
第３３回公民館まつり WITH コロナ 

オンラインを活用した出会い・ふれ合い・学び合い 

2020・11・7 オンラインイベント 

第３３回公民館まつり開催の経緯 

第３３回公民館まつりの開催に向けて、令和２年１月に第１回実行委員会のための

役員会を招集しました。毎年５月第 3 土曜日、日曜日の２日間でのまつり開催に向

けてのキックオフとなります。同年２月末、コロナ感染拡大に伴い、先行きが見え

ない状況が続きます。３密の中、２回目の役員会を開催し、５月開催は断念。１１

月に延期を決定します。８月、第３回役員会及びそれを受けての全体実行委員会を

開催しました。コロナ禍において、第３３回公民館まつりをやるか、やらないか…

公民館からは、①オンラインでの開催 ②開催期間を１１月～翌年２月まで ③第

３３回という冠をつけ、まつりを止めないで来年につなげよう を提案しました。

コロナ禍、オンライン環境も未曽有の話、どこまでできるか、できることをやろう、

実行委員会からも承認をいただき、１１月６日からスタート、「第３３回公民館ま

つりwithコロナオンラインを活用した出会い・ふれ合い・学び合い」の開催に至り

ました。 
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プログラム 

第３３回公民館まつり WITHコロナ 

第１部 開会式  

挨拶 名取実行委員長 

市長挨拶 市議会議長挨拶   くす玉わり  

大学連携シンポジウム 

 

第２部 オンラインステージ 

猫さんつなぎ役で大活躍 

♪ 村田村 F 

♪ リコーダーアンサンブル風 

♪ かわせみハーモニカアカデミー 

♪ どうすの会 

♪ 日野囃子保存会 

♪ 多摩ファミリーオーケストラ 

♪ ホクラニ 

 

閉会式 

挨拶 長谷川副実行委員長 
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大学連携シンポジウム 

ようこそ！地域のリビングへ 
地域のリビングの進行 

   １．自己紹介お願いします 

      参加のきっかけ 自分の近況を 教えて 

 

   ２．日野市の公民館との出会い… 地域との出会い…出会った人   

      これからの人生において どんな場面で 活かされる？  

      新たな発見は あった？ などなど  

    

   ３．あなたにとって ここは どんな場所ですか 

      公民館や地域から学んだこと 気づいたこと    

      公民館との関わり 地域での活動から得たこと  

 

   ４．おわりに 

 

今日、公民館リビングに集う人たち 

■ 帝京大学丹間ゼミ 卒業生 糸矢さん  

     4年 矢澤さん  3年 矢島さん   

■ 実践女子大学須賀ゼミ 卒業生 杉山さん   

     4年 佐藤さん  3年 輿石さん 

■ 公民館利用者 

     利用者交流会ループ 宮崎さん 

     子育てサークル 諸星さん 

     書道サークル 須崎さん 

■ ファシリテーター（進行） 

     公民館長 佐藤 

■ 特別ゲスト 

帝京大学教育学部非常勤講師・千葉大学教育学部准教

授 丹間先生 

実践女子大学生活科学部教授 須賀先生 
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ようこそ！地域のリビングへ 1 

第３３回公民館まつりウィズコロナ大学連携プログラム 

公民館と若い世代そして利用者がオンライン公民館リビングに集い語り合う時間で

す。日野市の公民館では４年前から、大学連携という形で 若い世代と出会い 新

しい風がじょじょに入ってきています。社会教育を学ぶ帝京大学丹間ゼミ生、地域

のつながりについて学ぶ実践女子大学須賀ゼミ生 みなさんとの出会いです。そし

て本日は、公民館利用者の皆さま、そして特別ゲストとして、丹間先生、須賀先生

もお招きしまして 囲炉裏を囲むようなゆるやかな交流の場を オンラインを通じ

て 作っていきたいと思っています 

 

 

