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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21年４月22日、５月27日、６月24日、７月22日、８月26日、９月16日、10月28日、

11月25日、12月16日、平成22年１月27日、２月24日、３月24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、東京都公民館連絡協議会

研究大会企画委員会報告、利用者懇談会報告、公民館運営審議会委員の役割について、

2010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 37件  実施団体 22団体  参加人数 1,270人（会員 425人 一般 845人） 

参加人数

（人） 年 月 日 団  体  名 内     容 

会員 一般 

場  所 

平成21年

６月７日 

都市計画道路田無３・４・７を考

える会 
車社会の見直しを！ 10 18 田無公民館 

 

６月21日 

 

 

まちかど保健室 

 

親子で遊ぼう 

～発達に合った体の動き（１～３

才）～ 

 

 ７ 

 

 

62 

 

柳沢公民館 

６月28日 
都市計画道路田無３・４・７を考

える会 
みんなの宝物「東大農場」  ６ 24 柳沢公民館 

７月５日 市政これでいいの会・西東京 見えにくい市議会ウォッチング 16 16 田無公民館 

７月11日 芝久保公民館利用者連絡会 
若者の“今”を考える 

～若者の居場所～ 
 ４ 15 芝久保公民館 

７月７日 

７月14日 

７月21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 

５ 

５ 

５ 

19 

19 

18 

保谷駅前公民館

８月８日 
西東京市環境サポーター・はちど

りの会 
太陽の恵みを生かす 10 17 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 56 柳沢公民館 

８月21日 西東京自然を見つめる会 夏休み親子自然観察会 13 48 東大農場 

８月23日 
西東京市環境サポーター・はちど

りの会 
水と緑の環境に親しもう ８  ９ 柳沢公民館 

９月５日 
西東京市環境サポーター・はちど

りの会 

20世紀最大の忘れ物「建築・解体

廃棄物」 
 ７ 12 田無公民館 
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９月19日 まちかど保健室 
子どもたちをケアする家族へのケ

ア 
14 12 田無公民館 

10月３日 ロッキー文庫 
０歳から３歳児を持つママ・パパ

へ（子育てを地域のみんなで） 
５  ９ 田無公民館 

10月14日 

10月21日 

10月28日 

だいすき西東京の会 
誰でもどこでも出来る「元気にな

るための気功」 

１ 

１ 

２ 

22 

20 

21 

 

芝久保公民館 

 

10月20日 豊かな老いじたくを考える会 自分らしく逝き方を考える 20 25 芝久保公民館 

10月24日 保谷縁農サークル 有機農法の光と影 24 23 谷戸公民館 

10月28日 素敵にマイライフ 今こそ見せてよ！ママの底力 ９ 34 ひばりが丘公民館

10月31日 公民館をよりよくする会 新しい時代の公民館を考える ５ 16 田無公民館 

11月８日 新日本婦人の会西東京支部 ストップ温暖化 20  0 谷戸公民館 

11月14日 西東京母親連絡会 いきいき輝いて生きる 60 49 柳沢公民館 

11月17日 田無太極拳愛好会 
健康太極拳24式の形と呼吸法につ

いて 
20 12 田無公民館 

平成22年

１月17日 
学校図書館を考える会・西東京 

｢こちら学校図書館です｣パート２

－本に親しむ 本を楽しむ－ 
７  ９ 田無公民館 

１月21日 

１月28日 

２月４日 

芝久保気功の会 生活の中で元気になる気功 

６ 

５ 

４ 

19 

19 

17 

芝久保公民館 

１月30日 まちかど保健室 
歯周病の予防生活しませんか（成

人からの口腔ケア） 
 ７ 38 田無公民館 

２月３日 

２月17日 

３月10日 

さとみ句会 
人との出合い本との出合い（戦艦

武蔵） 

22 

21 

22 

39 

14 

16 

アスタ市民ホール

２月18日 豊かな老いじたくを考える会 家族が認知症になったとき  ８ 39 芝久保公民館 

２月20日 保谷縁農サークル 
伝統食品に見る発酵の知恵    

－美味しさと健康－ 
22 48 谷戸公民館 

２月28日 
とめよう住基ネット！西東京市民

の会 

今、また、住基ネットを考える  

－その財源の調査を踏まえて－ 
８ ４ 柳沢公民館 

３月７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 

道路公害を減らして！      

－ぜん息患者の苦しみと願い－ 
７ ７ 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 市内全域  91,393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｣ 714
平成21年４月11日～ 

