
 - 345 -

公  民  館 
 

１ 西東京市公民館運営審議会に関する事項（10.5.2） 

(1) 公民館運営審議会委員（学校教育の関係者２人、社会教育の関係者８人、家庭教育の向上に資する活 

動を行う者２人、学識経験のある者２人） 

  ※根拠法令：西東京市公民館設置及び管理等に関する条例 

  

 (2) 会議の開催状況 

   定例会 12回（平成23年４月27日、５月25日、６月22日、７月27日、８月24日、９月28日、10月26日、

11月30日、12月21日、平成24年１月25日、２月22日、３月28日） 

   主な審議事項  事業計画書・報告書について、公民館だより編集室報告、利用者懇談会報告、西東

京市公民館の事業評価のあり方について、公民館における防災対策に関する提言につ

いて、平成24年度西東京市公民館事業計画（案） 

    

２ 公民館市民企画事業 

実施件数 44件  実施団体 28団体  参加人数 1,443人（会員 413人 一般 1,030人） 

参加人数

（人） 年 月 日 団  体  名 内     容 

会員 一般 

場  所 

平成23年 

6月12日 

6月26日 

ママの学舎ワハハ 
子育て世代へのエールⅢ 

―肩のちからをぬいて― 

 6 

 6 

14 

 8 
田無公民館 

6月18日 西東京風の会 三島由紀夫と現代自殺論  5 55 田無公民館 

6月26日 
都市計画道路田無３・４・７を考

える会 
オオタカと共に生きる PARTⅡ  9 20 田無公民館 

7月10日 
子どもにやさしい街づくりを進め

る会 
保育園のちから   5 15 柳沢公民館 

7月31日 西東京サイクリング倶楽部 
中高年の健康スポーツサイクリン

グで体力づくり 
12 16 田無公民館 

 8月2日 

 8月9日 
みみいちゃんの紙芝居 

夏休み子ども紙芝居体験―楽しさ

と感動を共有するよろこびを 

5 

 5 

 18 

20 
田無公民館 

 8月6日 西東京風の会 原発報道を市民目線で検証する   5 25 田無公民館 

8月14日 
核戦争の恐ろしさを子どもらに伝

える会 
被爆者のお話と映画の集い  7 78 柳沢公民館 

8月24日 西東京自然を見つめる会 夏休み親子自然観察会  12 28 東大農場 

8月29日 

 9月5日 

9月12日 

リボンネットワーク 
ちょっとがんばればできるパソコ

ン ―メールが出来るまで― 

 5 

 5 

 5 

10  

 9 

 9 

芝久保公民館 

 9月4日 

9月11日 

9月18日 

だいすき西東京の会 震災・津波・原発事故と地方自治

 3 

 3 

 3 

17 

11 

16  

田無公民館 
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9月10日 公民館をよりよくする会 
わたしたちの学習  