１． 自己紹介お願いします    

 〈地域のリビング 自己紹介 T 帝京大学/J 実践女子大学〉 

T 糸矢：聞こえますか？今年の３月に卒業しました。いろいろ、公民館にはお世話

になってきたので恩を返しに本日は参加しています。 

T 矢澤：去年も公民館まつりに参加させていただきました。今年も、丹間ゼミで何

をやろうかな？と楽しみにしていたのですが、コロナでなくなってしまい残念です

がこのようなかたちで関わらせていただいたのでよかったです。皆さんの思う公民

館など、皆さんに発信して、共有できたらいいと思います。 

T 矢島：先日教育実習が終わりました。小学校の先生を目指しています。まだ公民

館に来たことも２回だけですが、社会教育の見識を高めていきたいです。 

J 杉山：卒業して、今は、地元の信用金庫で働いています。久しぶりの地域の活動

ですごく緊張しています。みなさんといっしょにいろいろなお話ができることを楽

しみにしています。 

J 佐藤：先ほど開会式の様子を見て、公民館が着飾られているのでびっくりです。

実際、見に行けないのが残念です。公民館まつりへの参加は初めてで、オンライン

でこんなに多くの方たちとはなすのも初めてで、どういう感じになるかわからない

ところもあるのですが、家のリビングにいるみたいに暖かい空気がだせるよう、楽

しみたいと思います。 

J 輿石：３年からゼミを始めていますが、コロナであまりできなくて、このような

機会をいただき地域の方たちとつながれるのはうれしいです。 

R宮崎：公民館まつり、おめでとうございます。コロナで公民館が遠のいてやきも

きしているのですけども、来週あたりから頑張って公民館に行こうと思います。と
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ころで、糸矢くん、そのヤシの葉陰でうしろに波が見えますがどこにいるの？（ハ

ワイです）お土産よろしくね。 

R須崎：こんにちは 書道サークルと３中地区育成会、そして公民館運営審議会の

委員長を務めています。大学４年生の息子がいますので、みなさんのお母さん、娘

たちのようなきもちです。みなさんの若い風が公民館に吹いてくるのが楽しみで

す。おうちのような、リビングのような、大家族のようなお話ができたらと思いま

す。 

R諸星：公民館で子育てサークルを運営しています。公民館運営審議会にも須崎さ

んと関わっています。先ほどの開会式をみていて緊張が高まってしまったのです

が、学生のみなさんの声や、宮崎さんの話とかをき聞いて、あっ、いつもの公民館

が戻ってきたと安心しました。学生の皆さんとは関わる機会がほとんどなかったの

ですが、今日はいろいろな話を聞かせていただけたらと思います。よろしくお願い

します。 

 

 

 

 

そして、本日は、オンラインなのに…公民館にご来館いただきました。日野市の公

民館に若い世代の新たな風を運んでいただいたお二人の先生をご紹介いたます。 
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〈特別ゲストから ゼミでの取り組み、活動、日野市との関わりなど紹介〉 

丹間 康仁 先生 （帝京大学教育学部非常勤講師 千葉大学教育学部准教授）  

ゼミでは日野市の公民館で、職員、市民の方に大変お世話になっています。市民の

方の人生や生き方、職員の市民の方へのかかわりなど学ばせていただいています。 

ゼミの特徴は３つあります。まずは、現実に向き合うということです。このゼミは

社会教育のゼミです。学校教育でも体験を重視した学びがありますが、教科書を使

って系統的に学ぶこともあります。社会教育はすべてが現実と向き合うことです。 

このメッセージは２０２０年夏に１７名のゼミの学生たち一人ひとりが書いたもの

です。コロナという現実に向き合って自分の主体性、実現したい夢、進路を実現し

ていくかについてです。 

二つ目の特徴は、信頼を築く。ゼミの仲間同士、互いの存在に学んでいく、相手と

自分の違いから学んでいくことを大事にする。そのために必要なのは、他者への信

頼、社会への信頼を深めることです。そのため今年はできなかったのですが毎年

度、ゼミ合宿等行ってフィールドワークを行っています。 

３つ目の特徴が、多様性の中で学ぶということです。自分と相手との違いには学び

がある、それこそが、社会教育の学びであると考えます。大学の中にも様々な教員

や学生はいますが、身近な地域、社会でこそ、そこに本気で生きている多様な大人

たちがいます。大人たちから学びたいと考えたとき、どこにいるかといえば、公民

館にそのような生き生きとした大人がいるのです。公民館には、生きがいをつくっ

たり、人生に彩りを添えたり、新しい出会いを得たり、まさしく人から学ぶには公

民館で、４年間、学生たちは学ばせてもらいました。以上で紹介を終わります。 

 