  平成22年３月28日（46回）

短期集中 若い女性のための「ゆかた入門」 26
平成21年７月25日・26日 

（２回） 

めざせＭ－１ お笑い講座 68
平成21年８月６日～９月19日 

（６回） 

夏のわくわく体験 

縄文キッズに挑戦！～糸づくり・布づくり～ 
16 平成21年８月７日 

青 

年 

期 

やぎさわアカデミー情報発信ゼミ 

「目指せアナウンサー」 
51

平成21年10月22日～11月26日 

(７回） 

親子対象・こども対象「夏休み陶芸教室」 67
平成21年７月18日～９月12日 

（３回） 親

子 
沖縄舞踏エイサーを踊ろう 39

平成21年８月１日～８月22日 

（４回） 

外国人のための「生活に役立つ日本語講座」 216
平成21年５月８日～ 

平成22年３月12日（33回）

乳幼児を持つお母さんのための講座 

   「ひとりでがんばらないで」 
226

平成21年５月13日～７月15日 

（16回） 

ライター入門講座 75
平成21年６月17日～７月15日  

（５回） 

子どもをもつ女性のための講座「未来へつなぐ『たか

らもの』」 
179

平成21年９月24日～12月17日 

（18回） 

西東京の歴史を歩く 爽秋編 102
平成21年９月24日～11月３日 

        （７回)  

お一人様のための簡単ひと鍋クッキング講座 84
平成21年10月13日～ 

平成22年３月９日（６回）

マルクス入門講座 77
平成21年10月14日～11月11日  

（５回） 

風の音色を心にのせて              

～パンフルートで紡ぐあなたのメッセージ～ 
52

平成22年１月24日～３月21日 

（６回） 

成

人

期 

シニアボランティア養成講座 

「西東京の歴史を守る」  
72

平成22年２月10日～３月24日 

（７回） 
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視
聴
覚 

ムービールーム柳沢  1,310
平成21年４月８日～ 

平成22年３月26日（24回）

地
域
交
流 

ロビーコンサート 481
平成21年７月4日～ 

平成22年２月11日（４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 67 621  579 

自主グループ ４ 38 367  232 

保育室運営会議  10  96    75 

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 145件  延べ利用者数 1,859人 

 

ウ 印刷機の利用件数 602件 

 

２ 公民館の使用に関する事項 

(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   304   324   287   915 1,041 88  12,624 347  36 

第２会議室   291   288   244   823 1,041 79   9,967 347  29 

第３会議室   295   310   266   871 1,041 84   9,620 347  28 

視 聴 覚 室   337   327   323   987 1,041 95  23,163 347  67 

工 作 室   308   326   223   857 1,041 82   7,717 347  22 

合 計 1,535 1,575 1,343 4,453 5,205  86  63,091  182 

※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 11 13 

本焼き 11 23 
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(3) ロビーの利用状況 

期   間 展   示 団   体   名 

平成21年４月５日～11日 作品展 保谷油絵同好会 

４月18日～24日 作品展 西東京市美術連盟 

５月９日～15日 展示会 朋画会 

５月16日～21日 作品展 洋画三木会 

５月26日～６月１日 作品展 現代書の会 

６月７日～13日 写真展 フォトクラブ保谷 

６月14日～20日 写真展 柳沢公民館ロビーコンサート実行委員会 

６月23日～29日 写真展・絵画展 西東京市山岳連盟土曜山岳会 

７月４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 

８月10日～16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25日～30日 作品展 篆刻の会 

８月31日～９月６日 写真展 保谷写真の会「山茶会」 

９月７日～13日 水彩画作品展 しらかば会 

９月12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14日～20日 日本画作品展 如月会 

９月21日～27日 写真展 フォト光彩ほうや 

10月２日～８日 作品展 保谷カリグラフィの会 

10月12日～18日 水墨画展 彩墨会 

10月19日～25日 作品展 グループ群彩 

11月９日～15日 美術展 平和のための戦争展実行委員会 

11月17日～22日 写真展・絵画展 西東京三田会 

11月24日～30日 水彩画展 彩友会 

12月５日～11日 作品展 西東京市手工芸連盟 

12月12日～18日 写真展 写友四季 

12月19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21日～25日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

