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平成２９年度伊賀市社会教育委員第２回定例会 議事録 

 

■開催日時：平成２９年１１月２９日（水）午後２時 

■開催場所：ハイトピア伊賀５階 学習室２ 

■出席委員：９名 

壷田委員、中森(良)委員、中島委員、山森委員、今奥委員、船岡委員、岩佐委員、

内山委員、上出委員 

■欠席委員：３名 

■市出席者：児玉教育委員会事務局教育次長、藤山教育委員会事務局教育環境政策監、山本生涯

学習課長、松尾生涯学習課副参事 

■傍聴者 ：０名 

 

１．開会あいさつ 

（司 会） 

  平成２９年伊賀市社会教育委員会第２回定例会を開催させていただきます。皆さまには、何

かとご多忙のところご出席いただきましてありがとうございます。 

  この委員会は、伊賀市社会教育委員設置に関する条例に基づき運営しております。 

  本日は、条例第６条第４項の会議の成立要件である半数以上の委員の皆さまにご出席いただ

いておりますので、この会議は要件を満たしています。 

  また、この会議は、伊賀市情報公開条例第２３条に基づきまして、会議の公開を行うことと、

審議会等会議の公開に関する要綱第８条に基づく議事概要作成のため、録音させていただきま

すのでご了承いただきたいと思います。  

  それでは、代表委員の上出委員より、ご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。 

（委 員） 

  こんにちは。皆さん方にはご多忙のところ第２回目の定例会にご出席いただきましてありが

とうございます。 

  また、日ごろはそれぞれ皆さんが社会教育推進のために各方面でご尽力をいただいておりま

すことに感謝申し上げます。今日は、ご案内のとおり、今まで詰めてまいりました「生涯学習

の推進の指針」について最終的な結論を出したいと思っております。それと私たちの自主活動

であります「いがファミリーフェスタ」についても詰めをさしていただきたいと思いますので、

どうぞ、最後までよろしくお願い申し上げます。 

（事務局） 

 ありがとうございました。それでは、これより議事に移らさせていただきます。 

 ここからは、伊賀市社会教育委員設置に関する条例第７条により、進行は上出代表委員にお願 

いしたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いします。 

 

２．議事 

（１）第４８回東海北陸社会教育研究大会富山大会の報告について 
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（委 員）  

  それでは、議事の１番目の「第４８回東海北陸社会教育研究大会富山大会」のご報告をさせ

ていただきます。 

  １０月１２日１３日、私と船岡委員の二人で出席さしていただきました。 

１日目の全体会は、約２００分の時間ということでかなり長時間になったのですけれど。その

中に、開会式の前にアトラクションとして、富山ですので「越中おわら節」を観せていただい

たあと、挨拶やら表彰式などで５０分、また引継式など３０分という感じで、余りにもセレモ

ニーが長過ぎだと思うので、私としては、こういったことは短時間にするか中止し、せっかく

他府県から来ているので、交流するとか学ぶような時間に回したほうが良いように思いました。 

  その後の講演につきましては、富山県の美術館の雪山さんっていう館長さんのお話を「対話

を求めて」という形でお話をいただきました。趣旨は、今までこの美術館のイメージに囚われ

ない新しい施設を行ったということで。美術館というと、みんな「鑑賞する」とか「ただ観る」

はほとんどでしたけれども、ここは「自分から学ぶ」とか「体験する」とかいうようなブース

をたくさん設けて、そして屋上にも子どもたちが遊べるような施設を設けていて、それも直接

屋上へ上がれるようなエレベーターを付けているそういうようこともあって、夜の１０時まで

営業しているというのは目新しいことでありました。富山は田舎だから、都会と同じ美術館で

は駄目だからということで、地域の見合った設計をして、地域の人や他の人にも沢山来場いた

だけるような施設にしているということのお話をいただきました。しかし、美術館っていうの

は社会教育の大きな重要な場の一つではあるのですが、余りにも美術館の話ばっかりだったの

で、何か反対にちょっと勿体ない。美術館の関係者の人達には良かったかしれませんけども、

正直いって社会教育よりも美術館の話を聞きに行ったような感じを受けました。 

  そして、２日目は分科会。５つの分科会あって、船岡さんとその家庭教育支援の分科会に参

加させていただきました。 

  一つ目の地域の特色を活かした公民館活動っていうことで、ここにも綴じてくれてあります

けれども、ここは、美濃桃山の陶器の発祥地であったということで、夏休みなどに「親子陶芸

教室」、また、里山探検や昆虫採集やら植物の観察等をしている。それと、また、乳幼児学級

では、森林組合とのコラボで夏休みにキャンプを実施したりしていましたし、こういうように

地域の特色や自然を取り入れて、住民とのコミュニケーションを図って、郷土愛を育んでいる

様子のお話しを聞かせていただきました。 

  二つ目の次世代に向けての取組みからということで、これは富山県小矢部市の社会教育委員

の方のお話だったのですが、読書推進と地域の踊りやコメ作りなどの活動のお話をしていただ

きました。読書の部分では、「ブックスタートがとても大切である」ということで、小さい子

どもたちに触れる本とか、大きくなる本とか。そういうふうに読書に興味を持たせるような、

行動を取ることが大事だということでありました。そして、「読み聞かせ」っていうと、小さ

い子を思ってしまいますが、中学生にも読み聞かせをしているということもありまして、そう

すると、中学生も落ち着いて人の話をよく聞けるようになったというお話しをいただきました。

いずれにしても、子どもたちに「言葉のシャワー」というか、そういうものをどんどん浴びせ

ることが大切であるっていうことで、大いに読書の推進を図るべきであるということを再確認
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させていただきました。 

  それで、何回もこの東海北陸社会教育研究大会に行かしていただいているのですが、今年も

これまで同様に、全国大会もそうなのですけれども、ほとんどの発表が市の取組みとか各グル

ープの個人的な取組みとか公民館の取組みばっかりで、その中に社会教育委員がいるというだ

けの話で、社会教育委員独自の取組みというのは殆どありません。そうした中で、私たちは、

独自の今日の議題にもなっております、子どもについて一緒に考える集いを行っておりますけ

ども、こういう事例が今まで、私、聞いたことがありません。そういうことで、開会式の時に

そこの会長さんの話の中で「…社会教育委員制度そのものが、もう、ほんとに風前の灯だ」と

「こんなことではあかん…。」と言われていました。まさに、その通りだと思います。やはり、

独自の処遇、社会教育委員は何で設置されているのか。そういうことをそれぞれが、意識して、

自分たちのできること、小さなことでもいいから取組みを始めることが大事であって、社会教

育委員を置かないといけないから置いているような市町が余りにも多いということが、この発

表を聞いてそのように思いましたし、私たちの取組みが、他府県から見たら模範的って言われ

ますけれども、これは当然のことであって、別に模範的でも先進的なことでもないと思うので

すが、「みんなでもう一回制度を、元の制度の趣旨を振り返ることが必要ではないかな」と。

このように大会に参加させていただいて改めて思わしていただきました。 

  一緒に行った 船岡委員どうですか。 

（委 員）  

  私も、委員のおっしゃられる通りです。 

（委 員）  

  それで、いつも他の委員とぼやいているんですけど。「こんな分科会って、あんまり意味が

ないんかな」と話しています。社会教育委員そのもの、制度はあんまりにも認知度がないのか

と思っています。 以上で、報告を終わらせていただきます。 

 

