
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24年４月25日、５月23日、６月27日、７月25日、８月29日、９月26日、10

月24日、11月28日、12月19日、平成25年１月23日、２月27日、３月27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、

公民館のチラシ及びポスターの掲示の指標、東京都公民館大会に向けて、公民

館における防災対策、平成25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 1,699（うち保育15）人 

 （会員507（うち保育６）人、一般1,192（うち保育９）人） 

年 月 日 団  体  名 内     容 
参加人数（人） 

場  所 
会員 一般 

平成24年 

６月７日 

６月21日 

市政これでいいの会・西東

京 
合併10年とこれからのまちづくり 

 ５ 

４   

11 

12 
田無公民館 

 ６月17日 
原発都民投票を実現させる

会 

福島から見た原発都民投票-原発

事故で強制避難させられて- 
 ８ 

92 

保育３ 
柳沢公民館 

  ７月14日 西東京 風の会 川端康成と現代自殺論  ５ 65 田無公民館 

８月24日 Ｎｅｗカレッジ広場 放射能の除染の現状と今後の課題    23 13 田無公民館 

 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 16 18 東大農場 

 ８月25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   ６ 54 柳沢公民館 

 ８月25日 

  ９月29日 
近代建築を学ぶ会 近代建築を学ぶ 

11 

 ９ 

15 

11 
谷戸公民館 

９月３日 

９月10日 

 ９月17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 

３ 

３ 

  ３ 

９ 

10 

９ 

柳沢公民館 

９月７日 西東京けやきの会 
各国の民踊、 

フォークダンスを踊ろう 
   20 28 谷戸公民館 



９月16日 市民自治井戸端会議 
「市民目線」の記者誕生？ 

原発報道の現場では 
  ７ 35      柳沢公民館 

 10月６日 
環境サポーターはちどりの

会 

世界遺産第１号・ガラパゴス諸島

ってどんなところ？ 
 ５ 27 柳沢公民館 

 10月６日 
指田吾一著「原爆の記」を

広める会 

死の灰の正体をみて、 

核のことを考える 
    ６ 15 田無公民館 

10月14日 

緑を守り活かす、 

まちづくり市民の会 

都市計画道路田無３・４・７

を考える会 

災害に備え水問題を考える～武蔵

野台地の水みちと東大農場の井戸

～ 

   10 35 田無公民館 

  10月27日 

1  12月１日 
西東京 自然を見つめる会 武蔵野の集落と屋敷林 

15 

19 

36 

18 
田無公民館 

 11月６日 田無太極拳愛好会 「高齢者にあう太極拳とは」  19 ８ 田無公民館 

 11月９日 
ｈａｈａｍａｎａ 

（ははまな） 
講演会「子育てで大切なことは？」 

  ５ 

保育６ 

110 

保育５ 
田無公民館 

 11月11日 平和のための戦争展 
講演会「憲法･沖縄･原発のこれま

で、これから」 
15     33 柳沢公民館 

11月18日 西東京母親連絡会 どうしたらいいの私たちの暮らし  53 14 柳沢公民館 

12月１日 ＭｅＣ西東京 
東日本大震災からの復興 

-人々の願いを知る- 
13     24 柳沢公民館 

12月15日 西東京 風の会 「金子みすゞと現代自殺論」     ５ 40  田無公民館 

平成25年 

１月11日 
Ｎｅｗカレッジ広場 

「72歳キリマンジャロに登る」 

-健康年齢を考える- 
25 27 田無公民館 

１月12日 エコジョイ クラブ 
「東日本大震災から２年」 

-被災地は今- 
  12 40 田無公民館 

１月12日 ＭｅＣ西東京 「新エネルギーの現状と将来」 10 25 柳沢公民館 

１月13日 

３月10日 

子ども・こそだて応援団プ

ロジェクト 

親のオモイ・子どものホンネ～ 

「子どもの可能性」を見つけよう 

10 

６ 

10 

10 

保育１ 

柳沢公民館 

１月13日 

緑･住環境どうなる、３･４･

６道路ちょっと待ってよの

会 

東京の街路樹-身近な植物園-   ６ 

 

 14 

 

