
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27年４月22日、５月20日、６月24日、７月22日、８月19日、９月16日、10

月21日、11月18日、12月16日、平成28年１月27日、２月17日、３月23日） 

   主な審議事項等 事業計画書・事業報告書について、公民館だより編集室の報告について、公

民館事業評価の報告について、公共施設の適正配置（ひばりが丘公民館の分

室化）について、西東京市合築複合化基本プラン策定懇談会の報告について、

文化財保存・活用計画策定委員会の報告について、東京都公民館連絡協議会

関係の報告について、利用者懇談会の報告について、平成28年度事業方針・

事業計画等について 

 

２ 公民館市民企画事業 

実施回数  45回  実施団体  29団体 

延べ参加人数  1,893人（会員420人、一般1,473人) 

 

年 月 日 団  体  名 内     容 

延べ参加 

人数（人） 場  所 

会員 一般 

平成27年 

６月６日・

20日・28日 

屋敷林の会 
屋敷林を訪ねて～自然と歴史を知ろう

～ 
17 88 

保谷駅前公

民館ほか 

６月８日・ 

15日・29日 
さとみ句会 日本文学の花園を探訪する（４） 54 125 

アスタ市民

ホール 

６月13日 西東京風の会 イスラム国とは何か ５ 95 柳沢公民館 

６月21日 
都市計画道路田無

３・４・７を考える会 
市民憲章と心のまちづくり ８ ８ 田無公民館 

７月26日 市民自治井戸端会議 教えて！マイナンバーのこと ６ 34 柳沢公民館 

８月16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 ９ 66 柳沢公民館 

８月19日 
西東京自然を見つめ

る会 
夏休み親子自然観察会 13 20 

西東京いこ

いの森公園 



８月22日 
環境サポーターはち

どりの会 

ホタルの生育できる環境から見えてく

る人間社会 
４ 18 柳沢公民館 

９月２日・ 

16日 
論語と書 孔子の「論語」に親しむ 12 45 柳沢公民館 

９月10日 ｉＰａｄたのしみ隊 
お手持ちのタブレットで世界を広げよ

う 
３ ５ 

保谷駅前公

民館 

９月11日 
西東京健康寿命を考

える会 
中国古代健康法に学ぶ!! 10 21 田無公民館 

９月12日 
放射能測定を考える

会・西東京 

映画と講演の集い 

チェルノブイリの子どもたちはいま!!