（２）「伊賀市生涯学習推進指針(案）」について  

（委 員） 

  前回の「宿題」といいますか、私たちの意見の中で、５ページ目の「市民の声による各学習

場面の課題」について、それぞれ意見を頂くことになっておりました。１～５までありますが、

それぞれご意見をまとめていただいたと思います。前向きな言葉で表現するようなお話しでし

た。 

（委 員）  

  前回はお休みだったので、意味がわからなくて事務局に電話させて頂いた。 

  一番上の「市民の声による各学習場面の課題」と書いてあって、その中の問題点ですよね。

そうすると、宿題が「プラスイメージで統一してください」っていう宿題だったので、ちょっ

と意味が分からなかったんです。 

（委 員）  

  １番の家庭の例えば⑦には「貧困問題」って書いてありますが、「貧困問題の解消」とかで

いこうかということだったと思います。 
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（委 員） 

  それで、例えば、１番の①は「子どもの生活リズムの改善につなげてリズムを付ける」とか。 

  「改善」も同じことですね。 

（委 員）  

  コミュニケーションの促進。 

（委 員）  

  「促進を増やす」とかにする。そういうことですよね。 

（委 員）  

  ①番目は「子どもの生活リズムの改善」 

  ②番目は「家族間のコミュニケーション促進」 

  ③番目は「家庭教育力の向上」 

  ④番目は「ゆとりある時間の確保」 

  ⑤番目が「子どもの外遊び促進」 

  ⑥番目は「家庭の一員としての位置づけを図る」と。これは何かあんまり良い文で 

  はないですが。 

  ⑦番目は「貧困問題の解消」でいかがでしょうか。 

（委 員）  

  ⑤番目は「子どもの外遊び促進」でと思いましが、何か良い言葉あったら出してください。 

（委 員）  

  私は、そのまま「外で遊んだり体を動かす工夫をする」とかにしたらと思います。 

（委 員）  

  この名詞止めでするのか、動詞で終わるかによって随分違うなと思います。 

  名詞止めにするような雰囲気で、この前はそう話し合ったかと思うのですが。 

（委 員）  

  「促進」で止めるとか。 

（委 員） 

  ⑥番目は「家庭の一員としての位置づけ促進」とか。「図る」は「図る」なのでね。他に「位

置づけ確保」とか。 

（委 員）  

  「位置づけ」ですか。何か、自覚を持たせるような言葉もいいなと思ったのですが、名詞で

止めようとすると難しいです。 

（委 員）  

  「家庭の一員としての位置づけ確保」はどうですか？ 

（委 員）  

  「意識づけ」ならいいですね。 

（委 員）  

  「意識づけ」のほうがいいですね。 
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（委 員）  

  「意識づけ確保」はどうですか。 

（委 員）  

  「確保」でなくって「意識づけ」でどうでしょう？ 

（委 員）  

  ⑥番目は「家庭の一員としての意識づけ」にしましょう。 

（委 員）  

① の「コミュニケーションの促進」は「コミュニケーションの活性化」とか。これは一緒 

かな。コミュニケーションって、何かコミュニケーションって何か少し無理があるかと。ぴ

たっとする言葉がね「養成」というもちょっと弱いしね。「尊重」もおかしいし。「強化」

「促進」「推進」「推奨」。 

（委 員）  

  「増やす」はどうですか。 

（委 員） 

  これは、元々、市民のアンケートの答えそのままを載せています。加工するのはいいと思い

ますが、課題の欄に、問題点を挙げたという文章を載せていますので。 

  前年までの大綱プラス市民からの声とを載せた結果になっています。 

（委 員） 

  初めはそう捉えたのですが、何かばらばらな感じがします。プラスに変えたっていうことは、

課題やったらマイナスで書いたら、課題がちょっとピンと来ないかなっていうのとか。前回そ

ういう話し合いがあったのですね。 

（委 員） 

  問題点を少し前向きにして書いた方がいいですねってことでした。 

（委 員）  

  「コミュニケーション」は、「促進」でいいかなと思います。 

（委 員）  

  どうですか。 

（委 員）  

  うーん、それが一番合っているように思います。 

（委 員） 

  そのように今から変えていくということですと、ちょっと考えないといけないですね。 

（委 員）   

  「促進」っていったら簡単ですが、言葉にしたら、どうしたら促進できるのかということに

なりますよね。 

（委 員）  

  「どうしたら促進できるか」っていう話になってくると。もう、改善にしたって「改善、ど

うしたら…。」ってなってくるので。 
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（事務局）  

  はい。その次は、右のページの３番「それを解決していく方向性」というところに繋がって

いくことになります。 

（委 員） 

  理想ですね。 

（委 員） 

  ここでは、課題みたいなものでいいと思います。 

（委 員）  

  先ほど、ここに課題を出して、３番でこの課題の解決の方に繋がっていくというふうな話が

あったかと思うんですけど。例えば、ここで、子どものリズムの改善とかいうふうな課題が出

されていて、これを３番のところで、それを改善するような何か出ていうのかなと思ったら特

になさそうな気もするのです。 

  こちらの課題を解決していけるかどうかっていうのは、ちょっとどうなのかと思ってしまう

んです。そういうふうなことまで考えると、益々どつぼに嵌りそうな気もするし。１００％も

う何もかもと言うとちょっと不可能に近い。 

（委 員） 

  指針は、目指すべきところというような意味合いがありますので。市が目指すところという

ことでいいと思います。 

（委 員）  

  先ほどのお話で、家庭のコミュニケーション不足を６ページですと「読書によって推進して

いきます」と。そういった具体的な案を市は出しているといったのが６ページの前半のところ

です。２の読書活動というところと、あるいは健全育成条例を作ってコミュニケーションを図

っていく方向性を進めていくと。そういった指針の流れになっています。いいでしょうか。 

  ３番目からは「具体的に何か」というより、具体的なこともあろうと思いますけども。市の

方向性っていうことで、こちらに向いてそれぞれで取組みに付随したことも。ここには書いて

ないけれども、汲んでいるというような意味で、ご確認いただければなあと思います。 

（委 員）  

  いや、その方向性の話もなんですが、「これは読む人って誰なのかな」と。「はじめに」の

ところには「この指針に基づき、市民一人ひとりが生涯学習に取り組んでもらえるよう。」と

書いてあるんですよ。ということは、市民がこれを読んで、何かを始めるというふうなことな

のですか。今さらで申し訳ないんですが。 

（事務局） 

  はい、市民です。 

