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平成29年(2017年)8月定例企画運営委員会 

会議次第 

平成29年8月5日（土）10:00～ 

千二地区公民館 大会議室 

館長よりあいさつ 

話しあっていただくこと 

1. 講座に関すること

1-1 ７月に実施された講座の報告 

講 座 名 参加者 定員 参加費 実施日 時間 担当者 

かわいいサシェ作り 女性１３男性０ 20人 700円 7/3(月) 10:00～11:30 氏平 

健康体操(二部制) 女性５１男性５ 50人 無料 7/3(月) 13:30～15:45 永松・神德 

助産師さんと産後ママヨガ with

ベビー 
４組 10組 無料 7/7(金) 10:30～12:00 福田 

セミの羽化観察会 １８組大２０小３１ 15組 無料 7/22(土) 18:30～21:00 神德 

悪質商法にご用心 女性32男性11 30人 無料 7/27(木) 13:30～15:00 館長 

1-2 ８月実施の講座について（応募人数は8/4現在） 

講 座 名 応募/定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

折り紙教室 実施済み 17/10人 500円 
8/3(木) 

8/4(金) 
13:00～17:00 

工藤 

事務員 

健康体操(二部制) 
５6/50人 

５4/50人 
無料 

8/7(月) 

8/21() 
13:30～15:45 永松・神德 

コロコロブーメランを作ろう 13/40人 無料 8/9(水) 10:30～12:00 杉田 

歌って学ぼう英語の発音（こども） 4/20人 無料 8/19(土) 13:00～14:30 柏谷 坂口 

どうぶつのおはなし 11/20人 無料 8/20(日) 13:30～15:00 宇野 

古文書講座 18/20人 無料 
8/27,9/10 

9/24,10/8 
13:30～15:30 

藤田、山本、

脇田、工藤 

気功体操 7/20人 無料 8/31(木) 10:00～12:00 杉田 

1-3 ９月の講座について 公民館だより９月号をご参照ください。 

講 座 名 定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

簡単リズム体操 10人 無料 9/1(金) 14:00～15:30 氏平 

歌って学ぼう英語の発音（大人） 25+25人 無料 9/3(土) 13:30～15:00 柏谷 

健康体操（二部制） 50人 無料 9/ 4（月） 13:30～15:45 永松・神德 

古文書講座 20人 無料 
9/10(土) 

9/24,10/8 
13:30～15:30 

藤田、山本、

脇田、工藤 

ラザニアランチ作り 12人 1,200円 9/15(金) 10:00～13:00 

美肌セルフケア講座 16人 500円 9/29(金) 10:00～12:00 

歌声ひろば 50人 無料 9/2１(木) 13:30～15:00 
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1-4 １０月以降の講座予定について  

講  座  名 定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

古文書講座 20人 無料 10/8 13:30～15:30 工藤 

健康体操（二部制） 20人 無料 
10/2（月） 

10/16（月） 
13:30～15:45 永松・神德 

創作手まり作り  600円 10/5(木)   

折り紙教室   
１０/６（金） 

10/13(金) 
  

秋のコンサート 30人 無料 10/15(日) 10:30～11:30  

デニッシュパン作り 6人  １０/１６（月）   

  

 

2. 運営に関すること 

2-1 広報に関すること 

2-1-1 公民館便り９月号について確認をお願いします。 

 

2-1-2 ホームページなどについて  

ホームページを作成しました。 sen2com.com 千二地区公民館 

ツイッターの利用を始めました。 https://twitter.com/sen2com  吹田市千二地区公民館 

 

2-2 講座の広報について 

2-2-1「夏休み子ども講座」外注カラーチラシをつくりました。１０００部、2,８５０円でした。千二小全児童に配

布しました。 

「セミの羽化」ポスターを作って掲示しました。ハッシュタグツイート「＃セミの羽化観察会」で情報の拡散

をはかりました。参加者に案内はがきを送付しました。 

千二小「町たんけん」の作文にお礼の手紙を書きました。 

2-2-2「古文書講座」のチラシを作製、市内の図書館、博物館に配布を依頼しました。 

 

2-2-3 市報すいた掲載期間の変更 

これまで市報Ａ月号にはＡ月16日～Ｂ月15日までの講座が掲載されていましたが、11月号以降Ａ月1日

～Ａ月31日までの講座の掲載に変わります。したがって、市報11月号に掲載される11月 1日～11月30日

の講座は9月21日（木）が締切になります。 

参考までに、10月号に掲載されるのは10月16日～10月31日の講座で締め切は8月17日（木）です。 

 

3. 次回日程 

９月２日（土）の予定です。 

今回と同様11時から文化祭実行委員会を開催したいと思います。 

https://twitter.com/sen2com


 

2017/08/05 

平成 29 年度 千二地区公民館文化祭 第二回実行委員会 

 

1. 報告 

7/10 付で「第 45 回千二地区公民館文化祭のご案内ならびにアンケートのお願い」を各登

録グループに配布しました。 

展示１１グループ、演芸発表１４グループの参加表明がありました。（昨年各１１Ｇ，１２Ｇ） 

 

