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2020 年 5 月定例企画運営委員会 会議次第 

2020 年5月9 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5月末まで継続されるこ

とになりました。本日開催予定の企画運営委員会も先月に続き中止することとしました。6 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  

4月 8日 4月 7日の緊急事態宣言に伴い、当面休館措置が延長されました。また、窓口で

の受付が中止になりました。公民館利用サークルに案内文を出しました。 

同日、6月末までの主催講座の中止・延期の指示が出ました。 

4月 20日 公民館長の自宅勤務推奨と公民館立ち入り制限の指示が出されました。 

4月 23日 市の主催行事が7 月末まで中止・延期されることに伴い、公民館主催講座も同

様の扱いにする旨指示がありました。 

5月 1日 連休を前に現状の休館等の措置を当面5月 12 日まで延長する決定がなされまし

た。緊急事態宣言が継続された場合はその期限まで延長されることになりました。 

5月4日 政府により、緊急事態宣言が5月31日まで延長されました。 

 

2. 今後の方針 

２－１ 考え方 

現状の休館措置は5月末まで継続される予定です。5月末で国の緊急事態宣言が解除されるとして

も開館まで1 週間程度の猶予を持つ方針が吹田市から示されています。最速での開館は6月7 日あ

たり、ということになります。その場合を①、さらに休館が延長される場合を②として考えておきた

いと思います。いずれになるかは5 月末の決定を待つことになります。 

2-2 主催講座 

主催講座はすでに7月末まで中止が決まっていますので、早くとも8 月から先を企画すればよいこ

とになります。 

①の場合 8月分、9月分の企画を6月6 日(土)開催予定の企画運営委員会で検討しますが7 月の

委員会で詳細を決定できればよいので6 月の会議では講座のタイトルと担当者が決められたら十分

です。①の場合でも人数の制限、内容の制限（歌はだめ、とか）がかかるでしょうし、その後の状況

で再び中止しなければならないことも考えられるので、定例的に開催している講座から初めて、徐々

に新しい企画を実施していくようにしたいと考えます。例年、夏休み子ども講座を開催していますが

学校がどうなるのかわからない状況なので基本的には難しいかと思います。 

②の場合にはさらに1か月再開が遅れることも考えられます。企画運営委員会の実施も再考しま

す。 

2-3 文化祭 

吹田市から何の方針も示されない中である程度の準備を進めなければなりません。日程は11月 7

日、8 日と決めていますがこれに向けて1か月遅れでスタートすることになるのだと思います。参

加グループも活動ができていない状況であり、どの程度の参加が見込めるのかわかりません。いずれ
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にしても吹田市の方針決定を待たねばならない状況です。いろいろな制約の中、できることをやって

行く、ということになるのだと考えています。 

2-4 貸館業務など 

①の場合 3月に再開を試みた際の方針が踏襲されるものと考えています。すなわち、人数制限、内

容制限など感染防止対策を実施した上での利用再開になるものと思います。 

 

3. 講座に関すること 

3-1 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。 

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 

 

5月分 

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    坂口 

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 

6月分 

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    杉田 

7月分 

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 倉田 

社会を明るくする運動地域集会 中止    柏谷 

プログラミング講座 未定    廣田 

マジックショー 未定    廣田 
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ここまで、すべて中止・延期にしなければなりません。 

 

3-2 講座の予定 

8 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 
8/3(月) 

8/17(月) 
13:30～15:45 永松 

古文書講座 30人 無料 
8/9(日) 

8/23(日) 
13:30～15:30 柏谷 

産後ママヨガ 10組 無料 未定(金) 10:30～12:00 福田 

      

      

      

定期的に実施が決まっているものです。このほかに実施可能な講座があればご提案下さい。 

 

4. 運営に関すること  

6 月から 2年間新たに依嘱される企画運営委員を決定しました。別紙、ご参照ください。今回退任

される3 名の皆様、これまでのご尽力に感謝いたします。 

 

5. 公民館から  

主催講座が中止になり、公民館を取り巻く状況が時々刻々変化していたため「公民館だより」5 月号

は発行しませんでした。吹田市からは7 月号まで発行を中止してよい、との指示がありますが状況

を見極めて判断していきたいと思います。 

ＨＰについては新たな指示等があるたび更新を実施しています。ご確認ください。 

6. 次回日程など 

次回は6 月度、6月 6日(土)に実施したいと思います。 

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。 

  