（委 員） 

  市民が、これは市民に渡すのですか。 

（事務局）  

  全戸配布ということではないんですけども、自治協単位ぐらいで、お示しさせていただこう

とは思っています。市民がこれ見てわかりやすい内容になっているかっていうのも重要です。 
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  前は大綱ということで、すごく細かい部分まで示してあったのですが、これは、そういう計

画ではなく、伊賀市の生涯学習を推進するための方向性を示すものとして「概略版」といった

形のものになります。 

（委 員） 

  右下も全部プラスにするのでしょうか。学校からとか地域と、すごい続きますよね。今は家

庭でと言ったけれど、下も変えるんですかね。 

  その、２番は学校で世話するような形、３が地域になっていますが、そこの部分もずっとマ

イナスの書き方が未だ混ざっているからと思うのですが、今から、それ、全部検討ですか。 

（委 員） 

  １－②の家族間の「コミュニケーション不足」をどういうようにしますか。 

（委 員） 

  「コミュニケーションの促進」で。 

（委 員） 

  そうしたら、２番目の「学校」ですが。 

  １番目が「家庭と地域との連携促進」 

  ２番目は「いじめや差別の解消」 

  ３番目「思いやり心の促進」 

  何か、他にどうでしょう。 

（委 員） 

３は「人権教育の促進」はどうですか。 

（委 員） 

  「人間教育の促進」とか。 

（委 員） 

  「人権教育の促進」でしょうか。 

（委 員） 

３つ目は「人権教育の促進」で。他、皆さん、よろしいか。 

  そうしたら、３番目の「地域」、これは「地域の人同士のつながりの希薄化」ですので「地

域内の連携促進」「つながり促進」 

  ②番目は「世代間交流の促進」 

  ③番目は「人材確保と発掘」 

  ④番目は「子どもや高齢者の安全な環境づくり」ご意見ありませんか。 

（委 員） 

  人材の、③ですけど。③は「人材の確保と発掘・育成」となりますかね。 

（事務局）  

  「育成」は市ですね。 

（委 員） 

  「育成と確保」 
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（委 員） 

  「育成と確保」違うかな。 

（委 員） 

  「子どもや高齢者の安全な環境づくり」はおかしいですしね。 

（委 員） 

  そうですね。「見守る環境づくり」でもいいかもしれません。 

（委 員） 

  これは、このままでいきましょう。 

（委 員） 

  もう３番の④がそのままということで。 

  次、４番目「行政・企業・市民団体」ですが。 

  ①番「地域活性化への取り組み促進」 

（委 員） 

  おおかた促進ですよね。 

（事務局）  

  どうでしょ。④番・⑤番の少しマイナスイメージのところだけを変えていただくというよう

な。イメージを良くするために「マンネリ化」というのは「少ない」という言葉を変えますか。 

（委 員） 

  「企画内容のマンネリ化」を「新企画の促進」とかそういうふうにですか。 

（委 員） 

  そしたら、⑤番目は「中高年の居場所づくり」とかですか。 

（委 員）  

  「企画内容の活性化」「企画内容の新規化」 

（委 員） 

  活性化でいいのではないでしょうか。 

（委 員） 

  「新事業の活性化」 

（委 員） 

  「企画内容の活性化」 

（委 員） 

  新企画じゃなくても企画内容を活性化してもいいわけですよね。 

（委 員）  

  そうですね。じゃ「企画内容の活性化」で。 

（委 員） 

  マンネリ化を打破したらいいわけですね。 

（委 員） 

  「イベントを増やす。」は。 

 



9 

 

（委 員） 

  イベントの増加ってないですね。 

（委 員） 

  イベントが少ないということは「居場所づくりを作ってあげる」ということでは。 

（事務局）  

  「イベントを増やす」で、簡単でいいのかもしれませんね。 

（委 員） 

  名詞じゃないけど。 

（委 員） 

  少ないから増やす。 

（委 員） 

  「中高生の居場所を増やす」 

（委 員） 

  「居場所を増やす」っていうと、何か漠然と。 

（委 員）  

  イベントでいいかと思うんです。 

（委 員） 

  「イベントを増やす」 

（委 員） 

  「イベントの企画を増やす」 

（委 員） 

  中高生さんの企画でもいいですね。 

（委 員） 

  名詞にしようと思うとね、何かちょっと難しいですよね。 

（委 員）  

  「中高生の参加できるイベントの企画が課題である」ということですか。 

（委 員） 

  イベントと違って、中高生のイベント企画ですか。 

（委 員） 

  「中高生の参加できるイベントの企画」ですかね。 

（委 員） 

  「イベントの企画」ってどうなのでしょう。 

（委 員） 

  「さらに増やす」っていう言葉にしないといけないでしょうか。「企画の増」か「増大」難

しい。 

 （委 員） 

  「イベントの増加」ですか。 
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（委 員） 

  「増加」でいいのでは。 

（委 員） 

  「中高生の参加できるイベントの増加」 

（委 員） 

  それが課題なんですよね。 

（委 員） 

  「促進」でもいいかもですね。 

（委 員） 

  そうですね、少ないですよね。 

（委 員） 

  「参加」ですから、増やすってことですよね。 

（委 員） 

  これは、課題やからここに持ってくると違うかっていう気はします。 

（委 員） 

 ５の⑤の「施設設備の改善」は「老朽化」とか。 

（委 員） 

  「市民活用における見直し・改善」ですか。 

（委 員）  

  ５番は「施設の現状」ですので。 

（委 員） 

  そうしたら、現状に対する、課題に対する対策点とかそういう感じですか。 

（委 員） 

  「課題点」でしたらもう本当にマイナスのばかりになってしまうので、この通りですが、課

題点に対する解消・対策を、それぞれ学習場面であったり、課題点ということ自体の文言を変

えてしまったらと思いますが。 

（委 員） 

  ⑥だと「低下」を「利用率の向上」ってしたら「改善」になりますね。 

（委 員）  

  そうですね。６番は「向上」くらいですね。 

（委 員） 

  ⑤の「施設設備の改善」。具体的にしたら、例えば「バリアフリーにする」とか「段差を付

ける」とか。 

（委 員） 

  みんなが立派な施設設備と違うからね。便利ですが、バリアフリーになっていないですしね。 

（委 員） 

  ほんと、ここは市民の方の声として載せているので、これでいいように思います。そんなに

追求するものなのかなという気もしてきました。 
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（委 員）  

