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新津地区公民館運営審議会会議概要 

新津地区公民館 

9 枚中 1枚目 

実施年月日 第 5期 第 2回 新津地区公民館運営審議会  平成 27 年 12 月 2 日(水)実施 

会 場 新津地区公民館 304 研修室 傍聴人 0 人 

出席者 

（委員） 

伊藤愛子、大泉直美、大沼直子、川瀬雅司（副議長）、相馬真紀子、中川陽一、皆

川美穂子、渡辺和典（議長）、渡辺義光   ［敬称略］ 

出席者 

（事務局）

新津地区公民館：小林伸一（館長）、伊藤義則（主任）、渡辺ゆかり、佐藤恵子、

橋本 誠、目黒 薫、弦巻裕子、石田裕子 

小須戸地区公民館：櫛谷敏行（館長） 

議 題 
（１） 平成 27 年度事業中間報告について 

（２） その他 

審議された議題について以下に記載する。 

１．開会 

館長あいさつ 

２． 議事 

（１）平成 27年度事業中間報告について 

   新津地区公民館（説明者：小林、伊藤、佐藤） 

   小須戸地区公民館（説明者：櫛谷） 

－質疑応答等－ 

（渡辺議長） 

  ご質問・ご意見等、自由にお話していただきたいと思います。 

（事務局） 

 「Ａｋｉｈａ ｄｅ 夜会」のチラシをお配りしました。明日が第１回の４回連続講座です。

20 代、30代の方は公民館に来られることがなく、若い方が加入する公民館団体も少ないので、

今度、意欲的に取り組む事業ということで報告しました。 

  今回は区だよりやチラシでの従来のＰＲ方法だけでなく、もちろん、チラシを公民館、区

役所などに置きましたが、商工会議所、区の社会福祉協議会、小学校や薬科大の教職員の方

などさまざまな団体に若い方を出していただきたいとお願いしました。チラシを見て参加さ

れた方は１名で、あとは声かけして来ていただいた 19名の方という内訳になっています。こ

の中から来年の企画をやってみたいという人に残っていただき、来年も是非継続したいと考

えています。 

（相馬委員） 

  今ほどの「Ａｋｉｈａ ｄｅ 夜会」について、チラシを見て参加された方が１名という

ことですが、この反響のなさの原因をどう考えてられますか。 

（事務局） 

  公民館の広報は、区だよりか「市報にいがた」に掲載すること、チラシをコミュニュティ

センターや区役所・他の公民館などに置く方法です。新聞をとっていないから区だよりを見
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ない。また、コミセンなどはおそらく 20 代、30 代の方があまり行かない場所かと。ＳＮＳ

など若い人たちが日常的に使っているものから情報が取れる仕組みを加えないと、若者の近

くまで情報が届かないと感じています。広報手段については、工夫の余地があると思います。

（相馬委員） 

  ありがとうございます。 

（事務局） 

  委員からご提案があればありがたいのですが。 

（相馬委員） 

  私はこのチラシを見てすごく楽しそうだと思いましたが、20 代、30 代限定とあり断念しま

した。確かに、小須戸地区でも 20 代、30 代の参加はすごく難しいと公民館活動団体を見て

いて思います。先ほどのお話のように、フェイスブックやツイッターなどの発信が必要と思

います。例えば新聞だと新潟市内全域から広く反応があると思うので、そういう広報の仕方

も考えられると思います。 

（渡辺議長） 

  20 代、30 代を対象とした広報のやり方、皆さんに知っていただくにはどのような方法が効

果的なのか、いかがですか。 

（皆川委員） 

  私が関わった事業で、チラシ配布しても反応がなかったのですが、実施の前日に新潟日報

に載り、それで知ったと申込まれたということもありました。相馬委員もおっしゃったよう

に、いろいろなメディアを使うという意味から、新潟日報さんに協力いただければいいと思

ったことと、対象が秋葉区在住、在勤というのであるので、秋葉区に関わってくださる方た

ちにお集まりいただくことが一番いいと思います。今、秋葉区のこの年代層でいろいろ頑張

っている方とのつながりも大切かと。公民館からどこかお話に行ったりとか、リサーチする

とか、そういうことはどうですか。 

（事務局） 

  今回、「Akiha 森のようちえん」の原さんにもお声かけしました。実際、先生がおいでに

なってくださっています。 

（皆川委員） 

  分りました。かなりの人がお集まりになったと思いますし、そういった所ともつながりが

あるといいと思いました。ありがとうございました。 

（渡辺議長） 

  地元の新潟日報さんから記事として載せてもらうというのもあるというお話でした。ほか

にも、ＦＭ新津もありますね。お金のかかることでもないのでいいと思います。リスナーに

は聞いてもらえるかもしれません。 

（事務局） 

  第２回目にＦＭ新津のパーソナリティの斎藤さんに来ていただきます。斎藤さんをお願い

したのは、ある程度名前の知れている方をゲストにして参加者を増やしたいと思いまして。

（渡辺議長） 

  いずれにしても、明日が第１回目ということなので、大成功に終わってくれればと思いま

す。16 日土曜日の懇親会というのは正にお集まりの皆さんが・・。 
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（事務局） 

