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平成２７・２８年度 第２回高崎市公民館運営審議会 会議録 

開催日時  平成２７年９月２４日（木）午後 1時３０分から３時１２分 

開催場所  高崎市中央公民館  第２集会室 

議題    情報交換 

公開・非公開区分  公開

出席委員（１６人）

相模透委員  ・綱島直也委員 ・樋口克己委員 ・荻原馨委員 

山崎紫生委員 ・小見勝栄委員 ・吉村晴子委員 ・渡邊幹治委員  

関正委員   ・町田俊雄委員 ・中司恵理委員 ・丸茂ひろみ委員 

岸敏郎委員   ・新利恵子委員 ・飯塚幸江委員 ・柴山益子委員 

欠席委員（４人）

      広瀬雅美委員 ・小屋美香委員 ・綾部園子委員  ・石井茂委員  

成立    高崎市公民館運営審議会規則 第４条第２項による

事務局出席者 

 新井博岩鼻公民館長・岸信西公民館長・矢島繁中央公民館長

小野勝久館長補佐・錦部光樹次長・信澤進次長・笠原伸良次長

樋口亮一次長・大野雅美主査・原いずみ行政嘱託

傍聴定員  ５人

傍聴者数  １人

所管部課名 教育部高崎市中央公民館
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平成２７・２８年度 第２回高崎市公民館運営審議会 議事録 

議事

 情報交換について

会長：  「平成 25・26 年度 高崎市公民館運営審議会答申」を見ていただいてから、館

長会の意見を項目ごとに事務局から説明していただきます。その前に、この位置

付けを確認させていただきたいと思います。答申の２ページ、平成２６年６月４

日、高崎市公民館連絡協議会より「心豊かな活力ある人づくり・地域づくりをめ

ざした公民館事業のあり方について」という諮問を審議会が受け、今年の３月に

答申としてまとめてくださいました。３ページ、基本姿勢について次のように書

かれています。「新しい時代、いわば 21 世紀型の生涯学習の考え方を再確認する

ことから答申を始めたい。要点は、新・高崎市生涯学習推進計画『地域力を育む

生涯学習社会の創造』にまとめられている」。それで、この答申は「以上の考えを

基に、平成 4 年度発足の生涯学習推進員制度・公民館運営推進委員会制度、平成

23 年度に総合・刷新された地域づくり活動協議会制度を視野に入れながら、『地域

をつくる学習活動』に焦点を当てて、公民館事業のあり方について答申をした」

ということを頭に入れておく必要があると思います。 

     以下、答申の各論が（１）から（１１）までございます。館長会から出された

意見を配布資料に沿って、事務局に説明いただきたいと思います。 

事務局： 第 1 回の審議会で、委員の皆様から、答申を館長会ではどのように受け止めた

のかをお知りになりたいという発言を受け、９月２日の館長会議の意見をまとめ

させていただきました。資料の「平成 25・26 年度 高崎市公民館運営審議会答申

を受けて」をご覧ください。 

     答申の各論の「（１）何よりも地域の声を聞く『大きな耳』を持ちましょう」に

ついて、「アンケート調査については適宜行なっている。情報収集をできるように

努力はしている。今後、方法については工夫も必要である」という意見が出まし

た。これは公民館が地域にどのように認識されているか聞き、公民館を利用して

いる人、利用していない人も含め、様々な人から意見を聞くことができた場合は、

公民館運営推進委員会等で、反応を聞いてみましょうという答申でした。これに

ついては、取り組みを含めて、今後も工夫が必要であるという意見が出ています。 

     「（２）地域の声を強く意識し、それに応えられる『場づくり』を工夫しましょ

う」について、「公民館が気楽に立ち寄れる場となるよう、工夫をしている」とい

う意見がありました。ある公民館では、誰でも好きなときに来て話ができる場づ

くりをし、時間を設定し、試みたが利用されなかったという意見がありました。 
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    「（３）『貸館』を積極的に捉え直し、『貸館』を支える職員を目指しましょう」

