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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22年４月28日、５月26日、６月23日、７月28日、８月25日、９月22日、10月27日、

11月24日、12月22日、平成23年１月26日、２月23日、３月23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、公民

館の「臨時休館」の対応について、西東京市公民館の事業評価のあり方について、平

成23年度西東京市公民館事業計画（案） 

   臨時会 １回（平成22年12月13日） 

   審議事項  保谷駅前公民館における事故報告について 

 

２ 公民館市民企画事業 

実施件数 51件  実施団体 32団体  参加人数 1,664人（会員 491人 一般 1,173人） 

参加人数

（人） 年 月 日 団  体  名 内     容 

会員 一般 

場  所 

平成22年

６月５日 

西東京市環境サポーター・はちど

りの会 

都市農業の実践と手打ちうどんづ

くり 
５ 35 田無公民館 

６月６日 高齢者九条の会・西東京 憲法と安全保障について考える 28 21 柳沢公民館 

６月９日 

６月16日 

６月23日 

芝久保気功の会 日常の中で「元気になる気功」 

５ 

４ 

４ 

23 

17 

17 

芝久保公民館 

６月12日 西東京 自然を見つめる会 公園にみどりを求めること 25 35 田無公民館 

６月19日 子どもの読書勉強会 
子どもと本をつなぐために ～も

っと知りたい学校図書館～ 
 10 20 柳沢公民館 

６月26日

７月10日 
田無話し方の会 

話し方・聴き方を変えると人生が

変わる「会話力レベルアップ」 

６ 

７ 

 27 

18 
田無公民館 

６月27日 ママの学舎ワハハ 
子育て世代へのエール ～子ども

に繋げよう、いのちの話～ 
10 17 田無公民館 

７月３日 もぐらの会 おはなしを子どもたちへ  18 30 保谷駅前公民館

７月３日 ＭｅＣ西東京 
巧妙化する詐欺事件の事前の予防

について 
８ ７ 柳沢公民館 

７月11日 
子どもにやさしい街づくりを進め

る会 

子どもにやさしい街づくりを進め

るために ～地域の社会問題を考

える～ 

15 11 田無公民館 
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８月15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 96 柳沢公民館 

８月22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！ 11 36 田無公民館 

８月28日 市政これでいいの会・西東京 

市民の手による街づくり ～市民

合意型の小平市自治基本条例作り

に学ぶ～ 

10 18 田無公民館 

９月４日 
西東京市環境サポーター・はちど

りの会 

「蝶の道」生き物と共生できる空

間を作ろう 

 

13 

 

 

５ 

 

田無公民館 

９月11日 

９月18日 

９月25日 

だいすき西東京の会 西東京市の〝台所〟事情？ 

２ 

２ 

２ 

12 

９ 

７ 

芝久保公民館 

９月19日 

９月26日 

10月３日 

リボンネットワーク 
ちょっとがんばれば出来る！パソ

コン ～メールが出来るまで～ 

６ 

７ 

７ 

９ 

９ 

９ 

田無公民館 

９月25日 西東京ガーデニングクラブ 
お花の勉強をしませんか 「秋の

寄せ植え（ハローウィーン風）」
４ 41 田無公民館 

９月25日 西東京風の会 自殺問題について ５ 15 田無公民館 

10月７日

11月11日 
西東京水彩サークルやよい会 

水彩画を学び個性豊かな作品を描

く 

10 

10 

18 

14 
田無公民館 

10月８日 みみいちゃんの紙芝居 
紙芝居を観て演じて、楽しさと感

動を共有しよう！ 
７ 22 田無公民館 

10月16日 まちかど保健室 

子どものからだの全面発達を目指

して～おとなと親・そして子ども

が賢く生きなくては～ 

７ 47 田無公民館 

10月17日 市民自治井戸端会議 
裁判員制度って、なんのためにあ

るの？ 
５  ５ 柳沢公民館 

10月27日 エコジョイクラブ 
プラスチック資源の国内循環は可

能か？ 
15 28 田無公民館 

11月14日 西東京母親連絡会 
安心して生きられる福祉を目指し

て 
35 ８ 柳沢公民館 

11月16日 田無太極拳愛好会 
健康運動として人気の24式太極拳

のすすめ 
22 12 田無公民館 

11月21日 
子どもにやさしい街づくりを進め

る会 

子どもたちの生きる力をひきだす

には ～遊び場の実践から～ 
７ 13 谷戸公民館 

11月27日 西東京ガーデニングクラブ 
お花の勉強をしませんか(Ⅱ) 