―なにをどう学ぶか― 
 5 19 柳沢公民館 

9月10日 西東京ガーデニングクラブ 

お花の勉強をして花いっぱいの街

にしましょう  

―誰にでもできるハンギングⅠ―
 2 22 田無公民館 

9月10日 西東京ガーデニングクラブ 

お花の勉強をして花いっぱいの街

にしましょう 

―誰にでもできるハンギングⅡ―
 1 21 田無公民館 

9月22日 ＮＥＷカレッジ広場 
暮らしの中の低炭素化と省エネル

ギー  
17  5 田無公民館 

10月4日 
「西東京市子どもの権利に関する

条例」の実現をすすめる会 
子どもたちの未来を考えるカフェ  7 11 柳沢公民館 

10月4日 

10月11日 

11月9日 

市政これでいいの会・西東京 
これからの地方自治・これからの

市議会 

 6 

 7 

 7 

14 

10 

13  

田無公民館 

田無庁舎 

10月31日 ＮＥＷカレッジ広場 二宮尊徳の生涯と業績 23  19 田無公民館 

11月5日 平和のための戦争展・西東京市 
原発事故と放射線が人体に与える

影響 
20  51 柳沢公民館 

11月19日 西東京風の会 芥川龍之介と現代自殺論  5 45 田無公民館 

11月20日 西東京母親連絡会 

子どもの明るい未来のために原発

をなくそう 
―安全なエネルギーを求めて― 

40 15 柳沢公民館 

11月22日 田無太極拳愛好会 病後回復にもよい太極拳24式 20 14 田無公民館 

11月27日 
緑・住環境どうなる保谷３・４・

６道路ちょっと待ってよの会 
道路問題と原発災害の共通点  9 10 柳沢公民館 

平成24年

1月15日 
市民自治井戸端会議 

原発「安全神話」の作り方 

―だましの構造― 
 8 47 柳沢公民館 

1月27日 ＮＥＷカレッジ広場 生活の中の放射線について知ろう 25 16 田無公民館 

1月29日 
調布保谷線36ｍ公害道路ストップ

の会 

 シンポ「もっと自転車道を！」

―本気で変えようクルマ社会― 
9 22 保谷駅前公民館

1月29日 
平和・民主・革新の日本をめざす

西東京の会（西東京革新懇） 

 私たち市民が求める２０１２年
は―東日本大震災・原発事故の教

訓から学ぶ― 
 30 45  柳沢公民館 

 2月8日 

2月22日 

3月3日 

ワーカーズ・コレクティブちろり

ん村 

ちいきの力！みんなで子育て！ 

子育て支援者養成講座 

3 

4 

3 

40 

38 

14 

保谷駅前公民館

2月18日 保谷楽農塾Ⅱ 
「科学的」に「農と食」を考える

―「食の安全」と「安心」― 
23 47 谷戸公民館 

2月18日 
原発はいらない西東京集会実行委

員会 

反原発 ―東京電力福島第１原発

事故から１年― 
 8 50 柳沢公民館 

2月25日 
西東京市環境サポーター・はちど

りの会 

資産価値のある建築と環境共生建

築を建てるためには… 
 8  9 柳沢公民館 

2月25日 

3月10日 
ＮＰＯを考える会 

アイルランド音楽の魅力 

～500年の伝統音楽に迫る～ 

5 

 4 

 26 

29 
保谷駅前公民館
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2月29日 西東京けやきの会 日本民踊を伝承しよう  13  9 谷戸公民館 

※根拠法令：西東京市公民館市民企画事業実施要綱 

 

３ 公民館だよりの発行 

発行回数 発 行 日 配布対象 部  数 

12回 毎月１日 市内全域  93,883部（年平均） 
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柳沢公民館 

１ 公民館事業に関する事項（10.5.2） 

(1) 主催事業 

対象 内        容 

延べ

参加

人数

（人）

期    間 

障害者学級「くるみ学級」 948
平成23年4月9日～ 

    平成24年3月25日（43回）

したのや縄文キッズくらぶ 70 平成23年6月26日～9月10日（5回） 

青年対象講座「演劇でコミュニケーション！」 91
平成23年10月16日～ 

     平成24年1月22日（12回）

オールジャンルフェスティバル柳沢（柳フェス！） 237 平成24年1月6日～1月22日（3回） 

青 

年 

期 

ブラックミュージック解体講座 38 平成24年2月4日～2月25日（4回） 

夏休み親子・子どもものづくり講座 35 平成23年8月20日・27日（2回） 
親

子 
親子で連だこに挑戦 

―新春の空に連だこが壮大に舞う― 
18 平成24年1月7日・8日（2回）    

外国人のための日本語講座 

「ボランティアスタッフ養成講座」 
254 平成23年5月20日～9月30日（13回）

乳幼児をもつお母さんのための講座 

「いきいきママの子育てライフ」 
351

平成23年5月25日～ 

平成24年3月7日（26回） 

シニアのための仲間（元気）づくり講座 

「クッキング・探索・講演」 
226 平成23年9月16日～12月20日（9回）

東日本大震災から学ぶ講座 

「災害が起きたら、そのときあなたは？」 
49 平成23年10月14日・15日（2回） 

外国人のための日本語講座 245
平成23年10月21日～ 

平成24年3月16日（19回）

身近な素材で自然な色に～草木染め～ 63 平成23年11月19日～12月4日（4回）

身近な史跡を知る講座「古城跡をめぐる」 85 平成23年11月25日～12月9日（3回）

夢をカタチに！女性のための起業入門講座 102 平成24年1月26日～3月15日（7回）  

地域のきずな講座 

「地域のきずなでささえる子どもの育ちを考える」
118 平成24年1月29日～2月26日（5回） 

西東京を探る講座「西東京を歩き西東京を知る」 57 平成24年2月16日～3月8日（4回） 

成 

人 

期 

 