保谷駅前 

公民館 

１月17日 

１月24日 

１月31日 

さとみ句会 「日本文学の花園を探訪する」 

18 

18 

18 

29 

36 

36 

アスタ市民 

ホール 



２月７日 

２月14日 

２月28日 

西東京市地産地育会 地元野菜を使って「男の料理教室」 

  ６ 

 ６ 

 ６ 

15 

15 

14 

田無公民館 

 ２月16日 近代建築を学ぶ会 関東大震災と今 和次郎 ８ 17 谷戸公民館 

 ２月17日 市民自治井戸端会議 
マイナンバー制度は必要？ 

どうなる私たちのプライバシー 
４ ８ 柳沢公民館 

２月17日 
平和･民主・革新の日本をめ

ざす西東京の会 

日米安保条約は誰のためのもの

か？ 

問われる日本の主権 

   29 24 柳沢公民館 

２月23日 公民館をよりよくする会 

もっと知りたい公民館 

-考えてみよう足元から そして

これからに向けて- 

   ５ 29 柳沢公民館 

２月23日 

３月９日 
ＮＰＯを考える会 アイルランド音楽の魅力 

  ５ 

６ 

37 

33 

保谷駅前 

公民館 

３月３日 
西東京 菜の花エコ･プロ

ジェクト 

次世代につなぐ藻と深層水による

エネルギー 
   15 22 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 市内全戸配布   94,217部（号当たりの平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

対象 内        容 

延べ 

参加 

人数

（人） 

期    間 

青 

年 

期 

「くるみ学級」 939 
平成24年４月14日～ 

   平成25年３月24日（43回） 

キッズアカデミー・縄文体験編 78 
平成24年７月14日～10月７日 

           （５回） 

伝えるチカラを磨く プレゼンテーション講座 81 
平成24年11月４日～ 

    平成25年１月20日（11回）      

柳フェス！若者のオールジャンルフェスティバ

ル柳沢 
250 

平成25年１月10日～１月20日 

                    （３回） 

キッズアカデミー・さき織り体験編 ６ 
平成25年３月28日・３月29日 

            (２回） 

親
子 

キッズアカデミー・親子で手作り凧揚げ編 26 
平成25年１月５日・１月６日 

                    （２回) 

成 
 

人 
 

期 

子育て中の外国人女性のための日本語講座 582 
平成24年５月18日～ 

    平成25年３月15日（32回） 

乳幼児をもつお母さんのための講座 

「子育てママのはじめの一歩 ～わたしらしく

踏み出そう～」 

313 
平成24年５月23日～12月12日 

                   （22回） 

子育て中の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」 
166 

平成24年５月24日～７月13日 

                   （８回） 

人生再発見講座 174 
平成24年９月４日～ 

    平成25年１月15日（10回） 

歴史探訪＆健康増進講座 53 
平成24年９月26日～10月10日 

                    （３回） 

自然の色を楽しもう！～ウールを染めて小物づ

くり～ 
31 

平成24年９月29日・９月30日 

                    （２回） 

高齢化社会における知っておきたい法知識 81 
平成24年10月11日～11月１日 

                   （４回） 

防災訓練・地域と一体で 220 平成24年11月４日（１回） 

夢をカタチに！女性のための起業入門講座 198 
平成24年11月22日～ 

     平成25年２月28日（12回） 



視
聴
覚 

ムービールーム柳沢 1,159 
平成24年４月11日～ 

    平成25年３月29日（24回) 

地
域
交
流 

ロビーコンサート 797 
平成24年５月13日～ 

    平成25年３月10日（11回） 

勾玉作り   70 平成24年10月28日（１回） 

柳沢「元気の出る」演芸会 140 
平成24年12月18日・ 

平成25年３月12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 ３ 67 1,083 629 

自主グループ ２ 31 218 149 

保育室運営会議  ６ 33 24 

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  153 件  延べ利用者数 2,008人 

ウ 印刷機の利用件数  638 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 297 313 294 904 1,041 87 11,231 347 32 

第２会議室 304 306 223 833 1,041 80 9,566 347 28 

第３会議室 287 302 245 834 1,041 80 9,511 347 27 

視聴覚室 318 318 302 938 1,041 90 21,092 347 61 

工作室 277 317 197 791 1,041 76 6,678 347 19 

合 計 1,483 1,556 1,261 4,300 5,205 83 58,078  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 14 ８ 

本焼き 20 19 

 

