
 

 

 

 

 

 

 

 

★代表挨拶 
東大和市中央公民館利用者連絡会                                                                                             

代表 乙幡正喜 （木曜会Ⅰ）  

 

２０１９年度中央公民館利用連の代表を務めさせていただくことになりました。 

昭和４９年８月に開館した中央公民館は、東大和市の学習活動や文化活動における地域社会の活性化のための「地域づくりの拠点」

となっています。公民館は地域の人々が気軽に集い、学び、楽しみ、そしてともに力を合わせて取り組むことのできるための活動の

場であると思っております。利用者の皆さんがより豊かで充実した人生を送るための学習の場として、また、出会いふれあいの場と

して地域ネットワークの核なるとなって施設です。 

中央公民館には、現在年齢・男女・地域を問わずに様々な人たちが集まって楽しく生き生きとしてサークル活動を行っております。 

こうした中で、中央公民館利用者連絡会は次のような活動を行ってサークル間の親睦を図っております。年間活動は、利用者懇談会、

バス研修旅行、５館合同交流会、グループ活動講習会、利用連ニュースの発行、中央公民館祭りへの参加などです。現在の公民館の

利用状況は、利用者の高齢化やライフスタイルの変化により以前より活動グループが、減少傾向にあると聞きております。 

私は、新しく選出された役員の皆さんと共に公民館が「出会いふれあいの場」となるよう課題のいくつかを解決していきたいと思

っています。皆さんのご協力をお願いいたします。 

 

 

★中央公民館長挨拶 

東大和市立中央公民館長 佐伯芳幸 

 

 中央公民館利用者連絡会におかれましては、乙幡会長をはじめ、役員の皆様、連絡会に加盟されているグループの皆様、中央公民

館事業にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

貴会は、４月平成最後の総会から、令和元年の新しい時代とともに、１年間の事業がスタートされました。 

６月１５日、１６日に開催された「第２０回中央公民館まつり」におかれましては、雨にもかかわらず、開会式では、多くの利用

団体がステージで紹介され、日頃のグループ活動の熱心さを伺うことができました。 

２年ぶりの中央公民館まつり２日間に向けて、お忙しい時間の中、出展の準備や、舞台披露に向けた練習の成果が、当日の展示、

発表等様々な形で、多くの見学者の心に元気を与えて、笑顔がいっぱいになったと思っております。 

４月からの中央公民館は、佐伯、富田、高木、内藤、屋地、西村、立林の職員体制で、皆様をお迎えしております。どうぞ、お気

軽に声をかけてください。 

昭和４９年に開館した中央公民館は、今年度建物の、外壁改修、屋上防水工事を６月から１１月まで、ホール天井改修工事を１１

月から３月まで実施を予定しております。利用者の皆様には、工事により、館内への出入りや、作業による音、ホールをご利用出来

ない期間などが生じることとなりますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

今後も、利用者の皆様が、公民館活動を通じて、笑顔があふれ、毎日の生活を楽しんでいただきたいと思います。 

皆さん、よろしくお願いします。 

                                          

 

★中央公民館利用者連絡会 第１１回 定期総会報告 

 

平成３１年４月１３日（土）午前１０時より４１名の参加で総会が行われました。総会では、川村会長、佐伯館長の挨拶の後、中

央公民館の富田係長、高木職員、内藤職員の紹介があり、小須田議長（東大和・戦災変電所を保存する会）、戸部書記（フォトフレン

ズ）・乙幡書記（木曜会Ⅰ）のもと平成３０年度事業・決算・監査報告および平成３１年度事業計画・予算案が提案され、承認されま

した。この間、利用連ニュースのペーパーレス化のためのインターネット利用、バス研修旅行のグループ別の参加人数についての質

疑応答がありました。その後、平成３１年度の新役員を選出し、全員の拍手で承認されました。 

 

   

