
平成２６年度 第２回西春近公民館運営審議会 会議録 

 

開 催 日 平成２７年 ３月６日（金） 

開 催 時 間 開会 午後７時００分 閉会 午後７時５５分 

開 催 場 所 割烹だるま（伊那市荒井） 

委員の出欠 

 

出席 ６名 

欠席 ２名 

 委員氏名   委員氏名  

1 伊藤 一夫（会長） 出 5 加納 義晴 出 

2 手塚 廣子（副会長） 出 6 太田 善太郎 欠 

3 小林 英明 出 7 唐木 孝雄 出 

4 赤羽 弘幸 出 8 北林 敏文 欠 

公民館職員 ・公民館長 野溝 弘文   ・公民館主事 酒井 高太郎 

諮 
問 

事 

項 

審議事項  

(１) 平成 26 年度公民館事業報告 

 

（主  事）  資料に沿って説明 

 

質問・意見等 

（委  員） バスの公用使用ができないという説明であるが、上伊那郡外へ講

座で研修に出る際の交通手段はどうしているのか。 

（主  事） 参加者が少ない場合は１０人乗り公用車等を使用している。多い

場合は２回に分けて開催した事もあった。 

（委  員） 今後もそのような対応でいくのか。 

（館  長） 教育委員との懇談会では、以前の様に、または、100km 以内など

一定の距離の条件付きで、バスを郡外でも使用できるよう要望を

している。高齢者は勉強熱心であり、郡内の学習できる場所はほ

とんど訪れてしまっているという状況もある。 

（委  員） 何とか郡外に出られる方法を検討してもらいたい。 

 

（委  員） ジオパークの学習に参加したが、その後、エコパーク登録等の報

道があり、興味や関心が深まった。春から秋にかけての日中は農

作業などで忙しい人も多いが、地区のみなさんに公民館講座へも

っと参加してもらえるとよい 

 

（委  員） 分館出張講座はどんな内容で行っているか。 

（主  事） 小出一区は災害時の調理について、表木区は料理教室を開催した。 

 



 

 

諮 

問 

事 

項 

 

（委  員） 現在、公民館利用団体が 32 団体ある。サンライフ伊那が平成 27

年度いっぱいで廃止され、サンライフ伊那の利用団体が公民館へ

活動施設を移すと聞いているが、受け入れはできるのか。 

（主  事） 伊那市商工振興課の平成 26 年末の説明によると、サンライフ伊

那の主催講座及び自主活動サークルは 30 団体あり、うち 8 団体

が西春近公民館を移動先の候補としている。この 8 団体が希望す

る利用時間や頻度、利用施設等から受け入れはできると判断して

いる。現在のところ具体的には 3 団体から直接問い合わせがあ

り、1 団体は平成 27 年 4 月から西春近公民館を利用する予定で

ある。 

 

 

審議事項  

(２) 平成 26 年度公民館事業報告 

 

（主  事）  資料に沿って説明 

 

質問・意見等 

特になし 

 

 

審議事項  

(３) その他 

 

（主  事） 平成２６年１１月２６日付の西春近自治協議会及び西春近区長会

から提出された西春近公民館の新築についての要望書について

資料に沿って説明 

（委  員） 要望書には、サンライフ伊那の廃止計画にも触れられているが、

公民館とサンライフ伊那は設置の経過がそれぞれ違うので、サン

ライフ伊那の代替施設として公民館を新築するということで進

めない方がよい。 

 

会議終了後、懇親を兼ねて情報交換会を行った。 

 



 

 

 

平成 26年度 第 2回 西春近公民館運営審議会 次第 

 

平成 27 年 3 月 6 日（金） 

午後 7 時 00 分 から  

 

 

１ 会長あいさつ 

 

 

２ 公民館長あいさつ 

 

 

３ 審議事項 

（１）平成 26 年度公民館事業報告 

 

 

 

（２）平成 27 年度公民館事業計画概要 

 

 

 

（３）その他 

 

 

４ その他 

 

 

 

５ 閉会 

 

 

 

 

 



 

 

 