(3) ロビーの利用状況 

期   間 内   容 団 体 名 等 

平成24年４月２日～８日 写真展 緑を守り活かす、まちづくり市民の会 

４月９日～14日 写真展 人形劇フェスタ実行委員会 

４月15日～21日 作品展 保谷油絵同好会 

４月24日～30日 作品展 朋画会 

６月３日～９日 写真展 フォトクラブ保谷 

６月12日～18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19日～24日 作品展 洋画三木会 

８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 

８月20日～26日 パネル展示 核戦争の恐ろしさを子どもらに伝える会 

９月３日～９日 写真展示 フォト光彩ほうや 

９月10日～16日 作品展 如月会 

９月25日～30日 作品展 しらかば会 

10月１日～７日 作品展 グループ群彩 

10月８日～14日 作品展 彩墨会 

10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 

10月23日～25日 作品展 全日本年金者組合西東京支部 

10月26日～29日 展示会 西東京市民文化祭実行委員会 

10月30日～11月４日 写真・作品展 西東京三田会 

11月５日～11日 パネル展示 平和のための戦争展 

11月19日～25日 作品展 彩友会 

11月27日～29日 写真展 原水爆禁止西東京協議会 

11月30日～12月６日 作品展 保谷カリグラフィの会 

12月８日～14日 作品展 写経と書の会 



12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 

12月22日～ 

          平成25年１月10日 
江戸凧展示 柳沢公民館 

平成25年１月15日～21日 活動報告 美美マンマ 

２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 

２月26日～３月４日 作品展 雅水会 

３月５日～10日 作品展 スケッチの会 

３月17日～23日 作品展 水彩木よう会 

３月26日～31日 作品展 篆刻の会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 
 
 
 

青 

年 

期 

「あめんぼ青年教室」  1,198 
平成24年４月７日～ 

  平成25年３月24日（49回）  

フードコーディネーターによる 

料理＆食材レッスン  ～夏～ 
31 平成24年７月27日・７月28日（２回） 

フードコーディネーターによる 

料理＆食材レッスン ～春～ 
   24 平成25年３月９日・３月10日（２回） 

親 

子 

エコ紙トンボ工作教室  69 平成24年12月23日(１回) 

成 

人 

期 

はじめての環境講座 94 平成24年５月１日～７月30日（11回） 

シニア対象講座「田無カレッジ」  532 
平成24年７月24日～ 

  平成25年３月５日（18回） 

現代社会の子育てビジョン 269 
平成24年９月11日～ 

  平成25年２月19日（18回） 

国際理解講座Ⅰ‐市民として考える国際協力‐ 347 

平成24年９月20日～11月29日 

 （Ａコース７回） 

平成24年12月６日～平成25年２月28日 

 （Ｂコース７回） 

ボタニカルアート講座（植物細密画） 58        平成24年９月21日～11月30日（６回） 

国際理解講座Ⅱ 楊さんのフランス留学談 

‐フランス文化と会話の基礎を学ぼう‐ 
    88 平成24年10月１月～11月19日 (５回) 

講演「公民館と地域コミュニティ」 27 平成24年10月12日(１回) 

障がいを理解する講座 100 平成25年１月12日～２月９日（６回） 

地
域
交
流 

田無公民館まつり 参加団体 延べ42団体 1,100 平成24年５月12日・５月13日(２回) 

田無公民館まつり「歌声コーナー」        60 平成24年５月13日(１回) 

第７回人形劇フェスタｉｎ西東京 1,349 平成24年７月８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 30 363 277 

自主グループ ６ 98 646 493 

保育室運営会議  ８ 65 77 

保育室プレ体験  ０ 親子 ０組 

 

イ 保育室の利用状況 

    利用件数 131件  延べ利用者数 1,442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 

実 習 室   249   274   285   808 1,041 78 9,918 347 29 

第一学習室   290   294   245   829 1,041 80 7,870 347 23 

第二学習室   309   317   229   855 1,041 82  10,625 347 31 

集 会 室   271   297   255   823 1,041 79 7,675 347 22 

視 聴 覚 室   327   333   303   963 1,041 93  16,073 347 46 

会 議 室   280   303   221   804 1,041 77 6,965 347 20 

合 計 1,726 1,818 1,538 5,082 6,246 81 59,126   171 

※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24年４月24日～27日 写真展 原水爆禁止西東京協議会 

