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1.  第１期活動計画の見直し 
 

 第二次新磯公民館振興計画は、地域の特性をとらえた様々な活動を通

して地域社会に貢献し、生涯学習の拠点として活動するための方向性や

目標を示すものですが、政令指定都市への移行や圏央道相模原インター

チェンジの開設などの社会情勢の変化に対応するため、 平成２７年４月

に１０年間の計画として策定されました。 

策定にあたり、計画期間内における公民館を取り巻く環境や利用者ニ

ーズの変化などに対応するため、３年ごとに公民館活動の現状分析、課

題の整理をふまえて、活動計画を見直すこととしました。 

 

第１期活動計画  平成 27 年度 ～ 29 年度 

第２期活動計画  平成 30 年度 ～ 32 年度 

第３期活動計画  平成 33 年度 ～ 36 年度 

 

そのため、第１期活動計画の最終年度である平成２９年度に、１年間

をかけて、第１期活動計画の評価・見直しを行い、第２期活動計画を策

定しました。 

 

 

 

2.  第１期活動計画の評価・見直しの方法 
 

第二次新磯公民館振興計画の策定では、「第二次新磯公民館振興計画策

定検討委員会」を設置しました。 

今回の活動計画の評価・見直しについては、新たに、新磯公民館運営

協議会内に「新磯公民館振興計画活動計画評価策定委員会」（以下、評価

委員会という。）を設置し、第１期活動計画の評価・見直し、第２期活動

計画の策定を行いました。 

評価委員会では、事業の見学などの方法も取り入れながら、評価等を

実施することとしました。 
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3.  第１期活動計画期間の状況 
 

（1）利用者数の推移と利用状況 

 

 表１ 新磯公民館利用状況 

年度 利用者数 利用団体数 
1団体当たりの

人数 
 利用率 

平成 26 年度 43,365 3,350 12.9  54.8 

平成 27 年度 40,468 3,193 12.7  53.4 

平成 28 年度 38,997 3,175 12.3  52.7 

 

表２ 参考 旧４町地域の公民館を除く 23 公民館の利用状況 

年度 利用者数 利用団体数 
1団体当たりの

人数 
 利用率 

平成 26 年度 1,434,348 113,414 12.6  68.1 

平成 27 年度 1,514,941 115,515 13.1  66.0 

平成 28 年度 1,481,175 113,991 13.0  65.4 

  ※旧４町地域の公民館（城山、津久井中央、青根、相模湖、千木良、

藤野中央、沢井、牧野、佐野川） 

  ※利用率とは、実際に利用したコマ（時間区分）数を全てのコマ数で

割った値 

  ※平成 29 年度は、未集計である。 

 

利用団体数、利用者数ともに若干減少傾向にあり、１団体当たり人数

が示すとおり、サークル会員の少人数化が進行しています。 

これは、少子高齢化や人口減少、活動場所の多様化、若者・子育て世

代にゆとりがないなど様々な社会的な要因が考えられますが、表２の「23

公民館の利用状況」における利用率の減少が示すとおり、市全体の傾向

であると思われます。 

また、曜日別の利用状況を見ますと、土・日・祝日より平日の方が利

用率が高く、これも市全体の傾向であると思われます。 

一方で、新磯公民館の利用率は、表２で示した利用率と比較して、 

すべての年度で１０ポイント以上の差が生じており、利用率の向上に向

けサークルの育成指導などの工夫が必要となっています。 

 

 ２ 



 

（2）公民館主催事業の実施状況 

年度 
学級・ 

講座 
講習会 

発表・ 

展示会 
大会 つどい 全体 

平成 

26年度 

事業 12 4 1 2 6 25 

参加者 1,279 173 1,000 1,919 1,327 5,698 

平成 

27年度 

事業 11 4 1 2 6 24 

参加者 1,138 224 1,000 1,885 1,135 5,382 

平成 

28年度 

事業 11 6 1 2 6 26 

参加者 1,167 224 1,100 110 1,222 3,823 

平成 

29年度 

事業 13 7 1 2 5 28 

参加者 1,285 248 1,200 2,097 1,096 5,926 

※平成２９年度は、暫定の数値である。 

 