「初めてのハンギング講習会」 
６ 29 田無公民館 

11月28日 ママの学舎ワハハ 
子育て世代へのエールⅡ ～ゆる

体操でリラックス～ 
５ 17 市民会館 

11月28日 市民自治井戸端会議 模擬評議で裁判員裁判を体験！ ８ 29 柳沢公民館 
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平成23年

１月15日 
まちかど保健室 

親子であそぼう ～発達に合った

からだの動きで～ 
４ 49 柳沢公民館 

１月16日 市政これでいいの会・西東京 市民が動かす地方自治をつくる 10 15 田無公民館 

１月20日 

１月26日 
子どもげきじょう西東京 感動すること・育つこと 

10 

７ 

５ 

０ 
谷戸公民館 

１月23日 健康スポーツサイクリング同好会
中高年の健康スポーツサイクリン

グで体力づくり 
４ 24 田無公民館 

１月30日 
子どもにやさしい街づくりを進め

る会 

産後ケアを考えるパパ・ママ・地

域みんなで考える 
５ 14 柳沢公民館 

２月６日 市民自治井戸端会議 
警察・検察・裁判所の「正義」の

話をしよう 
７ 21 柳沢公民館 

２月11日 
緑を守り活かす、まちづくり市民

の会 

都市計画からみた緑を守り活かす

まちづくり 
８ 22 田無公民館 

２月17日 豊かな老いじたくを考える会 老人ホームで生きるといこと 11 64 芝久保公民館 

２月19日 保谷縁農サークル 
「科学的」に「農と食」を考える

～食の「安全」と「安心」～ 
15 69 谷戸公民館 

２月19日 西東京風の会 太宰治と現代自殺論 ５ 45 田無公民館 

３月５日 学校図書館を考える会・西東京 
すべての子どもの読書と学びを支

える学校図書館を目指して 
７ ８ 田無公民館 

３月６日 
平和・民主・革新の日本をめざす

西東京の会 

新しい福祉国家をめざして ―い

ま私たち市民が求められている政

治・社会とは― 

30 43 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 

西東京の空気は大丈夫？ ―排ガ

ス汚染のお話― 
８ ８ 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 92,542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｣ 641
平成22年４月10日～ 

 平成23年２月27日（40回） 

したのや縄文キッズくらぶ  

～縄文博士になろう！～ 
44
平成22年５月29日～９月25日 

（５回） 

短期集中 若い女性のための「ゆかた入門」 19
平成22年７月31日・８月１日 

（２回） 

青 

年 

期 

めざせＭ－１ お笑い講座 81
平成22年８月28日～10月23日 

（９回） 

親

子 
夏休み陶芸教室 129

平成22年７月10日～８月28日 

（３回） 

乳幼児をもつお母さんのための講座 

 「ひとりでがんばらないで」 
140

平成22年４月21日～７月14日 

（11回） 

外国人のための生活に役立つ日本語講座 285
平成22年５月７日～ 

平成23年３月11日（32回） 

お一人様のためのワンプレートクッキング 131
平成22年６月14日～ 

平成23年３月７日（10回） 

やぎさわ探検隊 24
平成22年７月25日～９月４日 

（３回） 

女性のための講座 

みつけよう！私のはたらき方 
201

平成22年９月16日 

～平成23年３月10日（14回）

編集者入門講座 

あなたも未来のジャーナリスト 
48

平成22年12月14日～ 

平成23年１月25日(５回） 

一緒に踊ろう！江戸芸・かっぽれ 33
平成23年１月８日～１月29日  

（４回） 

集まれ！地域の市民力 ―福祉・環境・商工・自治

会・保育・子どもの居場所をつなぐ― 
148

平成23年１月22日～２月26日 

（６回） 

成

人

期 

シニア講座「西東京の歴史を歩く」 37
平成23年３月１日～３月８日 

（２回） 

視
聴
覚 

ムービールーム柳沢  1,368
平成22年４月14日～ 

平成23年３月９日（23回） 

地
域
交
流 

ロビーコンサート 467
平成22年６月19日～ 

平成23年２月11日（５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 ３ 57 626  557 

自主グループ     ４ 50 368  258 

保育室運営会議  ９  85   58 

保育室プレ体験  １ 親子４組 

 

イ 保育室の利用状況 

    利用件数 161件  延べ利用者数 2,164人 

 

