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平成 30 年度 千二地区公民館文化祭 第二回実行委員会 議事録 

日時 平成 30 年（2018 年）7 月 28 日（土）1０ :40～11:30 

出席 企画運営委員（川内さん、島田さん、永松さん、廣田さん、氏平さん、倉田さ

ん、岸田さん欠席）、館長、事務員 

配布資料 45 回文化祭実行委員会組織図、Ｈ30 文化祭説明会記録、第 46 回文化祭

収支予算書会議用、H30 文化祭大日程表 

 

１．報告 

・ 6/20 付で「第 46 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１0 グループ、演芸発表 13 グループの参加表明がありました。（昨年各１１Ｇ，

１4Ｇ） 

 

・ 7/13(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 21 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。別紙、「説明化の記録」ご参照ください。 

申込みの締め切りは９月 8 日（土）、参加者会議を 10 月 4 日（木）に設定してい

ます。 

 

2．検討事項 

 

役割分担の組織について 

委員長からの提案で準備の分担を大きく 3 つのグループにまとめそれぞれのグルー

プにグループリーダーを置きます。各グループリーダーは分担の進捗状況を把握し、

委員長に報告します。 

グループ 1 は「食料」「喫茶」「写真」リーダーは藤田さん。 

グループ 2 は「外回り装飾」「室内装飾」で岸田さん。 

グループ３は「記念品」「小中学校運搬」「プログラム」で永松さん。（当初、倉田

さんにお願いするはずでしたが、倉田さんはグループ 1 のメンバーでもありややこし

いので永松さんにお願いすることにしました。） 

次回の実行委員会で各グループリーダーは進捗状況を報告してください。 

担当分担に漏れがあり、入口さんには「外回り装飾」を岸田さんとともにお願いしま

す。 

 

お花について 

お花については昨年並みで藤田さんにお願いします。 

 

各分担、進捗状況の報告 

各分担の進捗状況の報告は次回、各グループリーダーからお願いします。 



その他 

・最終日の終了間際、展示を見に来る人と撤収に来る人で会場が騒然とする状況があ

る。入場は 3 時 30 分までにして撤収は 4 時からを徹底する。 

 

・担当事項は初めてやるのでわからないことが多い、との発言があり、館長より公民

館に訊いてください、との返答があった。とにかく公民館とのコンタクトを増やして

ほしい、と要望があった。 

 

・予算案について。館長より、昨年と同額の予算を計上している、との報告があった。 

 

・喫茶準備担当者から「高砂」について質問があり、グループリーダーの藤田さんが

高砂に出向いて話をしてくることになりました。 

 

以上 

 