上の表は、新磯公民館の専門部や実行委員会が行った事業の推移です

が、平成２８年度は、荒天により、ふるさとまつり、レクリエーション

大会が中止となり参加者が大幅に減少していますが、それを除くと、第

１期活動期間内の事業数、参加者数ともにあまり変化が見られないとい

う結果となりました。 

主催事業の参加者を増やすためには、新たな視点からの事業への工夫

や情報発信が必要となっています。 

 

4.  第１期活動計画の評価 
 

（1）第１期活動計画の評価 

  第１期 ３年間の事業結果については、天候に左右されることもありま

したが、概ね当初の計画どおり事業実施できており、評価委員会の評価

は以下のとおりです。 

 

 第１期活動計画 評価 

 学習・文化事業 

 (1) 地域住民が気軽に参加し、仲

間をつくり、共に学び楽しむ

ことのできる魅力的な事業の

実施 

・参加費がかからない事業の展開

など、地域住民が気軽に参加し、

仲間をつくり、共に学び楽しむ

ことのできる事業が実施できて

いる。 

３ 



 

 (2) 公民館サークル並びに専門部

等との連携による事業の実施 

・サークルが主体となり、自主企

画提案事業を実施することがで

きた。 

 (3) 地域の自然、文化に親しむ事

業の実施 

・ほたるの観察など、地域の自然、

文化に親しむ事業が実施できて

いる。 

 体育・レクリエーション・健康づくり事業  

 (1) スポーツ・レクリエーション

を通じて、地域住民の親睦と

連帯を図る事業の実施 

・レクリエーション大会や球技大

会など、地域住民の親睦、連帯

を図る事業が実施できている。 

・専門部や地域のスポーツ団体、

特に新磯地区健康づくり普及員

協議会との連携が十分図られて

いる。 

 (2) 健康づくり普及員協議会との

連携等による健康の維持増進

のための事業の実施 

 (3) スポーツ・レクリエーション

サークル等の自主的な活動の

支援と推進 

 (4) 公民館サークル並びに専門部

等との連携による事業の実施 

 青少年事業   

 (1) 青少年が興味や関心を持ち、

自主的に参加できる事業の実

施 

・こどもたちが事業の企画段階か

ら参加するなど、主体的な参加

が図られている。 

 (2) 青少年が地域の人々とのふれ

あい、交流のできる事業の実

施 

・事業協力員が積極的に事業に参

加し、地域等の交流が図られて

いる。 

 (3) 専門部、学校等との連携の強

化 

・相陽中学校（吹奏楽部・演劇部・

科学部の発表、協力ボランティ

アの依頼）、新磯小学校（生徒の

発表の場の提供）との連携及び

学校を通じたチラシ配布など公

民館事業の周知をしている。 

 (4) 地域リーダー養成の支援 ・合同研修会を実施している。 
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 広報事業   

 (1) 時代に即した広報媒体の活用 ・委員が公民館事業に積極的に参

加し情報収集を図ることで、リ

アルタイムな情報提供ができて

いる。 

・館報発行（年４回）がない月は、

情報の空白期間となるが、ホー

ムページによる情報の補完がで

きている。 

 (2) 地域情報収集の活性化とリア

ルタイムな情報提供の充実 

 

（2）評価委員会等の提案・意見 

  評価委員会では、第１期活動計画について改善点などを提案するため、

事業を抽出し、実際の事業を見学することとしました。 

その結果として、評価委員会から出された提案・意見は以下のとおりで

す。 

 