須賀 由紀子 先生（実践女子大学生活科学部教授） 

 当ゼミは、「地域と暮らしの豊かさ」をテーマにしています。地域と地域がつな

がり支え合う そんな社会づくりを目指し、実際に地域の皆様と様々な場面で協働し

ながら、活動しています。これまで、異世代が楽しく交流できる「多世代交流かる

た」や、地域の魅力発見まちあるきのプランニングマップ、地域がつながるオクト

ーバフェストなどの場を生み出してきました。様々な地域の皆さんとの活動の中

で、学生たちに、「構想する力」「実践する力」「協働する力」、この３つの力が

身につくことをありがたく思っています。 

最近の活動として 新潟県十日町市との活動をご紹介します。当ゼミでは、新潟の

十日町市布川地区というところと５年近く交流を行っています。高齢化率も高く、

世帯数も１００あるかないか という山間の地ですが、そこでは、美しい棚田の風

景、それを守ろうとする人々、山から湧き出るおいしい水とお米に出会えます。そ

んな日本の田舎のことを、日野のみなさんにも知っていただき、ともに支えあう広
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域の地域の関係になれたらいいなと考えて、普段活動しているカワセミハウスで、

先週、学生たちが交流イベントを行ったところです。布川のおいしい新米の紹介と

ともに、写真展、子どもが喜ぶクイズラリーや缶バッチ制作などを行い、学生の企

画・運営を地域の方にもたくさん助けていただいて、とても素敵な交流の場が生ま

れました。 

ゼミの地域活動のモットーは、「若い目線のアイデアが地域を未来につなぐ」と

いう思いです。本当に、地域とは、「生きること全てが詰まった場」です。日々精

一杯生きる様々な人たちに出会える大切な場です。そんな中で、学生もたくさんチ

ャレンジして、たくさんの学びを得ます。学生をあたたかく受け止めていただけ

る、学生と地域のよい関係を、これからも進めていきたいと願っています。 
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ようこそ！地域のリビングへ ２ 
  

２．日野市の公民館との出会い… 地域との出会い…出会った人   

      これからの人生において どんな場面で 活かされる？  

さて、今回のテーマです。「社会教育と地域コミュニティの交差点」 

私は公民館を社会教育と地域コミュニティの交差点と捉えています。ということ

は、事故とかもあるのかなと思いますが…人が交わる、いい意味での交差点です。 

日野市の公民館にとって、帝京大学と実践女子大学との出会いは、殻を破って公民

館が、１歩外の世界に出る機会になったと思います。 

さて、これからいろいろなお話を進めるにあたり、皆さん緊張していると思います

ので、思い出を画像で振り返る時間にしたいと思います。 

 

これは帝京大学ゼミが事例研究の中で、毎年行っている公民館まつりに参加し、市

民と出会い、インタビューを得て、成果集として発表したものになります。 

2018年度、「ようこそ！地域のリビングへ」、2019年度「あなたを彩る地域の

輪」です。手にとってみていただきたいです。この写真は公民館まつりへ学生たち

が参加したもの、田んぼの学校の田植えに参加したものです。今年、コロナ禍で順

調に開催できた事業が田んぼの学校になります。 

これは、実践女子大学です。布川フェスは、先ほど須賀先生からご報告がありまし

たが、こんな素敵な活動をしているのですね。学生たちが制作したアートかるた

で、地域のつながりをつくっていこうというものです。これは、日野１中の子供た

ちと高校生と公民館職員と一緒にカルタで交流会をしました。杉山さんが初期に取

り組んだものですね。これは、大学キャンパス須賀ゼミの入り口の写真ですね。女

子大だなって感じですね。左側は、アートかるたを地域に展開している様子のもの

です。 

 

それでは、お題です。日野市の公民館との出会い、出会った人、これからの人生に

おいて、どんな場面でいかされる？です。こんな話してみたいななどお願いしま

す。 

 

T 糸矢：あれ？ぼーっとしていました。台本が送られてきたじゃないですか。囲炉

裏を囲んで台本見るのもなって。なにも考えないできちゃった。さて、出会いにつ

いてですか。初めて公民館に来たのは、丹間ゼミのインタビューの時ですかね。い
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ろんな出会いがあったと思います。で、出会いっていえるのかどうかわからないけ