  「変えない意味」もあるんです。市民の声を取ったというのはこの指針のオリジナルなとこ

ろで。「少ない」を「増加」とか、そういったところの手直しはしてもいいとは思いますが。 

（委 員） 

  でも、これイベントの増加が課題なの。「増加していることが課題」って捉える人いますよ

ね。 

（委 員）  

  そういうふうに捉えると、反対になってしまいますね。 

（委 員） 

  だから、増加させないといけないっていうふうに。そしたら「イベントづくり」とかにして

おいた方がいいのではないでしょうか。 

（委 員） 

  ここは、あくまでもアンケート取った中で「課題を拾い出している」というふうに思っても

らえればと思います。次の方向性というところで「じゃあ、それに対して、増加させないとい

けない」とか、作り方については、中身を考えなければいけないねという声が出てきて、その

次の４番目のところでですね、じゃあ、「具体的にどうするんだ」っていうところを、行政が

考える部分、それから市民やとか・企業で発信している部分で「こんな取組みをします」みた

いなことを、ここで具体的なことを言わないといけないのかと思います。 

  今までですと、もっと具体的な施策として各課が考えて乗っけてきていたのですが、今回も

各課へ流して、いろいろ施策を考えてもらうことになろうかと思います。今のところは方向性

だけですので、これについては求めてないっていうので、ここで止まるのかなと思っているん

ですけども。ここのところは、市民の意見ということで捉えていただいて結構かと思います。 

（委 員） 

  そうしたら４番の①「イベント」で切れている。後の②・③・④・⑤と合せるのでしたら、

今、さっきおっしゃったその「イベントづくり」って入れたらいいですか。一緒の「イベント

づくり」ってね。 

 （委 員） 

  ４の①は「地域を盛り上げる取り組みやイベントづくり」。はどうですか。 

（委 員） 

  取り組みとイベントちょっと重なっていますね。ごちゃごちゃしている気がしますよね。 

（委 員）  

  「取り組み」で終わってもいいのかもしれません。 

（委 員） 

  「取り組み」で終わる。それもありですね。取組みの課題。 

（委 員）  

  そういうことですね。⑤番で「イベントづくり」がきますしね。 

（委 員） 

  だいたい前向きに変わりましたよね。全体的には。 
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（委 員） 

  課題提示だと、例えば１－③の「家庭の教育力の向上」が課題。そう普通は捉えないと思う

けど。 

（委 員） 

  そのままがやっぱりいいですよね。 

（委 員） 

  そのままがやっぱりいいですけど。イメージの問題だけなんですね。 

（委 員） 

  手を加えると却って分からなくなってくるのでしょうか。 

（委 員） 

  あるいは、この「それぞれの学習場面…」というのが、分かりにくいとすれば、「市民から

出された課題点」と例えばしておけば、マイナスのことがあってもと思いますが。 

（委 員） 

  何か隣の左側に書いてあるのがすごく前向きに書いてあるので、ぱっと見た時に、こっちは

マイナスばかりやわって思ってしまったんですよね。 

（委 員） 

  もう最初からこのままで。マイナス点ばっかり挙げたほうが課題点としては生きるのかなあ。

と思ってきました。「課題に対する対策」ということなら、また別ですけども。 

（委 員） 

  そういうことです。対策は次のページからですので。 

「問題点」にしますか。そうすると課題点ではなく、問題点にすれば「現状の問題点」という

ことになるんですけど。 

（委 員） 

  問題でもあり、課題でもありますよね。 

（委 員） 

  問題点にすれば良い点も悪い点も書いてもいいですよね。 

（委 員） 

  問題点にしたら、マイナスの方向も両方と書いといても、取りようによってはどっちでも取

れますしね。 

（委 員） 

  その「それぞれの学習場面に出された課題点」をもう消して「市民から出された問題点」っ

て書いたら誰でもわかるっていうか、意味がわかります。 

（委 員） 

  この市の、この１の「家庭」って書いた上の「それぞれの学習場面に出された課題点」。こ

れは無くてもいいのではないでしょうか。 

（委 員） 

  上の文章に「市民の声による」って書いてあるのでね。 
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（委 員） 