障がいを理解する講座 84 平成24年2月18日～3月17日（5回） 

視
聴
覚 

ムービールーム柳沢 1,049
平成23年5月11日～ 

平成24年3月30日（22回）

地
域
交
流 

ロビーコンサート  570
平成23年5月1日～ 

平成24年3月11日（11回）
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(2) 市民活動の支援 

 ア  学習支援保育・保育室体験事業 

区     分 講座・グループ数 開催回数（回） 延べ参加人数（人） 延べ乳幼児人数（人）

保育付主催講座 4 65 952  526 

自主グループ     1 15 109   52 

保育室運営会議  3  10   2 

保育室プレ体験  3 親子19組 

 

イ 保育室の利用状況 

    利用件数 142件  延べ利用者数 1,824人 

 

ウ 印刷機の利用件数 614件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1) 利用状況 

時間帯別利用件数（件） 

区 分 午前 午後 夜間 計 

利用可能

件数

（件） 

利用率

（％）

延べ利用

者数

（人） 

利用可能

日数

（日） 

一日平均 

利用者数  

（人） 

第１会議室   319   311   270   900 1,015 89  10,511  348  30 

第２会議室   301   307   179   787 1,015 78   9,418 348  27 

第３会議室   291   299    216   806 1,015 79   8,904 348  26 

視 聴 覚 室   324   325   293   942 1,015 93  20,201 348  58 

工 作 室   288   317   193   798 1,015 79   6,960 348  20 

合 計 1,523 1,559 1,151 4,233 5,075  83  55,994  161 

※利用率＝利用件数／利用可能件数×100 

※一日平均利用者数＝延べ利用者数／利用可能日数 

 

(2) 陶芸窯の利用状況 

区  分 利用サークル数 利用件数（件） 

素焼き  9 11 

本焼き 11 20 

 

(3) ロビーの利用状況 

期   間 内   容 団 体 名 等 

平成23年4月13日～19日 絵画展 朋画会 

4月20日～23日 パネル展示 原水爆禁止西東京協議会 

5月13日～19日 作品展 保谷カリグラフィの会 

5月28日～6月3日 作品展 洋画三木会 

6月4日～10日 写真展 フォトクラブ保谷 
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6月11日～17日 写真展 柳沢公民館ロビーコンサート実行委員会 