 評価委員会等からの提案・意見 

 学習・文化事業 

 ステージあらいそ 

 ・演目の計画的な選定 

 ・参加者の多様化のため、他の事業とのタイアップ 

 ・アンケートを広く実施すること 

 れんげ楽級（人形浄瑠璃） 

 ・男性の参加、学級以外の方の参加 

 ・公開事業の募集方法の検討（れんげ楽級（人形浄瑠璃）） 

 体育・レクリエーション・健康づくり事業  

 スポーツのつどい（健康吹矢） 

 ・新スポーツの普及、単発事業からの脱皮 

 ・新事業について、アンケートや他の公民館等の情報収集 

 子育て支援講座 

 ・子育て支援事業の充実 

 ・家族での参加、お父さん限定などの工夫 

 ・年間を通しての実施、次世代の利用者が集う工夫 

 ・こどもセンターとの連携 

 ５ 



 

 子ども卓球教室 

 ・複数回の実施 

 ・サークル等の協力、中学校との連携、他部との連携等 

 青少年事業  

 デイキャンプ 

 ・参加者の学年構成でレクリエーションを変更 

 ・メニューを隔年・3 年サイクルにするなどの工夫 

 ・こども目線での工夫（企画参加・毎年変化を） 

 Jr･Sr･青少年部合同研修会 

 ・Jr.リーダー等が活躍する場の創出 

 ・小中学校との連携 

 ・高校生等の組織化 

 広報事業  

 地域情報、サークル情報の充実 

 公民館利用の情報の充実 

 館報・ホームページの連携 

 予定等の情報へ重点を 

 計画全体  

 有料化に伴い、新たな発想による事業展開など、公民館の活性化や利

用者拡大に向けた努力が必要 

 若者・男性の参加促進策が必要 

 公民館を利用したことがない方へ向けた情報発信の充実が必要 

 こどもセンター、学校など他機関との関係強化が必要 

 

（3）第２期活動計画策定に向けた課題 

  第１期活動計画については、概ね目標を達成することができましたが、

少子高齢社会の影響などにより利用者の減少が続いており、男性や若者

世代（子育て世代）などの新たな利用者の発掘も進んでいない現状です。 

  評価委員会からも、より良い公民館事業を実施するための意見として、

若者・男性の参加促進策の検討や有料化に伴う新たな発想による事業展

開など、公民館の活性化や利用者拡大に向けた努力の必要性が求められ、

また、公民館を利用したことがない方へ向けた情報発信の充実やこども

センター、学校など他機関との関係強化の必要性も示されました。 
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5.  第２期活動計画の策定 

 

（1）第２期活動計画策定に向けて 

少子高齢社会の影響による利用者の減少や、男性や若者世代（子育て世

代）などの新たな利用者の伸び悩みなど、公民館を取り巻く課題は様々で

す。 

これらの課題に対応するための一助として、次の取り組みなどが必要と

なっています。 

 

 全体 

 ・新たに、３年間の重点目標を設定 

・公民館の魅力の発信と魅力ある事業展開 

・他団体との連携強化 

・専門部など組織の活性化 

・若者・男性の参加促進 

 学習・文化事業 

 ・学びのきっかけ作り 

・住民のニーズの把握 

・連携の効果の確認 

 体育・レクリエーション・健康づくり事業  

 ・新スポーツの発掘 

・情報収集 

・年間を通しての事業実施 

・事業内容による幅広い連携 

 青少年事業 

 ・毎年参加者したくなるような事業の工夫（学年ごとに役割が違う、

毎年内容を変えるなど） 

・こどもたちの活躍する場の提供 

 広報事業 

 ・紙面構成の整理（サークル情報や今後の予定情報の充実など） 

・館報、ホームページの連携 
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（2）第２期活動計画 

 

第２期活動計画策定に向けた取り組みを実現するため、第２期活動計画

を次のとおりとします。 

第２期活動計画では、新たに３年間の重点目標を設定し、事業を実施す

ることとします。 

 