平成22年１月17日～23日 作品展 木曜会 

１月26日～２月１日 資料展 御門訴事件を伝える西東京実行委員会 

２月２日～８日 作品展 雅水会 

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23日～３月１日 写真展 西東京秘教哲学学習会 

３月２日～８日 写真展 西東京写真クラブ 

３月13日～19日 絵画展 スケッチの会 
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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」 1,007
平成21年４月３日～ 

  平成22年３月28日（49回）

小・中学生対象 フードコーディネーターによる  

料理＆食材レッスン 
41

平成21年10月24日～11月14日    

(３回） 

青 

年 

期 

自然を楽しもう ～青年向け環境講座～ 14
平成22年２月14日～３月７日

（３回） 

乳幼児を育てている人対象講座「子育てを楽しもう」 155
平成21年５月12日～７月14日  

（10回） 

女性問題講座 50～60歳代の女性へ 

「私流いきいきセカンドライフ」 

～夫婦向き合いの極意を探る～ 

47
平成21年５月15日～６月12日  

（５回） 

環境講座 「廃油キャンドルをつくろう」 14 平成21年５月24日 

地域のしゃべり場 カレッジ広場 282
平成21年６月26日～ 

平成22年１月８日（13回）

高齢者講座 「田無カレッジ」 －和を育む－ 571
平成21年７月22日～ 

平成22年３月23日（16回）

国際理解のための講座Ⅰ 

「世界の国情と経済構造を学び国際協力のあり方を考

える」 

314
平成21年８月28日～ 

平成22年３月18日（10回）

国際理解のための講座Ⅱ 

「メキシコ・スペイン文化とスペイン語基礎講座」 
278

平成21年８月28日～12月17日  

（10回） 

現代社会の子育てビジョン 277
平成21年10月９日～ 

平成22年３月９日（18回）

乳幼児を子育て中のママの集い 

～人形劇で遊ぼうよ～ 
39

平成22年１月28日～２月４日 

（２回） 

成 

人 
期 

地域の子育て支援と少子化を考える 94
平成22年２月６日～27日   

         （４回） 

田無公民館まつり 参加団体 延べ36団体 1,000 平成21年５月８日～10日 

田無公民館まつり「歌声コーナー」 60 平成21年５月10日 

地 

域 

交 

流 
第４回人形劇フェスタｉｎ西東京 1,369 平成21年７月12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 28 432  357 

自主グループ ４ 72 475  442 

保育室運営会議  ８  67    76 

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 138件  延べ利用者数 1,565人 

 

ウ 印刷機の利用件数 288件 

 

２ 公民館の使用に関する事項 

(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   251   289   301   841 1,041 81 10,066 347 29 

第一学習室   283   301   241   825 1,041 79  9,511 347 27 

第二学習室   293   306   228   827 1,041 79 10,166 347 29 

集 会 室   291   315   231   837 1,041 80  9,592 347 28 

視 聴 覚 室   319   333   330   982 1,041 94 18,072 347 52 

会 議 室   297   314   294   905 1,041 87  9,619 347 28 

合 計 1,734 1,858 1,625 5,217 6,246 84 67,026  193 

※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 展     示 団  体  名 

平成21年５月８日～10日 作品展 田無公民館まつり実行委員会 

６月23日～26日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

７月４日 作品展 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 

11月28日 作品展 おりがみの集い 

12月５日～11日 絵画展 ホワイトペーパー 

12月19日～23日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

平成22年２月27日 作品展 おりがみの集い 
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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 

芝久保公民館・陶芸サークル共催「親子陶芸教室」 111 平成21年８月１日～29日(３回)
親 

子 

平和を考える講座「アフガニスタン・平和への願い」

～復興支援活動からみた人々の素顔～ 
12 平成22年３月13日 

健康を創る講座 199
平成 21 年４月８日～ 

７月８日（９回） 

木工クラフト講座「木で遊ぼう」 62
平成21年４月15日～ 

９月９日(９回) 

からだにやさしいハーブ講座 27 平成21年５月23日 

シニア講座「余暇時間の有効講座」 132
平成 21 年９月２日～ 

10月28日(８回) 

乳幼児を育てている女性の講座 

「スマイル・ママ講座」 
289

平成 21 年９月 17 日～ 

 平成22年３月４日（19回）

地域で創る教育ネットワーク講座 32
平成22年１月23日・30日 

(２回) 