  通常は木曜日の午後７時から９時までですが、この回は、地域交流センターの中にあるク

チーナ・デル・オテントというイタリアンレストランで、参加者皆んなでピザ作りの共同作

業をします。ピザが焼き上がったところで講座をいったん締めて、その後、懇親会で仲間づ

くりをしていただこうという趣向です。ここでぐっと参加者の距離が近くなることを期待し

ています。 

（渡辺議長） 

  仲間づくりというか、もっと親しくなるという意図での懇親会ですね。次に、「にいつ元

気が出る商店街～まちなかマエストロに学ぶ～」についてはいかがですか。これはすでに全

部終わっていますね。 

（事務局） 

  はい。 

（川瀬副議長） 

  これを見ると、対象が 40歳以上の働き盛りのシニア世代とあるのですけれども、具体的に、

何歳の方々でしたか。 

（事務局） 

  30 代の方が１名、40代が２名、50代が５名、60 代が２名、70 代が４名でした。 

（川瀬副議長） 

  30 代の人と 70代の人、感想などのアンケートはとってありますか。30 代の人と 70代の人

の感想というのは同じような感想が出るものですか。 

（事務局） 

  30 代の方は、運営審議委員の中島先生の社会教育主事の講義を聞かれて、そのときにこの

講座を知り参加したいということで、ゲストではないのですが人数が定員に達しなかったの

で参加していただきました。アンケートはすべて無記名です。30 代の方は、またこういう企

画に参加したいとおっしゃってられ、できれば企画委員としても携わっていただけたらと、

お名前等をうかがいました。 

（川瀬副議長） 

  この内容からいうと、40 歳以上と絞る必要がないと思います。むしろ若い人が聞きたくな

るような、和のある暮らしとか、普段の生活ではなかなか体験できないものですから、むし

ろ、こちらを若い人に絞ったほうがよかったと思いました。 

（事務局） 

  この事業は中島委員が中心になっていただいた「あと５歳若く見られるための習慣術」の

後継事業です。家にこもりがちな男性に外へ出てもらいたいことが、そもそものスタートで

す。奥様に連れられて「あと５歳」に大勢の男性が来るかなと思ったら、出て来られるのは

中高年の女性ばかりで、なかなかこちらが思うようにはいきませんでしたが、この「まちな

かマエストロ」は、男性の参加者はそんなに多くはなかったですが、まあまあでした。 

（事務局） 

  17 名中３名です。「あと５歳」の時は１名でした。 

（事務局） 

  あまり多くなかったですね。すみません。 
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（川瀬副議長） 