５月12日～31日 東日本大震災復興支援絵馬展示 田無公民館まつり実行委員会 

６月８日～７月８日 田無公民館まつり写真展 田無公民館まつり実行委員会 

６月８日～８月５日 作品展 おりがみの集い 

７月９日～８月５日 西東京市植物写真展 田無公民館 



８月６日～18日 
「料理＆食材レッスン」講座報

告展 
田無公民館 

８月20日～24日 
「作って遊べるペットボトル工

作」ワークショップ 
田無公民館 協力（武蔵野大学学生） 

８月28日 
「ダンボールで恐竜を作ろう」

ワークショップ 
田無公民館 

９月８日～30日 屋敷林写真展 西東京 自然を見つめる会 

10月12日～24日 

    ・28日 
 あめんぼ青年教室作品展   田無公民館 

10月25日～27日 

10月29日～31日 
写真展 西東京 自然を見つめる会 

11月２日～28日 
「牛乳パックで紙トンボを作ろ

う」ワークショップ 
田無公民館 協力（Ｎｅｗカレッジ広場） 

   11月29日～12月２日 写真展 西東京 自然を見つめる会 

12月３日～９日 絵画展 ホワイトペーパー 

平成25年１月４日～16日  水墨画展   中国水墨画飛龍会 

１月23日～26日 写真展 原水爆禁止西東京協議会 

３月４日～29日 

東日本大震災を忘れない～

子どもたちからのメッセー

ジ～展示 

田無公民館 協力(エクラアニマル) 

３月７日・14日 

・21日・26日・28日 

創作民話アニメーション上

映会 
田無公民館 協力(エクラアニマル) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

折り紙でバラ作り講習会 58 平成24年６月６日～27日（４回） 

昆虫を木でつくる講習会 28 平成24年８月10日（１回） 

親
子 

チェス講習会  19 平成24年７月26日・27日(２回） 

成 
人 

期 

初心者のための地域活用講座～ソーシャルネット

ワークサービスで新たな地域コミュニティを創る～ 
11 平成 24年４月 13日（１回） 

乳幼児を育てている母親のための「子育てコーチ

ング講座」 
196 平成 24年４月 26日～９月 10 日（13回） 

ちいさな展示会 333 
平成 24年５月 15日～ 

  平成 25 年３月 14 日（12 回）  

バードカービング講座  69 平成 24年６月９日～７月７日 （５回） 

アロマセラピー講座           25 平成24年６月30日（１回） 

健康講座「ヨガティス」 89 平成24年９月14日～10月５日（４回） 

古典講座「暮らしに活きる陰陽五行」 145 平成24年９月19日～10月10日（４回） 

小学生までの子どもを持つ女性の講座 

「子育て中にキャリアデザイン」 
243 

平成24年９月20日～ 

  平成25年１月21日（14回） 

平和を考える講座～現代的課題から平和を考える～  25 平成24年10月９日・10月20日（２回） 

地域を考える講座「公民館で学び活動すること」 

～公民館ってどんなところ？～ 
28 平成24年10月18日（１回) 

自分らしく生きるために① 

あなたも子どもの一番のサポーターになろう 
20 平成24年11月10日（１回) 

中国水墨画講座 52 
平成 24年 11月 24 日 

  ・12 月８日・22日（３回） 

自分らしく生きるために② 

女性向け講座「こころとからだを守るセルフ・デ

ィフェンス（護身術）講座」 

10 平成24年12月１日（１回) 

自分らしく生きるために③ 

人と人とのよりよい関係をつくるために 

～デートＤＶ防止講座～ 

12 平成24年12月15日（１回) 



芝久保公民館30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でできること～ 
26 平成 25年１月 19日（１回） 

地域で創る教育ネットワーク講座 

～子どものハートにとどけ！おとな力～ 
20 平成 25年２月 23日（１回）  

マクロビオティック講座 

～体に優しいスイーツ作り～ 
23 平成 25年３月２日（１回） 

防災講座   48 平成 25年３月 21日･26日(２回） 

地
域
交
流 

第30回芝久保公民館まつり 参加団体 33団体 820 平成24年11月17日・18日（２回） 

第30回芝久保公民館まつり・公民館主催講座「イ

ンドネシア伝統舞踊」 
70 平成24年11月18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 27 439  357 

