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公 民 館 だ よ り
〒０７１－８１４３ 旭川市春光台３条３丁目４番１４号 ℡・ FAX ５３－５６２０

春光台公民館の運営から

春光台公民館運営理事会 理事長 竹内 訓

令和元年、最初の公民館だよりに指定管理者契約の更新と昨年度実
施されました大きな新施設整備と施設改修についてご報告します。

¶公民館指定管理者として更に５年間の契約更新
平成２６年４月からの指定管理者としての契約期間が今年３月で終了

となりましたので、常任理事会で協議し旭川市との指定管理者契約を更
新しました。今後５年間の予算配分も決定いたしましたが、教育委員会事
業課もいろいろと考慮してくれました。
春光台公民館の現状から見てまだまだ修理が必要なところも多くありますが、予算の関係ですぐに

は実施できなくても、利用者の声に耳を傾けながら、これから５年間で着実に実施し、皆さんの期待
に応えていく所存です。

¶昨年度の施設の整備･改修から

１ 第２駐車場の整備
公民館に向かって左側、これまでの土の階段を登った所の空き地は、２０年ほど前まではゲートボ

ール場として使われておりました。最盛期には、早朝から大勢のお年寄りたちが集まりゲームを楽し
む光景が見られました。しかし、パークゴルフが登場してからはゲートボールをする方も減ってしま
い、ほとんど使用されることなく、臨時の駐車場として使われていました。ただし、元々が粘土質のた
め融雪時や降雨時にはぬかるみ、使えても晴天時の表土が乾燥した夏の間だけでした。
１０数年前から、この空き地を新しい駐車スペースとして整備してほしいという利用者からの強い要

望だ出されておりました。私が市民委員会会長であった時、地域の要望として行政にお願いしたこと
もあります。また、今は故人となられた園田議員を通して教育委員会にも働きかけていただこともあり
ました。
そして、昨年、長年に渡る地域の要望が遂に実現しまし

た。その整備予算が認められたのを知ったのは、園田議員
のお葬式後間もない頃だったと記憶しております。
その時、この新しい駐車場は議員からのこの地域の人た
ちへの遺品だとさえ思われました。
今回、整備された駐車場は舗装部には１０台が駐車でき

ます。さらに、舗装されていない砂利部分にも降雨時でさ
え、１０台ほど駐車できるスペースがあります。
また、コンクリート製の階段も新たに設置されておりますの
で、雪や雨の日でも足をすべらせる心配もなく安心して利
用できます。

２ 自転車置き場（駐輪場）の改修
これまで駐輪場の支柱は溶接部が剥がれたり曲がったり、屋根も錆びて破損や塗装欠落もありま

した。最初は、曲がった支柱の修理と屋根を含めての塗装だけを考えておりましたが、将来的なこと
を考慮し、屋根の鉄板材も張り替えることとしました。
綺麗に新しく改修された駐輪場には、これからも自転車やバイクが停められます。新しい色合いに

お化粧直しされても、曲がった支柱が真っ直ぐになり、錆びた屋根が張り替えられても、彼ら（自転車
やバイク）が喜んだりすることはないのでしょうが、利用者の方々が気持ちよくご利用していただける
ならば、やはりそれに越したことはないでしょう。



雪解けが例年より遅いように感じられますが，それでも日に日に春めいた陽気となってきました。
地域の皆様には、日ごろより春光台公民館をご利用いただき、また公民館事業に対しましてご理

解とご協力いただいておりますことにお礼を申し上げます。
さて、とうとう元号も平成から令和に替わりましたが、春光台公民館は平成２６年度から指定管理

者制度が導入されてから早いもので今年で６年目を迎えております。
今年度も地域の社会教育施設として、皆さんに親しんでもらえる主催・共催事業の推進ときめ細や

かな情報発信に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いたします。
今回は今年度予定されている事業や諸活動についてお知らせをさせていただきます。

定期的な事業

◇百寿大学（年１８日３６回） ◇ゆうゆう生活講座（年１０回）
◇市民学級（年１２回） ◇子育てサロンぴかぴか（年１１回）
◇運動講座（年２４回） ◇あつまれ出張ひろば（年１２回）
◇公民館文化祭（９月２７日～９月２９日） ◇れっつクック（年５回）

