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№ １

『 地 域 フ ォ ー ラ ム 』 か ら

１０月１１日に春光台公民館で「地域フォーラム」を開催しました。公民館の運営状況やアン
ケートの集約結果について説明し、出席者の皆さんと一緒に意見交換をしました。＜１０名参加＞

〈理事長〉 今日は旭川市の公民館について知っていただくとともに、この春光台公 民館の利用
について皆様の意見を聞かせてもらいたいと思います。

〈事務局〉 公民館の基本的な運営方針と下記について報告します。
・春光台公民館２７年度の事業、２８年度の計画と実施状況
・旭川市公民館２７年度の事業及び施設利用状況
また、公民館で組んでいる地域活性化事業の「水芭蕉の観察会」、「健康ウォーキ

ング」、「風のギャラリー」などについて説明します。

〈理事長〉 公民館が指定管理者制度になってから３年目。当初から利用人数が増えてほしいと
願っていました。これからも公共施設として、利用者の適切な要望を取り入れながら
地域の皆さんに積極的に利用願いたいし、それが地域貢献につながるとよいと思って
います。

〈事務局〉 続いて、アンケートについては、今年は１１６枚の回収がありました。要望や改善
点について、可能なところから取り組んでいきたい思います。なお、昨年度の要望に
ついてカーテンの更新など改善に努めてきました。

〈理事長〉 アンケート集約の内容に関して、皆さんと意見交換したいと思います。

〈参加者〉 アンケートに書かれているようなくつろげるスペースがあるとよいが。

〈事務局〉 公民館は、各部屋で有意義に活動できることを第１に考えられており、ゆっくりと
休んだりできるスペースについては、十分でないと感じています。

〈理事長〉 そういった点も今後可能なところで配慮していけたらよいと思います。

〈参加者〉 「ふれあいサロン」の利用について、利用状況のところでは表記されていないよう
ですが、違うくくりで示されているのでしょうか。

〈事務局〉 公民館の事業や共催での事業ではないので、表記された範囲の中で事業名を示して
いませんが、年間の公民館の利用人数の中に含まれています。地域の皆さんのボラン
ティア的な活動として、今後も大事にしていきたいものです。

〈参加者〉 また、サークル活動をしている方の広がりと若返りが課題だと思います。若い世代
の方々はあまり感心がないのだろうかと感じたりしています。

〈参加者〉 先日実施した公民館文化祭の地域作品展では、サークル以外の方の作品が展示され、
地域の人材の再発見につながった感じがします。

〈理事長〉 文化祭で行ったサークルさんの体験コーナーは良かったです。各サークルでもそん
な体験コーナーに取り組むことで、若い方々にも興味・感心を高めてもらい、会員を
増やすきっかけになるのではないかと思います。

〈参加者〉 文化祭の機会だけでなく、何か体験して感じてもらう場面を取り入れるとよい
のではないかと思います。

〈理事長〉 サークルで仲間をより増やしていくことが大切で、いろいろな意見を出したり聞い
たりし、また、体験の場なども工夫していけたらよいと思います。

本日はお忙しい中を集まっていただき、ご意見をいただきまして、ありがとうござ
いました。



№ ２

公民館利用者のアンケート結果と改善に向けて

春光台公民館を利用の皆様から意見・感想をお聞きするため、館内にアンケート用紙を置き、

サークル団体さんをはじめ来館された方々への協力をお願いしました。

過日、いただいたアンケートを集約し、地域フォーラムの会議で意見交換をしましたので、

お知らせします。いただいた意見や感想は今後に生かしていきたいと思いますので、これからも

公民館の積極的な活用をお願いいたします。

アンケート期間 ９月５日～１０月４日 アンケート回収枚数 １１６枚

１ 施設管理面について
問１ 施設・貸出物品は快適に使えますか？

良 い ７９名（７１．２％）
概ね良い ２６名（２３．４％） 【改善に向けての意見】
要改善 ６名 （５．４％） ・新しい台（卓球台）がほしい。
無記入 ５名 ・用具入れの置き場が狭く、もう少し広いスペースがほしい。

