 

杉田委員 
 

本を子ども達に好きになってほしいということで、本当に常々考えて

まして10ページの4番の読み聞かせボランティア初級者講座は、現在読

み聞かせボランティア団体は、何団体ぐらいあるんでしょうか。 

太田中央図書館長  各館、それぞれの団体がございます。私が中央図書館で活動している

団体は、4団体です。それから菖蒲地区では「おはなしかご」が、学校

を訪問して読み聞かせを行っております。申し訳ございませんが、各図

書館における正確な団体数は把握しておりません。 

杉田委員 
 

 子ども達に沢山、読み聞かせたら本に親しんでいただけると思いまし

たのでお尋ねいたしました。ありがとうございました。 

小島委員  私は、菖蒲の三箇小学校で校長をしておりますが、今の読み聞かせの

件では、本校に「おはなしかご」という団体が大体、毎週火曜日に来て

朝の15分、読み聞かせをいただいております。私は他の地区、栗橋です

とか鷲宮にも、それぞれの地区でやはり読み聞かせをする団体ですと

か、ボランティアグループがありまして、各学校を回って読み聞かせを

していただいています。本当に図書館の方々も子ども達への本のすすめ

ということで一生懸命やっていただいております。そういう中で、学校

といたしましても、なるべく親子読書ということで読書を進めておりま

す。先程、世代間交流ということで学校によっては、ふれあいフェステ

ィバルということで「彩愛クラブ」の方々や敬老会の方々に来ていただ

いて昔の遊びを教えていただいております。 

後藤委員 提案なんですが、図書館の件で十何年ぐらい前に連絡協議会みたいな

読み聞かせとかの団体が集まって連絡を取り合ってやっていたんです。 

それがいつの間にか無くなってしまったんです。ですからいろんな情

報交換とかができないまま独自にやっているような感じですので、それ

も検討していただけたら久喜市全体のどれくらいの読み聞かせがどこで

やられているかということが把握できるのではないかと思います。以上

です。 

倉持委員長 
 

貴重なご意見いただきましてありがとうございます。以上で質疑の時

間を終了したいと思います。ここで各所属長におかれましては、退席し

ていただきますので宜しくお願いします。ありがとうございました。 

 ＜各所属長退席＞ 

倉持委員長 次に（2）、東部地区社会教育関係委員・職員研修会に係る久喜市の

発表事例について、ということで、来年 1月 25日に吉川市を会場に久

喜市と三郷市が実践発表の担当となっておりまして、その発表を金子委

員にお願いすることで調整をしております。今日は金子委員から発表内

容の概要等をご説明いただき、皆様からご意見等がありましたら伺えた



らと思っております。よろしいでしょうか。それでは金子委員お願いい

たします。 
金子委員 ＜東部地区社会教育関係委員・職員研修会に係る久喜市の発表事例に

ついて説明＞ 

倉持委員長 はい。ありがとうございました。何かご質問等、ご意見がございます

か。今度の研修会、このような形で発表よろしくお願いします。それで

は、以上で協議を終了させていただきます。皆さんの活発なご意見あり

がとうございました。進行を司会と交代いたします。ありがとうござい

ました。 

司会 

布施生涯学習課長補

佐 

活発なご意見ありがとうございました。それでは 4のその他でござい

ます。まずは、10月 6日に行いました平成 29年度第 2回社会教育 3団

体研修会のまとめについてでございます。 

社会教育 3団体の皆様からご参加いただきまして、大変ありがとうご

ざいました。テーマは「久喜市の生涯学習の活性化・市民大学、高齢者

大学の募集拡大について」ということで、現在、市民大学・高齢者大学

の学生が減少している現状を踏まえ、各グループに分かれて意見交換を

していただきました。この報告を参考に今後の市民大学・高齢者大学の

新入生募集やカリキュラム内容等を検討してまいりたいと考えておりま

す。次に、前回 7月の社会教育委員会議で見送りとさせていただきまし

た社会教育委員の皆様からの活動報告について、ご報告をいただければ

と考えております。各種委員会等へ社会教育委員の代表として、集会所

運営委員会や人権啓発実行委員会、図書館協議会などの会議やイベント

等にご尽力をいただいているところであり、それらの活動報告をお願い

します。また、社会教育委員の活動状況報告ということで社会教育委員

になられて１年以上が経過しております。委員の皆様には、この社会教

育委員会議の中で、平成 28・29年度に様々な事業の情報を提供させて

いただき、委員の皆様も、その情報をもとに、地域の施設や事業等をご

覧になられていることかと思います。そこで、社会教育委員としての皆

様が活動された活動状況をご報告いただき、情報を共有していただきた

いと考えております。 

  ＜各委員からの諸報告＞ 

司会 

布施生涯学習課長補

佐 

最後になりますが、次回の社会教育委員会議は、3月に予定しており

ますので、日程が固まり次第、ご通知申し上げます。 

それでは、委員の皆様から何かございますか。なければ長時間にわた

りご協議いただき、ありがとうございました。それでは、閉会の言葉を 

後藤副委員長にお願いいたします。 

後藤副委員長 ＜ 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１２日 

 

   委 員 長  倉持 良幸 

 