平成 26年度 西春近公民館運営審議会委員名簿 

 

氏 名 住 所 区 名 
電話番

号 
役 職 名 

小林 英明     西春近地区小学校長（南小） 

赤羽 弘幸  小出二区  西春近区長会会長 

加納 義晴  下牧区  西春近財産区議長 

太田 善太郎  諏訪形区  西春近分館長主事会長 

伊藤 一夫  小出二区  学識を有する者 

唐木 孝雄  小出一区  社会教育委員 

手塚 廣子  赤木区  スポーツ推進委員 

北林 敏文  表木区  西春近青少年育成会会長 

 

公民館運営審議会委員の位置づけ及び役割について 

 

○社会教育法 昭和２４年６月１０日 法律第２０７号 

（目的） 

第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、

学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操

の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。  

（公民館運営審議会） 

第二十九条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につ

き調査審議するものとする。 

 

○伊那市公民館条例 平成１８年３月３１日 条例第１７８号 

第４条 法第２９条の規定により、各公民館に公民館運営審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

２ 審議会の委員の定数は１５人以内とし、任期は１年とする。ただし、補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 
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平成 26年度 西春近公民館事業報告書 
 

平成 27年 3月現在 

 

□西春近公民館運営審議会 

回 開催日 会 場 内 容 

1 6/11 西春近公民館 委員の委嘱、正副委員長選任、本年度事業の審議 

2 3/6 だるま料理店 本年度実施の事業報告、来年度事業計画の審議 他 

 

□西春近分館長主事会 

回 開催日 会 場 内 容 

1 2/5 西春近公民館 委嘱書交付、正副会長選出、本年度本館事業 

2 4/16 みのりや 今年度計画について、地区館・分館役職員研修会について他 

3 6/25 西春近公民館 トリムバレー大会、権現山登山道他整備作業について他 

4 10/9 西春近公民館 権現山区民登山、西春近地区文化祭について他 

5 12/3 みのりや 一年間の事業報告・反省 

 

□その他の会議 

開催日 会 議 名 会 場 参集範囲 参加者 

6/18 トリムバレーボール大会主将会議 西春近公民館  各チーム代表者 14名 

7/17 成人式実行委員会（１回） 西春近公民館 新成人・役員他 15名 

8/7 成人式実行委員会（２回） 西春近公民館 新成人 5名 

9/18 市民駅伝打ち合わせ会議 西春近公民館 参加選手・役員他 41名 

11/5 文化祭打ち合わせ会議 西春近公民館 サークル代表者 6名 

1/19 趣味の会発表会代表者会議（１回） 西春近公民館 サークル代表者 15名 

2/12 趣味の会発表会代表者会議（２回） 西春近公民館 サークル代表者 13名 

3/2 趣味の会発表会代表者会議（３回） 西春近公民館 サークル代表者 13名 

 

□青少年事業 

開催期間 会 場 教室名 参加者 講師・その他 

7/28-30 

（3日間） 
西春近公民館 西春近てらこや塾 58名 宮原輝雄さん他 

 

□高齢者学習 

 高齢者教室「万年青の会」 受講生 7名 

回 開催日 会 場  内 容 講師・その他 

1 5/20 西春近公民館 開講式・古文書解読 野溝館長 

2 6/17 沢渡周辺 伊那街道を探訪する 野溝館長 

3 7/23 大町市・安曇野市 安曇野の美術館をめぐる  

4 8/27 上松町 赤沢自然休養林（木曽）で森林浴  

5 10/28 大桑村 木曽の古刹めぐりと阿寺渓谷見学  

6 11/21 箕輪町・西春近 伊那谷の古墳をめぐる  

7 12/16 西春近公民館 マッサンのお話し 野溝館長 
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8 2/24 西春近公民館 落語を聞いて寒さを吹き飛ばす DVD 

9 3/27 岡谷市 蚕糸博物館の見学  

 