大豆びな講習会 22 平成22年２月11日 

歴史研究講座「藤原京出土の木簡文字を読む」 95
平成 22 年２月 12 日～ 

３月５日(４回) 

ユング心理学講座３ 84
平成 22 年２月 13 日～ 

３月 13 日(４回)

成 

人 

期 

「基礎からまちの実情まで、スッキリわかる財政学習

講座」             
74

平成22年２月20日～ 

３月13日(４回) 

芝久保公民館まつり講演会「紙のからくり・カミカラ

の作成とお話」 
50 平成21年11月21日   地

域
交
流 第27回芝久保公民館まつり 参加団体40団体 540 平成21年11月21日・22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 １ 19 289  255 

自主グループ ７ 79 680  516 

保育室運営会議  10 153   125 

保育室プレ体験  ２ 親子 18組 
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イ 保育室の利用状況 

    利用件数 119件  延べ利用者数 1,515人 

 

ウ 印刷機の利用件数 229件 

 

２ 公民館の使用に関する事項 

(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  217  242  119  578  981 59  4,999 327 15 

第１学習室  179  155  52  386  981 39  5,144 327 16 

第２学習室  167  145  25  337  981 34  3,869 327 12 

和 室  169  152  96  417  981 43  4,485 327 14 

視 聴 覚 室  226  253  209  688  981 70  9,471 327 29 

合 計  958  947  501 2,406 4,905 49 27,968  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  

※空調設備工事臨時休館日を除く。 

 

(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 29 

本焼き 10 29 

 

(3) ロビーの利用状況 

期   間 展   示 団   体   名 

平成21年４月７日～28日 絵画展 公民館主催 子育てを楽しむ講座

        ５月２日～23日 昭和レトロ展 公民館主催 小さな展示会 

７月３日～16日 小筆字展 公民館主催 小さな展示会 

７月21日～25日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

        ７月23日～８月25日 縄文土器展 郷土資料室 

９月10日～29日 木工クラフト展 公民館主催 木工クラフト講座 

10月３日～25日 木目込み人形展 公民館主催 小さな展示会 

11月１日～19日 ハートセーター展 公民館主催 小さな展示会 

11月21日～22日 作品展 芝久保公民館まつり実行委員会 

        11月28日～12月20日 作品展 ステンドグラスの会  

平成22年１月４日～31日 作品展 陶芸サークル 

２月２日～３月29日 大豆雛・桜かざり展 公民館主催 小さな展示会 

２月24日～26日 こども書道展 
西東京市こども書道教室実行委員

会 
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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 

子ども料理教室「今日のお昼は任せてちょう

だい」 
10 平成21年５月23日 

子どもデジカメ教室「デジカメキッズ大集

合」 
31

平成21年６月13日～７月４日 

（４回）

子ども料理教室「ゆで饅頭＆蒸パン」 13 平成21年11月28日 

青 

年 

期 

谷
戸
子
や
っ
て
み
隊 

はさみとのりの楽しい工作教室 16 平成22年１月24日 

乳幼児を育てている女性のための講座 

「感性豊かに・さわやかママスタイル」 
59

平成21年５月20日～７月15日 

（７回）

健康講座「禅と太極拳」～内なる心と体の声を聞い

てみよう～ 
121

平成21年６月10日～７月15日 

(５回) 

農業を知る講座 639
平成21年６月20日～ 

平成22年３月20日（30回）

幼い子どもを持つ母親のための講座 

「心響きあう・あったかママスタイル」 
161

平成21年10月14日～ 

平成22年３月24日（15回）

健康講座「ナチュラルヨーガで心も体もリラクゼー

ション」 
134

平成21年11月12日～12月10日 

（５回） 

近代美術講座「後期印象派の絵画をたのしむ４話」 92
平成21年12月５日～ 

平成22年１月30日（４回）

ビジネス講座「今を生きる視線を学ぶ―ひと味違う

社会人になるために―」 
76

平成21年12月17日～ 

平成22年１月28日（５回）

ビギナーズ現代学講座「出会いの風景・紛争地の

人々」 
17

平成22年２月13日・27日 

  （２回）

 

成

人

期 

文学講座「教科書文学再生計画」 

～2010年代を生きぬくための～ 
126

平成22年２月18日～３月18日 

（５回) 