 次期活動計画 

 ３年間の重点目標 

 1. 新磯らしい自然を生かした事業（農業体験、自然観察など）の

充実 

※ しめ縄作り、新磯駅伝大会、レクリエーション大会、よさこ

い練習会、自然に親しむ教室など 

 2. 未来志向で事業を展開（シリーズ化など） 

※ 夏の体験教室、新磯の魅力発見講座など 

 3. 情報発信力の向上（転入者などへの発信） 

※ ホームページでの工夫など 

 4. 自治会連合会との新たな連携事業の検討 

※ 自治会連合会との協働事業の検討 

 5. 地区内の各種団体（小中学校、こどもセンターなど）との連携

強化 

※ 公民館まつり等でのボランティアの募集など 

 6. 専門部等の組織再編の調査検討 

※ 館報編集委員会とホームページ作成委員会の連携、専門部

（体育部など）の組織変更の検討など 

 7. 若者・男性をターゲットにした事業の充実 

※ 学級・講座の充実 

 8. サークルの育成指導 

※ 自主企画提案事業の実施など 

 学習・文化事業 

 1. 地域住民が気軽に参加し、仲間をつくり、共に学び楽しむこと

のできる魅力的な事業の実施 

※ 学級・講座の充実など 

 2. 学びのきっかけとなる事業の実施 

※ 新たな事業の展開やサークルの育成指導など 

 3. 地域の自然、文化に親しむ事業の実施 

※ 収穫体験、しめ縄作りなど 
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 体育・レクリエーション・健康づくり事業 

 1. スポーツ・レクリエーションを通じて、地域住民の親睦と連帯

及び新しいスポーツの普及を図る事業の実施 

 ※ 新たな事業の展開など 

 2. 健康づくり普及員協議会との連携等による健康の維持増進のた

めの事業及び子育て支援事業の実施 

 3. スポーツ・レクリエーションサークル等の自主的な活動の支援

と推進 

 青少年事業  

 1. 青少年が興味や関心を持ち、自主的に参加できる事業の実施 

※ 企画段階からの参加など 

 2. 青少年が地域の人々とのふれあい、交流のできる事業の実施 

※ 地域の団体との共催事業の検討、他地域との交流も検討 

 3. 地域の自然、文化に親しむ事業の実施 

※ 収穫体験、しめ縄作りなど 

 4. 自ら企画するなどの活躍する場の提供及び地域リーダーの養成

支援 

※ 合同研修会の実施など 

 広報事業  

 1. 新磯の魅力を発信 

※ 自然、歴史、新情報などの情報収集 

 2. 発信媒体の有効活用 

※ 協力団体情報の提供や連携 

 3. 情報資源の統一、組織再編の検討 
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（３） 第二次 新磯公民館振興計画体系図     

基本理念 
新磯公民館は、様々な学習、文化、スポーツなどの活動を通して、未来に向かって地域住民が心豊かに生き生きと生活できる、 

住みよい地域社会を実現するため、生涯学習の拠点として、住民主体の公民館運営・活動の推進を図ります。 

重点目標 

（平成２７～３５年度） 

新磯地区の歴史と文化を大切に継承し、一人ひとりが地域への関心と愛着を持てるような事業を推進するための公民館運営を図ります。 

・地域住民の出会いや交流の場として、誰でも気軽に入れる公民館となるような環境づくりに努めます。 

・社会の変化や地域の実情に対応した事業の実施に努めます。 

・幅広い世代が参加できる事業の実施に務めます。 
 

活動計画（平成２７～２９年度の活動内容） 活動計画に基づく事業 委員会等からの提案・意見 変更点など 第２期活動計画 活動計画に基づく事業 

全
体 

  