については４件意見があり、「補助金を出している団体の執務は行わないが、相談

にはのっている。地域づくり活動協議会では館長、主事は原則、事務を行なわな

いことになっている。どの程度関わったらよいのかが明確ではない」。これにつき

ましては、公民館が踏み込んでいくと会計面等、難しい部分が絡んできてしまい、

どこまで踏み込んで良いのか、悩んでいるという意見でした。また、「団体等が主

体的に運営できるように団体等に教示できれば良いが、実際には時間的余裕がな

いので、手を出してしまうことになる」。団体の指導等、あるいは団体の援助がで

きるように答申に書かれていましたが、実際は公民館で行っていることが多い。

４番目は「公民館の役割の１つには団体等の運営補助があると思う。少しずつ事

務を移管し、最終的には自立することを望んでおり、そのように努力している」

という意見です。前述の意見がある一方で、答申に合った方法を実践している公

民館もあるということです。地域づくり活動協議会のいくつかの事業については、

公民館と協議会が共催で実施しているところもあります。

     「（９）公民館の運営は、地域の実情に合わせて柔軟に対応しましょう」につい

ては、「『公民館運営審議会に寄せられる市民の意見には、そうした指摘が少なく

ありません』とあるが、それは『多い』ということか」という意見がありました。

次に「公民館運営審議会委員に現状を知ってもらいたい」という意見については、

４３館の地区公民館は、各館、地域の実情等が異なることを分かっていただきた

いということです。次の「公民館により多少対応は異なる。ある程度、統一した

方が良い」という意見は、館の対応について、利用者から「他の館ではこのよう

になっている」という指摘があることから、このような意見が出ました。公民館

の運営などのガイドライン、基準的なものはありますが、柔軟な対応をしている

館もあります。ある程度統一した方が良いという意見です。次に   「３９館

の館長は非常勤であり、主事の仕事は多種にわたっており、課す仕事には限度が

ある」という意見ですが、館長の多くは常勤でなく、主事の仕事は利用者や地域

の方々の対応、それに加えて、事業の企画・立案・実施、地域づくり活動協議会

の仕事等、いろいろある。主事の仕事は多種にわたり、量も多いので、これ以上

負担させると主事が参ってしまうという意見がありました。それから、「施設の老

朽化、手狭、職員の増員等について、市の組織や議会に提案していくように答申

されているが、要望しても実現は難しいのが現状である。状況把握をして答申し

てほしい」という意見がありました。 

     「（１０）『一小学校区一公民館』の旗印を掲げ続け、町内公民館とのネットワ

ークも強化しましょう」について、町内公民館とのネットワーク強化とは離れま

すが、公民館と小学校との連携について、「例えば公民館と小学校ではどのような

連携が図れるのか、具体的に示してほしい」という意見がありました。公民館は

小学校にどのようなことができるのか。あるいは公民館はどう学校教育に関わっ
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ていくのかという発言でした。 

「（１１）公民館運営推進委員会等での意見交換を増やし、地域団体の活動を支

えましょう」について、「公民館運営推進委員はいろいろな地域の団体に属してお

り、各団体では定期的に、公民館で会議を開催しているので、公民館運営推進委

員会の開催回数を増やさなくても意見交換は十分にできている」という意見が出

ました。 

     以上、館長会議で出た意見をまとめさせていただきました。 

会長：  これからの議論の進め方ですが、説明いただいた各項目について、質問があれ

ば伺い、その後、本日出席いただいている岩鼻公民館長と西公民館長に説明の補足

があれば伺う。それから、ご出席の皆様に、答申に関わった委員、新任委員という

順で、最後に岩鼻公民館長、西公民館長からそれぞれの館の活動について、具体的

にうちの館ではこういうことをやっている、あるいは答申をどのように活かしたら

良いか、意見等を伺いたいと思っています。まず、説明いただきました内容につい

て、質問をお受けしますが、何か質問はございますか。 

それでは、私からお聞きしますが、記載がない項目については、全く言及がなか

ったのか、問題はなかったのか、教えてください。 

事務局： 記載のない項目については、意見はなかったということです。 

会長：  他に質問はございますか。 

それでは岩鼻公民館長と西公民館長から、項目の内容、意見がなかった項目、

補足や意見、具体的にはこのようなことが提案できるのではないか等について、

伺いたいと思います。 

岩鼻公民館長：答申をいただき、そのとおりだと思うところもたくさんありました。しか

し、実際にこの答申を基に行なうには大変な労力を要すると思います。地区公民

館には館長と主事しかいません。館長は非常勤の嘱託で、毎日出勤される方、１

日おきの方、１日中いる方、午前中だけいる方等様々です。そのような状況の中、

主事は公民館の一切の仕事を担当しています。以前から言っているのですが、地

区公民館に主事を２人配置してほしい。主事が１人の配置であれば、教員を一定

期間、公民館に派遣してほしい。公民館でノウハウを取得し学校に戻ることがで

きる。 

地域づくり活動協議会については、区長会が采配している地域もある。例えば

私の地域では、公民館長が仕切り、案を提示し、全て行なわなくてはならない。

私は顧問という立場で、地域づくり活動協議会の書記も会計もやっています。芸

能文化祭も、地区でしっかりやっているところもあるが、私の地域のように、全
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て公民館に任しているところもある。私はこれでは良くないと思い、組織図を作

