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2020 年 4 月定例企画運営委員会 会議次第 

2020 年4月4 日（土）10:00～      

千二地区公民館 大会議室 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため公民館の臨時休館が続いてい

ます。本日開催予定の企画運営委員会も欠席者が多く、議長・副議長と相談

の上中止することとしました。5 月以降のことを中心に皆さんのご意見をう

かがいたいこともありこの会議次第を出します。メール、電話などでご意見

を頂ければありがたいです。 

千二地区公民館 柏谷唯司 

1．この間の経緯  

2月 19日(水) 吹田市が主催行事等を3 月末まで中止・延期することが決まりました。それ

に伴い、公民館の主催講座も中止・延期となりました。貸館、グループ活動などはつづけても

大丈夫でした。翌日に講座が予定されていたこともあり、急きょ電話連絡などの対応をしまし

た 

3月 5日(木) 前日に吹田市在住者の感染が大阪府から発表されたため翌3 月6日から当面

の間公民館を臨時休館にする、と指示がありました。 

3月 27日(金) 臨時館長会が招集され4 月1日(水)から条件付きで開館することになりまし

た。「感染の急激な増加が既に始まっているという意見もある中、本市においては、(略)感染

状況は一定程度に収まっているとの見方もできます。」と言うわけのわからない理由でした。

部屋の大きさに応じた人数制限をすること、換気をすること、大声・高唱は不可とすることな

どが条件でした。 

3月 31日(火) 休館日の4 時を回ってから館長の携帯に連絡が入りました。次の日(4月 1

日)からの開館は中止。休館を継続する、とのことでした。「対策本部に振り回されて大変です

わ」という言葉が印象的でした。 

 

1. 講座に関すること 

1-1 中止になった講座の記録 

以下、中止になった講座を挙げておきます。企画によっては延期にできるものもあるので。 

2月、3月分 

講  座  名 定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

初めての陶芸教室(二回目) 20人 なし 2/20(木) 13:00～16:00 氏平 

パン作り教室 各10人 900円 
3/1(日) 

3/12(木) 
10:00～13:00 

宇野 

岸田 

健康体操（二部制） 50人 無料 
3/2(月) 

3/16(月) 
13:30～15:45 永松 

リズム体操 15人 無料 3/6(金) 14:00～15:30 脇田 

古文書講座 30人 無料 
3/8(日) 

3/22(日) 
13:30～15:30 柏谷 

初めての陶芸教室 20人 2000円 
3/13(木) 

3/26(木) 
13:00～16:00 氏平 

落語大学若手公演 30人 無料 
3/14(金) 

3/15(土) 
13:30～16:00 杉田、入口 
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スマイルビーズ 5人 1000円 3/18(水) 10:30～13:00 簑原 

 

 

4月分 

講  座  名 定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

スマイルビーズ 5人 1000円 4/1(水) 10:30～13:00 簑原 

歌って学ぼう英語の発音 20人 無料 4/5(日) 10:30～12:30 柏谷 

健康体操（二部制） 50人 無料 
4/6月) 

4/20(月) 
13:30～15:45 永松 

初めての陶芸教室(二回目) 20人 2000円 4/10(金) 13:00～16:00 氏平 

古文書講座 30人 無料 
4/12(日) 

4/26(日) 
13:30～15:30 柏谷 

 

1-2 5月以降の講座について 

5月はまだどうなるかわかりません。開館できるとしても条件が付きそうです。 

5月 

講  座  名 定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

健康体操（三部制） 40人 無料 5/18月) 13:30～15:45 永松 

古文書講座 14人 無料 
5/10(日) 

5/24(日) 
13:30～15:30 柏谷 

母の日コンサート 企画中止     

歌声ひろば 企画中止     

産後ママヨガ 10組 無料 5/29(金) 10:30～12:00 福田 

イラン(ペルシア)のダンス講座 中止     

初めての陶芸教室(二回目) 募集済み なし 未定 13:00～16:00 氏平 

スマイルビーズ 5人 1000円 未定 10:30～13:00 簑原 

健康体操は部屋の定員を守るとすると一回15人以内にしないといけないので3部制にしないといけません。 

「歌声ひろば」「コンサート」は歌うのがダメなので実施できないでしょう。 

産後ママヨガは一応、できれば実施、と確認を取っています。 

スマイルビーズも工夫をすれば可能か？ 

6月 

講  座  名 定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

健康体操（二部制） 50人 無料 
6/1(月) 

