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2022 年 5 月定例企画運営委員会 議事録 

2022 年5月7 日（土） 

10:00～11:10  

欠席：島田さん、廣田さん、山川さん、白濱さん、李さん、岸田さん、氏平さん 

 

議長、副議長とも欠席のため、館長が司会も兼ねるという変則で会議を始めま

した。 

 

冒頭、館長よりコロナ対策について。5月下旬に大阪府から指示があるまで現

行の規制を継続している旨発言がありました。 

1. 講座に関すること 

1-1 実施された講座の報告 

講  座  名 定員 参加者数 実施日 時間 担当者 

健康体操（2部制） 12人 x4 
17/5 

21/4 

4/4(月) 

4/18(月) 
13:30～15:45 永松 

古文書講座 14人 
6/8 

6/9 

4/10(日) 

4/24日) 
13:30～15:30 柏谷 

スマホ活用講座 10人 9/1 4.13(水) 10:30～12:30 簑原 

ママヨガ 10組 5組 4/15(金) 10:30～12:00 彌城 

                                                                           F/M 

健康体操。福寿会以外の受講者の定着率がよくない。月一度だけでも体を動かす機会があるのは意義がある。 

古文書。 新規の参加を考えてみようかな、と思っています。 

スマホ。講座のあと、自分でも○○Payを入れました。スマホ決済と画像検索アプリなど、面白かったです。

受講された方も楽しめたと思います。 

ママヨガ。5組参加。楽しかった。赤ちゃんを抱く機会があってすごくうれしかった。参加者は熱心で毎月で

もやってほしい、と要望。  

 

館長より、健康体操の人数について相談。担当者の意見もふまえ、6月の募集から15人、2回申込み可にし

てみることになりました。 

1-2 講座の予定 

5 月 

スマイルビーズは定員3 人です。 

スマホの人数制限、緩和を考えたい。 

 

 

講  座  名 定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

健康体操（2部制） 12人 x4 無料 
5/2(月) 

5/16(月) 
13:30～15:45 永松 

古文書講座 14人 無料 
5/8(日) 

5/22日) 
13:30～15:30 柏谷 

スマイルビーズ 4人 1200円 5/13(金) 10:30～12:30 簑原 

スマホ入門講座 10人 無料 5/18(水) 10:30～12:30 岸田 
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6 月 

リズム体操。退任なさる氏平さんに代わって彌城さん担当してくださいます。 

人生会議。何のことかよくわからない。認知症や重病になった時などになる前に、身近な人と話し合

っておくこと。たとえば介護についてこうしてほしい、とかむりなえんめいそちはやめてほしい、と

か。そういう話をしていきましょう、という趣旨。ということで公民館だよりのキャッチコピーを作

りました、ということで了承。 

  

7 月 

世界のみんなと交流しよう。来日する留学生の人数が半分の 14 人ぐらいになる。4つぐらいのブー

スを作って話したり、遊んだりできれば。小学生3，4 年生中心。小学校に広報の協力をお願いす

る。内容については受け入れ元のシングに依頼。 

ママヨガは担当未定。来月に。 

認知症。認知症とはどういうことか。なったらどうなるのか。ならないようにするにはどうすればい

いのか、入門的な内容の講座を包括に依頼。7月 20日か 27 日(いずれも水)。「社会を明るくする

運動」地域集会として開催するかも。 

 

8 月 

新規提案をお願いしたい。 

 

3-3 新規提案について 

8 月の提案として 

鶴見緑地散策。 

ビーズ、親子とか考えてみてください。 

陶芸、氏平さんに相談してみます。 

 

講  座  名 定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

リズム体操 12人 無料 6/3 (金) 14:00～15:30 彌城 

健康体操（2部制） 12人 x4 無料 
6/6(月) 

6/20(月) 
13:30～15:45 永松 

古文書講座 14人 無料 
6/12(日) 

6/26日) 
13:30～15:30 柏谷 

スマホ入門講座 10人 無料 6/22(水) 10:30～12:30 未定 

人生会議講座 12人 無料 6/29(水) 10:30～12:00 永松 

講  座  名 定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

健康体操（2部制） 12人 x2 無料 7/4(月) 13:30～15:45 永松 

古文書講座 14人 無料 
7/10(日) 

7/24(日) 
13:30～15:30 柏谷 

世界のみんなと交流しよう 未定 未定 7/11(月) 16:00～18:00 坂口 

ママヨガ 10組 無料 7/29(金) 10:30～12:00 未定 

認知症入門講座(仮) 15人 無料 未定 10:30～12:00 永松 

講  座  名 定員 参 加 費 実施日 時間 担当者 

健康体操（2部制） 12人 x2 無料 
8/1(月) 

8/29(月)? 
13:30～15:45 永松 

古文書講座 14人 無料 8/28(日) 13:30～15:30 柏谷 
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そのほか、卸売市場見学。今やってないようです。また行きましょう。 

健康体操、6，7，8 月が1 回しかない。8月、5週目の 8/29(月に開催することに。講師了承済み

です。 

 

2. 公民館から  

2-1 企画運営委員依嘱について 

退任される方々、新任の方について館長より。 

2 名欠員でスタートになるのでご推薦をお願いします。 

 

2-2 文化祭について 

館長より説明。4月 28 日の館長会での話。吹田市が各館にアンケートを実施。その結果を踏まえて

実施の可否を決定する予定。実施が決まれば6 月初旬に説明会、11月実施。 

それに先立つ4月 18日の近隣5館長が集まった会議では文化祭の開催は難しい、という意見。活

動できていないサークルが多いのが第一の理由。全体では前向きの館もあり、地域によって温度差が

あるように感じた。千二地区の他の行事なども考慮に入れて決めて行きたいと思います。 

次回会議までに市の説明会が予定された場合、館長と岸田さんで出席することで了承。 

実施の場合の日程は 11月 5日(土)、11月 6日(日)実施。10 月29日(土)設営。 

 

ＰＴＡ会長からＰＴＡ行事などについて。吹田市もコロナ次第、との態度。今のところ各役員も動け

ない状況。館長から、文化祭開催について協力を依頼。 

 

3. 次回日程など 

次回は6 月度、6月 4日(土)午前 10時から実施したいと思います。 

委員全員の依嘱式と研修は会議の冒頭、館長が実施する予定です。ご出席をお願いします。 

以降、原則第一土曜日、午前 10 時に実施の予定です。 

 

最後に校長先生から。 

新校舎使用開始。 

コロナ、感染は続いている状況。少しずつ緩和していく方向。参観も制限しながら実施予定。楽器の

演奏も注意して実施。 

運動会5 月実施。3分割。 

6 年生。海洋体験も実施予定。  

 

以上 

作成：柏谷 