ウ 印刷機の利用件数 581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   305   294   280   879   989 89  11,644 330  35 

第２会議室   291   293   244   828   989 84   8,933 330  27 

第３会議室   287   293   235   815   989 82   8,200 330  25 

視 聴 覚 室   347   316   298   961   989 97  19,315 330  59 

工 作 室   328   339   191   858   989 87   6,915 330  21 

合 計 1,558 1,535 1,248 4,341 4,945  88  55,007  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) 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 14 

本焼き 11 19 

 

(3) ロビーの利用状況 

期   間 展   示 団   体   名 

平成22年４月１日～７日 作品展 保谷油絵同好会 

４月８日～14日 作品展 朋画会 

４月18日～24日 作品展 朱墨会 

５月２日～８日 作品展 アトリエ 

５月26日～６月１日 作品展 現代書の会 

６月６日～12日 写真展 フォトクラブ保谷 
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６月13日～18日 作品展 洋画三木会 

６月19日～21日 パネル展示 環境保全課 

６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 

８月２日～６日 写真展 柳沢公民館保育室運営会議 

８月９日～15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16日～20日 写真展 柳沢公民館ロビーコンサート実行委員会 

８月21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30日～９月５日 作品展 篆刻の会 

９月６日～12日 作品展 しらかば会 

９月13日～19日 作品展 如月会 

９月20日～26日 写真展 フォト光彩ほうや 

10月９日～15日 作品展 彩墨会 

10月16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18日～24日 作品展 グループ群彩 

11月２日～８日 パネル展示 平和のための戦争展実行委員会 

11月９日～13日 美術展 平和美術展 

11月12日～25日 パネル展示 協働コミュニティ課 

11月14日～20日 作品展 彩友会 

11月23日～28日 写真展・絵画展 西東京三田会 

12月４日～10日 作品展 色えんぴつの会 

12月11日～17日 作品展 沐曜会 

12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 

12月19日～25日 作品展 西東京市手工芸連盟 

平成23年１月16日～22日 作品展 木曜会 

１月25日～31日 パネル展示 消費者センター 

２月１日～７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14日～21日 西東京市アート祭 文化振興課 
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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」 1,055
平成22年４月２日～ 

  平成23年３月４日（46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  夏の食材編 
31
平成22年８月９日・16日        

(２回） 

青 

年 

期 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  冬の食材編 
31
平成22年12月４日・11日 

（２回） 

人気エッセイの秘密とは？ ブログの極意を知ろう 123
平成22年５月18日～７月13日 

         （９回） 

高齢者講座「田無カレッジ」 

～みんな楽しく地域の学び舎～ 
604

平成22年７月27日～ 

平成23年３月８日（17回）

国際理解のための講座Ⅰ 

―国際社会の問題点と国際協力のあり方について考

える― 

602
平成22年８月19日～ 

平成23年３月３日（12回）

国際理解のための講座Ⅱ ―ロシア語基礎学習― 174
平成22年８月19日～12月16日  

（10回） 

現代社会の子育てビジョン 352
平成22年９月14日～ 

平成23年２月22日（20回）

成 

人 

期 

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」 

～介護、そのときあなたは？～ 

35
平成23年２月18日～３月４日  

（３回） 

田無公民館まつり 参加団体40団体 1,200 平成22年５月８日・９日 

田無公民館まつり「歌声コーナー」 60 平成22年５月９日 

地
域
交
流 

第５回人形劇フェスタｉｎ西東京 1,112 平成22年７月11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 29 475  298 

自主グループ ４ 67 523  518 

保育室運営会議  ８  59    76 

保育室プレ体験  1 親子 ５組 
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イ 保育室の利用状況 

    利用件数 134件  延べ利用者数 1,603人 

 

ウ 印刷機の利用件数 344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   260   276   292   828   989 84 10,252  330 31 

第一学習室   276   289   225   790   989 80  7,711 330 23 

第二学習室   293   293   212   798   989 81 9,698 330 30 

集 会 室   263   306   212   781   989 79 7,428 330 23 

視 聴 覚 室   309   318   304   931   989 94 18,192 330 55 

会 議 室   278   291   250   819   989 83 7,314 330 22 

合 計 1,679 1,773 1,495 4,947 5,934 83 60,595  184 

※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22年５月８日・９日 作品展 田無公民館まつり実行委員会 