発言採録 

委員長 文化祭実行委員会第 2 回目を始めます。報告事項。6 月 20 日づけで、お願

い、アンケートを各グループあてに配布しました。7 月 13 日は説明会を行いました

参加者会議を 10 月 4 日に行います。ということですね、報告事項としては。特に問

題はないと思いますが。検討事項というのがあって、役割分担の組織についてという

ことで、前から館長が言ってましたように、できるだけ文化祭の当日だけのお世話で

はなく、準備段階からできるだけ皆さん方にもかかわってほしい、ということをおっ

しゃってましたので、グループリーダーをお願いをして、それぞれの担当の領域を準

備の段階からしたい、ということで、1 枚もののＡ４の横の用紙をお配りをしてます

けれども、そこに書いてあるようにグループリーダー1、藤田さん、2、岸田さん、3、

倉田さんにお願いして、リーダー1 の藤田さんのところには、食料、喫茶、岸田さん

のところは外回りの装飾、室内装飾、倉田さんのところは記念品、小中学校運搬とい

うところを各グループで準備の段階からお願いをしたい、と。で、皆さん方はどこの

ところを担当していただくか前回決めさせてもらいましたよね。だからその決まった

方が自分がどこのグループに入っているかというのを確認をしていただいて、準備の

段階から、食料だったら、小豆を注文するとか、きっさのコーヒーを手配をするとか

そういうそういうところをお願いをしたい、ということですが。それでよろしいでし

ょうか。これどちらかというと藤田さん、岸田さん、倉田さんが中心になって自分の

グループの担当される方と打合せをしていただくなり、なんなりして進めていただく、

とということでお願いをしたいと思います。それでよろしいね。みなさん床のグルー

プに入っておられるかはだいたいわかっておられますか。 

＊わたしはぷろぐらむ。 

委員長 プログラムですか。では、倉田さんからプログラムの件で相談があるかもわ

かりません。プログラムの題目を書いたりしますやんか。ああいうことを手分けして

担当していただく。いうことで、よろしいですか。入口さんは大体担当、入口さん担



当なんでしたか。入口さん、入ってない？入ってませんでしたか。当日は警備でした

か？ 

＊最後片付け。 

委員長 入口さんはいってなかった？準備。岸田さんとこに入ったんちゃうかな。書い

てなかった？前回のやつを今日持ってきてないから。たぶんね、岸田さんのグループ

に入ってもらったと思いますわ。だから、そこで準備のときに装飾のときに相談して

一緒にやっていただく、と。あと、女性陣は大体わかります？自分の担当のところ。 

宇野 入口さん、外回りと撤収。 

委員長 それは当日のことで、準備の段階は入ってなかったから、だから、前回のと

きに入ってもらったはずなんです。女性の方はいいですね。ということで準備段階か

らね、一つよろしくお願いします。いうことで、役割分担の組織について、館長何か

ご意見ありますか。 

館長 委員長のやりやすいようにやっていただければ。 

委員長 じゃあ、そういうことで進めていただく、ということでよろしくお願いしま

す。 

次に、お花をどうするか、 

館長 前回のときにすっかり忘れていた、というか、当然のことのように思っていて、

去年、活花のグループがなくなったので、藤田さんにお願いをしたのですが、今年も

そういうことでよろしうございましょうか、という提案です。確認だけ。ちょっと、

立ち話ではお話ししたんですけれども。 

藤田 あんな感じでいいですか。 

委員長 よろしいんじゃないですか。費用のお支払いなどは特に問題なかったんです

か。で、よければ、一応、昨年並みで、ということでお願いしていただけますか。 

 で、各分担の進捗状況の報告、というのはですね、これはどちらかというと、この

間藤田さんとお話ししたんですが、岸田さんと倉田さんが来られなかったので、でき

てないんですよ。だから、次回の、ここの打ち合わせの時に藤田さんの方で、食料、

喫茶、写真の方の状況を報告していただけたら、と思う。大竹さん、岸田さんと倉田

さん、館長の方から言うてもらった方がいいのかもしれないけれど、これ、報告して

ください、ということを、ちょっと伝えてもらえませんか。 

館長 伝えるのは伝えますけれど 

委員長 伝えてください。 

藤田 文化祭のお仕事担当一覧、というのね、倉田さんがね、グループリーダー3 の

ところに入っているんですが、喫茶の担当と両方倉田さん。喫茶の担当に倉田、坂口、

と。 

宇野 当日私なんですけど、前の、注文の仕事に。 