－ウクライナの取り組みに何を学ぶ   

か－ 

13 28 田無公民館 

９月20日 
原発はいらない西東

京集会実行委員会 

ビキニを見ればふくしまが見える－核

ニモマケズ 
７ 23 柳沢公民館 

９月26日 西東京風の会 近現代史の戦争を振り返る ５ 75 田無公民館 

10月３日 ＭｅＣ西東京 
新シルクロードとウイグル自治区の経

済発展－平和と共生－ 
６ 26 柳沢公民館 

10月９日 Ｎｅｗカレッジ広場 国旗から学ぶ世界史と世界情勢 20 42 田無公民館 

10月10日 
西東京自然を見つめ

る会 
植物の学名を知って植物により親しむ 22 46 田無公民館 

10月11日 
放射能測定を考える

会・西東京 

公開講座《映画と講演の集い》 

わたしの、終わらない旅－聞いてくだ

さい。脱原発への道しるべ－ 

12 33 田無公民館 

10月23日 
西東京健康寿命を考

える会 

健康寿命で高齢化社会を生き抜く 中

国伝統養生法に学ぶ 
10 20 田無公民館 

10月25日 ウェルかむキッチン 

小学生向け食育講座 知って！楽しん

で！味わって！西東京市の小麦粉でピ

ザを作ろう！ 

３ 14 田無公民館 

11月８日 
平和のための戦争

展・西東京市 

若者が希望もてる平和な国をめざして 

憲法を守り戦争する国にしないために 
８ 29 柳沢公民館 

11月15日 
西東京母親大会連絡

会 

こうすれば憲法をいかして日本を守れ

る－平和で幸せな生活に軍事力はいら

ない－ 

35 10 柳沢公民館 

11月17日 田無太極拳愛好会 老いは足から はじめませんか太極拳 14 16 田無公民館 

11月29日 西東京市民会議 

satokoのトークとワークショップ が

んを乗り越えて生き生きと暮らすヒン

ト 

６ 19 田無公民館 

12月12日 朗読の会 たまゆら 講座「戯曲を読もう」 ５ ８ 田無公民館 



12月13日 西東京市民会議 写真家が見た原発作業員 11 67 田無公民館 

12月20日 Ｎｅｗカレッジ広場 『エコ紙とんぼ工作教室』 ６ 43 田無公民館 

平成28年 

１月12日 

都市計画道路田無

３・４・７を考える会 
東大演習林と私たちの生活 ８ 20 

東京大学田

無演習林、 

緑町地区会

館 

１月16日 西東京風の会 
三島由紀夫の「憂国」とは 自決の実

像と憂国の虚像を問う 
５ 35 田無公民館 

１月23日 
放射能測定を考える

会・西東京 
放射能汚染と向き合うための基礎知識 12 76 田無公民館 

１月24日 

ＳＡＶＥザ９条・ＳＡ

ＶＥザ憲法西東京市

民の会 

「安保法成立後の課題」 

 本来の立憲主義を語る 
５ 140 柳沢公民館 

２月３日・ 

10日 
リボンネットワーク パソコンのメールを楽しみましょう!! ６ 22 柳沢公民館 

２月10日 西東京けやきの会 
市民の皆様と日本民踊を通して交流し

ましょう 
０ 20 谷戸公民館 

２月14日 保谷楽農塾Ⅱ 
遺伝子組み換え食品 世界の現状とそ

の安全性を考える 
25 53 谷戸公民館 

２月20日 伝統・文化発見の会 
日本五大桜と市民が守り育てる文化財

学習としての役割 
３ 10 田無公民館 

２月21日 ウェルかむキッチン 
小学生向け食育講座 かざり巻き寿司

にチャレンジしよう！ 
３ 22 田無公民館 

２月21日 

平和、民主、革新の日

本をめざす西東京の

会 

私たちの未来は私たちが創る 

－平和な未来をみんなで考える 
20 15 柳沢公民館 

２月27日 
公民館をよりよくす

る会 

西東京市の公民館のこれまでとこれか

らを考える 
４ 23 柳沢公民館 

３月６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 

エコ都市へ向けて－東京の自転車環境

を考える 
５ 13 柳沢公民館 

※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 市内全戸配布   95,858部（号あたりの平均） 

 



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 

実施回数  189回  延べ参加人数  4,602人 

 

対象 内   容 

延べ参

加人数 

（人） 

期   間 

青
年
期 

くるみ学級（障がい者学級） 749 
平成27年４月11日～ 

平成28年３月27日（40回） 

コミュニケーション講座 

あなたの声が主役！ボイスドラマ講座 
140 

平成27年10月24日～ 

平成28年１月17日（15回） 

成 
 

人 
 

期 

乳幼児をもつお母さんのための講座 

 夢を描いて！子育て中も自分らしく 
197 

平成27年４月15日～ 

９月16日（14回） 

子育て中の外国人女性のための日本語講座 239 
平成27年５月８日～ 

平成28年３月11日（34回） 

みんなで考えよう！わたしたちの未来 

まちづくりチャレンジ講座 
311 

平成27年９月13日～ 

平成28年１月10日（15回） 

女性講座  ゆったり笑顔を身につける ココロ

のストレッチ 
211 

平成27年９月30日～ 

平成28年１月27日（14回） 

高齢者対象講座 

わが町探索と老いを考える 
181 

平成27年10月７日～ 

平成28年２月３日（８回） 

西東京市は住みやすい街ランキング〇番目？ 

ランクアップをめざそう！ 
60 

平成27年11月５日～ 

12月10日（４回） 

編集講座 

 まちを切りとる編集講座－タウン誌をつくろう 
49 

平成28年２月16日～ 

３月22日（４回） 

下野谷遺跡講座 

縄文時代のくらし～下野谷遺跡の魅力を探る～ 
106 

平成28年２月19日～ 

３月11日（４回） 

現代社会を考える講座 

 暮らしの場で考え、語る“仕事・職場・会社” 
13 

平成28年２月20日～ 

３月19日（３回） 

地域防災講座１ 

 突然の災害、みんなで助けあうために～避難所

の運営 

15 平成28年３月13日（１回） 

地域防災講座２ 

 突然の災害に備える～ひとり暮らしのあなたへ 
12 平成28年３月27日（１回） 

視
聴
覚 

ムービールーム柳沢 1,129 
平成27年４月８日～ 

平成28年３月30日（25回） 



地
域
交
流 

ロビーコンサート（参加団体 19団体） 710 
平成27年５月16日～ 

平成28年３月14日（６回） 

柳フェス！2016 (参加団体 11団体) 480 平成28年１月17日（１回） 

 