青少年向けの事業

◇体験活動 in江丹別（４／２０・２１） ◇ザ・怪談（７／１３）
◇キャンプ in春光台（７／２７・２８） ◇キャンドルの夕べ（１２／１４）
◇第６回高台通学合宿（８／２９～３１） ◇子ども居場所づくり（通年土曜日）

開放事業（どなたでも無料で利用できます）

◇卓球（毎週土曜日 １３時～１７時） ◇囲碁（毎週土曜日 １３時～１７時）
◇ミニテニス（毎週火曜日 １３時～１７時）

地域性を生かした季節ごとでの講座

◇地域再発見講座：「水芭蕉見学講座」（４／２７）、「風のギャラリー探索講座」(９月)
◇健康関係講座 ：「健康ウオーキング」（７／１３と９月）、「健康講座」（１０月）
◇親子工作（７／２１）・陶芸教室（８／４、１２／２２）
◇子ども囲碁・将棋（夏・冬休み期間中）・百人一首教室（冬休み期間中）

平成３１年度 春光台公民館 市民学級生募集
例年開講されている「市民学級」の受講生を今年も募集します。旭川医大等の講師から健康

についてのお話を聞いたり、軽スポーツや民謡や落語などの文化鑑賞、視察研修の他にも、例
年、自主研修として宿泊研修や「トマトジュースづくり」も実施しています。
年間１２回の講座で年会費３，０００円となっておりますが、そのほかに内容によって教材費や参
加費が必要な講座もあります。
５月１４日（火）の開講式から、来年２月１８日（火）の閉講式まで原則火曜日が講座日です。
４月１７日(金)から受付をしておりますので、皆さんからの申し込みをお待ちしております。

※ 事業内容や貸し室状況についてのお問い合わせは、９：００～１７：００公民館まで。
ただし、祝日と年末年始は市内の全公民館が休館日となっております



一緒にやってみませんか！！
定期的なサークル活動 お問い合わせは、公民館にご連絡ください

種 別 団 体 名 会員数 活 動 日 時 間 帯 会費（月額)

コンピュータ 春光台PCクラブ １４ 毎週金曜 １３～１７ ２，０００

コンピュータ パソコンサークル｢かんたん｣ １５ 毎週金曜 １０～１２ ２，０００

絵 画 絵画ｻ ｸーﾙ「やどり木会」 １２ 毎週月曜 １０～１２ ２，３００

彫 刻 春光台公民館木彫サークル ６ 毎週火曜 １０～１２ ３００

書 道 子どものためのお習字ｻ ｸーﾙ １１ 毎週月曜 １５～１７ ２，８００

書 道 春光台公民館書道ｻ ｸーﾙ ７ 毎週水曜 １０～１２ ２，７００

コーラス 女声合唱花すみれ ９ 第1,3,4水曜 １３～１５ ２，５００

歌 謡 寄生木カラオケ同好会 １４ 毎週土曜 １３～１７ １，５００

邦楽器 なかよしキーハープ ５ 第1,2,3土曜 ９～１２ ３，０００

邦楽器 なでしこ琴乃会（大正琴） ６ 毎週木曜 １３～１７ ３，０００

邦楽器 なでしこ琴乃会わかば（大正琴） ８ 毎週木曜 ９～１２ ３，０００

社交ダンス 春光台公民館社交ダンス同好会 ９ 第1,2,3,4火曜 １９～２１ ２，５００

フォークダンス 春光台公民館ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ １１ 第1,2,3,4月曜 １３～１５ １，０００