委員長 注文のところに倉田さん入っているの？そしたら、倉田さんにそれはそれで

やってもらったらいいんじゃないですか。 

藤田 いいですか。注文は、ここに書いてるから。 

委員長 倉田さんと誰？坂口さんやろ。 

藤田 準備のところに、倉田さん入ってるからね。 



委員長 準備のところ、倉田さんと坂口さん担当でしょ。どっちかというたら坂口さ

んメインでやってもらったら、倉田さんこっちのプログラムとか、こっち側の方やっ

てもらわなあかんから。 

坂口 ややこしいな、と思うんですけど。両方入ってるのは。 

委員長 倉田さん、そこ入ってるなら、坂口さんオンリーでやってもらたらいいんじ

ゃない。 

館長 いや、そうじゃなくて、この表のグループリーダーの３が倉田さんになってる

にもかかわらず、倉田さんはグループリーダー1 の下で喫茶もやらなければならない

のがややこしい。 

委員長 じゃあね、食料は誰でしたっけ。 

館長 島田さん 

委員長 これ島田さんでしょう。喫茶は？倉田、坂口？ 

坂口 喫茶はグループ 1 にして、プログラムの方は別の人にしてもらったら。 

委員長 記念品は、どなた？ 

簑原 はい。 

委員長 福田さん、簑原さんと。で、運搬は誰？ 

館長 廣田さん。 

委員長 プログラムは？ 

館長 永松さん。 

委員長 永松さんと脇田さん。そうしたら、脇田さん、してもらおうか。リーダー。

倉田さんが(グループ 3 で)何にも入ってないのにリーダーだけしてる、ということや

ね、ここは。当日は、倉田さんがやるけれども準備のところの担当に入ってないから。

脇田さん。あなたがいいと思います。私は。か、永松さん。ね。ね、ね。だから、永

松さんか、これはちょっと打合せしないといけないが。いや、当日やりはるからね、

重なってる方がいいのかな、と思ったんですが。当日。グループ 1 はいいよね、藤田

さんでね。ちょっとまだね、3 のとこだけやね。倉田さんにその子と話してくれてる

んでしょ、倉田さんには。 

館長 グループリーダーをお願いしたい、ということは。 

福田 リーダーに進捗状況を報告する、ということですか。リーダーさんがいらっし

ゃるということは。 

委員長 そうですね。そういうことです。今回、これ、発表してもらうというのはリ

ーダーの方から進捗状況をまとめて報告をしてもらう。 

藤田 お弁当は食料ですよね、お菓子も？ 

館長 お菓子は記念品です。 

事務員 食料はお弁当とお茶です。 

館長 リーダーは永松さんに頼みましょか。 

委員長 リーダーは永松さんに頼みます。脇田さんもお手伝いしていただいて、同じ

グループですから。倉田さんは変えて、永松さん。それから脇田さんにもお手伝いい

ただいてそこでやります。で、次回の報告は藤田さん、岸田さん、永松さんの方から

進捗状況を報告していただく。ということで、よろしくお願いします。 

館長 永松さんには私から？ 



委員長 はい。岸田さんにも言うてもらわな、今日おられないから。 

館長 それは、まあ、自分の担当のお仕事なんで。と、言うことでよろしくお願いし

たい。まだちょっと時間ありますから。ということで、進捗状況と書いてますが、次

回の運営委員会、実行委員会で報告をしたい。 

後は代さんとか何とかというのは基本的に昨年と同じ、変わりませんので大きな変更

点はない、ということです。 

館長 スケジュール表をもう一度出せということでしたので出しました。 

委員長 スケジュール表ね、今のところでスケジュール表で、特に、これスケジュー

ル表で、進んでるんですかね。 

館長 スケジュール表ですから早め早めに日程を入れてここまで押さえておけば確

実というところで入れていますので、記念品の購入とかについても 6 月に入ったりし

てますけれど、要するに当日までに上がればいいわけで。 

委員長 だから、次回に完了してなくても一応状況だけ報告していただく、というこ

とで。まあ、リーダーの方が担当のところを報告いただければ結構かと。それと、最

後の文化祭の説明会の記録、これは特段、目通しておいてもらえればいいですね。 

館長 そうですね。一つだけ新しいことを申しますと、去年まではなかったんですけ

れどボーイスカウトが活動内容について展示をいたします、と参加してくださいまし

た。各グループに呼びかけましたけれども。そういうことで広いスペースはありませ

んけれど写真と文字で、模造紙かなんかで作っていただけることになりましたので、

それが一つ新しい点でしょうか。 

委員長 それともう一点ね、説明会を行ったんですけれどその席上でね、文化祭 2 日