市民映画会・長編ドキュメンタリー映画 

             「ひめゆり」 
73 平成21年11月14日 

視
聴
覚 

ウィンターコンサート ～ジャズで歳忘れ!?～ 86 平成21年12月26日 

第21回谷戸まつり 参加団体 48団体 5,000地
域
交
流 

谷戸まつり主催事業 

・語りによる宮沢賢治の世界・民族舞踊フラダンス 
160

平成21年４月18日・19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 22 220  201 

自主グループ ４ 59 435  321 

保育室運営会議  10 138    98 

保育室プレ体験  ２ 親子 14組 

 

イ 保育室の利用状況 

    利用件数 106件  延べ利用者数 1,124人 

 

ウ 印刷機の利用件数 255件 

 

２ 公民館の使用に関する事項 

(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   267   301  210   778 1,041 75  9,741 347 28 

講 座 室   265   302   227   794 1,041 76  8,006 347 23 

和 室   260   272   191   723 1,041 69  6,828 347 20 

視 聴 覚 室   339   314   252   905 1,041 87 14,294 347 41 

創 作 室   132   120   41   293  687 43  2,924 229 13 

合 計 1,263 1,309  921 3,493 4,851 72 41,793  125 

※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 

※創作室は、平成21年８月１日からの利用件数及び延べ利用者数 

 

(2) ロビーの利用状況 

期   間 展   示 団   体   名 

平成21年４月20日～５月２日 作品展 谷戸まつり実行委員会 

        ５月17日～27日 作品展 十三月会  

６月12日～26日 写真展 田無カメラ同好会 

        ８月３日～14日 写真展 公民館主催講座 谷戸子やってみ隊 

     ８月19日～22日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

11月６日～15日 写真展 西東京市ひめゆりを観る会 

11月18日～25日 作品展 中国水墨画龍の会 

12月４日～11日 写真展 田無カメラ同好会 

        12月14日～21日 作品展 十三月会  

平成22年１月20日～27日 作品展 エビス絵画 
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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 

 

 (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 23 345  270 

対象 内        容 

延べ 

参加 

人数

（人）

期    間 

子ども対象「花づくり講座 

     ～ドイツ産の苗を育てて部屋を美しく～」
38

平成21年４月11日～５月９日

（３回) 
青 

年 

期 子ども水墨画教室「初めての水墨画」 51
平成21年６月13日～７月11日 

（５回）  

科学あそび講座 「空気であそぼう！」 35 平成21年７月18日 
親
子 

キッズ茶道講座 －お抹茶をのんでみよう！－ 18 平成21年７月25日 

音楽ワークショップ講座「みぢかにクラシックを」 128
平成21年４月10日～６月５日 

（５回）

書道講座 ～和のよさ、手づくりの素晴らしさ～ 70
平成21年５月11日～６月15日 

（５回）

ココロ・カラダ・地球にやさしい21世紀の暮らしを考

える いきいきロハス（ＬＯＨＡＳ）講座 
147

平成21年６月５日～７月17日 

（８回）

子育て中の女性のための講座 

これからの時代をしなやかに生きる“翼”をもとう！
198

平成21年９月11日～11月27日 

(15回）

和紙ちぎり絵講座 

 ～和紙が織りなす美のハーモニー～ 
59

平成21年９月29日～10月27日

（５回）

江戸文字凧絵講座「粋な凧が空に舞う」 65
平成21年10月１日～11月５日 

(６回）

セカンドライフ講座 ～あなたの明るい第一歩を応援

します！～ Ⅰ：介護編 Ⅱ：元気編 
78

平成21年10月10日～11月11日 

（６回）

健康講座「経絡リンパマッサージ」 147
平成21年10月27日～12月１日 

（５回）

成

 

人

 

期 

Let’s Try！ アカペラでハモろう♪ 118
平成22年１月29日～３月13日 

(７回) 

地
域
交
流

ひばりが丘フェスティバル・音楽コンサート  320 平成22年３月13日 
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自主グループ ５ 90 815  622 

保育室運営会議  11 131  87 

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 154件  延べ利用者数 1,750人 

 

ウ 印刷機の利用件数 472件 

 

２ 公民館の使用に関する事項 

(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   324  327   971 1,041 93 16,428 347 47 