７月３日 作品展 おりがみの集い 

７月31日～８月８日 作品展 西東京サギ草愛好会 

10月21日～24日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

11月16日～21日 作品展 中国水墨画昇龍会 

11月27日 作品展 おりがみの集い 

12月３日～９日 絵画展 ホワイトペーパー 

平成23年２月22日 作品展 おりがみの集い 

２月23日～26日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

３月９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 

青
年
期 

平和を考える講座 

「アフガニスタンの状況・世界が平和であるために」
10 平成22年12月４日 

親

子 
「針穴カメラワークショップ」 ８ 平成22年８月28日・29日(２回) 

乳幼児を育てている女性の講座 

「子育ては自分育て塾」 
152

平成22年４月15日～７月15日 

（12回） 

陶芸窯利用講習会 30 平成22年６月５日 

アロマセラピー講座 23 平成22年６月26日 

子育てをしている女性の講座 

「子育てコーチングでママ力（ぢから）アップ」 
209

平成22年９月16日～ 

 平成23年３月10日（14回） 

シニア講座「こころと身体をリフレッシュ！」 79
平成22年９月22日～10月20日 

 (５回) 

環境講座「ワークショップで体験!エコして省エネ・ 

地球温暖化防止」 
15 平成22年10月17日 

ステンドグラス講座 156 
平成23年１月21日～３月11日 

 (８回) 

地域力パワーアップ講座 21 平成23年２月13日・20日(２回)

中国古典講座「易・陰陽五行と暮らしのリズム」 

 
114

平成23年２月14日～３月７日

(３回) 

成 

人 

期 
地域で創る教育ネットワーク講座 21 平成23年１月22日 

第28回芝久保公民館まつり 参加団体42団体 580 平成22年11月20日・21日 
地
域
交
流 

芝久保公民館まつり講演会 

「ピアノ・ギター弾き語りライブコンサート」 
70 平成22年11月21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 26 361 331 

自主グループ ７ 63 634 506 

保育室運営会議  10 155  118 

保育室プレ体験  １ 親子６組 

 

イ 保育室の利用状況 

    利用件数 105件  延べ利用者数 1,578人 
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ウ 印刷機の利用件数 358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  260  261  114  635  989 64  4,815 330 15 

第１学習室  220  189   58  467  989 47  5,892 330 18 

第２学習室  195  156   35  386  989 39  3,993 330 12 

和 室  163  190   88  441  989 45  4,664 330 14 

視 聴 覚 室  243  264  250  757  989 77  9,948 330 30 

合 計 1,081 1,060  545 2,686 4,945 54 29,312  89 

※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 30 

本焼き 10 28 

 

(3) ロビーの利用状況 

期   間 展   示 団   体   名 

平成22年４月１日～29日 小筆字展 公民館主催 小さな展示会 

        ５月１日～30日 キューピー展 公民館主催 小さな展示会 

６月１日～18日 エコ工作展 公民館主催 小さな展示会 

６月21日～７月８日 作品展 たんぽぽ幼児クラブ 

        ７月22日～８月18日 縄文土器展 郷土資料室 

８月24日～９月５日 貝がら展 公民館主催 小さな展示会 

９月６日～24日 受講生作品展 公民館主催 針穴カメラ講座 

９月21日～25日 資料展 原水爆禁止西東京協議会 

10月１日～17日 木目込み人形展 公民館主催 小さな展示会 

        10月19日～27日 作品展 しばピヨサークル 

    10月21日～11月５日 灯台展 公民館主催 小さな展示会 

    11月１日～17日 編み物展 公民館主催 小さな展示会 

11月22日～12月12日 リサイクル粘土作品展 陶芸サークル「10サークル」 

    12月17日～１月27日 作品展 ステンドグラスの会 

平成23年２月２日～３月10日 大豆雛と桜かざり展 公民館主催 小さな展示会 

２月24日～27日 作品展 西東京市子ども書道教室 

    ３月11日～３月31日 受講者作品展 公民館主催 ステンドグラス講座 
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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
年
期 

青少年文化講座    

～サマー・レクチャー～ エンジョイ♪ショパン 
20
平成22年８月22日・29日 

（２回） 

乳幼児を育てている母親のための講座 

「心つたえよう・マミーズプラン」 
90
平成22年５月19日～７月21日 

（９回） 

農業を知る講座 815
平成22年６月19日～ 

平成23年３月26日（37回） 

健康講座 「東洋の健康法に学ぶ ～内なる心身の

声を聞いてみよう～」 
124

平成22年７月７日～28日 

(４回) 