(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 3 62 619 581 

自主グループ 4 65     351 237 

保育室運営会議  8     117 65 

保育室プレ体験  2 親子  10組 

イ 保育室の利用状況 

   利用件数  131件  延べ利用者数   1,846人 

ウ 印刷機の利用件数  591件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1) 利用状況 

区 分 

時間帯別利用件数（件） 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） 
午前 午後 夜間 計 

第１会議室 308 305 279 892  1,044 85 11,664 348 34 

第２会議室 295 292 230 817  1,044 78 8,678 348 25 

第３会議室 302 299 234 835  1,044 80 9,335 348 27 

視 聴 覚 室 334 327 322 983  1,044 94 21,341 348 61 

工 作 室 294 323 203 820  1,044 79 6,715 348 19 

合 計 1,533 1,546 1,268 4,347  5,220 83 57,733  166 

※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 ８ ４ 

本焼き ８ 14 

(3) ロビーの利用状況 

ア 公民館主催事業   ９件 

イ 団体・サークル等  26件 



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 

実施回数  120回  延べ参加人数  6,170人 

 

対象 内   容 

延べ参 

加人数 

（人） 

期   間 

青
年
期 

あめんぼ青年教室 1,453 
平成27年４月４日～ 

平成28年３月27日（49回） 

青少年ものづくり講座 

 プロから学ぶアニメーション 
 24 平成27年９月12日～10月10日（４回） 

親
子 

食育講座  育メンパパとクッキング  18 平成27年７月20日（１回） 

成 
 

人 
 

期 

月ICHIクッキング  236 
平成27年４月25日～ 

平成28年２月20日（７回） 

子育て中の女性のための講座  毎日を楽しん

でいますか？－憲法を通して、今を考える 
135 

平成27年５月７日～ 

11月25日（14回） 

多文化共生講座 

多文化の目で考える地域の子育て 
 189 

平成27年９月24日～ 

平成28年３月17日（17回） 

社会問題講座 

 子どもの貧困に向きあう地域をつくる 

 パート２ 

115 平成27年10月31日～12月５日（５回） 

料理がつなぐ温か地域の交流  84 平成27年11月21日（１回） 

ライフスタイル講座 

ウィリアム・モリスから学ぶ美しい暮らし 
 70 平成28年２月27日～３月19日（３回） 

地域防災講座 

 いざというとき、あなたは大丈夫？ 
 36 平成28年３月５日・12日（２回） 

田無カレッジ  古事記入門講座 116 平成28年３月15日・16日（２回） 

現代的課題を考える講座 

若者の生きづらさはどこからやって来るのか 
68 平成28年３月17日・18日（２回） 

地
域
交
流 

ロビー企画（人形劇・コンサート） 225 
平成27年４月４日～ 

平成28年２月21日（４回） 

第９回田無公民館まつり 

（参加団体 42団体） 

2,100 

 (概数） 
平成27年５月16日・17日（２回） 



第９回田無公民館まつり・公民館主催事業「歌

声コーナー」「40周年記念事業（ジャズ演奏、 

昭和レトロ展展示、講演会、中国琵琶コンサー

ト、ワークショップ・パラパラまんが）」 

900 平成27年５月16日・17日（６回） 

第10回人形劇フェスタｉｎ西東京 401 平成27年７月12日（１回） 

 