  「各学習場面…」って書いてあるんですから、これは要らないような気はします。隣はあり

ませんしね。 

（委 員） 

  これを消して「問題点」を上に。 

（委 員） 

  「市民の声による各学習場面の問題点」ですか。 

（委 員） 

  そしたら、かっこの中の「それぞれの学習場面で出された課題点」を消したらいいのではな

いでしょうか。 

（委 員） 

  問題と課題というのは、その解釈に同じような解釈があるらしいのですが、「問題があって、

それを解決する解決策が課題である」って言う人もいるんです。だから、そういう意味でいけ

ば課題で、解消・解決策として色々出してもらったらいいっていうのであれば、別に課題点で

いいんじゃないでしょうか。 

（委 員） 

  こちらの右側は「市民の声」としてはこういうのが挙がっていますよって言うことで、次の

隣のページへ進むのも説明としては成り立つかなあという気がします。 

（委 員） 

  それは「そのままでいい」ということですか。それか「問題点を変える」っていう意味です

か。 

（委 員） 

  いや、だから、言葉は元に返して。 

（委 員） 

  市民の声にいろいろ学習確保・学習場面の問題点としてもその声としては「こういうふうな

のが挙がってきましたよ」っていうので理解はしやすいのでは思っているんですけど。 

（委 員） 

  そうですね。そう思います。中の「それぞれの学習場面から出された課題点」はなしにして、

上のところを「問題点」にすると誤解がないと思います。 

（委 員） 

  でも、意義のある話し合いやったと思いますよ。正直いって。 

（委 員） 

  そうしたら、「市民の声による各学習場面の課題」それからかっこの中の「それぞれの学習

場面に出された課題点」を抹消する。で、１・２・３・４・５はそのままということで。 

（委 員） 

  見出しはどうなります。２番「…取り組みと課題」となっています。一番上の２番。 

（委 員） 

  一番上の大きな見出しですか。 
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（委 員） 

  具体的な課題のところで問題点ってしてありますしね。 

（委 員） 

  そうなのですね。本文の中もですね「大綱から継続する課題」と、具体的な「市民から寄せ

られた具体的な課題」と。まあ、このへんの整合性が全部併せて課題となっているのですが。 

  具体的な問題点は３のほうにして「次のように整理する」ということで考えていいですかね。 

（委 員） 

  そうですね。そこのタイトルは下から３行目に「…生涯学習の課題は…。」というふうに、

書いてあるので、「課題」で。タイトルの２番はこれでいいと思います。その課題というのを

わけると、大綱から引継ぐ進むべき方向の課題と現状の問題点を併せたものが生涯学習の大き

な課題であるとそういった位置づけにしましょうか。 

（委 員） 

  最初のも、こうして話してみると、問題点として戻すかという話になったじゃないですか。 

  でも、それでいくと、結局、この１番の最初のように、「子どもの生活リズムの改善」とい

うのもあるじゃないですか。改善が問題点になる場合もでてきますよね。 

（委 員） 

  「…学習場面の課題」はそのままでいいのではないのでしょうか。 

（委 員） 

  じゃあ、ここの課題はそのままってことですか。 

（委 員） 

  枠の中の「それぞれの学習場面に出された課題点」は消すと。 

（委 員） 

  それ以外は、前の通りということで。 

（委 員） 

  その左側の４-③なんですけれども「り」が抜けていますよね。 

（委 員） 

  何か他に、これ以外に気がついたことありますか。 

（委 員） 

  この前、意見が出ていた３ページの表で、教育委員会の計画の部分で「教育方針」と「子ど

も読書活動推進計画」が書いてありますが、包括するとかじゃなくて、関わった計画にこれが

あるというのを示しているのかと思っているのですが、違うでしょうか。 

（事務局） 

  そうです。教育委員会の中で、こういった読書計画なり教育方針があるというだけの表現で

このような形にさせていただいているだけです。 

（委 員） 

  そういう横並びとかそういう意味じゃなしに、こういう方針でいくということ。 

（委 員） 

  教育方針の中の読書推進と違うということですね。 
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（事務局） 

  教育方針は単年度で作られていまして、もっと具体的なことまで書かれているんです。「ど

ういう取組みを行います」っていうことが書かれています。 

（委 員） 

  この図はこういうふうに描いてあるけども、今、次長がおっしゃっていただいた、そういう

ことでご理解いただきましょう。それ以外、他にございませんか。 

  そうしたら、この「生涯学習推進の指針」を、いずれ（案）を消していただいて、公表して

いただくということで。 

（事務局） 

  ありがとうございました。 

 

（３）「いがファミリーフェスタ」について 

（委 員） 

  ３番目の議題「いがファミリーフェスタ」について、事務局説明お願いします。 

（事務局） 

  座って失礼します。資料３をご覧ください。 

  前回の会議後に、上出委員と相談をさせていただいて、一部案という形で書かせていただき

ました。その部分だけご説明をさせていただきます。 

  まず、名称は「第９回」と入れまして、「第９回いがファミリーフェスタ」。 

  内容につきましては、１部を「親子で聞く林先生の子育てばなし」、２部を「みんなで影絵

を楽しもう」。あと、司会進行を岩佐委員に、開会挨拶を上出委員と生涯学習課の山本課長、

閉会の挨拶を船岡委員にお願いしたいと考えています。 

  「チラシの配布」につきましては、市内全小学校１年生から３年生、市内全保育所と幼稚園

の３歳児から５歳児、各公民館、子育て包括支援センター、５箇所あります子育て支援センタ

ーを予定しています。 

  そのほかの「情報告知」につきましては、広報いが市の２月１日号、市のホームページでは

１月の中旬ぐらいから、市の公式フェイスブックは２月中旬から、ケーブルテレビの文字放送

を前日ぐらいまでの予定をしております。以上です。 

（委 員） 

  すいません。この幼稚園っていうところですが、今年から青山よさみが「こども園」になり

ましたよね。 

（委 員） 

  そしたら、先ず、第１部のタイトルですが、「最初は講演とか講演会っていう硬い言い方よ

り、何かいい優しい呼び方はないか」ということで考えてみたのですが、いかがでしょうか。 

（委 員） 

  「子どもの子育てばなし」って、ちょっと分からないでしょうか。 

（委 員） 

  先生にどういう話をしていただくか決めていただきたいですけど、どういうテーマで先生に
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話してもらいましょうか。 

（委 員） 

  「講演会」の代わりの名前ですよね。 

（委 員） 

  ええ、講演会の代わりの名前。講演会って堅苦しいので、それに代わる何か。 

  後、演題空けてあるので、それをまた皆さんで林先生に、こういう話をしていただきたいと

皆さんでお決め頂きたいと思います。それによって、タイトルも変わっても結構ですけれども。 

（委 員） 

  林先生の１回目は何でしたか。命の話でしたでしょうか。 

（委 員） 

  命は３回目じゃなかったですか。 

（委 員） 

  二回目は「しょく」ですね。食べる「食」じゃなしに、触れる「しょく」で「触れて育てよ

う」ということ。 

  今回はどういうテーマでお話してもらったら宜しいですか。「小さい子どもさんも一緒に聞

かしていただく」ということですが。 

（委 員） 

  それは林先生にお任せでいいんじゃないでしょうか。１回目・２回目にした過程の中で３回

目こういうテーマということで。 

（委 員） 

  もう、任してしまいますか。 

（委 員） 

  この「親子で聞く林先生の子育てばなし」っていうので、いいのではないですか。 

（委 員） 

  そのままにして。じゃ演題については。 

（委 員） 

  演題は先生にお任せして。 

（委 員） 

  では、林先生に相談さしてもらって決めていただくということで、よろしいですか。 

（委 員） 

  そうしたら、第２部は「みんなで影絵を楽しもう」ということなのですけども。事務局説明

お願いします。 

（事務局） 

  １１月２２日に岩佐さんからご紹介いただきました影絵組「たこのあし」の２人の方と一緒

に、会場の確認に行かせていただきました。 

  結果から申し上げると、影絵の場合、大会議室でも東の会議室でもどちらでも出来ますとい

うことでした。ただ、参加対象の年齢からすると、影絵よりも、別にやっていただいている紙

芝居とかペープサート。ペープサートとは、いわゆる紙人形劇のことをそう言うらしいのです
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が、そういうのがお勧めだということでした。影絵の出し物は５つぐらい持っていただいてい