り示したが、実行する人がいない。生涯学習推進員は地区で選出されますが、選

出された人が喜んでやっていただけるのであれば、活発に活動していただけるで

しょうが、名前だけでなっている人は、どう動いたら良いかわからない。 

小学校との連携についてですが、小学生は学校の帰りは寄り道せずに帰るよう

指導されているので、図書室を開放しても学校帰りに寄ることができない。帰宅

後では、親が送って来なければならないが送ることができない。当館では子ども

への読み聞かせを土曜や平日の午後に行なうが集まらない。大人向けの本を読む

講座を行なっても集まらない。では、図書室を皆が寄れる場所にしようと考え、

月曜の午前中は自由解放したが、ゆっくりそこで過ごす人はいない。そこで、ボ

ランティアや体操をする人に貸しています。また、当館では夏休みに子ども向け

の親子料理教室をやっています。公民館の調理室の調理台は師範台を含め５台な

ので、学校の家庭科室を借りています。毎年、人気があり、かなりの人が集まり

ます。また、土曜日の午前中に子ども向けの縄跳びやカンフー等の教室を小学校

の体育館を借りてやっています。しかし、うまく人材を使うことはまだできてい

ないというのが現状です。 

会長：  人員配置、やるべき仕事、小学校との連携、施設があっても活用できていない。

おそらくどこの公民館でも同じような課題を抱えているだろうと思います。 

教員を何年間か公民館に派遣するというのはできるのでしょうか。 

岩鼻公民館長：現状ではできない。 

副会長： 岩鼻公民館長の話を聞いて、公民館運営の問題は少しも変わっていない、むし

ろ後退しているなと感じました。教員の公民館への派遣については、私が過去に

公民館運営審議会委員であったときに、要求したが実現できませんでした。今の

話は、当時言っていた、あるいは問題視されたことと同じようなことなので、解

決されていないと思いました。小学校との連携も実際にはできていない。館長に

よって公民館の運営も違ってくると思います。私は以前、公民館の職員を複数配

置にしてほしいと言ったことがあります。会議等があると、公民館には管理人が

１人だけになってしまい、閉まっていることがあります。主事の２人配置の実現

が難しい中、２、３の公民館を受け持ち、事務を行なう人を配置していたような

気がするのですが。 

中央公民館長：現在はそのような配置はしていません。 

副会長： 中央公民館長の話ですと、今はいないということなので、これも後退している



6 

わけです。館長のやれることや責任にも限度がありますし、基本的なことを考え

ていかなければならないと思います。 

国際交流協会選出委員：副会長はとても良いことを話してくださっていますが、なるべく

多くの人の意見を聞いて、公民館長との接点、今後のことを発展的に考えていく

必要があると思います。 

会長：  西公民館長から補足等があればお願いします。 

西公民館長：「（４）地域に事業を知らせ、反響を聞くようにしましょう」について、西公

民館では、公民館だよりを配布して、その反応を確かめています。 

「（５）人材は『人財』と考え、地域人財の発掘・連携を図りましょう」につい

て、私は公民館運営推進委員会で館長に推薦されたときに条件を出し、館長を引

き受けました。まず、夏休み、冬休みや春休みに実施できる講座を自分に持たせ

てもらうことです。私は平成２年に中央公民館で中国語の初級講座を受講し、そ

の後３年間受け、教えるようになりました。小学校に勤務していたときは小学校

で教え、公民館長になってからは、公民館で教えています。指導している会員に

はもう指導できるから、教えるように言っています。また、夏休みや冬休みには

英会話指導を行なっています。人材は『人財』と考え、自分でも実践しており、

公民館活動の中で、人材育成というものは重要であると思っています。それから、

公民館活動は講座を含め、いろいろありますが、市の関係部署から要請のあった

事業については全面的に協力しています。当館には、再任用職員、臨時職員、管

理人と非常勤館長の私がいて、月に１回、８月までは月に２回館内会議を開き、