幼い子どもを持つ母親のための講座 

「未来をつむぐ・ママ時間」 
180

平成22年10月13日～ 

平成23年３月９日（16回） 

リレービジネス講座 

「使われる人」から「与える人」へ ～10年代を生

きのびるためのビジネスマン学～ 

49
平成22年11月13日～12月18日    

（５回） 

美術講座「20世紀美術の情熱と詩情」～具象から抽

象へ・変貌する絵画の楽しみ～ 
47
平成22年11月14日～12月19日

（３回）

 

成

人

期 

文学講座 

 新しい「教科書文学」から読み解く現代社会 
117

平成23年２月17日～３月10日 

（４回) 

視
聴
覚 

市民映画会＆トークショー 

 ｢嗚呼満蒙開拓団｣ 
108 平成22年11月20日 

第22回谷戸まつり 参加団体44団体  4,500
地
域
交
流 

谷戸まつり主催事業 

「スリランカの民族舞踊・パントマイムの世界」 
160

平成22年４月24日・25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 25 270  262 

自主グループ ４ 65 468  437 

保育室運営会議  ８ 109   89 

保育室プレ体験  １  親子９組 
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イ 保育室の利用状況 

    利用件数 148件  延べ利用者数 1,539人 

 

ウ 印刷機の利用件数 309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   243   286  219   748  989 76  8,872 330 27 

講 座 室   241   278   213   732  989 74  6,205 330 19 

和 室   254   264   179   697  989 70  6,231 330 19 

視 聴 覚 室   295   309   273   877  989 89 13,789 330 42 

創 作 室   229   234  145   608  989 61  8,452 330 25 

合 計 1,262 1,371 1,029 3,662 4,945 74 43,549  132 

※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22年４月22日～５月５日 作品展 龍の会 

        ５月11日～25日 作品展 むすんでひらいて  

６月11日～25日 写真展 田無カメラ同好会 

        ７月５日～12日 作品展 十三月会 

     10月27日～11月10日 作品展 エビス絵画 

11月17日～25日 作品展 龍の会 

12月３日～17日 写真展 田無カメラ同好会 

平成23年３月22日～26日 資料展 原水爆禁止西東京協議会  
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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 

子ども日本舞踊講座 
18
平成22年７月27日～31日 

（３回） 青
年
期 

ベーシックインカムを考える 19
平成23年２月13日・20日 

(２回） 

子ども音楽講座 

 －親子で楽しくからだを動かそう！－ 
79
平成22年６月18日・25日 

（２回) 

科学あそび講座 

－表面張力・マーブリングのひみつ！－ 
40 平成22年７月10日 

親
子 

キッズ茶道講座 －お抹茶をのんでみよう！－ 21 平成22年７月24日 

健康講座 「経絡リンパマッサージ」 224
平成22年４月13日～５月18日 

（５回） 

ロハス講座  

ココロ・カラダ・地球にやさしい21世紀の暮らしを考

える 

217
平成22年５月14日～７月16日 

（10回） 

音楽ワークショップ講座  

－音楽に触れて感性・教養・知識を高めましょう！－
48
平成22年７月25日～８月27日 

（３回） 

子育て中の女性のための講座 

「今輝いて 未来への扉をひらく」 
192

平成22年９月３日～12月３日 

(16回） 

江戸文字ストラップ講座 62
平成22年９月９日～10月14日 

（５回） 

健康講座「経絡リンパマッサージ」（爽秋編） 214
平成22年９月14日～10月12日 

          (５回） 

地域デビューしたい若者大募集！ 

 アカペラでハモろう（PART２） 
88
平成22年10月24日～12月４日

（７回） 

セカンドライフ講座－第２の青春再建－ 

  美術編・科学編 
89
平成23年１月15日～２月19日 

(６回) 

写真を撮る・みる・読む講座 

～五感を使って写真と向き合う～ 
34
平成23年１月19日～２月26日 

(３回) 

成

 

人

 

期 

 

創作講座  ～カラフル粘土でひなまつりを彩る～ 54
平成23年２月４日～２月25日 

         （３回） 

地
域
交
流 

 

第２回ひばりが丘フェスティバル 参加団体10団体 

 

253 平成22年12月４日 



 - 350 -

(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 26 409  320 

自主グループ ５ 86 711  388 

保育室運営会議  11 126  74 

保育室プレ体験  ２ 親子 12組 

 