るのですが、内容的に小学生・小学低学年からのもので、それより小さいと、今までの経験上、

真っ暗になったら泣き出す子もいたということなんです。そのペープサートですと一人のグル

ープの方が前に出て、子どもの顔を見て年齢に応じた進行ができるということでした。ペープ

サートの場合は集中するということからすると、小さいほうの会議室のほうがベターだという

お話でした。 

（委 員） 

  対象は主に未就学児ですが、小学校低学年もターゲットにしようということで「影絵がいい

んじゃないか」っていうことになったような記憶がおぼろげながらあるのですが。 

（委 員） 

  人形劇とかぺープサートっていうのは割と手軽なので、いろんなところでやっているんです

よね。だから、影絵っていのは仕掛けが大変だから、なかなか身近に見れないっていうところ

もあるので、影絵がいいかなと。いわゆる呼び込みのための魅力の一つとして影絵を提案させ

てもらったので、私は影絵がいいと思います。 

（委 員） 

  あそこのは、カラーで綺麗ですし。影絵にはほんとは年齢関係ないんです。もう、年齢の小

さい子は小さいなりに感じるものもあるので。それは、ただ、暗くて泣くっていうのはあるか

もしれないけれども、始まったらきっと全然大丈夫だと思いますよ。 

（委 員） 

  もう一度影絵でお願いしてくれますか。 

（事務局） 

  はい。別に「影絵が嫌だ」っていうことでは全然なかったので、お願いしてみます。 

（委 員） 

  そうしたら、その影絵をお願いするということにして。場所はどこがよろしいですか。 

（委 員） 

  たこの足さんの持ってくれているスクリーンって結構、横幅広いんですよね。 

（委 員） 

  大会議室の方が準備はしやすいけど、たくさんカーペットをひかないといけなくなりますね。 

（委 員） 

  大会議室のほうががいいんじゃないですか。いろんな作業的な部分もあると思いますし。東

の会議室は講演だけなので、去年の状態を見ていたら未だ余裕はありましたよね。 

（委 員） 

 ちょっとその話、ごめんなさい。途中で入らせてもらいますが。この事業計画の中で、先着

５０人でたくさん来てもらったら有難いのですが、募集開始の日と締切日を決めといた方がい

いと思うんです。 

（委 員） 

  「定員になり次第締切」としておけば、みんな慌てて応募してくれると思うんです。 

  遅くても「まだ、間に合いますか」っていう問い合わせもできると思います。 
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（委 員） 

  だから「募集する最初の日」は書いたほうがいいと思います。 

（委 員） 

  ２月２５日だと年明けてからの募集にしないと「あまり先の予定はわかりません」って言わ

れてしまったこともあったのでね。 

（委 員） 

  広報は２月１日では遅いのでしょうか。 

（委 員） 

  先に学校やら幼稚園やら配っといて、広報は広報で知らせるっていうのは駄目なのでしょう

か。 

（委 員） 

  あんまり、募集開始と配るのとがあまりにも離れてない方がいいですよね。 

（委 員） 

  １月末でも配っといて、広報は２月１日号。それで、募集は２月の何日からってしといたら

いいのではないでしょうか。 

（委 員） 

  ホームページは「１月中旬」とあるので、その中旬に間に合う頃にチラシを作ったらいいっ

ていうことですか。 

（事務局） 

  ホームページはいつからでも構いません。いつからでも可能です。 

（委 員） 

  たぶん、一番目に触れるのは、各学校とか保育園に来た時に一番先に見ると思うんですよね。

それをいつにするか。広報はその２月１日号。だから、今おっしゃったように２月だったら５

日から募集を始めるとか。チラシもあんまり早くてもね。１月の中頃でしょう。 

（委 員） 

あんまり遅いと、予定が入ってしまってますのでね。 

（事務局） 

  広報は２月１日に出しますが、地域によって手元に届く日がばらばらです。ですので、市と

しては２月１日号でしたら、１０日とか。開始日５日っていうのは短いかなと思います。苦情

が出ますので、まあ、せめて１０日でしたら全戸へ行き届いているかと思うのですが。 

（委 員） 

  だから、募集の開始だけ決めないといけませんね。後は、定員になり次第です。 

（委 員） 

  そうしたら、小さい部屋で林先生のお話聞いて、大きな部屋で影絵をするということで、決

めさせていただきます。 

  大会議室のカーペットですが、小さいほうは中瀬小学校で借りますけど、大会議室の分まで

ありますかね。 
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（委 員） 

  公民館や市民センターに、ないですかね。 

（事務局） 

  中瀬小には何本もあるって言ってくれていました。 

（委 員） 

  そうしたら、もう、みんな中瀬で借りましょうか。 

（事務局） 

  はい。同じところで借りていただいたほうがいいですよね。 

（委 員） 

  じゃあ、カーペットはもう中瀬小学校へ借りるということでさしていただきます。そうした

ら、あと、役割を決めたいのですが。 

（委 員） 

あの、募集期間の始まりっていつになったのですか。 

（委 員） 

  広報見て申し込みする人って、少なくないですか。 

（委 員） 

  チラシですよね、ほとんど。 

（委 員） 

  もうちょっと早くしますか。 

（委 員） 

  だから、ちょっとだけ枠予備に。別に５０人超えてもいいわけでしょ。 

（事務局） 

  それは、止めといたほうがいいと思います。やはり「広報しか情報がない」っていう人は多

分いますので。万が一に備えてですね。どうしてそういう広報は出す前に募集を始めたんです

かっていうことになりますので、それは避けたほうがいいと思います。 

（委 員） 

  いや。だから、定員５０名になっていますが、増えても別に構わないわけですよね。 

（事務局） 

  増えるとかじゃなくって。どうして、そういう出るまでに。２月１日号は１日しか出ないわ

けなんです。だから、それを仮に１月３０日から始めますってやった時に「どうしてそういう

広告する前に募集が始まっているのですか。学校は先に配って、そういうのは優遇じゃないん

ですか」っていう話が出てくるのです。 

（委員） 

  １日から始めたらＯＫですよね。 

（事務局） 

  １日に配布しても、すべて行き渡るのがやっぱり３日はかかるわけなんです。以前もそうい

うのがあったんです、実は。ここでも、教育委員会に限らずにそういったので「広報で募集を

かけてたけど、うちには届いてないのにどうして先に募集しているんだ」というのが多々ある
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わけです。何日からっていうのはないですけども、まあ、４、５日経った後で募集を始めると