・有料化に伴い、新たな発想による事業展開など、公民

館の活性化や利用者拡大に向けた努力が必要 

・若者・男性の参加促進策が必要 

・公民館を利用したことがない方へ向けた情報発信の充

実が必要 

・こどもセンター、学校など他機関との関係強化が必要 

・新たに、3 年間の重点目標

を設定 

・公民館の魅力の発信と魅力

ある事業展開 

・他団体との連携強化 

・専門部など組織の活性化 

・若者・男性の参加促進 

3 年間の重点目標 

・新磯らしい自然を生かした事業（農業体

験、自然観察など）の充実 

・未来志向で事業を展開（シリーズ化など） 

・情報発信力の向上（転入者などへの発信） 

・自治会との新たな連携事業の検討 

・地区内の各種団体（小中学校、こどもセン

ターなど）との連携強化 

・専門部等の組織再編の調査検討 

・若者・男性をターゲットにした事業の充実 

・サークルの育成指導 

 

学
習
・文
化
事
業 

(1) 地域住民が気軽に参加し、仲間を

つくり、共に学び楽しむことのでき

る魅力的な事業の実施 

・公民館まつり 

・ステージあらいそ 

・学級の開催   ：成人学級、高齢者学

級（れんげ楽級） 

・文化教室の開催 ：写真教室、料理教室  

・夏休み学習室の開放 

6 ステージあらいそ 

・演目の計画的な選定（準備期間を 2 年間とするなど） 

・参加者の多様化のため、他の事業とのタイアップ 

・アンケートを広く実施すること 

7 れんげ楽級（人形浄瑠璃） 

・男性の参加、楽級以外の方の参加 

・公開事業の募集方法の検討 

以下の点が重要である 

・学びのきっかけ作り 

・住民のニーズの把握 

・連携の効果の確認 

・地域住民が気軽に参加し、仲間をつくり、

共に学び楽しむことのできる魅力的な事業

の実施 

 

・学びのきっかけとなる事業の実施 

 

・地域の自然、文化に親しむ事業の実施（収

穫体験、しめ縄作り） 

学習事業等 

成人学級 

女性性学級 

高齢者学級 

パパとこどものクッキング 

文化事業 

しめ縄・味噌づくり 

ステージ新磯 

公民館まつり 

(2) 公民館サークル並びに専門部等と

の連携による事業の実施 

(3) 地域の自然、文化に親しむ事業の

実施 
・鈴虫の配布 

  

体
育
・レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン 

・健
康
づ
く
り
事
業 

(1) スポーツ・レクリエーションを通じ

て、地域住民の親睦と連帯を図る

事業の実施 

・レクリエーション大会 

・スポーツのつどい 

：ビーチボール、ボウリング、健康吹矢、 

ファミリーバドミントン 

4 健康吹矢（スポーツのつどい） 

・新スポーツの普及、単発事業からの脱皮 

・新事業について、アンケートや他の公民館等の情報収

集 

・新スポーツの発掘 

・情報収集 

・年間を通しての事業実施 

・スポーツ・レクリエーションを通じて、地域住

民の親睦と連帯及び新しいスポーツの普

及を図る事業の実施 

 

・健康づくり普及員協議会との連携等による

健康の維持増進のための事業及び子育て

支援事業の実施 

 

 

 

 