6月18日 ロビーコンサート 柳沢公民館ロビーコンサート実行委員会 

6月21日～26日 写真展 西東京市山岳連盟 

6月28日～7月4日 作品展 保谷油絵同好会 

7月31日～8月6日 作品展 アトリエ 

8月8日～14日 パネル展示 核戦争の恐ろしさを子どもらに伝える会 

8月20日 ロビーコンサート 柳沢公民館ロビーコンサート実行委員会 

9月5日～11日 作品展 しらかば会 

9月12日～18日 作品展 如月会 

9月19日～25日 写真展 フォト光彩ほうや 

10月3日～9日 作品展 彩墨会 

10月15日 ロビーコンサート 柳沢公民館ロビーコンサート実行委員会 

10月17日～23日 作品展 グループ群彩 

10月25日～27日 作品展 全日本年金者組合西東京支部 

11月1日～5日 パネル展示 平和のための戦争展実行委員会西東京 

11月6日～12日 美術展 平和美術展 

11月13日～19日 作品展 彩友会 

11月21日～27日 写真展・絵画展 西東京三田会 

12月4日～10日 作品展 写経と書の会 

12月17日 ロビーコンサート 柳沢公民館ロビーコンサート実行委員会 

12月18日～24日 西東京市の木50選 西東京自然を見つめる会 

平成24年1月10日～16日 写真展 市民自治井戸端会議 

1月21日・22日 被災地支援バザー 柳ネーゼ 

1月24日～30日 作品展 木曜会 

2月11日 ロビーコンサート 柳沢公民館ロビーコンサート実行委員会 

2月14日～20日 作品展 雅水会 

2月21日～25日 パネル展示 原水爆禁止西東京協議会 

3月3日～9日 絵画展 スケッチの会 

3月10日～15日 パネル展示 西東京風の会 

3月17日～23日 作品展 篆刻の会 

3月27日～31日 作品展 田無書道会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 351 -

田無公民館 

１ 公民館事業に関する事項（10.5.2） 

(1) 主催事業 

対象 内        容 

延べ

参加

人数

（人）

期    間 

障害者学級「あめんぼ青年教室」 1,037
平成23年4月2日～ 

     平成24年3月25日（39回）

フードコーディネーターによる料理＆食材レッスン

夏の食材編 
31 平成23年8月1日・8日（2回） 

青少年講座 

「模型飛行機をつくって飛ばしてみよう」 
27 平成23年8月12日・16日（2回） 

青 

年 

期 

フードコーディネーターによる料理＆食材レッスン 36 平成24年2月25日・3月3日（2回） 

エコ紙とんぼ工作教室 71 平成23年12月23日 親
子 親子二胡体験講座 22 平成24年3月17日・18日 （2回）  

乳幼児を育てている人対象講座「自信を持って、私

らしい子育てを」 
124

平成23年5月17日～ 

平成24年2月21日（11回）

高齢者講座「田無カレッジ」  531
平成23年7月26日～ 

平成24年3月6日（16回） 

国際理解のための講座Ⅰ―国際問題に関心を持ち解

決に向けて考える力を養う― 
829

平成23年9月29日～ 

平成24年3月8日（12回）

国際理解のための講座Ⅱ 

―韓国文化と韓国語基礎学習― 
547

平成23年9月29月～ 

平成24年2月9日 (10回) 

現代社会の子育てビジョン 246
平成23年9月6日～ 

平成24年2月7日（18回） 

成 

人 

期 

ボタニカルアート講座（植物細密画） 73
平成23年10月21日～ 

平成24年1月13日（6回）

田無公民館まつり 参加団体 延べ37団体 1,100 平成23年5月7日・8日 

田無公民館まつり「歌声コーナー」 70 平成23年5月8日 

地
域
交
流 第６回人形劇フェスタｉｎ西東京 1,500 平成23年7月10日 

 

(2) 市民活動の支援 

 ア  学習支援保育・保育室体験事業 

区     分 講座・グループ数 開催回数（回） 延べ参加人数（人） 延べ乳幼児人数（人）

保育付主催講座 2 29 370  337 

自主グループ 3 52 399  364 

保育室運営会議  8  45   59 

保育室プレ体験  2 親子 16組 
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イ 保育室の利用状況 

    利用件数 112件  延べ利用者数 1,472人 

 

ウ 印刷機の利用件数 388件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1) 利用状況 

時間帯別利用件数（件） 

区 分 午前 午後 夜間 計 

利用可能

件数

（件） 

利用率

（％）

延べ利用

者数

（人） 

利用可能

日数

（日） 

一日平均 

利用者数  

（人） 

実 習 室   226   248   251   725 1,015 71 9,112 348 26 

第一学習室   281   298   235   814 1,015 80 7,216 348 21 

第二学習室   300   306   213   819 1,015 81  10,044 348 29 

集 会 室   249   307   210   766 1,015 75 7,176 348 20 

視 聴 覚 室   321   318   279   918 1,015 90  17,762 348 51 

会 議 室   277   296   213   786 1,015 77 6,868 348 20 

合 計 1,654 1,773 1,401 4,828 6,090 79 58,178   167 

※利用率＝利用件数／利用可能件数×100 

※一日平均利用者数＝延べ利用者数／利用可能日数 

 

(2) ロビーの利用状況 

期   間 内   容 団 体 名 等 

平成23年4月12日 ワークショップ おりがみの集い 

4月24日～27日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

7月2日 ワークショップ おりがみの集い 

7月31日～8月7日 作品展 西東京サギ草愛好会 

10月25日～27日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

11月15日～20日 水墨画展 中国水墨画昇龍会 

11月21日～27日 絵画展 ホワイトペーパー 

12月3日 ワークショップ おりがみの集い 

平成24年1月14日～20日 作品展 おりがみの集い 

1月25日～31日 西東京市の木50選 西東京自然を見つめる会 

2月1日～6日 作品展 田無書道会 

2月24日～3月5日 資料展 食を考える会 

2月25日 作品展 おりがみの集い 

3月16日～24日 写真展 人形劇フェスタ実行委員会 

 

 

 



 - 353 -

芝久保公民館 

１ 公民館事業に関する事項（10.5.2） 

(1) 主催事業 

対象 内        容 

延べ

参加

人数

（人）

期    間 

青
年
期 

 