□女性学習 

 女性教室「女論の会」 受講生 30名 

回 開催日 会 場 内 容 講師・その他 

1 5/19 西春近公民館 開講式・年間計画立案  

2 6/16 長谷 ジオパークめぐり 藤井利衣子さん 

3 7/14 阿智村 満蒙開拓平和記念館で平和学習と神之峰  

4 8/27 上松町 赤沢自然休養林（木曽）で森林浴  

5 9/21 沢渡周辺 西春近よいとこウォーキング 野溝館長 

6 10/20 西春近公民館 のろしの歴史 野溝館長 

7 11/25 東春近田原 アルストロメリアの生産農家を訪ねて  

8 12/10 伊那市役所 市議会定例会の傍聴  

9 1/19 西春近公民館 マッサンのお話し 野溝館長 

10 2/16 西春近公民館 童謡・唱歌を楽しむ 鷹野綾子さん 

11 3/16 西春近公民館 料理教室・懇親会 加納美代子さん 

 

□家庭教育 

 子育て教室「かるがも親子学級」 受講生 親子 26組 55名 

回 開催日 会 場 内 容 講師・その他 

1 5/21 西春近公民館 開講式・小麦粉粘土づくり 林さん丸山さん 

2 6/4 みはらし農園 畑の種まき、苗植え  

3 7/2 西春近公民館 七夕飾りつくり 林さん丸山さん犬塚さん 

4 7/16 西春近公民館 流しそうめん 林さん丸山さん犬塚さん 

5 8/20 みはらし農園 畑のとうもろこし収穫  

6 9/22 箕輪町 バス遠足（ぶどう狩り他） 林さん丸山さん 

7 10/8 西春近公民館 お話し広場とリズム体操 養田さん林さん丸山さん 

8 10/22 みはらし農園 さつまいも収穫  

9 11/12 西春近公民館 焼き芋とお菓子づくり 林さん丸山さん犬塚さん 

10 11/26 西春近公民館 大運動会 林さん丸山さん犬塚さん 

11 12/15 西春近公民館 クリスマス会 林さん丸山さん犬塚さん 

12  1/14 西春近公民館 もちつき大会 林さん丸山さん犬塚さん 

13 1/28 西春近公民館 豆まき大会 林さん丸山さん犬塚さん 

14 2/25 西春近公民館 スライムであそぼう 林さん丸山さん犬塚さん 

15 3/12 西春近公民館 お別れ会 林さん丸山さん犬塚さん 

 

□成人学習 

男性教室「父居屋の会」 受講生 7名 

回 開催日 会 場 内 容 講師・その他 

1 5/30 西春近公民館 開講式・年間計画立案  

2 6/27 西春近公民館周辺 沢渡のホタル観賞と座談会  

3 7/25 大芝高原 マレットゴルフ大会  
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4 8/29 上松町 赤沢自然休養林（木曽）で森林浴  

5 9/21 沢渡周辺 西春近よいとこウォーキング 野溝館長 

6 10/31 飯田市 神之峰と飯田市美術博物館  

7 11/25 東春近公民館 しめ縄づくり  

8 1/30 西春近公民館 そば打ち新年会  

9 2/19 ミノワボウル ボーリング大会  

10  3/16 西春近公民館 料理教室（そば打ち）  

 

□文化体育・その他の教室・講座等 

開催日 会場 教室・講座名 参加者 

 

5/18-7/27 

5/20-7/22 

 

西春近北小体育館 
センターテニスコート 

ふれあいスポーツ教室 

北部：ふわっとテニス(10回) 

南部：ソフトテニス(10回) 

 

6/29 春富中体育館 女性トリムバレーボール大会 66名 

7/28-30 西春近公民館 伊那まつり踊り講習会(3回) 72名 

8/2 通り町 伊那まつり西春近連参加 300名 

8/15 西春近公民館 西春近地区成人式 99名 

9/21 沢渡周辺 西春近よいとこウォーキング 12名 

10/4･11 陸上競技場 市民駅伝西春近チーム練習(2回) 60名 

10/13 陸上競技場 市民駅伝西春近チーム参加 48名 

10/19 権現山（古道） 権現山区民登山 23名 

11/15-16 

1, 
西春近公民館 第 65回 文化祭 411名 

11/11･28 

1, 
西春近公民館 心の健康サポーター研修会（人権教育） 31名 

11/19 

1, 
西春近公民館 西春近マレットゴルフ大会 18名 

3/5 西春近公民館 健康と福祉を考えるつどい 40名 

3/16 西春近公民館 第 35回 趣味の会発表会 名 

 