情報共有をしています。講座を見直し、課題があったときは全員に周知して、最

善の方法をとるようにしています。利用団体とも緊密に連絡を取っています。再

任用職員は８時半から３時半まで、月曜日は４時半まで、臨時職員は１１時１５

分から５時１５分までの勤務です。昨年、再任用職員が３か月以上入院し、私は

毎日、８時から５時１５分まで勤務していました。館長になった限りは、中央公

民館等と連携して、利用者に迷惑をかけないようにがんばりました。 

「（７）情報や活動を共有し、学習資源を相互に活用し合いましょう」について

ですが、長野堰を語る会の会長さんには、長野堰が高崎市民にとって大事な用水

であることを知らしめていただいたり、榛名地区選出委員ご夫妻にも音楽の関係

で来ていただき、大変好評でした。地域の人材を発掘し、事業を行なっています。 

地域づくり活動協議会についてですが、当館では共催事業として、芸能文化祭、

歴史探訪を行なっています。区民運動会については関与していません。 

小学校との連携について、平成２４年に文部科学大臣表彰を受けた図書ボラン

ティアの「おはなしのへや」の会員が学校に行って話をしたり、子どもたちが学
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校から直接、公民館に来て、週に１回、話を聞いています。幼児から小学３年生

くらいまでです。春にはヨモギ団子作り、１２月にはクリスマス会等をやってい

ます。このように小学校あるいは幼稚園との連携も図っています。    

各公民館にはそれぞれ特色があり、それぞれがんばっています。先程、後退し

ていると言われましたが、前進しているかどうかは評価によるかと思いますが、

後退しているということは決してありませんので、ご承知置き願えればありがた

いと思います。 

会長：  お２人の公民館長に、各項目の修正、追加の情報、並びに各館の活動まで含め

てご紹介していただき、最後の課題も済みましたので、皆様からのご意見等、伺

いたいと思います。答申を見ながら話を聞くことができますので、どの項目につ

いてか言っていただいて、発言をお願いしたいと思います。 

箕郷地区選出委員：公民館連絡協議会からの諮問を受け、お答えしました。それに対し、

館長はどのように受け止めたのかをお聞きしたいということで、進めていただき

ました。答申した立場ですから、こちらから意見を言うのはいかがなものかと思

うのですが。 

会長：  例えば、答申をまとめた側の書いた時の思いなどを言っていただければ、新任

委員の参考になるのではないかと思います。 

  それでは、学識経験者の委員さんは、答申に関わっていらっしゃいますが、い

かがですか。

学識経験者：専門委員ではありませんでしたが、答申を書いた立場としては、基本的には２

年ごとに公民館連絡協議会から諮問が出され、現状を踏まえた上で捉えてほしい

ということで、答申しました。立地や規模等、各館にはいろいろ違いがあります

が、自分の公民館の足らなかったところや、１１の項目の当てはまるところ、改

善する余地等を突き止めていただきたく、具体的な答申にしました。公民館長の

意見の文章を見ると、答申は少し上から目線の指摘、問いかけのようにも思いま

す。館長の立場の重要性とあやふやさとの兼ね合いに、食い違いがあることや困

難さを感じていることも良く分かりました。答申が出たからすぐに行なうという

ことではなく、各項目について、主事、利用者や地区の協議会と相談していただ

いたら良いと思います。この答申が館長の判断基準、バイブルになれば良いと思

っていました。館長だけが責任を持って答申を受け止めるのではなくて、利用者、

協議会、地域の人、館を運営する人、全員が受け止めてほしい。指針の基になる、

具体的指摘をすることにより、分かり易く作成したつもりでした。
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岩鼻公民館長：上から目線で見ても良いのではないかと思います。各館長はこの項目につい