自主グループ ４ 72 544  451 

保育室運営会議   ９ 134   101 

保育室プレ体験   １ 親子 ３組 

 

イ 保育室の利用状況 

    利用件数 120件  延べ利用者数 1,531人 

ウ 印刷機の利用件数 270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  278   285  122   685 1,041 66  4,757 347 14 

第１学習室   231   241  83   555 1,041 53  7,032 347 20 

第２学習室  227   183  31   441 1,041 42  5,147 347 15 

和 室  233   241  80   554 1,041 53  5,745 347 17 

視 聴 覚 室   265   294  239   798 1,041 77  9,633 347 28 

合 計 1,234 1,244  555 3,033 5,205 58 32,314  94 

※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 内   容 団 体 名 等 

平成24年４月１日～28日 ちいさな展示会（切り絵展） 芝久保公民館 

５月１日～30日 ちいさな展示会（エコバック展及び講習会） 芝久保公民館 

６月１日～27日 
ちいさな展示会（ペーパークラフト展及び

折紙でバラ作り講習会） 
芝久保公民館 

６月21日～24日 写真展 原水爆禁止西東京協議会 

６月29日～７月12日 たんぽぽ幼児クラブ作品展 たんぽぽ幼児クラブ 

７月13日～27日 チェス展及びチェス体験講習会 チェスサークル 

７月31日 ダンボールで恐竜を作ろう講習会 公民館主催 ちいさな展示会 

８月２日～23日 
間伐材から生まれた木の昆虫展及び昆虫

を木で作る講習会 
西原自然公園を育成する会 

８月21日・22日 
ちいさな展示会（エコを考えるモノ作り講

習） 
芝久保公民館 

８月26日～30日 
ちいさな展示会（バードカービング講座の

作品展） 
芝久保公民館 

９月１日～16日 ステンドグラス展 ステンドサークル 

９月21日～10月８日 
ちいさな展示会（羊毛フェルト展及び羊毛

でコースター作り講習会） 
芝久保公民館 

10月12日～30日 
ちいさな展示会（ハートセーター展及び指

編みネックレス講習会） 
芝久保公民館 

11月２日～15日 

 ・21日 

ちいさな展示会（押花展及び押花でクリス

マスキャンドル講習会） 
芝久保公民館 

12月１日～25日 ステンドグラス展 ステンドグラスの会 

12月８日～ 

平成25年１月15日 

ちいさな展示会（中国水墨画講座の作品

展） 
芝久保公民館 

12月27日～ 

     平成25年１月25日 

ちいさな展示会（エコから生まれた革小物

展、かんたんレザークラフト講習会及び無

料相談会） 

芝久保公民館 



平成25年１月25日～２月11日 書初め展 西東京書道愛好会 

２月７日～３月14日 
ちいさな展示会（大豆びな展及び内裏びな

つくり講習会） 
芝久保公民館 

３月11日～３月31日 福島県新地町との交流報告 
第30回芝久保公民館まつり

実行委員会 

３月22日～24日 写真展 原水爆禁止西東京協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

青尐年文化講座～イギリス・フランス音楽をピアノとお話

しで～ 「ラブリー・クラシック・コンサート」 
22 平成24年７月15日・22日（２回） 

谷戸子やってみ隊 

「キツネ君人形を作って遊ぼう」 
13 平成24年８月８日（１回） 

谷戸子やってみ隊 

子ども料理講座「大豆ご飯と魚料理にチャレンジ！」 
11 平成25年１月26日（１回） 

親

子 

「発見しよう！絵本ワールド」 

～親子の真ん中に絵本を～ 
67 平成24年９月15日～10月６日（４回） 

成

人

期 

目指せ！エッセイ・ブログの達人 71 平成24年５月18日～６月29日（４回） 

乳幼児を持つ母親のための講座 

「輝く生命をつなぐ・ナチュラルママ」 
81 平成24年５月23日～10月10日（13回） 

農業を知る講座 913 
平成24年６月16日～ 

  平成25年３月16日（39回） 

エコで簡単！手作りドレッシング 17 平成24年７月10日(１回) 