平和を考える講座 

～現代のナショナリズムと平和を考える～ 
9 平成23年10月13日 

親
子 

楽しいチェス教室 73
平成23年12月22日～ 

平成24年1月7日（4回） 

コーチング講座  234
平成23年4月28日～ 

10月19日（13回） 

ちいさな展示会講習会 238
平成23年5月17日～ 

平成24年3月15日（20回） 

アロマセラピー講座 22 平成23年6月25日 

健康講座「ピラティス」 98
平成23年8月26日～ 

9月16日（4回） 

西東京市誕生10周年記念事業「地域を考える講座」

～地域課題を解決するために地域人ができること～
48 平成23年9月11日～25日（3回） 

地域力パワーアップ講座  

「あなたも子どもの一番のサポーターになろう」 
15 平成23年9月17日 

中国古典講座 

「易・陰陽五行と暮らしのリズム…易経を読んで」
70 平成23年9月21日・28日（2回） 

子育ては自分育て講座         231
平成23年9月22日～ 

平成24年3月1日（17回） 

平和を考える講座 

～アフガニスタンの現状や震災後の日本から～ 
18 平成23年10月20日・27日（2回） 

体験学習講座 

「アロマヨガ・ステンドグラス・手作りパン」 
46 平成23年10月21日～11月4日（3回）

護身術入門講座 13 平成23年11月26日 

マクロビオティック講座 

「カラダに優しいスイーツ作り」 
32 平成24年1月13日・19日（2回） 

地域で創る教育ネットワーク講座 

「子どもの学力と自由時間の過ごし方」 
15 平成 24 年 1月 21 日 

成 

人 
期 

体験講座「香道入門」 22 平成24年2月17日 

第29回芝久保公民館まつり 参加団体37団体 800 平成23年11月19日・20日 地
域
交
流 

芝久保公民館まつり・公民館主催講座 

「ピアノ弾き語りライブコンサート」 
70 平成23年11月20日  
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(2) 市民活動の支援 

 ア  学習支援保育・保育室体験事業 

区     分 講座・グループ数 開催回数（回） 延べ参加人数（人） 延べ乳幼児人数（人）

保育付主催講座 2 30 465  352 

自主グループ 4 52 426  360 

保育室運営会議  9 106    71 

保育室プレ体験  3 親子 28組 

 

イ 保育室の利用状況 

    利用件数 108件  延べ利用者数 1,436人 

 

ウ 印刷機の利用件数 342件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1) 利用状況 

時間帯別利用件数（件） 

区 分 午前 午後 夜間 計 

利用可能

件数

（件） 

利用率

（％）

延べ利用

者数

（人） 

利用可能

日数

（日） 

一日平均 

利用者数  

（人） 

創 作 室  283  284  113  680  1,015 67  4,666 348 14 

第１学習室   218  201  69  488  1,015 48  6,321 348 18 

第２学習室  189  175  37  401  1,015 40  4,243 348 12 

和 室  199  227  95  521  1,015 51  5,185 348 15 

視 聴 覚 室  255  295  222  772  1,015 76  9,358 348 27 

合 計 1,144 1,182  536 2,862  5,075 56 29,773  86 

※利用率＝利用件数／利用可能件数×100 

※一日平均利用者数＝延べ利用者数／利用可能日数  

 

(2) 陶芸窯の利用状況 

区  分 利用サークル数 利用件数（件） 

素焼き 10 19 

本焼き 10 18 

 

(3) ロビーの利用状況 

期   間 内   容 団 体 名 等 

平成23年4月3日～29日 折り紙展 公民館主催 ちいさな展示会 

5月1日～29日 手作りブローチとおうち展・講習会 公民館主催 ちいさな展示会 

6月25日～7月7日 作品展 たんぽぽ幼児クラブ 

7月12日～27日 シネマクラブ12年展 西東京シネマクラブ 

7月20日～23日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

7月29日 指編み講習会  公民館主催 ちいさな展示会 
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8月2日～26日 エコ工作展・講習会 公民館主催 ちいさな展示会 

9月1日～14日 ペーパークラフト展 公民館主催 ちいさな展示会 

9月16日～10月12日 押し花展・講習会 公民館主催 ちいさな展示会 

10月14日～11月3日 ハートセーター展・講習会 公民館主催 ちいさな展示会 

11月7日～27日 刺繍展 公民館主催 ちいさな展示会 

12月1日・16日・19日 新聞紙アートクラフト講習会 公民館主催 ちいさな展示会 

12月3日～ 

平成24年1月10日 
作品展 ステンドグラスの会 

1月20日～28日 作品展 西東京書道愛好会 

2月1日～3月15日 大豆雛と桜飾り展・講習会 公民館主催 ちいさな展示会 

3月16日～29日 作品展 ＳＵＮ＆ＲＡＩＮＢＯＷ 
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谷戸公民館 