★中央公民館利用者懇談会の開催について 

  ８月２８日（水）に中央公民館 301号室において、午前１０時から中央公民館利用者懇談会が開催されます。 

  各グループから一名の参加をお願いします。 
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順

番 
グループ名 

役員就任 

年度・氏名 

順

番 
グループ名 

1 温故会              ㉔大参 31 東大和フォークダンス会   ㉘竹内 61 ＷＩＴＨ ＢＡＢＹ！ 

2 白雲会             ㉔星野 32 
東大和七森プレイ 

パーク 
㉙宮坂 62 年金者組合パソコン教室 

3 中央琴菊会           ㉔神沢 33 
東大和市ｱﾏﾁｭｱ無線 

ｸﾗﾌﾞ 
㉙山田 63 ビバ・ケーナ 

4 くっきい              ㉔北田 34 なでしこの会 ㉙池田 64 まざー☆あーす 

5 健康麻雀同好会       ㉔沖田 35 
東大和市民の声をとど

ける会 
㉙新家 65 親子であそぼう会 

6 多磨中央句会          ㉔横川 36 
リトミックサークル 

どーなっつ 
㉙山口 66 ハピママ 

7 絵手紙たまゆら会       ㉕水戸 37 エーデルワイス ㉙玉手 67 ハーモニカ野菊 

8 パンフルート風の音      ㉕吉田 38 ＪＴＣ吹奏楽団 ㉙豊田 68 マママルシェ 

9 大和・桜心会          ㉕吉野 39 チャイルドダンス ㉚山崎 69 
東大和まちおこし連絡会

（まち連） 

10 気功・太極拳「道」     ㉕五十嵐 40 
東大和市中央囲碁 

サークル 
㉚福田 70 日本舞踊連盟 

11 東大和子ども劇場   
㉕～㉘ 

山崎 
41 東大和フォトフレンズ ㉚戸部 71 東大和市観光ガイドの会 

12 Ｂ・Ｄ・Ｓ              ㉖安藤  42 水彩の会 ㉚川村 72 東大和エネルギーの会 

13 アシタバ会            ㉖岡崎 43 あいの会 ㉚清水 73 戦災変電所保存する会 

14 
東大和まちの財政を

まなぶ会  
㉕㉖尾松 44 絵本の会 ㉚武田 74 東大和市ボランティア会 

15 Ｂｅｒｒｙ               ㉕松山 45 政藤会（民謡同好会） ㉚関本 75 東大和こども茶道 

16 多摩友の会           ㉖柴田 46 むらさき会 ①斎藤 76 三多摩健康友の会 

17 木曜会Ⅱ            ㉖竹内 47 
東大和市レクリエーション

協会 
①飯塚 77  

18 コスモス山の会        ㉖細川 48 ザ・トウィンクルＤ．Ｃ ①原紺 78  

19 スィーツの会         ㉖㉗内田 49 木曜会Ⅰ ①乙幡 79  

20 
寿美れ会 

（すみれかい） 
㉖㉗菊池 50 野鳥を彫る会 ①浜中 80 

 

21 シルバーコーラス花      ㉗㉘石井 51 
オカリナサークル 

「そよ風」 
①市川 81 

 

22 フォト四季            ㉗綾部 52 
ＪＪ白ゆり 

 （Ｈ24.3.27加入） 
①広瀬 82 

 

23 よそおい              ㉗東 53 作楽会（さくらかい）   83  

24 ナチュラリー           ㉗村松 54 手・指の会   84  

25 
東大和聴覚障害者 

協会   
㉗細田 55 

手話サークル 

ピーナッツ 
  85 

 

26 W・Ｄ・Ｓ             ㉗安藤 56 東大和９条の会   86  

27 
輝和会 

（しょうわかい）     
㉘内堀 57 

東大和市環境学習 

ﾘｰﾀﾞｰ連絡会 
  87 

 

28 
消費税をなくす東大和

の会   
㉘西 58 東大和市尺八友の会   88 

 

29 欅の会             ㉘吉葉 59 雑木林を楽しむ会   89  

30 ドリームズ           ㉘安岡 60 おやがめ・こがめ     90  

 

    

２０１９年度会費を集金しています。 

未納グループは中央公民館窓口に

納金をお願いします。 

 

      年会費 ３００円 

★ 新旧役員引き継ぎ会（４月２4日） 

新年度の役割分担が決定しました 

代表 乙幡 正喜  

 （木曜会Ⅰ） 

副代表 原紺 勝幸 

 （ザ・トウィンクルＤ．Ｃ） 

書記 広瀬 淳子 

 （JJ白百合） 

     浜中清次郎 

     （野鳥を彫る会） 

会計 斎藤 弥生 ・菊池 道子 

 （むらさき会） 

 市川 洋子 ・並木くに子 

 （オカリナグループそよ風） 

会計監査 飯塚 徳雄 

 （東大和レクレーション協会） 

相談役 山崎 喜美子 

 （東大和子ども劇場） 

 森田 真一 

 （消費税をなくす会） 

     豊田 あきこ 

（JTC 吹奏楽団） 

川村 正徳 

（水彩の会） 

  担当職員 内藤 茜 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当職員 内藤 茜 

中央公民館利用者連絡会 役員輪番一覧表 平成３１年 4 月 
会費納入のお願い 