・テーブルの出し入れが年と共に大変。
・駐車場が狭い ・洋式のトイレの増設 ・急須を新しく
・レールカーテンのほこりが気になる。
・町村の方でも本の貸し出しをできるようにしてほしい。

・卓球台について点検し、現在のところ修繕箇所はありませんが、台は重いので台の開閉は複数
の人数で気を付けて行っていただくようお願いします。

・手狭な状況は感じられますが、用具置き場のスペースには限りがあるので、各団体の皆さんに
は収納物や収納の仕方の工夫をお願いしたいと思います。

・洋式のトイレの増設は、施設設備の関係から市と相談していきたいと思います。
・中央図書館では、市内での長期滞在が確認されれば図書カードを発行できるとのことです。
・今年度は、昨年要望のあった和室のカーテンを新たに設置し、講堂のカーテンも新しいものに

取り替えました。また、つぎはぎの目立っていた和室の障子は、文化祭の前に利用団体さんの
奉仕作業で張り替えていただきました。

問２ 職員の対応は丁寧ですか？

良 い １０１名（８７．８％） 【改善に向けての意見】
概ね良い １３名（１１．３％） ・名札を付けていますか。
要改善 １名 （０．９％） 【良い点としての意見】
無記入 １名 ・職員さんは丁寧です。

・名札は用意しており、日常身に付けるよう心がけます。

問３ 公民館は交流や情報交換の場になっていますか？

なっている ８３名（７２．２％） 【改善に向けての意見】
まあまあ ３２名（２７．８％） ・ひと休みする所があれば楽しいと思う。
不十分 ０名
無記入 １名

・ゆっくりとくつろげる交流のスペースはありませんが、掲示物や各種案内物などを気持ちよく
見ていただける環境づくりに今後も配慮していきます。



№ ３
問４ 公民館からの情報提供は役に立っていますか？

良 い ６２名（５５．９％） 【改善に向けての意見】

概ね良い ４８名（４３．２％） ・公民館だよりが町内に行き渡っていないように思う。

要改善 １名 （０．９％）

無記入 ５名

・「公民館だより」は、市民委員会の総務さんから町内会長さん、班長さんを通して配布をお願

いしています（第１号 → 全戸配布、 第２号以降 → 班内回覧）。できるだけ余裕をもって

配布依頼するよう今後も心がけていきます。

２ 公民館講座について

問１ 公民館の講座に参加したことはありますか？

は い ６６名（５７．９％）

いいえ ４８名（４２．１％）

無記入 ２名
↓

問２ 講座内容はあなたの役に立ちましたか？

は い ５１名（７７．３％）

まあまあ １５名（２２．７％）

いいえ ０名

無記入 ０名
↓

問３ 講座を通じて新たな人とのつながりができましたか？

は い ４８名（７３．８％）

まあまあ １７名（２６．２％）

いいえ ０名

無記入 １名

３ ボランティア活動について

◎ あなたはボランティア活動をしていますか？ (町内会活動も含みます)

は い ５４名 ⇒ ・町内会活動（清掃活動、花壇整備など）

（４８．６％） ・施設訪問（介護施設での演奏会、踊り、他の福祉活動）

いいえ ５７名 ・地区センター清掃

（５１．４％） ・老人会でシニア向け料理教室

無記入 ５名 ・ふれあいサロン

・子供の福祉ボランティア

・通学時の見守り

・医療通訳ボランティア通訳

・留学生の支援団体

・ネイチャーガイド

・イベント手伝い

・道立旭川美術館

・ここ数年では４割以上の方が何らかのボランティア活動に参加している傾向が続いています。



№ ４

高齢の皆さんが楽しく集って

公民館には、春光台に住む高齢者の皆さんが、楽し
く集い、心身の健康を大事にした講座があります。

春光台社会福祉協議会が主催する「ふれあいサ
ロン」は、健康チェックや昼食会など月１回の催し “ふれあいサロン”