 (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 31 324 266 

自主グループ 5 67 419 303 

保育室運営会議  9 175 61 

保育室プレ体験  2 親子  18組 

イ 保育室の利用状況 

   利用件数  133件  延べ利用者数  1,482人 

ウ 印刷機の利用件数  469件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1) 利用状況 

区 分 

時間帯別利用件数（件） 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） 
午前 午後 夜間 計 

実 習 室 260 292 251 803 1,044 77 9,991 348 29 

第  一 

学 習 室 
287 293 228 808 1,044 77 8,291 348 24 

第  二 

学 習 室 
298 315 207 820 1,044 79 10,269 348 30 

集 会 室 263 292 218 773 1,044 74 6,692 348 19 

視 聴 覚 室 316 327 303 946 1,044 91 16,650 348 48 

会 議 室 249 290 199 738 1,044 71 6,661 348 19 

合 計 1,673 1,809 1,406 4,888 6,264 78 58,554  168 

※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 

ア 公民館主催事業   11件 

イ 団体・サークル等  ２件 



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 

実施回数  67回  延べ参加人数  2,412人 

 

対象 内   容 

延べ参 

加人数 

（人） 

期   間 

青
年
期 

ちいさな展示会 講習会 120 
平成27年８月10日～ 

平成28年３月29日（４回） 

親
子 

親子講座  子どもと一緒に本から学ぶ 

～体験と本で理科の？がわかる！～ 
70 平成28年１月16日・17日（２回) 

成 
 

人 
 

期 

ちいさな展示会  講習会 146 
平成 27年４月 14日～ 

平成 28年３月 21日（９回） 

幼い子どもを持つ女性のための講座 

私らしい学びの扉をひらいて  
171 

平成 27年５月 14日～ 

11月 11日（15 回) 

現代的課題講座  子どもが個性を活かし社

会へ出ていくために 
 62 平成 27年６月 27日・７月４日（２回) 

女性講座  子育てＭｙスタイル～子どもに

伝えたい大切なこと～        
185 

平成27年９月10日～ 

12月10日（12回） 

平和を考える講座  今、伝え続けること  67 平成27年８月16日～９月５日（４回) 

生活文化講座  身体づくりと自然散策！        90 
平成27年10月21日～ 

11月18日（５回) 

地域を考える講座 

 地域の文化を考えるシンポジウム 
 21 平成27年12月９日（１回) 

地域で創る教育ネットワーク講座 

センスアップ子育て～原点をみつめよう～ 
 30 平成28年１月30日・２月13日（２回) 

防災講座  30 平成28年２月26日（１回) 

文芸講座 

ドイツ文学の楽しみⅡ～新しい文学の森へ～ 
144 平成28年２月23日～３月29日（５回) 

創作講座  はじめての木工工作  16 平成28年３月12日・13日（２回) 

地
域
交
流 

第33回芝久保公民館まつり 

（参加団体 32団体） 

1,200 

（概数） 
平成27年11月21日・22日（２回) 

第33回芝久保公民館まつり・公民館主催講座 

アウトドア的防災の術 
 60 平成27年11月22日（１回) 

 



 (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 33 356 282 

自主グループ 5 70 584 431 

保育室運営会議  10 156 74 

保育室プレ体験  3 親子  13組 

イ 保育室の利用状況 

   利用件数  127件  延べ利用者数  1,343人 

ウ 印刷機の利用件数  321件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1) 利用状況 

区 分 

時間帯別利用件数（件） 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） 
午前 午後 夜間 計 

創 作 室 273 294 129 696 1,044 67 4,966 348 14 

第１学習室 203 272 110 585 1,044 56 6,060 348 17 

第２学習室 200 207 144 551 1,044 53 4,394 348 13 

和 室 176 226 95 497 1,044 48 4,492 348 13 

視 聴 覚 室 228 306 239 773 1,044 74 7,521 348 22 

合 計 1,080 1,305 717 3,102 5,220 59 27,433  79 

※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 27 

本焼き 10 27 

 

（3）ロビーの利用状況 

ア 公民館主催事業   30件 

イ 団体・サークル等  １件 

 

 

 

 



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 

実施回数  115回  延べ参加人数  6,291人 

 