  「語り継ぐ小須戸の文化（入門編）」の資料の中で、空欄になっている回数と、参加者数、

延参加者数など分かれば教えてください。 

（事務局） 

  回数は３回の連続講座です。毎週金曜日の午前中にやりました。先週の金曜日が最終回で

した。定員 15名ですので３回で 45名。最終回に来られないという方がいましたので、42人

位だと思います。 

（渡辺議長） 

  この参加者もやはり女性が多いのでしょうか。 

（事務局） 

  私たちは、圧倒的に男性が来ると思っていましたが、実際は逆でした。中には、勤め先が

小須戸の塾の方がいらして、五泉から通い勤めている地域のことを何も知らないからという

理由で参加されました。この方は 40 代だと思いますが、そういう方もいらっしゃいました。

（渡辺議長） 

  小須戸の商店街の皆さん一生懸命盛り上げようといろいろ努力されている、そういう様子

を見たり聞いたりしますが、そういう面で相当関心は高いですね。 

（事務局） 

  高いですね。自分が生まれ育って生活してきたまちでありながら、歴史的遺産、文化的遺

産や過去の経緯を知らないという方がおられ、それが参加の動機になったという女性が結構

いらっしゃいました。 

（相馬委員） 

  今の事業で入門編とありますが、次年度以降、発展させる予定はありますか。 

（事務局） 

  まだ検討していませんが講師次第です。また、どの事業にも共通していえるのは、公民館

は初級編、入門編などきっかけづくりが主体ですので、その辺との兼ね合いだと思います。

まだ全部ネタを出したわけではないので、構成はできると思います。 

（相馬委員） 

  ちなみに、参加者の年代は、やはり 60代、70 代が多いのですか。 

（事務局） 

  60 代、70 代のリタイヤされた方が多いです。ただ、中には 40・50 代の方も数人いらっし

ゃいます。 

（渡辺委員） 

  小須戸地区市民展が昨年は 500 人ちょっとの参加者が、今年は 760 人に増えたということ

ですが、増えた理由は。 

（事務局） 

  昨年は旧公民館で行いましたが、今年は、４月にオープンしたまちづくりセンターでやり

ました。建物が新しく、初めてだということもあり来てもらえたようです。 

（渡辺委員） 

  催し自体は、そんなに昨年とか変わらないと。 

（事務局） 
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  内容的にはそんなに変わっていないので、建物が新しいまちづくりセンターになったとい