講 座 室 １   216   286   205   707 1,041 68  8,547 347 25 

講 座 室 ２   186   241   190   617 1,041 59  5,275 347 15 

講 座 室 ３   264   315   281   860 1,041 83  7,767 347 22 

和 室   250   206   76   532 1,041 51  4,010 347 12 

小 会 議 室   113   160   90   363 1,041 35  2,043 347  6 

合 計 1,349 1,532 1,169 4,050 6,246 65  44,070    127 

※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 展   示 団   体   名 

平成21年４月１日～28日 作品展 クレイフラワーアート 

４月29日～５月31日 絵画展 ラベンダー絵の会 

６月13日～７月31日 絵画展 公民館主催 子ども水墨画教室 

８月１日～31日 作品展 折りづるの会 

９月１日～30日 作品展 折りづるの会 

10月１日～20日 作品展 公民館主催 江戸文字凧絵講座 

10月20日～27日 絵画展 公民館主催 和紙ちぎり絵講座 

11月１日～30日 作品展 折りづるの会 

12月２日～28日 作品展 Ｋｏｍｐｉｓ 

平成22年１月19日～２月28日 作品展 絵手紙 蔕の会 

２月１日～28日 作品展 折りづるの会 

３月１日～31日 絵画展 ラベンダー絵の会 

３月４日～31日 作品展 絵手紙 蔕の会  
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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 

子ども陶芸講座 

「世界に一つの器を作ろう」 
 48

平成21年８月４日・28日  

（２回） 青
年
期 光を通して模様を楽しもう！ 

「コロコロ光の万華鏡づくり」 
15 平成22年３月13日 

親 

子 

親子料理教室 

「お父さんと手打ちうどんに挑戦しよう！」 
18 平成22年１月４日 

身近な環境講座 

「生ごみが消える楽しさを味わう簡単コンポスト」
103

平成21年６月17日～９月16日 

（５回） 

盲導犬についてのお話と歩行訓練体験 28 平成21年７月24日 

わがまちの財政はどう変わったか 

「財政分析入門講座」 
119

平成21年８月26日～10月28日   

(７回) 

地域を歩く講座 

「身近な樹木に親しもう」 
137

平成21年９月24日～ 

平成22年３月25日（７回）

女性講座 

「傷つくことをおそれずに、楽に生きるために」 
141

平成21年11月４日～ 

平成22年１月27日（６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した薬膳」 
68

平成21年11月27日～ 

平成22年１月29日（４回）

いざという時のために 

ＡＥＤの操作と応急手当て講習会 
18 平成22年１月20日 

わがまちの財政はどう変わったか 

「合併を検証するための財政分析講座」 
110

平成22年２月１日～３月15日   

(６回) 

成 

人 

期 

黙って使用して 著作権に触れませんか？ 

「はじめての著作権講座」 
22 平成22年２月26日 

視
聴
覚 

邦楽を楽しむ「尺八と箏の調べ」 71 平成22年３月21日 

地
域
交
流 

保谷駅前公民館開館１周年記念 

「ジョイントコンサート」 参加団体 ５団体 
150 平成21年８月29日 

 

(2) 市民活動の支援 

 ア 印刷機の利用件数 288件 

 イ 駐輪場料金サービス券交付枚数 7,074枚 
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 ウ 駐車場料金障害者割引件数 32件 

 

２ 公民館の使用に関する事項 

(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   319   337   317   973 1,041 93  15,313 347  44 

第一会議室   256   256   240   752 1,041 72   5,863 347  17 

第二会議室   297   307   282   886 1,041 85  11,666 347  34 

第三会議室   276   289   268   833 1,041 80   7,385 347  21 

第四会議室 164 193 211 206 231 272 1,277 2,082 61  4,549 347   13 

合 計 1,505 1,606 1,610 4,721 6,246  76  44,776  129 

※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 

※第四会議室の時間帯別利用は６区分 

 

(2) ロビーの利用状況 

期   間 展   示 団   体   名 

平成21年４月17日～23日 写真展 ふれあい協議会写真クラブ 

５月12日～18日 写真展 西東京秘教哲学学習会 

    ６月２日～７日 習画展 素墨会 

    ９月29日～10月６日 書道展 麗峰会 

    10月15日～21日 作品展 絵手紙ゆみの会 

    11月６日～16日 写真展 社会教育課 

11月17日～22日 写経展 写経の会 

    11月25日～12月１日 作品展 花てまりの会 

 