「とどけよう！子どもの心におはなしを」 179 
平成24年９月19日～ 

  平成25年３月22日（16回） 

芸術・文化講座Ⅰ 美術編「幻想絵画の系譜」 

～19世紀末から横尾忠則まで～ 
65 平成24年11月４日～12月２日（３回） 

「江戸の健康法と風水」 

～養生から学ぶもの～ 
121 平成24年11月14日～12月12日（４回） 

エコ生活実践講座 

「ナチュラルリースを作ろう」 
16 平成24年11月20日（１回） 

芸術・文化講座Ⅱ 文学編「宮沢賢治の不思議」 

～童話の豊饒な世界～ 
98 
   平成24年12月11日～ 

            平成25年１月15日（３回） 

地域安全・安心教室 59 平成25年２月14日～３月23日（３回） 

現代学講座「被災地・紛争地の現在を知る」 

～新たな明日のために～ 
22 平成25年３月９日・16日（２回）     

視
聴
覚 

市民映画祭 中国映画上映「初恋の来た道」と二胡

演奏 
98 平成25年３月10日（１回） 



地
域
交
流 

第24回谷戸まつり 参加団体 37団体 4,500 

平成24年４月21日・22日（２回） 
第24回谷戸まつり公民館主催事業 

（①まつりＤｅコンサート②ココマナ・フラスタジ

オ） 

133 

 

(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 29 260  239 

自主グループ ５ 71 628  465 

保育室運営会議   ９ 128   91 

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 147件  延べ利用者数 1,730人 

ウ 印刷機の利用件数 427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   278   310  218  806 1,041 77  8,905 347 26 

講 座 室   246   275   227   748 1,041 72 5,465 347 16 

和 室   289   269   159   717 1,041 69 5,636 347 16 

視 聴 覚 室   324   318   278   920 1,041 88 14,868 347 43 

創 作 室   258   291  215   764 1,041 73  9,008 347 26 

合 計 1,395 1,463 1,097 3,955 5,205 76 43,882  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 内   容 団 体 名 等 

平成24年４月２日～９日 写真展 人形劇フェスタ実行委員会 

        ６月８日～22日 写真展 田無カメラ同好会 

        ６月27日～７月４日 作品展 エビス絵画 



７月11日～18日 作品展 中国水墨画龍の会 

９月25日～28日 写真展 原水爆禁止西東京協議会 

        10月20日 ハロウィーン けやき会  

11月28日～12月５日 作品展 エビス絵画 

12月７日～21日 写真展 田無カメラ同好会 

平成25年１月11日～25日 震災写真展 谷戸図書館 

３月１日～16日 現代学講座写真展 谷戸公民館  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

青年対象事業 ボサノバを歌おう♪ 41 平成25年１月26日～３月10日(７回) 

子ども文化体験講座 

～みんなで大正琴を弾いてみよう～ 
35 平成25年３月26日～29日（３回)   

親 

子 
 

親子リトミック講座 

‐音に合わせて愉しくからだを動かそう‐ 
220 平成24年５月23日～６月13日（３回） 

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！‐ 
180 平成24年８月25日～10月13日（５回） 

親子で体験! 防災講座 42 平成24年６月９日・23日(２回) 

 

成 
 

 

人 
 
 

期 
 

 自己表現講座 ～光であらわす・影であそぶ～ 69 平成24年５月25日～６月29日(６回） 

女性講座 ～キモチつながるここちよく～ 148 
平成24年９月21日～ 

  平成25年１月18日（12回） 

  カラダと環境にやさしい暮らしの講座 83 平成24年10月16日～11月27日(７回） 

セカンドライフ講座 ‐身体匠工房‐ 182 
平成24年11月10日～ 

  平成25年１月26日（６回） 

「絆の時代」の道徳の話をしよう ７ 平成24年11月17日・12月１日（２回） 

世界でひとつの手作り絵本をつくろう 137 
平成24年12月７日～ 

   平成25年３月１日(７回） 

地
域
交
流 

第４回ひばりが丘フェスティバル 参加団体 13団

体 
330 平成25年３月10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 19 217 186 

自主グループ ６ 103 808  475 

保育室運営会議  10 193 103 

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 129件  延べ利用者数 1,342人 

ウ 印刷機の利用件数 371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   286   287  267   840 951 88 13,460 317 42 