いうのが一番良いと思います。 

（委 員） 

  ２月５日どうですか、月曜日。 

（委 員） 

  ５日はどうですか。５日ぐらいで大丈夫ですか。 

（委 員） 

  締め切りはないけど、大体の目安として何日ぐらいまで受け付けようとか、決めておいた方

がいいんじゃないでしょうか。 

（委 員） 

  だから、先着順にして定員にしとけばいいのではないでしょうか。 

（委 員） 

  こちらの心積もりとして、だいたい２月２０日ごろまでに集約してみてはどうでしょう。 

（委 員） 

  多いのは嬉しいけど、少なかった場合、もっとみんな声掛けなきゃいけないですからね。 

（委 員） 

  ５日に始めたら３週間あるので。１０日か２週間程様子を見ていただいたらどうでしょう。 

（委 員） 

  事務局が様子見て判断できると思うんですよね。状況を言ってもらって、少なかったら声掛

けることが出来ますしね。 

（委 員） 

  そうしたら、影絵をしていただくということで。第２部のタイトルはどうしましょう。 

（委 員） 

  持っていらっしゃる作品が何本かあるので、その中からということになりますよ。 

（委 員） 

  そうですよね。演目の題があると思うので、それをそこに入れれば。 

（委 員） 

  演目は、向こうへ任してしまうというのはどうですか。 

（委 員） 

  出来たら、そのへんの内容は持ってくれている中で一番「優しい」っていうか、もしあった

ら、低年齢向けのものをお願いしたらいいのではないでしょうか。 

（委 員） 

  ここに「たこの足」さんの作品についての資料がありますが、「ポンタとコンちゃん」は「噂

や間違った思い込みで人や物事を判断することの愚かさや素直な心で相手を受け入れること

の大切さを本題のコンちゃんなどを通して伝えます。」っていう話しです。 

  それと「注文の多い料理店」。これは宮沢賢治の作品で、「漁をしている途中で見つけた森

の中のレストラン。お腹が空いた主人たちは快く中へ入りますが、自然を軽視する人間の傲慢

さや自分たちの都合のいい身勝手な事しか考えない自己中心主義を懲らしめる展開になって
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います。」と書いていますが、これは、ちょっと怖いと思います。 

  次に「泣いた赤鬼」は「心の優しい赤鬼には、人間と仲良くなりたいので、ぜひ仲良くなり

たいのですが、どうも上手く行きません。そんなところに友達の青鬼がやって来て名案を考え

てくれます。しかし、ちょっぴり寂しい赤鬼と青鬼の友情を表しています。」という説明です。 

  「のはらうた」は、１５分ほどで、「野原の主人公たちがそれぞれの想いを詩に表した工藤

直子さんの作品」ということです。 

  一番新しいのは「きみはほんとうにステキだね」っていうのですが、「宮西達也さんの『テ

ィラノサウルス』シリーズの一つで、意地悪で乱暴物のティラノサウルスは助けてくれたティ

ラノサウルスに心を開き友達になります。だけど、本当のことが言えません。ある日、ティラ

ノサウルスが大変なことに…。」という説明文ですが、これは一番小さい子ども向けだという

ことです。 

（委 員） 

  一番最後のは絵本でもありますし、幼児もわかると思いますよ。 

（委 員） 

  最初の作品は、ちょっとわかりにくいかもしれません。 

（委 員） 

  一番最後の「きみはほんとうにすてきだね」っていうのはいいかもしれないですね。それと

も「泣いた赤鬼」か。 

（委 員） 

  名作ということでいったら「泣いた赤鬼」だと思いますね。ほんとに感動もの。ただ、ちっ

ちゃい子っていったら、ティラノサウルスの話かなって。でも、親としたら名作を観せたいっ

て思うかもですね。 

（委 員） 

  「泣いた赤鬼」も、年長ぐらいやとわかる。泣いて観る子もいるし。 

（委 員） 

  みんなちっちゃい子はね、もう鬼が出てきたら怖いんです。 

（委 員） 

  「泣いた赤鬼」はいいと思いますけど、 

（委 員） 

  「泣いた赤鬼」か「きみはほんとうにすてきだね」ですね。 

（委 員） 

  赤鬼なった後に、ちょっと怖いっていうか、ちょっと仕掛けがちょっと怖い。 

（委 員） 

  じゃ、ティラノサウルスのほうで。 

（委 員） 

  そうですね。「きみはほんとうにすてきだね」を一度頼んでみてください。 

（委 員） 

  そしたら、影絵を大会議室でするということで。そして、その影絵の演題は、「きみはほん
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とにすてきだね」にして、そのタイトルはどうでしょう。第２部のタイトルです。 

（委 員） 

  「みんなで影絵を楽しもう」ってして、副題で「きみはほんとはすてきだよ」でいいですよ

ね。 

（委 員） 

  あと、役割は、司会岩佐さん、挨拶は私と山本課長、閉会挨拶は船岡委員ということで宜し

いですか。 

（委 員） 

  では、あと受付３人と、写真を１人と、カーペットを３人ぐらい中瀬小学校へ行ってほしい

です。 

（事務局） 

  カーペットは数が足らなければ、他の公民館にもありますので、借りれると思います。 

（委 員） 

  カーペット取りに行きます。 

（委 員） 

  私も行きます。それで３人ですね。 

（委 員） 

  ３人やけど、もし、公民館で借れるようやったら、分かれてもらうということで。 

（事務局）  

  一度、吉澤委員に数は確認してもらいます。 

（委 員） 

  写真１人と受付をどなたかして頂けないですか。 

（委 員） 

  受付は壷田委員と中森がします。 

（委 員） 

  じゃあ、受付します。大丈夫です。 

（委 員） 

  じゃあ、壷田委員、中森委員、内山委員３人でお願いします。 

（委 員） 

  カメラはありますので、写真をお願いできますか。 

（委 員） 

  分かりました。 

（委 員） 

  カーペット運ぶ人は１０時３０分に中瀬小学校へ直接集合し、それ以外の人は１０時３０分

にゆめぽりすセンターへ集合ということでお願いします。公民館で借りるようなら、そちらへ

行っていただきますが、その時は連絡させていただきます。 

（委 員） 

  「ファミリーフェスタ」のチラシは、林先生の演題等聞いてから、事務局に一任さしてもら
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ってもよろしいですか。そして出来次第、皆さんに送らしていただくということで。またチラ

シは、お知り合いの方等に渡していただきたいなと思います。 宜しくお願いします。 

 