うことで、これを機会に来た方が多かったと思います。 

（渡辺議長） 

  間もなく、新津地区公民館の区展が始まりますね。それと小須戸の市民展との違いはある

のですか。 

（事務局） 

  小須戸の文化協会と新津の美術協会・文芸協会が大同団結できず、それぞれで活動したい

ということのようです。小須戸の文化活動は長い歴史がありますし、新津は新津市のときか

ら独自に会員づくり、仲間づくりをされていたので、一緒になるということができないまま

ここにきているのだと思います。それぞれの地域で活動されている方が、自分たちの作品が

発表できなくなるのは寂しいと、地域の展覧会が残ったという経緯があると聞いています。

（渡辺議長） 

全体を通して構いません。この四つの件以外でも、ぜひお願いします。 

（中川委員） 

  「Ａｋｉｈａ ｄｅ 夜会」についてお聞きします。コミュニティコーディネーター育成

事業ということですが、コーディネーターを育成するための事業か、同世代の人たちと交流

の事業か、どちらに重きを置いているのでしょうか。 

（事務局） 

  事業名はコミュニティコーディネーター育成事業ですが、今回はコーディネーターをでき

る方を発掘しその方と今後関係を持ち続けるための、表現の仕方が適切ではありませんが、

コーディネーターの卵発掘事業というのが正直なところです。今回の参加者の中から、今後、

この事業、あるいは公民館事業に関わっていただけそうな、あるいは地域の取りまとめをや

れそうな方を是非発掘したいと考えています。 

（中川委員） 

  チラシの育成事業という表記だけとらえて、ちょっと遠慮しようと考えた人がいたのでは

と、少し気になりました。 

（事務局） 

  チラシや区だよりを見て応募された方は１人しかいないということは、この事業名が、あ

まりいい作用をしなかったと感じます。ただ、市長が、地域の課題は地域の方が解決してい

かないと、これからは行政の手だけですべてはできない、地域の核になるコーディネーター

を輩出しないといけないという方針のもと、以前から全市的に取り組んでいますが、なかな

か結果や形が出てこない。公民館も何年か前から取り組んでいます。４年ほど前に３年間、

小須戸地区公民館でもやりましたが、少し変化の兆しは出てきたものの、コーディネーター

の育成まで至らなかったということがありまして、難しい事業と認識しています。 

（中川委員） 

  小須戸の事業で「語り継ぐ小須戸の文化」とありますが、学校は地域コーディネーターが

一生懸命やってくれていて、地域といろいろやり取りしていただき大変助かっています。例

えばこれが、語り継ぐ阿賀浦の文化というようなものがあれば、３、４年生あたりで、ぜひ

お招きして、お聞きしたいテーマなのです。これは小須戸の事業ですが、新津では今後、計

画はありますか。 
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（事務局） 

  館報は相当古いのですが、昭和 24年 10 月発行が最初で、現在まで 65年位になります。 

（事務局） 

  小須戸地区公民館はずっと館報を作っており、地域の文化活動などが記録されています。

それを、テーマ毎に説明、紹介をされたものと想像します。そういう内容を阿賀小学校でで

きないかというお話なのですが、地元の阿賀浦コミュニティ協議会が、地域の文化財、歴史

のまちあるきのマップを作りました。それを使って、児童の皆さんが、地域の歴史を歩くと

か、地域の歴史を考えるということはできると思います。 

（中川委員） 

 新関小学校の・・ 

（事務局） 

  そうです、あの「夢マップ」はかなり本格的です。阿賀浦コミュニティ協議会も地域の、

例えば史跡やお寺などを一生懸命調べられて、ガイドマップにされましたので、それを使っ

て児童が地域を歩くということは可能だと思います。 

（渡辺議長） 

  他にいかがですか。 

（相馬委員） 

  関連です。私は小須戸在住ですが、小須戸の商店街とその近辺のまち歩きマップはありま

す。今のお話のように、中心から外れた、例えば水田とか新保辺りのお寺の歴史や成り立ち、

小須戸の成り立ちについてのマップがありません。小須戸を語り継ぐ、小須戸の歴史を発掘

するようなマップがないので、こういうことを公民館事業として取り組んでいただけると、

すごくいいと思います。来年度事業もしくは再来年に検討してもらえたらと。まち歩きに特

化した小須戸になってしまっているので、それ以外の地区の発掘みたいな形ができるといい

と思います。 

（事務局） 

  一つの選択肢としては、そういうやり方もあると思います。ただ、その素材をどこまで語

れる人がいるか、あるいは記録として残せる人がいるかという問題があります。例えば小須

戸はたくさんのお寺がありますが、それぞれ由緒あるお寺で歴史もありますが、その全部を

よく知る人がいるかどうか不安があります。 

（相馬委員） 

  小学校の子どもたちは結構、まち探検という形で、先ほど言われた本住寺なども回られて

いるので、その教材になるような形ができるといいと思いました。 

（事務局） 

  可能性はあると思いますし、例えばお寺であれば、相手様から協力を得られれば可能だと

思います。 

（川瀬副議長） 

  いきなり、たくさんのお寺の歴史を調べようとしても大変なので、今回、３回シリーズで

やりましたので、イラストや写真を資料として残していけば、何年か先には膨大な資料から

マップができる、そんななやり方があるかもしれませんね。 

（事務局） 
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  非常にいいやり方だと思います。今回先生から、まわった主な所、馬頭観音とか本住寺に

棟札があるとか、ここに丸塚という古墳があるというマップを作ってもらったのです。この

程度であれば、簡単に作れると思いました。 

（川瀬副議長）  

  それを何年間か貯めていけば膨大な資料になる。 

（事務局） 

  今回参加された方に、講師から提供された資料、地図、あるいは旧小須戸の教育委員会が

作った小須戸町の文化財のコピーをお渡ししています。これらをうまくまとめれば、近いも

のができると思います。 

（渡辺議長） 

  秋葉区には 11のコミュニティ協議会があり、昨年から「コミぶら散歩」というタイトルで

やっています。各コミ協が工夫しながらマップづくりに尽力され、それを基に自分たちの地

域を回ってみる。よそからも大勢来ておられるようで、かなり反響は大きいと思います。マ

ップを使いながら、学校教育の中にも組み入れ地域を知ろうとやっている学校もありますの

で、入手した資料、作った資料を積み重ねていけば、すばらしい資料として残るのではない

かと思います。 

  他にないようです。事務局いかがしますか。 

（事務局） 

  中間報告を閉めていただき、次の、その他の意見交換、情報交換に移っていただければ。

（渡辺議長） 

  では、中間報告について皆さんの意見等を整理しておいてください。次の（２）その他を、

事務局お願いします。 

（２）その他 

（事務局） 

  新津地区公民館でも、学社民の融合による教育の推進、地域づくりなど市教委の基本方針

に基づき、昨年から小中学校毎に担当職員を配置し事業連携を模索していますが、公民館目

線になっているのではと案じています。委員の皆さんから、教育関係者という立場から、或

いはあの学校のあの取組は良かったとか、学校長として公民館にこういう部分で手伝っても

らえるかというお話を是非、お聞かせいただきたいと思います。 

（渡辺議長） 

  今の事務局からの発言について、いかがですか。 

（渡辺委員） 

  新津五中の渡辺です。いつもお世話になっています。 

  五中では、ＧＩＰ（五中いじめ問題対策プロジェクト）集会で、公民館や地域の人から入

っていただき、子どものいじめ撲滅劇を見て大人からの感想を伺いました。今年は４小学校

の６年生から見学してもらいました。だんだん規模などが大きくなってきて、ありがたいと

思っています。公民館からの働きがけと思いますが、ＦＭ新津から放送していただきました

し、新潟日報などにも声かけし、大いに発信していけたらと思います。 

  公民館への期待ですが、コミ協でマップを作られていますから、公民館に行くとそのマッ
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プが全部そろっているとか、五中校区のマップをいただけないかと。総合的な学習で、地域