講 座 室 １   232   252   143   627 951 66  6,487 317 20 

講 座 室 ２   200   225   148   573 951 60  4,764 317 15 

講 座 室 ３   244   247   221   712 951 75  6,918 317 22 

和 室   203   176    72   451 951 47  3,108 317 10 

小 会 議 室   154   159    31   344 951 36  1,791 317  ６ 

合 計 1,319 1,346   882 3,547 5,706 62 36,528  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 

※空調工事のため、７月１日～31日休館 

 

(2) ロビーの利用状況 

期   間 内   容 団 体 名 等 

平成24年４月１日～30日 作品展 ラベンダー絵の会 

４月１日～平成25年３月31日 作品展 絵手紙蔕の会 

５月１日～31日 作品展 ラベンダー絵の会 

６月４日～30日 作品展 折りづるの会 

10月２日～31日 作品展 折りづるの会 

    11月19日～30日 お手紙展示 中原小学校２年生生活科見学の児童たち 

平成25年２月１日～28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 

 

 

 

 

 

 



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 

延べ 

参加 

人数

（人） 

期    間 

青 

年 

期 

ペーパーグライダーの工作と飛行実験 23 平成24年６月24日（１回） 

身近な材料を使って手すきの和紙をつくろう 25 平成24年７月29日（１回） 

お手玉作りをお裁縫からはじめると 40 
平成24年10月14日・11月24日 

（２回） 

丸太切りと木の実で立体工作 40 
平成24年11月18日・12月２日 

（２回） 

ロボットを作ろう 50 平成25年２月16日・24日（２回） 

親 

子 

お父さんと味噌作りに挑戦しよう 18 平成24年４月28日（１回） 

世界に一つの樹木図鑑を作ろう 54 平成24年７月22日（１回） 

親子でマジシャンになろう 85 
平成24年８月３日～８月17日 

（３回） 

たき火で芋と餅を焼こう 61 平成25年１月26日（１回） 

成 

人 

期 

ケータイ安全活用体験入門講座 40 
平成24年４月25日・12月26日 

（２回） 

女性講座「しなやかに、したたかに生きる」 162 
平成24年７月４日～10月３日                     

(10回) 

西東京市の予算と決算をトコトンとことん理解する 156 
平成24年７月19日～11月８日 

（11回） 

盲導犬についてのお話と歩行訓練体験 24 平成24年７月20日（１回） 

樹木医と巡る樹木観察 62 
平成24年９月11日～９月25日 

（３回） 

初心者のための――ブログってなあに 49 
平成24年11月28日・12月12日 

（２回） 

どうする！環境とエネルギー 20 
平成24年12月７日～12月21日 

                     （３回） 



薬膳講座――発酵食品を味わう 111 
平成24年12月18日～ 

平成25年２月８日（５回） 

いじめに立ち向かう 15 
平成25年１月25日・２月１日 

                   （２回） 

自分で修理して快適な暮らしを―――ＤＩＹ（Ｄｏ 

Ｉｔ Ｙｏｕｒｓｅｌｆ）を楽しむ 
74 

平成25年１月30日～２月27日 

                  （３回） 

視
聴
覚 

ドキュメンタリー映画を通して｢今｣を考える 130 
平成24年５月23日～ 

  平成25年２月22日 （６回） 

地
域
交
流 

保谷駅前公民館サークル発表会 

第４回ジョイントコンサート 参加団体 ５団体 
200 平成24年７月28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 5,083枚 

 ウ 駐車場料金障害者割引件数 40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 323 353 329 1,005 1,041 97  16,602 347  48 

第一会議室 243 268 235   746 1,041 72   5,709 347  16 

第二会議室 260 311 275   846 1,041 81  10,411 347  30 

第三会議室 267 283 253   803 1,041 77   6,147 347  18 

第四会議室 204 230 242 234 189 241 1,340 2,082 64   5,411 347   16 

合 計 1,527 1,691 1,522 4,740 6,246  76  44,280  128 

※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24年４月４日～10日 写真展 ふれあい協議会写真クラブ 

    ６月３日～９日 習画展 素墨会 

10月10日～16日 写真展 ふれあい協議会写真クラブ 

11月４日～11日 写経展 東町長交会 



11月13日～20日 書道展 麗峰会 

11月25日～12月４日 写真展 保谷駅前図書館 

平成25年１月29日～２月５日 書道展 麗峰会 

 

 