れど、なんていうのか、自分が思えるのは、ゼミ生同士、知っている者同士で、い

ざ、公民館に行くじゃないですか。そうすると、ゼミ生の知らなかった部分が見え

てくるのですね。とがってると思うやつでも、子供たちと遊ぶとかわいい一面みせ

ちゃったり。先輩、そんなこともできちゃったんすかとか、これは、うちらでしか

できない出会いだったと思います。おれ、良いこと言いましたよね。 

 

T 矢澤：私も糸矢君と同じで、２年前公民館まつりに参加したところからです。そ

れが初めてのインタビューで、それで冊子を作ったのですが、今年は２回目のイン

タビューとなりました。公民館の印象として、最初のインタビューの時は、出会い

とかつながりとか「あなたを彩る地域の輪」というくらい人のつながりを感じた印

象なのですが、２回目のインタビューは、人とのつながりを前提に、インタビュー

に挑んだ自分がいて、実際、話を聞いたときに、いままでとは違って、公民館の施

設としての存在感や職員さんのコロナであってもなくてもみなさんが利用しやすい

ように努力している姿や、そういうところに感謝しているという利用者さんの声が

聞けて、２年目にしてちょっと違った視点で公民館を見ることができ、またちょっ

と違った面から見ることができたらと思いました。 

 

T 矢島：インタビューは、７月。６月に田植えに関わらせていただいて、そこには

日野市の地域の方や家族の方やボランティアの方がいて、コロナでも田植えに来る

という公民館の活動が、地域の密度を高めているんだなと思い、勉強になりまし

た。 

J 杉山：学生時代、多世代交流カルタをつくりました。今、地域では、コミュニテ

ィの希薄化で人付き合いが少なかったり、そんな課題解決のツールとしてカルタを

つくりました。若者から高齢者の目線で、カルタを活用した異世代交流の楽しさを

学ぶことができました。新たなカルタ作成にあたり、カルタの持ち札をつくるため

に日野の昔の写真を見ながら地域の人とお話をする会を実施し、お互いを理解する

きっかけともなりました。地域の様々なサロンや公民館などで、多くの方たちと同

じ時間を共有できた。なかなか、自分と異なる世代と話をきく機会がないので、毎

回、新鮮で良い時間を過ごすことができました。学生時代に多くの方たちと出会

い、交流することの楽しさだったり、うれしさを学ぶことができ、将来、何か地域

の人とつながりたい、役に立ちたいという気持ちが、今の仕事につながっていま

す。学生時代に出会ったすべての人たちに感謝しています。 

J 佐藤：今、先輩が、すごく素敵な話をしたので…。私も後輩として、アートかる

たで卒業論文を考えています。カルタの活動で公民館には最初訪れたのですが、そ

のあと、ひの市民大学に月１回とかで参加して、公民館に通うようになりました。

ひの市民大学について話そうかと思いますが…自分の中にあるアイデアが実現する
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スピードが速くって、思い描いてるもの、例えば ふんわり 何か売りたいとする