＜事務局から委員への事務連絡の後、終了＞ 
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  そうしたら、議題これで一応終わらしていただいたところで、次の３番目の「その他」の項

に行きたいと思います。 

  あのー、その他の項なんですけれども、生涯学習課で取組み始めております「地域における

周りのワークショップ」について。内山委員のほうから、資料があると思うんですけども、ご
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説明をお願いしたいと思います。 

（委 員）  

  ありがとうございます。あのー、では、この「地域におけるフィールドワークショップ」の

ご報告と経過報告をさしていただきます。 

  あの、これはですね、先ほどの指針でも話題に挙がりました、「地域の人材育成」というよ

うな問題。どこの自治体でも今、一番問題になっていることでありまして。○○委員長がおっ

しゃいましたように「次の世代に何を送っていくか」というようなことが少子高齢化の中でな

かなか言い渡して、自分たちの文化を次につないでいくことができなくなっているというよう

な問題があります。しかし、このへん大きな問題ですのでなかなか、どこの自治体でも取組み

が進んでいないところであるんですけれども。そこで、今回、伊賀市の教育委員会・生涯学習

課のほうでですね、昨年から「まちづくりを考えていこう」っていうような動き、そういった

事業が始まりました。 

  昨年度は、生涯学習と公民館の職員向けの研修会が春と秋の２回ありました。それで、その

継続として、今年度は、住民自治協の役員さんですとか、住民の方にも段々と間口を広げて行

くという趣旨で今年度も継続してやっております。私が、その担当でやらせていただいてるん

ですけれども、今年度の予定はですね、えー、前回の審議会や懇談会でもご報告いたしました

ように、8 月 4日に大山田公民館、8 月 26 日に阿山公民館、9 月 1 日にいがまち公民館でそれ

ぞれこの「出前講習・講座」というのを行いました。この地区は、これまで公民館がなかった、

伊賀市になる前に公民館がなかった地域ですので、社会教育というものをどういったものか知

ってもらうというような趣旨もありまして、開催をされました。大変、内容は好評でございま

して、地区の中の方の交流ができたという結果でした。で、「全体会」というのが、第１回目

が 9月 29日に中央公民間で開かれましたので、本日はこのご報告なんです。 

  ここではですね、これまで、地域の中での、出前講習会の方々を、全市の交流を広げようと

いうようなことで全体会が 9 月と 12 月と 2 月に予定されております。内容は資料の通りなん

ですが。みんなでですね、地域づくりというのは大変課題なんですけれども。今、国のほうで

は「地方創生」というような流れから、地方創生を人づくりからやっていこうというような、

そういった機運が高まっておりまして、2014年あたりからですね、この、教育のほうで地域づ

くりを行っていこうというようなことが、教育委員会の先生方、文科省のほうでも始まってお

ります。そのようなことの現状のご紹介等、そして、伊賀市ではどうしていくかというような

ことを問題提起してみんなで考えました。目的が講演会ではなくて、みんなの交流ということ

にありますので、グループワーク・ワークショップを中心にして「ワークショップ」というタ

イトルを付けております。 

  やはり、地域づくりというのは問題が大きすぎますので、短期的な目標と中期的な目標・長

期的な目標というような目指す所がはっきりしてないと、非常にぼやけてしまうことがありま

す。そういったことを考えた時に、やっぱり「やらされて仕事で、任務でやる」というような

ことでは長続きはしないということで、切り口を文化の継承というような切り口を今年は設定

して「各地の文化調べ」ということをこれからして行っていただいて、住民の中でして行って、

それを数年後にみんなで持ち寄って「文化祭をしよう」というような流れで計画をしていると
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ころです。来年度以降、住民のほうにもこれから告知をして広がっていくというようなことが

期待されていますので、社会教育委員のほうの皆さまにもで、、ぜひ、ご参加いただけると有

難いと思います。 

  ご報告は以上であります。 

（委 員） 

  はい。２回目の全体講習会が 12 月の 22 日金曜日。ここでありますので、また、時間を作っ

てご参加いただきたいと思います。 

（委 員）  

  今、お声掛けをしているのは公民館ですね。地区公民館と現状の公民館・分館の職員の方、

また、自治協・まちづくり協議会の関係者が今、中心になって有志の方で集っているところで

す。 

  しかし、あの、一般の住民の方もこれから門戸を開いていくような予定になっているという

ことで聞いています。 

（委 員）  

  全体会は、地区の問題を持ち寄って、持ち寄ってみんなで話し合うという会なんですけど、

結局、やはり「地区の文化調べ」は、地域に下ろしていくことになりますので、その「地域ご

との熱意」というものに今、現状、温度差が見られるようなところでして。例えば、スポーツ

を切り口でもいいですし、そこの地区で今、熱心に頑張ってることを、そういったことをお持

ち寄りというような形になってくるのかと思います。 

（委 員） 

  ありがとうございます。 

  それ以外の、あの、事務局から何かその他でお願いします。 

（事務局）  

  今年度から、条例によりまして、委員会の委員等が会議等で集っていただきました際には、

報酬とは別に費用弁償ということで、えー、１km当たり 37円で計算させていただいて「旅費」

ということでお支払をさせていただくことになっています。 

  でお手元に請求書ということでちょっと置かせていただいてあるんですけども、内山委員以

外の方につきましては、皆さん、お車でよろしいでしょうか。、請求書の内容を確認いただき

まして、この後、朱肉のほうをあのー、回させていただきますので、捺印のほうをしていただ

きまして、机の上に置いといていただけたらと思っています。対象は、第１回の定例会と本日

の２回になっております。また、距離のほうですけども、これはネットのほうで最短距離を調

べさせていただいて、その距離になりますのでそちらのほうはご了承ください。よろしくお願

いします。 

  後、もう一点なんですけども。同じようか机の上に置かせていただいております「社教連会

報」なんですけども。これは全国社会教育委員連合のほうから「社会教育委員の皆さまへ…」

ということで届いたものです。もう一つの「社教情報」は、生涯学習課のほうで購入させて頂

いていますので、お配りさせていただきます。また、お時間あります時にお読みいただけたら

と思います。 
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  以上です。 

（委 員） 

  あの、皆さん方、何かございませんか。よろしいです。無ければ、これで終わらさせていた

だきます。 

  皆さん、どうも、長時間ありがとうございました。後、私たちのこと、ファミリーフェスタ

とこと、成人式の実行委員会ご出席いただいておりますけれども、また、引き続きお願いする

とともに、また私たちのできることあれば自主的に行動していきたいなと思います。 

  今日は、どうもありがとうございました。 

 

（会議終了） 

 

 

以上 