１ 公民館事業に関する事項（10.5.2） 

(1) 主催事業 

対象 内        容 

延べ

参加

人数

（人）

期    間 

青少年文化講座 ～ピアノとお話しで楽しむ～ 

「マジカル・サマー・モーツァルト♪」 
39 平成23年7月31日・8月7日（2回） 

谷っ戸子やってみ隊 

「ハロウィン人形を作って遊ぼう」 
17 平成23年10月22日 

青 

年 

期 

 谷っ戸子やってみ隊 

子ども料理講座「春のちらしとお魚料理に挑戦！」
11 平成24年2月25日 

乳幼児を持つ母親のための講座 

「明日を奏でる・ママエッセンス」 
109 平成23年5月18日～7月20日（9回） 

農業を知る講座 875
平成23年6月18日～ 

平成24年3月19日（36回）

身近な省エネ 鍋帽子作り 39 平成23年7月12日・19日（2回） 

ビギナーズ現代学講座（夏編）「被災地の現在を知る」 17 平成23年8月27日      

健康講座「暮らしの中の自然健康法」 103 平成23年10月5日～10月19日（3回）

幼い子どもを持つ母親のための講座 

「未来を豊かに描く・ママフィールド」 
175

平成23年10月12日～ 

平成24年3月7日（15回）

ビジネス講座 就活にも役立つ 

「輝く女性になるためのマナー＆トーク講座」 
35 平成23年11月4日～18日（3回） 

美術講座「20世紀絵画の新しい楽しみ」 74 平成23年11月20日～12月18日（3回）

日本の古典に学ぶ私たちの生き方 156 平成24年2月16日～3月15日（5回） 

成

人

期 

ビギナーズ現代学講座（早春編） 

「被災地・紛争地の現在を知る」 
41 平成24年2月25日～3月17日（3回） 

視
聴
覚 

佐藤純彌監督と語る現代史と映画の魅力 106 平成23年11月6日・13日（2回） 

第23回谷戸まつり 参加団体 36団体 4,500地
域
交
流 

第23回谷戸まつりにおける公民館主催事業 

（①まつりＤｅコンサート、②保谷囃子保存会） 
160

平成23年4月23日・24日 

 

(2) 市民活動の支援 

 ア  学習支援保育・保育室体験事業 

区     分 講座・グループ数 開催回数（回） 延べ参加人数（人） 延べ乳幼児人数（人）

保育付主催講座 2 24 284  286 

自主グループ 5 68 503  321 
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保育室運営会議  10 148  106 

保育室プレ体験  3 親子 17組 

 

イ 保育室の利用状況 

    利用件数 136件  延べ利用者数 1,629人 

 

ウ 印刷機の利用件数 345件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1) 利用状況 

時間帯別利用件数（件） 

区 分 午前 午後 夜間 計 

利用可能

件数

（件） 

利用率

（％）

延べ利用

者数

（人） 

利用可能

日数

（日） 

一日平均 

利用者数  

（人） 

学 習 室   250   299  221  770 1,015 76  9,803 348 28 

講 座 室   245   304   211   760 1,015 75  6,753 348 19 

和 室   259   274   168   701 1,015 69  6,452 348 19 

視 聴 覚 室   317   319   260   896 1,015 88 15,271 348 44 

創 作 室   252   251  177   680 1,015 67  9,417 348 27 

合 計 1,323 1,447 1,037 3,807 5,075 75 47,696  137 

※利用率＝利用件数／利用可能件数×100 

※一日平均利用者数＝延べ利用者数／利用可能日数 

 

(2) ロビーの利用状況 

期   間 内   容 団 体 名 等 

平成23年4月26日～5月10日 作品展 むすんでひらいて 

        5月11日～19日 作品展 エビス絵画 

6月1日～9日 作品展 パステルアート月虹 

        6月10日～24日 写真展 田無カメラ同好会 

     8月20日～27日 写真展 公民館主催講座 ビギナーズ現代学 

9月20日～24日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

10月1日～8日 作品展 緑を守り活かす、まちづくり市民の会 

10月15日～25日 作品展 十三月会 

        10月29日 作品展 けやき会  

11月9日～15日 作品展 エビス絵画 

11月16日～23日 作品展 中国水墨画龍の会 

12月1日～16日 写真展 田無カメラ同好会 

平成24年1月16日～2月1日 作品展 田無書道会 

2月20日～27日 写真展 公民館主催講座 ビギナーズ現代学 

2月22日～28日 西東京市の木50選 西東京自然を見つめる会 

3月3日～17日 写真展 公民館主催講座 ビギナーズ現代学 
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ひばりが丘公民館 