対象 内   容 

延べ参 

加人数 

（人） 

期   間 

青
年
期 

青少年体験講座 

 どんなところだろう！世界にふれよう 
24 平成27年６月７日・14日（２回） 

障がいのある人と共に学ぶ講座 

みんなで音楽を楽しもう 
188  

平成27年６月13日～ 

平成28年３月26日（17回） 

青少年体験講座  夏休み！畳の講座  20 平成27年７月30日（１回） 

青少年体験講座 

 和食をつくって楽しもう 

～秋の味覚とお魚料理～ 

 8 平成27年11月29日（１回） 

親
子 

ナチュラル親子写真講座～入門編・初夏～ 45 平成27年５月17日（１回） 

成 
 

人 
 

期 

ロビーミニ講習会 56 
平成27年４月17日～ 

平成28年１月28日（６回） 

写真で伝える“世界”そして“東北”の今 

 ～貧困と災害の取材から～ 
59 平成27年４月18日（１回） 

幼い子を持つ母親の講座 

子育て羅針盤 
139 

平成27年４月22日～ 

平成28年１月20日（14回） 

美術講座  印象派探訪 75 平成27年５月31日・６月７日（２回） 

農業を知る講座 1,285 
平成27年６月20日～ 

平成28年３月19日（42回） 

幼い子を持つ母親の講座 

子育てコーチング 
178 

平成27年９月16日～ 

平成28年１月27日（14回） 

多文化共生講座 

もっと知りたい韓国あれこれ 
65 平成27年10月15日～11月12日（５回） 

かな書道講座  小筆でかな文字の世界へ  83 平成27年10月17日～31日（３回） 

地域防災講座 

 教えて！もしものときの避難所 
 51 平成27年12月19日（１回） 



視
聴
覚 

谷戸市民映画会 

「この空の花－長岡花火物語」上映と大林監督の

トーク・ライブ 

81  平成28年３月13日（１回） 

地
域
交
流 

第27回谷戸まつり（参加団体 39団体） 
3,800 

（概数） 
平成27年４月25日・26日（２回） 

第27回谷戸まつり・公民館主催事業 

「トーンチャイム演奏」「若葉と風のボサノバ」 
134 平成27年４月25日・26日（２回） 

  

(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 28 319 306 

自主グループ 4 66 361 198 

保育室運営会議  10 207 52 

保育室プレ体験  2 親子  13組 

イ 保育室の利用状況 

    利用件数  110件  延べ利用者数  1,310人 

ウ 印刷機の利用件数  382件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1) 利用状況 

区 分 

時間帯別利用件数（件） 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） 
午前 午後 夜間 計 

学 習 室 269 300 223 792 1,044 76 9,156 348 26 

講 座 室 267 283 205 755 1,044 72 6,139 348 18 

和 室 263 250 169 682 1,044 65 5,000 348 14 

視 聴 覚 室 311 327 297 935 1,044 90 13,013 348 37 

創 作 室 270 288 208 766 1,044 73 7,961 348 23 

合 計 1,380 1,448 1,102 3,930 5,220 75 41,269  119 

※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 

ア 公民館主催事業   13件 

イ 団体・サークル等  15件 



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 

実施回数  59回  延べ参加人数  1,621人 

 

対象 内   容 

延べ参 

加人数

（人） 

期   間 

青
年
期 

子ども文化体験講座  キッズ茶道体験 17 平成27年７月28日（２回) 

親 

子 

親子講座 

親子で音に合わせて楽しくリトミック 
200 平成27年５月15日～29日（３回) 

親子科学講座  科学の本とあそび講座 

－楽しい実験から理科読も身につけよう！－ 
111 平成27年８月１日～29日（５回) 

こわーいおはなしを聞く会 52 平成27年８月４日（１回) 

成 
 

人 
 

期 

コーチングで見つける！ネクストステップ 92 平成27年５月21日～６月18日（５回) 

幼い子どもを持つ女性のための講座 

 わくわく未来をつくる五感のレシピ 
301 

平成27年６月19日～ 

平成28年３月４日（20回) 

教養講座Ⅱ 

 朗読劇で心も身体もリフレッシュ！ 
153 

平成27年10月24日～ 

平成28年２月20日（９回) 

地域の高齢化を考える講座 

イキイキシニアになるためのコツとワザ 
81 

平成27年９月15日～ 

10月27日（６回) 

青年就労支援事業 

プレ就活 de わが町Working！ 
5 平成27年12月７日～11日（５回) 

地
域
交
流 

ロビーコンサート 

アフタヌーン・ミニ・コンサート 
53 平成27年６月20日（１回) 

ロビーコンサート 

アフタヌーン・ミニ・コンサート 

  ～手話でうたおう！～ 

75 平成27年11月３日（１回) 