 

7/28(金)午前１０時３０分より説明会を行いました。 

杉田実行委員長と柏谷が出席。参加１４グループ。文化祭の概要説明を行い、参加申込用

紙を配布しました。 

出演グループから希望があったので出演時間についての希望調査用紙を翌日から配布し

ています。 

申込みの締め切りは９月９日（土）、参加者会議を９月２８日（木）に設定しています。 

 

吹田市への書類提出は８月３日逓送便で行いました。 

 

ぷくぷくと高砂には連絡を入れてあります。 

 

一中、 保育園、 幼稚園には展示のお願いに行ってきました。 

 

２． 検討事項 

今年は活花クラブが出展しないのでお花をどうするか？ 

予算で大きな割合を占める記念品について 

全体のレイアウト、飾りつけなどの外観について 

お弁当は？ 

 

その他 

 

 

 

 



2017/07/28 

公民館グループ各位 

文化祭実行委員会委員長 杉田 道昭 

千二地区公民館館長   柏谷 唯司 

第 45 回文化祭説明会の記録 

 

開催日時 平成 29 年 7月 28 日（金）午前 10：30～11：30 

場所 千二地区公民館小会議室 

出席 

同好会  月一会、千二フラの会、茜会、書道クラブ、太極拳同好会、勝陽会、いきがい同好会、マーガレッ

ト、ギターアンサンブル、如月会、リコーダークラブすっぽん、福祉委員会、民謡ちさと会、手芸クラブ 

公民館 杉田実行委員長、柏谷館長 

配布資料 

「千二地区公民館文化祭 作品出展・演芸出演のお願い」「第 45 回文化祭展示配置図（案）」 

「第 45 回千二地区公民館出展申込書」（展示参加グループ） 

「第 45 回千二地区公民館文化祭出演表」（演芸発表参加グループ） 

 

内容 

杉田文化祭実行委員長のあいさつの後、公民館長より「千二地区公民館文化祭 作品出展・演芸出演の

お願い」に沿って文化祭の説明を行いました。 

その後、次のような質問がありました。 

＊申し込みの締め切りが 9月 9日になっているが、8月は活動を休むため締め切りに間に合わない。 

→できるだけ締切日までにお願いしたいが理由を添えて公民館までお知らせください。 

＊会場準備のために公民館が利用できない期間は？ 

→10 月 28日（土）から 11 月 6 日（月）までの予定です。 

＊演芸の出演時間は？ 

→1 グループ 15 分でお願いします。 

＊複数のグループに出演する人がいるので、出演が連続しないよう配慮してほしい。 

＊午前中の最後を希望する。 

＊最終の打ち合わせ会議で出演順でもめることが多いのでそうならないようにしてほしい。 

→事前に希望調査を実施します。 

 

以上のようなお話をしました。出演順の希望調査は別紙に記入の上公民館まで提出をお願いします。 

以上 



             平成 29 年 7 月 28 日 
各同好会代表者各位 

文化祭実行委員会  
                 委員長 杉田 道明               

千二地区公民館   
                      館長 柏谷 唯司  

                

 
千二地区公民館文化祭  作品出展・演芸出演のお願い 

 

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
日頃は公民館活動にご協力いただきありがとうございます。 
さて、第４５回文化祭は 11 月 4 日（土）と 5 日 (日) の二日間で実施いたします。同好会の皆

様方にはこの 1 年間の活動の発表ということで作品の出展、発表部門へのご出演等ご協力いた

だけますようお願いします。 
つきましては、下記の要領で準備を進めておりますので、ご多忙中とは存じますが、申込書等

の提出、「代表者との打ち合わせ会議」へのご出席をお願い致します。尚この「打ち合わせ会

議」の席上で決定致しますと当日変更ができません。代表者がご都合悪い場合、代理の方が出

席下さいますようお願い致します。 
 

記 

文化祭日時                     11 月 4 日（土）午前 10 時～午後 5 時  

11 月 5 日（日）午前 10 時～午後 4 時 
■ 演芸発表は、千里山保育園ホール・園庭を予定しています。 
■ お茶席は、いこいの間を予定しています。 

 

 ※準備日程 

作品・演芸申込締切日          9 月 9 日 （土）午後 4 時（公民館迄）         

出品予定者リスト                    9 月 23 日 （土）午後 4 時（公民館迄） 
                                                              

グループ代表者との打ち合わせ会議    9 月 28 日 （木）午後 1 時 30 分～3 時 
 
作品の搬入・展示           10 月 29 日（日）～11 月 3 日（金） 

                              午前 10 時～午後 4 時  
（10 月 31 日(火)は休館日です、搬入・展示はできません。） 

 
作品の返却・搬出         11 月 5 日（日）文化祭終了後 
                       午後 4 時～午後 5 時の間                   
※ 搬出入並びに文化祭当日にお手伝いしていただける方（別途依頼） 
※ 作品多数・出演者多数の場合・・点数の削減・出演時間の短縮を、お願いする場合があり

ますので、その節はご了承下さいますようお願い申し上げます。 