・スポーツ・レクリエーションサークル等の自

主的な活動の支援と推進 

体育・レクリエーション事業 

レクリエーション大会、新磯球技

大会（グラウンドゴルフ、ソフトボ

ール）、スポーツのつどい（ボウ

リング、ファミリーバドミントン、新

磯駅伝大会、ビーチボール）、

ビーチボール練習会、よさこい

練習会、 

健康づくり事業 

元気クラブ、男の講座、市民健

康まつり・健康ウォーキング、子

育て支援講座、新磯卓球教

室、子ども卓球教室、楽しく体

操教室、メタボ料理教室、心の

健康講座、血管年齢測定 

(2) 健康づくり普及員協議会との連携

等による健康の維持増進のための

事業の実施 

・健康づくり普及員協議会との連携事業 

：元気倶楽部、市民健康まつり、健康ウ

ォーキング、子育て支援講座、男の講

座、メタボ予防料理教室、ラージボール

卓球教室、子ども卓球教室、楽しく体

操教室、心の健康講座、親子で一緒に

楽しもう、ボッチャ大会 

１ 子育て支援講座 

・子育て支援事業の充実 

・家族での参加、お父さん限定などの工夫 

・年間を通しての実施、次世代の利用者が集う工夫 

・こどもセンターとの連携 

3 子ども卓球教室 

・複数回の実施 

・サークル等の協力、中学校との連携、他部との連携等 

・年間を通しての事業実施 

・事業内容による幅広い連携 

(3) スポーツ・レクリエーションサークル

等の自主的な活動の支援と推進 

・球技大会 

： ソフトボール、グラウンドゴルフ 

  

(4) 公民館サークル並びに専門部等と

の連携による事業の実施 
 

  

青
少
年
事
業 

(1) 青少年が興味や関心を持ち、自主

的に参加できる事業の実施 

・夏休み体験教室（デイキャンプ） 

・こどもの社会見学 

・子どもまつり 

・おもしろ教室 

・自然に親しむ教室 

5 夏休み体験教室 デイキャンプ 

・参加者の学年構成でレクリエーションを変更 

・メニューを隔年・3 年サイクルにするなどの工夫 

・こども目線での工夫（企画参加・毎年変化を） 

・毎年参加者したくなるような

事業の工夫（学年ごとに役

割が違う、毎年内容を変え

るなど） 

 

 

・こどもたちの活躍する場の

提供 

・青少年が興味や関心を持ち、自主的に参

加できる事業の実施 

・青少年が地域の人々とのふれあい、交流

のできる事業の実施（地域の団体との共催

事業の検討、他地域との交流も検討） 

・地域の自然、文化に親しむ事業の実施（収

穫体験、しめ縄作り） 

・自ら企画するなどの活躍する場の提供及

び地域リーダーの養成支援 

夏の体験教室（（仮）公民館に

泊まろう）、 

こどもの社会見学、 

おもしろ教室、 

自然に親しむ教室 

 

Jr.・Sr.青少年部合同研修会 

(2) 青少年が地域の人々とのふれあ

い、交流のできる事業の実施 

(3) 専門部、学校等との連携の強化  

(4) 地域リーダーの養成支援 ・Jr.・Sr.青少年部合同研修会 

2 Ｊｒ・Ｓｒ・青少年部合同研修会 

・Ｊｒ.リーダー等が活躍する場の創出 

・小中学校との連携 

・高校生等の組織化 

広
報
活
動 

(1) 時代に即した広報媒体の活用 ・ホームページによる公民館事業周知 
・地域情報、サークル情報の充実 

・公民館利用の情報の充実 

・館報・ホームページの連携 

・予定等の情報へ重点を 

・紙面構成の整理（サークル

情報や今後の予定情報の

充実など） 

・館報、ホームページの連携 

・新磯の魅力を発信（自然、歴史、新情報） 

・発信媒体の有効活用（協力団体情報の提

供や連携） 

・情報資源の統一、組織再編の検討 

ホームページを毎月更新 

（勉強会の開催） 

年 4 回の館報発行 (2) 地域情報収集の活性化とリアルタ

イムな情報提供の充実 
・館報発行 
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網かけは、第１期活動計画からの変更点 



6.  第１期活動計画の見直しの経緯 

 