と 誰に声かけてみよう 誰に話してみたら じゃ、あの人が知ってるよなど そ

して実現しました！みたいなスピード感がすごいです。その会議で出会った方か

ら、連絡があって 地域でスマホ講座やってるから講師として来ない？など。私か

らも、人を集めるとき人脈がないので来てくださいなど頼んで人を集めてもらった

り。公民館で出会った人たちと相互関係になり、お互い助けながら高まりあうのが

公民館を拠点としてつながりが生まれてきている気がします。今、振りかえて話し

をしていると 須賀先生から「こういう人がいるから」…と言われ１１月２６日に

ひとりで公民館に行って ドキドキしたけど 門をたたいてよかったなと思いまし

た。 

Ｊ輿石：私はまだ、公民館を利用したことがなく今回初めてこういう形で関わらせ

ていただいています。ゼミでは地域活動をしているのでその話をしたいと思いま

す。いろんな地域活動があって主催者として参加しても先輩といっしょでも地域の

人たちとたくさん出会えるのであたたかい気持ちになっていいなと思っていて。一

番言われてうれしかったのは、こういう会があると頑張っていこう！という気持ち

になれる、前向きな気持ちになれるということを地域の方に言われるととてもうれ

しいので、地域の活動っていいなと思います。まだ、なんかそういう感じでふわっ

としか感じていないで先輩たちのようにつながりを持つことをこれからもやってい

きたいなと思っています。 

ありがとうございました。 

では、利用者の須崎さん、いかがでしたか？ 

Ｒ須崎：みなさんありがとうございます。実践の皆さま。私はアートカルタ知って

おりました。小さいお子さんから高齢者まで異世代のかかわりにカルタというもの

があるからこそ繋がれるのだなというのがあって。帝京大学学生からは、コロナ禍

ですが、サークル代表宛に、このような直筆のお手紙をいただいてメッセージをも

らって勇気が出ました。サークル活動もやる気が湧いてきて、若い人たちから勇気

もらえることがたくさんでした。逆にこちらから こういうことなんだよって教え

てあげることもできる。そこからまた、やりたいことが見つかってくることがあ

る。公民館では 先ほどスピード感という言葉がありましたが ほんとに ぼやっ

とした夢が実現できちゃうっていうのが。私の息子もそうですが、公民館と出会っ

てから、やりたいこと、夢が実現できるんだなということを体験しました。生きて

いく上で、とても、重要なことなので、みなさん素敵な経験をされて 素敵なこと

に出会っていければいいなと思います。 

 

Ｒ諸星：今、学生さんのお話を聞かせていただいて 公民館を窓口にして地域やい

ろいろな人たちとつながっているんだなと思いました。私自身も結婚して日野に引

っ越してきて 知っている人もいなくて 子育てもなんかうまくいかなくて 閉塞
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感がとてもあった中で たまたま公民館に関わるきっかけがあって 私は公民館を

通して日野の地域や社会につながりを創れるようになったのです。先ほど、丹間先

生や須賀先生がゼミの話をされていた中で、信頼とか多様性の中でほかの人からの

信頼、自分ってこうなんだとか 地域や人の温かさに触れて自分を成長させてもら

ったりということを実感しました。須賀先生のゼミの話でもありましたが、地域を

大切に思う人が一人でも増える社会へ 公民館がどんなことに生かせるか。私は、

もう大人になって社会に出て子供をもつようになって感じたのですが、学生さんた

ちがもう若い時期からそのようなことを実感されていて とても素晴らしい経験を

しているんだなと思いました。 

 

皆さま、素敵なお話をありがとうございます。 

これは日野市公民館基本構想です。昨年度、策定いたしまして、５年間の計画とな

ります。昭和４１年に開館し５４年。社会教育施設として地域の学習活動を支えて

きている中で、これからの新しい公民館を目指していく大切な指針を導くことがで

きました。そんな中でキーワード 市民 暮らし つながり 学び この４つを頭

に入れながら 次のお題として考えていただきたいことがあります。 

 

3．あなたにとって ここは どんな場所ですか 

公民館や地域から学んだこと 気づいたこと 公民館との関わり 地域の活動から

得たことなどから 一言でいうと こんな場所！を。事前にみなさんからメッセー

ジをいただきました。 

J 杉山：私にとって 学びの場所でした 

公民館基本構想基本計画の策定委員として大先輩の仲間に入れていただき、みなさ

んの公民館に対する愛とか情熱を感じることができたので、もっと、人と人をつな

ぐ大事な場であってほしいと思います 

J 佐藤：私は つながりの源 とメッセージを書きました。  

ちょっとかっこ良すぎかもしれませんが、カルタをとおしても、ひの市民大学をと

おしても、そこから先の繋がりがどんどん生まれていて 自分の日野市の中の人脈

が増えていて、顔みしりの方が増えている つながりの源 アイデアの原点なので

はないかと思います 

J 輿石：私は 公民館は地域繋ぐかけはしのような存在 とメッセージを送りまし

た。 

カワセミハウスでの経験になるのですが、公民館と共通点があるのでお話します。

そこに足を運べば、新しい誰かと出会えたり、以前お会いしたかたと再開できたり 
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そんな場所って公民館しかないなっておもいました。もし、そこで出会ってなけれ