１ 公民館事業に関する事項（10.5.2） 

(1) 主催事業 

対象 内        容 

延べ

参加

人数

（人）

期    間 

青
年
期 

キッズ日本文化体験教室 

～ゆかた着付・茶道・和菓子作りに挑戦～ 66 平成23年8月19日～24日（4回)   

こども音楽講座―親子で愉しくリトミック！― 185 平成23年6月15日・29日（2回） 
親 

子 
 

科学の本とあそび講座 

―わくわく実験から理科読も身につけよう！― 
172 平成23年7月9日～9月17日（5回） 

写真を撮る・見る・読む講座 

～五感を使って写真とむきあう～ 
10 平成23年4月16日 

これからのエネルギー政策を考える 12 平成23年7月17日・24日（2回） 

自己表現講座 

～色であそぶ・色であらわす・きもちよく～ 
95 平成23年5月20日～7月1日(7回） 

女性講座～キモチつながる・ここちよく～ 158
平成23年9月16日～ 

平成24年3月2日（15回） 

カラダと環境にやさしい暮らしの講座 124 平成23年10月18日～12月6日（8回）

西東京市 文学さんぽ（市制10周年記念） 70 平成23年11月12日～12月3日（4回）

セカンドライフ講座 

～芸術と科学から学ぶ「光と影」～ 
80 平成24年1月14日～2月18日(5回） 

世界でひとつの手作り絵本をつくろう 114 平成24年1月18日～2月29日（7回） 

ラップしよう♪ 31 平成24年1月19日～3月10日（8回） 

セカンドライフ講座 

～第２の人生は健康な身体づくりから～ 
80 平成24年3月2日～16日(3回） 

成 

人 

期 

自治と社会教育を考える講座 22 平成24年3月18日・25日(2回) 

地
域
交
流 

第３回ひばりが丘フェスティバル 参加13団体  319 平成24年3月10日 

 

(2) 市民活動の支援 

 ア  学習支援保育・保育室体験事業 

区     分 講座・グループ数 開催回数（回） 延べ参加人数（人） 延べ乳幼児人数（人）

保育付主催講座 2 22 253  253 

自主グループ 5 78 697  368 

保育室運営会議  11 176  108 

保育室プレ体験  3 親子 25組 
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イ 保育室の利用状況 

    利用件数 117件  延べ利用者数 1,410人 

 

ウ 印刷機の利用件数 435件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1) 利用状況 

時間帯別利用件数（件） 

区 分 午前 午後 夜間 計 

利用可能

件数

（件） 

利用率

（％）

延べ利用

者数

（人） 

利用可能

日数

（日） 

一日平均 

利用者数  

（人） 

集 会 室   320   323  292   935 1,015 92 14,773 348 42 

講 座 室 １   236   284   132   652 1,015 64  6,897 348 20 

講 座 室 ２   195   246   121   562 1,015 55  4,599 348 13 

講 座 室 ３   244   286   233   763 1,015 75  7,126 348 20 

和 室   217   220   91   528 1,015 52  4,121 348 12 

小 会 議 室   142   185   28   355 1,015 35  1,914 348 6 

合 計 1,354 1,544   897 3,795 6,090 62 39,430  113 

※利用率＝利用件数／利用可能件数×100 

※一日平均利用者数＝延べ利用者数／利用可能日数 

 

(2) ロビーの利用状況 

期   間 内   容 団 体 名 等 

平成23年4月4日～30日 作品展 折りづるの会 

5月1日～31日 作品展 絵手紙蔕の会 

5月2日～31日 作品展 折りづるの会 

6月1日～30日 作品展 絵手紙蔕の会 

7月1日～8日 作品展 公民館主催 自己表現講座 

8月1日～9月17日 作品展 公民館主催 科学の本とあそび講座 

10月3日～30日 作品展 折りづるの会 

平成24年1月4日～31日 作品展 折りづるの会 

3月1日～21日 作品展 ひばりが丘フェスティバル実行委員会 
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保谷駅前公民館 