てはこういうことをやっている、ここは駄目であったと確認している。各公民館

がこれに基づいて、実践してきたこと、できていないところ、今後、取り組める

ことがあるというように答申を受け止めることが大事であると思います。館長会

議の中で、情報交換するようにしています。会議終了後、ブロック単位で集まり、

ノウハウ、人材等についての情報交換が行なわれています。

西公民館長：町内公民館との連携を広げたらどうかという提案をしていただき、ありがたい

と思います。早速、町内公民館長に話し、実行したいと思っています。

ユネスコ協会選出委員：岩鼻公民館長が２度目に話されたような捉え方で、答申を受けて

もらえればありがたいです。答申した側としては、できるだけ活かしてもらいた

い。旧高崎地区には１小学校区に１公民館が設置されているが、合併地域では設

置されていない地域もあり、差があるので、答申を活用してもらいたい。ブロッ

ク研修会等でやってもらえれば良いと思います。西公民館長のように捉えていた

だければありがたい。今まで、館長会からこのような反応はなかったので、あり

がたいと思います。 

国際交流協会選出委員：専門委員として、過去何回か答申に関わってきました。今回、初

めて館長会から意見をいただき、本当にありがたかった。館長の考えが分かりま

した。答申を参考にしていただければ素晴らしいと思っていたので、最初に意見

を見たときは、ネガティブなことが書かれていたのでがっかりしました。しかし、

岩鼻公民館長と西公民館長の話を聞き、私の考えは間違っていたことが分かりま

した。各館長はそれぞれ、そのように対応をされていることに気付き、ほっとし

ました。今回は地域のことが分かり、いろいろな情報を持っている人、地域代表

の委員、つまり倉渕地区、箕郷地区、群馬地区、新町地区、榛名地区、吉井地区

選出の委員が中心に専門委員になり、答申をまとめました。館長や主事の耳に入

ってこないかもしれないが、地域の人の声が耳に入ってきたもの、大切なこと、

載せた方が良いと思うものを取り入れました。館長、主事には努力していただき、

ありがたく思っています。主事の仕事が非常に多いことは、公民館を利用してい

るのでわかります。利用者ができることは自分でやるような仕組みを考えていか

なくてはならない。主事にばかりお願いしていると、他のことができなくなって

しまい、公民館としてはマイナスになってしまう。貸館でしっかりできているグ

ループは、自立してやっていくような体制づくりをしなくてはならないという気

がしました。 

岩鼻公民館長：各館では、この答申に書かれているようなことを実践していると思うが、ど
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のくらいできているか、これを基に前向きに考えていかないといけない。最初に、

館長も主事も大変だと話しましたが、それを乗り越え、ここに書かれていること

を少しずつ実践していくことにより、その館の特色が出てくる。今日の話を館長

会議で、再度話したいと思っています。

会長：  答申に関わった方々のご意見・ご感想はお分かりになられたと思いますので、発

言いただかなかった皆様方に、項目を指摘して、意見をいただきたいと思います。

まず、学校と公民館という話がありましたので、小学校長会選出委員からお願い

します。

小学校長会選出委員：それぞれの公民館の強みに資源投入することが、特色ある公民館に繋

がると思いました。また、利用者の考えがいけないという意見がありましたが、

利用者の自立、共生、貢献という３つの言葉が思い浮かびました。近くの公民館

で、子どもたちのために講座を開講していただき、ありがたいと思っています。

青年会議所選出委員：現状、課題と答申で示されていることにギャップを感じました。答申

の冒頭にもあるとおり、公民館は「場づくり」の場であって、人づくり、地域づ

くりを大事にしている。各館の強み、弱みを互いの公民館が共有し、ＰＤＣＡサ

イクルのような形で、どうしたら地域づくりができるのか、優先順位を付けなが

らお手伝いさせていただくと良いのかと思いました。

市議会選出委員：答申の中で、（５）で人材は「人財」と書かれていますが、そのとおりだ

と思います。私も町内公民館長をやらせてもらったことがありますが、館長、主

事は一生懸命やっていると思います。地域の方の公民館に対する要望、期待はと

ても大きい。非常勤の館長と主事の２人で運営しているのが現状です。地域で眠

っている素晴らしい人材を掘り起こし、公民館のいろいろな事業や活動に協力し

てもらうことが、公民館を活性化させるためには良い方法であると思います。

倉渕地区選出委員：毎年度、事業計画はそれ程、変わらず、マンネリ化している。各館で

はどのような事業を行なっているか、良いものがあれば取り入れる。倉渕公民館

でも新しい事業をどんどん取り入れています。公民館はコミュニティの場所であ

るという考えは変わらない。うちの公民館では再任用館長と主事が一生懸命、積

極的に、前向きにやっている。答申に対する館長の意見をいただき、良かったと

思っています。

群馬地区選出委員：群馬地区は児童館が公民館になりました。子どもが小さかった頃は、

児童館を利用し、公民館を利用したことがなかったので、どのような人が利用す
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るのかなと思っていました。今は図書ボランティア等を行なっているので、公民