第７回ひばりが丘フェスティバル 

（参加団体 27団体） 
481 平成28年３月13日（１回） 

 

 



(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 1 20 301 244 

自主グループ 5 84 673 359 

保育室運営会議  11 310 78 

保育室プレ体験  2 親子   15組 

イ 保育室の利用状況 

利用件数  106件  延べ利用者数  1,207人 

ウ 印刷機の利用件数  356件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1)  利用状況 

区 分 

時間帯別利用件数（件） 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） 
午前 午後 夜間 計 

集 会 室 308 313 269 890 1,044 85 14,057 348 40 

講 座 室 １ 253 308 181 742 1,044 71 8,416 348 24 

講 座 室 ２ 220 261 145 626 1,044 60 5,024 348 14 

講 座 室 ３ 270 276 234 780 1,044 75 7,110 348 20 

和 室 217 230 89 536 1,044 51 3,747 348 11 

小 会 議 室 195 210 81 486 1,044 47 2,818 348 8 

合 計 1,463 1,598 999 4,060 6,264 65 41,172  118 

※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 

ア 公民館主催事業   ４件 

イ 団体・サークル等  ６件 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

  実施回数  44回  延べ参加人数  1,314人 

 

対象 内   容 

延べ参 

加人数 

（人） 

期   間 

青
年
期 

夏休み子ども食育講座 

地産地消を学ぼう！野菜の収穫とピザ作り体験！ 
 14 平成27年７月28日（１回） 

異年齢交流講座 

 ３daysプレイパーク＠保谷駅前公民館 
 24 

平成27年９月19日～21日 

（３回） 

子ども食育講座 

ハロウィンお菓子を作ろう！ 
 11 平成27年10月24日（１回） 

子ども書き初め講座 32 平成27年12月26日・27日（２回） 

親 

子 

０歳からのコンサート  83 平成27年６月17日（１回） 

子ども食育講座 

 親子で防災クッキング！ 
 14 平成27年９月26日（１回） 

０歳からのクリスマスコンサート  92 平成27年12月16日（１回） 

成 
 

人 
 

期 

地域課題を考える講座  困難を「生きる力」に変

えるヒントⅡ－ひきこもり・ニート問題を考える－ 
260 

平成27年６月21日～９月27日 

（11回） 

防災講座  すぐできる！家庭での地震対策 11 平成27年９月25日（１回） 

健康講座 

 目指せ！マイナス10歳の私 
191 

平成27年10月15日～12月３日 

（８回） 

障がいを理解する講座 

 ちがいを認めあい、共に生きていくために 
152 

平成27年11月１日～29日 

（５回） 

食育講座駅ちかキッチン 

薬膳に学ぶ 冬の元気ごはん 
  34 

平成27年11月13日～12月11日 

（３回） 

公民館を考える講座   64 平成28年２月27日（１回） 



視
聴
覚 

映像から｢今｣を考える 137 
平成27年７月26日～ 

11月26日（４回） 

地
域
交
流 

第７回保谷駅前公民館ジョイントコンサート 

（参加団体 ９団体） 
195 平成27年９月12日（１回） 

 

(2) 市民活動の支援 

ア 印刷機の利用件数         309件 

イ 駐輪場料金サービス券交付枚数  5,090枚 

ウ 駐車場料金障がい者割引件数     74件 

 

２ 公民館の利用に関する事項 

(1) 利用状況 

区 分 

時間帯別利用件数（件） 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） 
午前 午後 夜間 計 

集 会 室 333 339 314 986 1,044 94 16,548 348 48 

第一会議室 263 279 224 766 1,044 73 5,179 348 15 

第二会議室 277 308 278 863 1,044 83 9,766 348 28 

第三会議室 264 303 248 815 1,044 78 5,476 348 16 

第四会議室 

9時 

～ 

11時 

11時

～ 

13時 

13時

～ 

15時 

15時

～ 

17時 

17時

～ 

19時 

19時

～ 

22時 1,442 2,088 69 5,978 348 17 

196 238 259 259 225 265 

合 計 1,571 1,747 1,554 4,872 6,264 78 42,947  123 

※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 

※第四会議室は利用時間区分が異なる。 

  

(2) ロビーの利用状況 

ア 公民館主催事業   ５件 

イ 団体・サークル等  ５件 

 