を行っています。

また、公民館と地域包括支援センターとの共催した
事業が３つあります。

「きらきら脳トレクラブ」（毎週火曜日 １４時より）

→ 音読や簡単な計算、ゲームを楽しみます。

「運動講座」（第２第４木曜日を基本 １４時より）

→ 椅子に座りながらいろいろな運動をします。 “運 動 講 座”

「ゆうゆう生活講座」（年 10回）では、毎回テーマを

もち、専門の講師の方による講話を聞いています。
この講座は、毎回市の広報誌「あさひばし」に掲載

して広くご案内しています。

“きらきら脳トレクラブ”

高 台 通 学 合 宿 から 春光台公民館に寝泊まりしながら通学する「高台通学

合宿」を８月下旬に実施しました。
今年で３年目になりました。４年生から６年生を対象

に募集を上回る２６名の参加希望があり、２泊３日の日
程で合宿生活をしました。

合宿期間はゲーム機や携帯電話の持ち込みはできませ
んし、テレビも見ません。朝は６時に起き、ラジオ体操
と朝の散歩をし、朝食をとって登校します。

学校から帰った後は、宿題や課題など公民館で１時間
の学習時間があります。夕食の後は、鷹栖町の施設での
入浴、お話し会や花火、外国の方との交流などを２日間
で体験しました。最終日には旭山動物園の見学にも行っ
てきました。

合宿を終えて参加した児童からは、こんな感想が
ありました。（作文から一部抜粋）

「私は、通学合宿をしてみて、きそく正しい生活
を学べました。また、いつもより長い時間を友達と
過ごせたので楽しい三日間になりました。」

「２日間しかないので、時間を大切にしながらこ
の通学合宿を過ごしました。ほとんどの出来事が楽
しかったです。

この通学合宿が、参加した子どもたちにとって、
春光台公民館で寝食を共にし、地域の大人たちとかかわりながら、楽しい体験と規則正しい生活
を学ぶよい機会になったのであれば、うれしく思います。



№ ５
№１では高齢者がかかわる事業をお知らせし

子 育 て 支 援 事 業 ましたが、№２では、子育て支援事業をご紹介
します。

◇月に１回（原則 第４月曜日）１０時～１２時
◇乳幼児と保護者を対象にした交流の場です。

子育てサロン ぴかぴか ＜主催：春光台地区民生児童委員協議会＞
＜共催：春光台地区社会福祉協議会＞

◇月に１回（原則 第２金曜日）１０時～１２時
あつまれ～出張ひろばin春光台 ◇乳幼児と保護者を対象にした交流の場です。

＜主催：旭川市子育て支援センター＞

◇年に５回、１０時～１２時
子育ひろば・れっつクック ◇乳幼児と保護者を対象にした「おやつ作り」の講

座です。おやつ作りの講師とともに保育士が来て
乳幼児のお世話をします。＜主催：春光台公民館＞

親と子のふれあい講座
～ 絵本の読み聞かせ・もちつき ～

１２月６日（火）には、乳幼児と保護者が参加した
「絵本の読み聞かせ」と「親子もちつき」を実施しま
した。１０組の皆さんに参加いただき、もちつきは、
小さな臼と杵を使って楽しそうでした。

＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊

春光台・鷹の巣まちづく

多世代ふれあい交流会 り推進協議会の事業として、
「高台通学合宿」に続き
「多世代ふれあい交流会」
が１０月３０日に開催され
ました。

公民館か事務局となり、
当日は、春光台地区センタ
ーを会場に２００名以上の
地域の皆さんが参加する大
きな催しになりました。

４つの老人クラブとふれ
あいサロンの皆さんを地域
の消防団員の方々がバスで
送迎しました。

交流会の午前中は、地元の
活動団体や小学校吹奏楽部による発表会で、昼食は、市民委員会の女性部が中心になりカレーラ
イスが用意されました。小学生やボランティア参加の中学生が配膳を手伝いました。午後からは、
軽スポーツを楽しみました。

高齢者の皆さんと小学生・中学生、地元で活動するサークル団体、市民委員会を主体にした実
行委員など幅広い世代の皆さんが集まり、災害時を想定したバス輸送や炊き出しも兼ねて、多世
代ふれあい交流会が実施されました。