１ 公民館事業に関する事項（10.5.2） 

(1) 主催事業 

対

象 
内     容 

参加

延べ

人数

（人）

期    間 

身近な材料を使ってペーパーグライダーを飛ばそう 16 平成23年8月6日 

身近な材料から実験をしよう 

～手すきをして和紙を作ろう～ 
20 平成23年9月24日 

身近な材料から実験をしよう 

～くるくるまわるモーターを作ろう～ 
11 平成23年10月22日 

お手玉を作って遊ぼう 10 平成23年12月18日 

こえだ・木の実で森や林の立体工作をしよう 20 平成24年2月25日 

青 

年 

期 

しかけ絵本の立体工作 20 平成24年3月31日 

子ども陶芸講座 82 平成23年4月17日・5月22日（2回） 

世界に一つの樹木図鑑を作ろう 64 平成23年7月24日 

お父さんと肉まんを作ろう 16 平成23年11月3日 

親 

子 

親子でマジシャンになろう 42 平成24年3月17日・24日（2回） 

女性のためのエッセイ講座 

｢人生のひとこまを書き残しませんか｣ 
162 平成23年4月10日～12月20日（9回）

今の若者から読み解く現代社会 38 平成23年6月18日～7月16日（3回） 

地方財政分析の学校―合併10年を検証する― 311
平成23年4月22日～ 

平成24年3月22日（21回）

森の講座～生態系から人の暮らしまで～ 89 平成23年7月27日～11月15日（4回）

働く女性向け、ストレスを軽くする働き方講座 

～言いすぎず、ガマンしすぎず会話のひと工夫～ 
47

平成23年10月11日～12月13日 

（5回） 

地域の自然と文化に触れる―下保谷・北町巡り― 52
平成23年11月30日～ 

平成24年1月11日（3回）

身近な薬膳のお話と簡単な献立作り 

―食べ物の働きを活かす― 
54
平成23年12月2日～ 

平成24年2月3日（3回） 

ケータイ安全活用体験入門講座 38 平成24年1月24日･31日（2回）  

男性のための料理入門講座 

「初心者男子 厨房に入ろう」 
31 平成24年2月22日・29日（2回） 

成 

人 

期 

大人の地図講座 

～地図の作り手に訊いてみよう、地図のこと～ 
50 平成24年3月21日・28日（2回） 

視
聴
覚 

ドキュメンタリー映画を通して｢今｣を考える 114
平成23年9月30日～ 

平成24年3月23日（4回） 
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地
域
交
流 

保谷駅前公民館合唱サークル発表会 

第３回ジョイントコンサート 参加団体 4団体 
140 平成23年7月30日 

 

(2) 市民活動の支援 

 ア 印刷機の利用件数 338件 

 イ 駐輪場料金サービス券交付枚数 5,682枚 

 ウ 駐車場料金障害者割引件数 55件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1) 利用状況 

時間帯別利用件数（件） 

区 分 午前 午後 夜間 計 

利用可能

件数 

（件） 

利用率

（％）

延べ利

用者数

（人） 

利用可

能日数

（日） 

一日平均

利用者数

（人） 

集 会 室   326   339   293   958 1,015 94  15,299 348  44 

第一会議室   244   256   211   711 1,015 70   5,249 348  15 

第二会議室   285   303   223   811 1,015 80  10,084 348  29 

第三会議室   278   291   234   803 1,015 79   6,437 348  19 

第四会議室 231 248 219 215 190 239 1,342 2,030 66  5,295 348   15 

合 計 1,612 1,623 1,390 4,625 6,090 76  42,364  122 

※利用率＝利用件数／利用可能件数×100 

 ※一日平均利用者数＝延べ利用者数／利用可能日数 

  

(2) ロビーの利用状況 

期   間 内   容 団 体 名 等 

平成23年4月9日～15日 写真展 ふれあい協議会写真クラブ 

    6月1日～7日 習画展 素墨会 

    9月4日 映画チラシ・ポスター 西東京シネマ倶楽部 

10月13日～19日 写真展 ふれあい協議会写真クラブ 

11月1日～7日 書道展 麗峰会 

    11月15日～22日 絵手紙作品展 花かご会・ひまわり 

平成24年3月12日～18日 作品展 田無書道会 

3月14日～20日 西東京市の木50選 西東京自然を見つめる会 

 