館を利用しています。まだ、公民館のあるべき姿のイメージがつかめていないの

ですが、人をつくっていくのが公民館であると答申に書かれていたのを読み、地

域との連携が求められているのかなと思いました。

新町地区選出委員：学童クラブで公民館事業に参加したり、介護予防教室で公民館利用をさ

せていただいています。公民館は地域の皆が知っているので、子育て支援での居

場所づくりや高齢者、認知症の方のサロンとしての居場所づくり等で利用すれば、

公民館のＰＲになると思います。先程、小学校との連携が難しく、読み聞かせを

行なっても集客できなかったという話がありましたが、私も小学校、中学校との

連携について考えていたところでした。公民館の存在は私にとっても、地域にと

っても大事な存在だと感じています。

榛名地区選出委員：学校との連携という話が出ましたが、教員を公民館に置くことは、現状

で難しいと思います。せめて学校の中に、公民館との連携を図る担当の教員を置

いてもらえば良いと思います。校長、教頭や教務主任が公民館との連携、行事等

の連絡を行なえば良い。榛名公民館長を３年間やりましたが、当時と比較すると

進化しています。ブロック別の研修を行ない、研修課題を決めて取り組んでおり、

がんばっています。公民館はサービス業だと思うので、利用者が来たら、担当者

はさっと窓口に行って、挨拶ができるようにしてもらいたいと思っており、実践

してきました。そこから、地域との繋がりが始まるのです。また、館長、主事の

創意工夫も非常に大事で、いろいろなことに取り組んでもらいたいと思っていま

す。がんばっている館がたくさんあるということをわかっていただきたいと思い

ます。 

吉井地区選出委員：吉井地域の公民館運営推進委員をさせていただいています。講座の情

報が載っている公民館だよりが回覧板で回ります。講座の参加者は多いようです。

先日、副会長が講師をされたお茶の入れ方の講座に参加しましたが、温かい雰囲

気でした。家でおいしいお茶をいただくときの参考になりました。講座に参加し

た多くの方は、自分の地域の方に教えているようです。吉井地域には吉井公民館

が１館しかありませんが、町内公民館がとてもがんばっています。小さい公民館

ですが、年に１回、生涯学習発表会が開催され、活動している団体が発表してい

ます。また、吉井公民館で学んだことや文化が皆さんにそこで伝えられています。

公募委員Ａ：昨年まで小学校の図書の指導員をやっていました。読み聞かせをしていて困

ったことは、地元の資料がなかったことです。難しいものはあるが、易しいもの

はない。答申の「（８）公民館図書室を特色ある場として活用しましょう」を読ん
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で、地域の資料室として利用したら、小学校と公民館との交流もできるのではな

いかと思いました。地元には地元のことを良く知っている人がたくさんいますか

ら、そういう人との交流も深まると思いました。また、利用者としてですが、公

民館のサークルにはどのようなものがあって、どのように参加できるのか、公民

館で何をしているのかということを周知する方法がもっとあったら良いと思いま

した。

事務局： 公民館の講座情報は、全市的なものについては広報高崎に掲載し、また、公民

館だよりでも周知しています。高崎市のホームページで、各公民館のホームペー

ジや生涯学習情報サイトのまなびネットたかさきを検索していただきますと、各

公民館の公民館だより、講座情報等をご覧いただけます。

公募委員Ｂ：中央公民館で、男性の料理の会の講師をさせていただきました。勤務の関係

でこの地域に住むようになった男性は地域との関わりが少ない。そこで中央公民

館で料理のサークルを立ち上げました。そのメンバーに地区公民館で講師になる

ように勧め、現在は男性３人で、地区公民館へ指導に行っています。そして、人

を指導するようになり、情報の収集を真剣にするようになり、家族のように気楽

にコミュニケーションがとれる仲間もできたと喜んでいます。このようなことが

各地域に広がって行くことを望んでいます。

会長：  皆様からいろいろな意見をいただきました。また、本日はわざわざ２館の館長に

お越しいただき、情報交換をさせていただくことができました。本当にありがと

うございました。

事務局： それでは２人の館長はここで退席させていただきます。

岩鼻公民館長：今年もおそらく諮問を提出させていただくと思いますが、また、公民館運

営審議会と意見交換ができれば良いと思っています。よろしくお願いします。

会長：  それでは議事は終了しましたので、報告事項に移ります。事務局からよろしく

お願いいたします。

報告事項

事務局 ・平成２７年度高崎市公民館研究集会について

    ・西部ブロック公民館研究集会について

    ・平成２７年度高崎市公民館運営審議会日程及び委員に関わる公民館行事につい

て
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    ・前回審議会の会議録・議事録について

閉会

事務局： 以上をもちまして、第２回高崎市公民館運営審議会を終了いたします。ご協力

ありがとうございました。