6/15(月) 
13:30～15:45 永松 

古文書講座 30人 無料 
6/14(日) 

6/28(日) 
13:30～15:30 柏谷 

      

リズム体操 15人 無料 6//5(金) 14:00～15:30 氏平 

スマホ講座 未定     

6月にどうなっているか、全然わかりません。定例の講座だけ上げてみました。 

スマホ講座も未定のまま、さらにずれ込むかもしれませんね。 

7月 

講  座  名 定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

健康体操（二部制） 50人 無料 
6/1(月) 

6/15(月) 
13:30～15:45 永松 

古文書講座 30人 無料 
6/14(日) 

6/28(日) 
13:30～15:30 柏谷 

セミの羽化観察会 15組 無料 7/18(土) 18:30~20:00  

社会を明るくする運動地域集会 未定     
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プログラミング講座 未定     

マジックショー 未定     

7月。例年通りに実施できると仮定して予定だけ上げておきます。 

2. 運営に関すること  

4 月に実施予定のグループ活動説明会は中止します。6 月に文化祭の説明会と同時に実施できれば、

と考えています。 

3. 公民館から  

休館中の対応について「公民館だより4 月号号外」を出しました。ご覧おきください。 

4. 次回日程など 

次回は5 月度、4/25(土)、午前 10 時から実施の予定でしたがおそらく休館が継続していると思い

ますので連休明けの5月9 日(土)に実施したいと思います。これすらどうなるかわかりませんが。 

以降、原則第一土曜日に実施の予定です。 

 

以上について、ご意見をいただきたいと思います。 

電話、メール、ファックスなどでご連絡ください。11日(土)までにご連絡をお願いします。来週初

めに公民館だより5月号を出したいと思います。 

 

  



令和２年　4月3日
千二地区公民館
吹田市千里山東２－１９－２３
ＴＥＬ・ＦＡＸ　６３８９－７１００
HP sen2com.com
発行 ：千二地区公民館

 

≪５月の講座予定≫

☆ 古文書講座 ５月　１０日（日） １３：３０～１５：３０

５月　２４日（日） １３：３０～１５：３０

☆ 健康体操 ５月　１８日（月） １３：３０～１５：４５

☆ イランのダンス ５月　２１日（木） １１：００～１２：３０

☆ 産後ママヨガwithベビー ５月　２９日（金） １０：３０～１２：００

○印 ： 講座開催日 印 ： 休館日

※変更の可能性があります。公民館だより５月号でご確認ください。

回
覧

 公民館だより 

千二地区 月 号 ４ 

     ４月　休館日と講座開催日

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

公民館は休館しています 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため吹田市の地区公民館は4月1日以降

も休館を継続しています。 
休館中の公民館の対応についてお知らせします。 
3月27日に4月1日から利用を再開すると指示を受けて準備を進めていましたが、3
月31日の夕方に一転、休館の継続指示が出ました。吹田市としても 市内で感染

が拡大傾向にあり皆様の健康を守るための決定をしたものと受けとめています。公

民館もきちんとした対応を取りたいと考えています。ご理解、ご協力をお願いします。 
 
＊ 4月中の主催講座はすべて中止します。 
＊ 4月中の貸室は利用できません。申請の受付もしません。 
＊ 休館の期間は無期限、当面は、ということですが、短くとも4月一杯

は休館になると考えています。 
＊ 事務員は通常の勤務についています。10時から12時、13時から17
時の間公民館におります。 
＊ 5月の貸室については申請を受け付けます。電話・ファックスで受け

付けます。人と人の接触は少ない方がよいのでできるだけ電話・ファック

スをご利用ください。 
＊ 12時から13時の事務員の休憩時間は玄関を施錠します。その時間

帯は公民館に入れませんのでご注意ください。 
 
その他ご不明な点は電話でお問い合わせください。 

号外 
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