を学ぶ学習が充実できると。また、講師も教えていただけたらと思います。 

  地域交流事業では、公民館や区役所の方が学校に来ていただき、防災教育や、防災施設見

学などとても助かっています。 

  前任校では西川地区の公民館と連携し、夏休みに公民館事業としてキッズフェスティバル

が開催されました。公民館の近くで、小学生を対象とした出店をやり、美術とか科学発表会

などで小学生を集めました。そんなとき、中学生もボランティアとして出店の手伝いとか、

科学部員の中学生が小学生に教え、実験して見せてあげたり、美術部員の場合は傘鉾を一緒

に作りました。長期の休みに小学生が集まるイベントをやり中学生も手伝いで呼んでいただ

ければ、いい交流の機会になり、ボランティア精神を育むことにもなります。そんな企画を

していただければと思います。 

（事務局） 

  マップにつきましては、取り寄せてお渡ししたいと思います。キッズフェスティバルを西

川でやっているということですが、新津地区公民館で実施していない事業です。小須戸小学

校と矢代田小学校の地域教育コーディネーターのお話では、夏休みに小学生が登校して自習

をするときに、小須戸中学校の生徒が教えているとのこと。今年から、新津地域学園の 201

研修室を自習室として解放しましたら、五中の生徒さんから大勢来ていただきました。中学

生が小学生を教えるようなやり方を検討してみたいと思います。 

（中川委員） 

  学校は地域教育コーディネーターが中心になって、地域と連携をやっていただいています

が、公民館がコーディネーター向けに活動事例の紹介などをされていますか。 

（事務局） 

  地域教育コーディネーターについては、教育支援センターが担当しています。小中学校の

会議が各々年２回、合同で１回。昨日、新潟のユニゾンプラザで市内全小学校のコーディネ

ーターの研修会がありました。区のコーディネーター会議では、必ず、公民館の連携事業を

説明させていただいています。徐々にではありますが、相談をいただけるようになっていま

す。ただ、それぞれのコーディネーターが相談されたい内容は違いますが、一度相談をして

くださいというお話は常々しています。 

（中川委員） 

  学社民の融合ということで新潟市はやっていますが、新津地区公民館も全 27 事業のうち、

約４分の１、25パーセントは学校にかかわる事業をやられ少ないとは思いません。４分の１

の事業をさらにどうしたいのかというあたりのお考えがあったら聞かせてください。 

（事務局） 

  公民館事業は、①「学社民の融合による教育の推進、まちづくり、ひとづくり」。少子化

を受けて、②「これから出産を迎える、出産されたご夫婦の支援」。この二つが大きな柱で

す。それプラス、③「高齢者の生きがいづくり、健康づくり」。これを含め三本柱と考えて

います。ただ、学社民については、教育委員会から、学校に地域の学びの拠点作りとか、さ

まざまな新しい動きが出ていまして、昨日の市内の全小学校のコーディネーター研修会で事

例発表を聞きましたが、当館の取組みが遅れているという印象を持ちました。もっと学校を

使わせていただくとか、学校と一緒に、学校で児童や地域の方との事業をもっと進めていか
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なければと強く思いました。 

（大泉委員） 

  新潟市は、平成 19 年度からパートナーシップ事業を進めていますが、新津地区公民館とコ

ーディネーターとの関わりはここ数年と少し遅れている印象です。一方、秋葉区のコーディ

ネーターは、自主的な研修を全体で年４回。年度初めと年度末には小中一緒の研修会があっ

て、１回は講師を呼んで研修しています。つい先日も、小学校コーディネーターで中央区の

日和山小学校を視察しました。日和山にしたのは、統合された学校ということもありますし、

いろいろな取組みもやっていて我々も初心に帰るということで、勉強になると思い行かせて

もらいました。中央区は以前から、コーディネーターと公民館のかかわりが強く密接にやら

れています。秋葉区はこれから伸びしろがあると思います。 

  研修などは公民館を利用し、公民館からも情報提供をしていただいていますし、コーディ

ネーターも公民館と一緒にやった事業を発表させてもらっています。そういった情報はコー

ディネーターの皆さんは共有していると思います。先日、日和山に行った時も、公民館のバ

スを出してもらいました。今度とも公民館と連携してやっていきたいなと、全コーディネー

ターは考えていると思います。 

（渡辺議長） 

  マスコミやマップの活用について、長期の休みを使う方法はないかというお話、地域コー

ディネーターの活動などたくさん聞かせていただきました。それらを検討されて、生かして

いただければありがたいと思います。時間となりましたので終わりといたします。ありがと

うございました。 

３．閉会 

副議長あいさつ 