日本舞踊 日本現代舞踊愛好会 ７ 毎週木曜 １３～１７ １，５００

その他の舞踊 家族洗隊福レンジャー １３ 第３水曜 １９～２１ ５００

茶 道 春光台公民館茶道ｻ ｸーﾙ ５ 第2,4火曜 １０～１２ ２，０００

卓 球 春光台公民館ﾔﾝｸﾞﾊﾟﾜｰｽﾞｻｰｸﾙ ２１ 毎週木曜 １０～１２ ５００

テニス 春光台ミニテニスｻー ｸﾙ １１ 毎週水曜 ９～１２ ５００

空 手 春光台少年空手道同好会 １３ 毎週木曜 １８～２１ ４，０００

その他の格闘技 テコンドーサークル １３ 毎週土曜 １８～２１ ２，０００

太極拳 春光台太極拳クラブ １２ 毎週火曜 １０～１２ ４００

太極拳 太極拳同好会 １９ 毎週土曜 １０～１２ １，０００

その他の体力作り 高台チャレンジクラブ ３４ 不定期 不定期 年１，０００

その他の体力作り 旭川ヨーヨーサークル ５ 不定期 １３～１７ １，０００

手芸絵 春光台公民館押し花絵ｻｰｸﾙ ８ 第2,4水曜 １０～１５ １，０００

手芸絵 ハガキ絵サークル １１ 第1,3月曜 １０～１２ ９００

手芸絵 春光台公民館紙睦会 ６ 第2,3月曜 １０～１５ ５００

囲 碁 春光台公民館囲碁サークル ２０ 毎週水曜 １３～１７ ２００



今年度の春光台公民館での事業・催し

これまでも紹介してきました“子育て支援”講座や“シニア世代の方々の健康“に関する講座の
他にも、季節ごとでの春光台の特色を生かした事業、児童・生徒対象の講座や催事を行ってい
ます。

¶ 地域の特色を生かしたり 健康づくりの事業

◇「水芭蕉の観察会」 →４月２７日（土）実施予定。詳細は回覧文書をご覧ください。
◇「健康ウォーキング」→ 年２回（７月１３日、９月中旬）並びに「健康講座」
◇「風のギャラリー」 →９月中旬、北海道療育園内の彫刻群の鑑賞）

¶ 主に地域の児童・生徒たちを対象にした事業

◇「高台通学合宿」（宿泊体験）→ 小学生高学年対象，８月２９日～３１日（２泊３日）実施
◇「子ども囲碁・将棋」（夏休み・冬休み中に開催 ＊冬は百人一首も行います）
◇「ザ・怪談」（７月１３日（土）６時：地域のおはなし会より）
◇「親子陶芸教室」（８月４日，１２月２２日実施）
◇「親子工作教室」（７月２１日実施予定）

＜青少年育成部との共催事業＞
◇「体験活動 in江丹別」 → ４月２０日、２１日（１泊２日）
◇「キャンプ大会 in春光台」 → ７月２７日・２８日(１泊２日)
◇「キャンドルの夕べ」 → １２月１４日(土)

¶ 施 設 開 放 事 業

◇卓球（毎週土曜日 １３時～１７時）
◇囲碁（毎週土曜日 １３時～１７時）
◇ミニテニス（毎週火曜日 １３時～１７時）

職員の異動
本年３月３１日をもって、施設管理員の大久保 義隆 さんがご退任されること

になました。大久保さんは小学校校長をご退職され、平成２４年４月から春光台
公民館の専門指導員として、平成２６年４月から２８年３月までは館長として、さ
らには施設管理員として今年の３月まで、通算では７年間の長きにわたり、私た
ちの春光台公民館の運営管理にご尽力いただきました。
そのお人柄や仕事ぶりは皆さんもよくご存知ではないとは思いますが、いつも

明るく親切でその対応ぶりは来館者の方々からとても信頼されておりました。こ
れまでたいへんお世話になり、ありがとうございました。

さて、その後任として、この４月から新たに施設管理員
として着任されている 小林 幹雄 さんを皆さんにご紹介します。
小林さんは自衛隊を定年退職され、一旦は民間企業に勤務されたのち，春光

台のご自宅で起業されております。
この４月からは平日（１６：４５～２２：００）と土・日曜日（８：３０～２２：００）の公

民館の施設管理及び来館者対応に従事されております。ぜひ、来館の際には、
親しくお声をかけていただければと思います。

～平成３１年度 春光台公民館職員～
〈館長〉上原 主美 〈専門指導員〉藤村 護 〈事務補助員〉高橋 修
〈施設管理職員〉棚田 省三，小林 幹雄
これからも地域の皆様から親しみをもってご利用いただける公民館を目指して努めますで、どうぞ今

年度もよろしくお願いいたします。
＜理事長 竹 内 訓＞