あるんですよね、土曜と日曜、日曜日の終了時間、4 時か、５じやったっけ 

館長 4 時終了  

委員長 去年もちょっと感じたんだけれど、4 時間際に来られる方がおられて、4 時

になると撤収をする人がもう待機してるわけですよ、館内に。そこへ、見ようと直前

に入って来られる方がいらっしゃるんで、入館時間を 30 分前にして終了時間は 4 時

にすると、ゆっくり、後半に来られた方もね、見られるんで、あんまり終了時間間際

に入館をすると、どうしても最後の日の終了間際というとざわつくんで、撤収しよう

と待ち構えておられるので、だから、入館時間を 30 分前にしたらどうですか、とい

うのを説明会のときに提案をしたんですよ。そこでは決められないので決めるのはこ

こなので、で、皆さんから意見を聞いたらそれでいい、という話はあったんだけれど

も、それはいかがですかね。提案なんですけど。 

入口 博物館でも入館は 30 分前ですし、プログラムに書いてしまえばいいと思う。 

委員長 そういう感じでどうですか。 

藤田 それでいいと思いますけど、撤収の人が自分が 4 時に撤収だから、4 時前に来

て自分のを撤収ならいいんだけど、見るのにもその時間を使うので余計にざわつく。 

委員長 そこへ一般の人が来て余計にざわつくんで、今回はとりあえずは入館時間を

30 分切り上げておく、今年一度やってみてどうなるか、ちょっと様子を見て、撤収

に来る人に問題があるなら、こういう説明会のときにもう一度きちんと連絡をする、

というようにして行けばどうかな、と。 

藤田 撤収の人は 4 時に来てください、と。 



委員長 そのことは徹底しておかないと。それはまだ連絡する機会はまだあると思う

ので、会議ありますからその時に言うとして。展示などを見に来られる方の最終入館

は 3 時半、と。で、終了、4 時、ということで。それでよろしいですね。 

館長 意見です。演芸のプログラムが組んでみないとわからないですが、例年 3 時

40 分が最終じゃなかったかな、もうちょっと早かった？3 時半で収まらない場合も

あるので、展示については 3 時 30 分までに、ということで出しますね。公民館だよ

りのお知らせとプログラムに記載、ということに具体的にはなります。 

委員長 それで結構。演芸はそんな細かいこと言う必要はないと思う。 

館長 全体のプログラムで時間書きますから、そこに 3 時 30 分までと書いてしまう

と支障が出る場合があるのでちょっと書き方工夫がいる。 

委員長 じゃあ、そういうふうに今回ちょっと初めてしていただこうと思います。そ

のぐらいなんですが、他に何かご意見とかございますか。 

福田 記念品、初めて担当なんですけど、知りたいことというのは？ 

委員長 館長の方に去年何を渡してどのくらい渡したのか 

福田 なんか来館者と出演者と別々でしたか 

委員長 その辺具体的人数を聞いてもらった方がいいと思います。 

館長 前回福田さんから、どういう動き出しをするか、という話が合っ他ので、ここ

で言っておきますけれど、具体的には今おっしゃったような内容を聞いてください。

こっちから指示は出さないので。それでできるだけ公民館に顔を出していただく機会

を増やしていただかないとなかなか仕事が進まないと思いますので、いつも私がいる

わけではないですが、私より詳しい事務員がいつも折りますので、どうしましょ、と

いう相談も含めて資料がありますから。電話でもかまいませんし。できるだけコンタ

クトを取っていただきたい。 

福田 去年も、やっぱりこんなものがいいんですけど、という討議があったと思うん

ですけど、二人だけで決めていいものかどうか、というのがあるので、ここで、最終

決まった場合、こんなん考えてます、ということはここで皆さんで討議していただく。 

委員長 そうですね。できたら次回のまとめて行っていただくところでこういうこと

を考えているけども、他になんかいい案があればね、ご意見いただいた方が安心です

よね。いつもだったらクリアファイル？それ以外に子供たちのお菓子とかやってるよ

ね、その実績を聞いていただいて、それが好評でいいんであればね、続けてもいいし、

何か要望でほかのものが提案できるんであったらそれをここで言っていただいてこ

こで決めていただいた方が担当の人としてはやりやすいですね。そんな形で進めまし

ょう。 

福田 8 月以降に具体的にそういう時間を設けていただけたらありがたいです。 

委員長 一回目の報告は来月やっていただく。 

 

以下略 

以上 