イ 保育室の利用状況 

    利用件数 103件  延べ利用者数 1,295人 

 

ウ 印刷機の利用件数 453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   308   316  305   929   989 94 14,470 330 44 

講 座 室 １   214   270   198   682   989 69  7,045 330 21 

講 座 室 ２   182   241   171   594   989 60  4,800 330 15 

講 座 室 ３   243   289   269   801   989 81  6,444 330 19 

和 室   220   194   64   478   989 48  3,250 330 10 

小 会 議 室   143   179   83   405   989 41  2,060 330  6 

合 計 1,310 1,489 1,090 3,889 5,934 66  38,069    115 

※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22年４月１日～30日 絵画展 ラベンダー絵の会 

４月１日～30日 作品展 ひばり絵手紙の会 

５月11日～31日 作品展 ひばり絵手紙の会 

６月７日～30日 作品展 折りづるの会 

６月８日～30日 作品展 ひばり絵手紙の会 

６月21日～30日 絵画展 ラベンダー絵の会 

７月１日～31日 絵画展 秋桜会 

８月２日～31日 作品展 折りづるの会 

８月１日～９月30日 作品展 公民館主催 マーブリング作品 

９月２日～30日 作品展 ひばり絵手紙の会 
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10月１日～31日 作品展 絵手紙 蔕の会 

11月１日～30日 作品展 ひばり絵手紙の会 

12月２日～16日 作品展 ひばりが丘フェスティバル実行委員会 

平成23年１月４日～31日 作品展 ひばり絵手紙の会 

    ２月１日～28日 作品展 ひばり絵手紙の会 

    ３月１日～31日 作品展 ひばり絵手紙の会 
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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― 
 49

平成22年４月21日・５月26日 

（２回） 青
年
期 自分らしい働き方を探そう 

～キャリア＆ライフプランをデザインする～ 
13
平成23年１月26日～２月23日 

（３回） 

親子いろいろ体験講座 

「世界に一つの樹木図鑑を作ろう」 
25 平成22年８月29日 

親子で感じる音楽遊び 56 平成22年11月30日 
親 

子 
親子いろいろ体験講座 

 ―お父さんと手打ちうどんに挑戦しよう！― 
19 平成22年12月23日 

女性講座 

「傷つくことをおそれずに、自分を生きるために」 
112

平成22年５月17日～７月12日 

（６回） 

地域を歩く講座 

 「身近な樹木に親しもう」 
179

平成22年６月16日～12月８日

（８回） 

国際講座「一杯のコーヒーから見える地球の裏側 

～私たちのくらしとフェアトレード～」 
26

平成22年６月18日～７月９日   

(３回) 

地方財政分析の学校 

「財政分析のマイスターを目指して」 
279

平成22年６月24日～ 

平成23年３月３日（15回） 

盲導犬についてのお話と歩行訓練体験 26 平成22年７月21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」
32

平成22年７月30日・８月25日 

(２回) 

女性講座 

「いざという時、すぐに対応できる護身法」 
32

平成22年９月22日・29日 

（２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 
54
平成22年10月22日～11月26日

（３回） 

成
人
期 

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」 
99

平成23年１月28日～３月２日 

（５回） 

地
域
交
流 

保谷駅前公民館合唱発表会 

第２回ジョイントコンサート 参加団体６団体 
120 平成22年８月21日 

 

 (2) 市民活動の支援 

 ア 印刷機の利用件数 349件 

 イ 駐輪場料金サービス券交付枚数 7,207枚 

 ウ 駐車場料金障害者割引件数 33件 
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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   293   311   311   915  989 93  15,138 330  46 

第一会議室   260   257   220   737  989 75   5,593 330  17 

第二会議室   274   298   262   834  989 84  11,026 330  33 

第三会議室   271   274   258   803  989 81   6,889 330  21 

第四会議室 195 225 226 226 265 301 1,438 1,979 73  5,538 330   17 

合 計 1,518 1,592 1,617 4,727 5,935  80  44,184  134 

※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22年４月16日～22日 写真展 ふれあい協議会写真クラブ 

６月１日～６日 習画展 素墨会 

６月７日～13日 絵画・工芸展 西東京美術会 

    10月22日～28日 写真展 ふれあい協議会写真クラブ 

    11月９日～15日 書道展 麗峰会 

    11月21日～27日 写真展 フォトクラブ保谷 

平成23年１月16日～22日 写経展 写経の会 

 