平成 29 年  

６月 13 日 

第１回 新磯公民館運営協議会にて 

新磯公民館振興計画活動計画評価策定委員会の設置を承認 

６月 27 日 

第１回 新磯公民館振興計画活動計画評価策定委員会開催 

・事業を抽出し、見学することとした。 

・9 月までに各事業を評価することとした。 

・12 月までに次期活動計画の方向性を示すこととした。 

９月 28 日 
第２回 新磯公民館振興計画活動計画評価策定委員会開催 

・振興計画の体系図（案）を作成 

11 月 17 日 
第３回 新磯公民館振興計画活動計画評価策定委員会開催 

・専門部とのヒアリングを実施 

11 月 28 日 

第４回 新磯公民館振興計画活動計画評価策定委員会開催 

・第２期活動計画の方向性を示すものとして、振興計画の

体系図（最終案）を作成 

12 月５日 
第３回 新磯公民館運営協議会にて 

第２期活動計画の骨子として振興計画の体系図を承認 

平成 30 年 

３月８日 

第５回 新磯公民館振興計画活動計画評価策定委員会開催 

・第２期活動計画（最終案）の取りまとめ 

３月 15 日 
第４回 新磯公民館運営協議会にて 

第２期活動計画の承認 
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公民館運営協議会 

 

利用団体 
協議会 

７   新磯公民館運営組織 

協議・決定  （24 名） 

策定 

専門部・委員会 

○文化部 
○体育部 
○青少年部 
○館報編集委員会 
○ホームページ作成委員会 

公民館長 

事業実施と施設管理 
 

・公民館の円滑で 
効率的な利用の

確保 
・地域の文化と福

祉の増進 

新磯公民館運営協議会構成団体等 

１ 新磯公民館（館長）  13  地区民生委員協議会 
２ 新磯小学校   14 女性団体 
３ 相陽中学校   15 地区老人クラブ連合会 
４ 新磯地区自治会連合会  16 新磯商盛会 
５ 上磯部自治会連合会  17  公民館文化部 
６ 下磯部自治会連合会  18  公民館体育部 
７ 勝坂自治会連合会   19 公民館青少年部 
８ 新戸自治会連合会   20 公民館利用団体協議会 
９ 新磯小学校ＰＴＡ   21 相模原市健康づくり普及員協議会 
10 相陽中学校ＰＴＡ   22  新磯高齢者支援センター 
11 地区子ども会育成連絡協議会 23  学識経験者 
12  地区社会福祉協議会  24  一般公募 

 

公公民民館館振振興興計計画画  
計画期間 １０年 

活動計画策定（3 年ごと） 

地域の特性を踏まえつつ、地域の 

生涯学習の拠点として活動するための

基本理念、重点目標など定めている 

活動計画評価策定委員会等 
・活動計画等の評価 
・計画の見直し 
・計画案の策定 

協力 

見
直
し 

 
計画の推進 
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8. 新磯公民館振興計画活動計画評価策定委員 
                   平成 30年 3月 8日現在 

佐田 昌史    委員長、新磯公民館利用団体協議会長 

李  美滿    新磯公民館 文化部員 

田淵 淳子     新磯公民館 青少年部長 

阿部 文高     新磯公民館 体育部副部長 

太下 なおみ  運営協議会公募委員 

増島 儀行     新磯公民館 館長代理 

吉田 郁子    新磯公民館 職員 

 

 

 

 

 

 

 

第二次新磯公民館振興計画 

～ 未来に向かって生き生きと生活できる、住みよい地域のために ～ 

 

平成１７年 ３月 当初新磯公民館振興計画作成 

平成２０年 １月 当初新磯公民館振興計画（活動計画一部改正） 

平成２２年１２月 当初新磯公民館振興計画（活動計画一部改正） 

平成２７年 ３月 第二次新磯公民館振興計画作成 

平成３０年 ３月 第二次新磯公民館振興計画 第２期活動計画改定 

 

編集・発行   相模原市立新磯公民館 

住  所    〒252-0327   相模原市南区磯部９１６－３ 

電   話    ０４６－２５６－１９００ 

Ｆ Ａ Ｘ    ０４６－２５６－１９０１ 

メールアドレス araiso-k@city.sagamihara.kanagawa.jp 
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