□分館出張講座他 

 

 

□公民館クラブ、サークル（32団体） 

松の部、なかよし会、萩の会、藤華流ももの会、マイステップ、キタタツ、スターダスト、 

伊那百名山の会、西春近コーラス、合唱団まい、長野県上伊那岳風会、 

長野県上伊那岳風会西春近公民館教室、岳風会オリンパス教室、長野県上伊那岳風会扇舞部、 

長野県上伊那岳風会剣舞部、虹彩、邦楽同好会、春近ハーモニー、ゆかいな仲間たち、 

西春近絵手紙教室、市民大学同窓会「押し花同好会」、西春近読書会、西春近古文書会、 

火曜書道教室、西春近公民館陶芸教室、JA上伊那春富支所生活部会西春近支部（料理教室）、 

沢渡ふくしの会筋トレ教室、食改あやめグループ、食改西春近グループ、右女順会歳グループ、 

アルパの会、上農同窓会西春近支会 

開催日 会 場 教 室 名 参加者 講師・その他 

5/10 小出一区公民館 分館出張講座 26名 飯島信子さん 

7/19 表木区公民館 分館出張講座 30名 加納美代子さん 



対象 講座･教室名 講座・事業内容
募集
人数

開催時期
開催時間

高齢者
おもとのかい

万年青の会
おもとのように、いつまでも
若々しく学びましょう。

30人
5月～3月　火曜日
午後1時30分～　計11回

ぱぱいやのかい

父居屋の会
男性の皆さんの仲間づくり、学
びの場です。

15人
5月～3月　金曜日
午後1時30分～ 計11回

陶芸教室
陶芸をやさしく基礎から学びま
す。

10人
4月～11月　水曜日
午後7時～9時

火曜書道教室
初心者から検定向けまで、書道
を基礎から学びます。

20人
4月～3月　火曜日
午後4時～8時 （2講座）

分館出前講座 各種講座を分館へ出前します。 －
分館からの要望により
随時開催

女性
めろんのかい

女論の会
女性のみなさんが仲間づくり、
学び論ずる（女論）場です。

30人
5月～3月　月曜日
午後1時30分～ 計11回

かるがも親子学級
乳幼児とお母さんが遊びと仲間
づくりをします。

20組
5月～3月　水曜日
午前10時～　計14回

家庭教育講演会
南北小学校、ＰＴＡ、育成会と
共催の講演会です。

－ 年2回

西春近てらこや塾
夏休み中の小学生が、公民館で
宿題や体験学習等をします。

60人
7月27日～29日
夏休み中

第27回女性トリム
バレーボール大会

気の合う仲間どおしで楽しく汗
を流しましょう。

70人 7月5日　日曜日

西春近地区成人式
今年度も公民館単位で行われる
予定です。

－
実行委員会で決定
（昨年は8月15日開催）

西春近よいとこ
ウォーキング

北部または南部の「よいとこ」
をウォーキング

30人 9月20日　日曜日

権現山区民登山
西春近の里山や権現山の案内を
聞きながらのハイキングです。

25人
10月18日　日曜日
予定

マレットゴルフ大会
スポーツの秋です。楽しくボー
ルを打ちましょう。

30人 6月　平日開催

第66回
西春近地区文化祭

公民館の教室、サークルが日頃
の学習成果を発表します。

－
11月15日～16日
土日

第36回
趣味の会発表会

公民館利用者や地域で活動され
ている方々による発表会です。

－ 3月13日 日曜日（予定）

健康と福祉を
考えるつどい

健康、福祉に関する講演会で
す。

－ 3月

平成27年度　西春近公民館　事業計画概要

成人

体育

文化

行事
ほか

家庭

青少年