ば、話すことが無かったような方でもお話しできたりする場所でもあるので 私は

とても好きな場所です。 

T 矢島：私にとって公民館とは もっと関わっていきたい場所 です。 

いままで公民館に行ったこともなかったのですが、ゼミがきっかけで関われるよう

になりました。利用者のかたにインタビューしたり、施設を訪れたりすることで 

公民館が身近な場所だということを少しずつ分かってきたきがします。そんな公民

館にこれからも関わっていけたらなと思います。 

T 矢澤：私にとって公民館は、気軽にみんなが受け入れてくれる場所 です 

インタビューの前に皆さんにアンケートとか取らせていただくのですが、ほんとに

みなさん目的とかきっかけとか思いとか様々で それをアットホームに学生たちも

そうですが、同年代でない人間でも 受け入れてくださる とてもいやすい場所だ

なと思いました。行くぞ！ではなく フラット来たり寄ったりできる場所だなと思

っています。 

T 糸矢：（リビングだからってご飯食べてます？） 

えっ、囲炉裏には餅かと思って・・・ 

公民館に一言は、過去にいろいろ言ったかもしれないですが、今はまったくゼロに

しました。書かなかった理由は 学び 趣味 つながり 暮らし ってだれも意識

してないと思う。 学ぶぞ！とか つながるぞ！とか 暮らすぞ！とか。思わない

じゃないですか。でも、ふと、おにぎり食べているときに 公民館でおにぎり食べ

たなあと思い出したり、くすっ！とするわけですよ。そういう意味で意識しないと

ころに、学び 趣味 つながり 暮らしがある、だから書かなかったです。 

 

R宮崎：私は年ばかり公民館で重ねてきました。コロナになって 自分が公民館で

学んだりボランティアをしたりしたことを思い出しました。私がやってきたこと 

誰かにボランティアをしてきたのか 公民館に行くことが少なくなってできなくな

って もしかしたら ボランティアとかは誰かのためにでなくて、自分が生きるた

めにしてたのではないか。そんな風に思う夜がありました 公民館は出会いふれ合

い学び合いの場の交差点であると思うのですが 単なる行き違いの交差点でなくて 

そこで人と心を通わせ 育ちあい 出会った人と歩いて人生を行くような そんな

公民館でこれからもずっといてほしいな そのために 私も 歩き続けていきたい

なと思っています。オンラインがこれから進むと思うけれども それだけでなく 

人が直接 行き会い 心を温めあい ふれあい こどもから 大人から 高齢者ま

で 地域のリビングとして未来永劫 ともに歩き続ける場所であってほしいと思い

ます。 
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みなさん 素敵なメッセージをありがとうございました。 

須崎さんからは 達筆な書をいただきました。 

糸谷君のお楽しみは、楽しかったです。地域のリビングです。おなかがすいちゃう

くらいリラックスしていいのではないですか。 

４．おわりに 

おわりにということで、先ほどの 公民館基本構想冊子の表紙になります。よく見

ると公民館のある日が描かれています。 

３つの基本目標と描いたロードマップを、これから５年間しっかり取り組んでいき

たいと思います。これからの公民館は、時代の移り変わりとともに、市民の暮らし 

そこから 生まれた課題を 学びにつなげて市民と向き合っていきたいと思いま

す。 

そして この冊子は 公民館へ行こう！という「公民館未利用者へのメッセージ」

も加え、啓発に活用していくことも目的としています 

それでは ほんとうに お疲れさまでした。 お茶をどうぞ。 

今日、みなさんからいただいたメッセージ、本当に、心に響きました。 

公民館は市民の皆さんにとって いつでも 温かい場所であり続けたいと 思いま

す そして 新たな挑戦を仕掛けていきます。ぜひ これからも 応援をお願いし

ます。今回このような企画ができたことは、一つの挑戦でした。参加いただいた皆

様、 お忙しい中、ご出演いただいた 丹間先生 須賀先生 これからもどうぞ 
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公民館とともに豊かな時間をつくっていただけたらと思います。よろしくお願いし

ます 

 

R宮崎：ちょっと、須崎さんのメッセージ もう一度 お願いします 

R須崎：「繋ぐ」こちらは 息子が書きました ひの市民大学にも関わっていま

す。「つなぐ」という 皆様をつなぐという意味と 自分もこれらからつないでい

こう そういうことを意味しているそうです。こちらは「寛ぐ」私がまだ、だどた

どしいのですが書かせていただきました。公民館は「くつろぐ」という感じで、ほ

んとに公民館は『地域のリビング』という、私は大好きな言葉です それによって 

糸谷君も言っていたように 公民館は意気込みでいくようなものではないので く

つろいで公民館に行くという感じで、未来に向かって、公民館の館が、この「寛

ぐ」でもいいやという感じで ラフな あたたかい場所であってほしいな そうい

う思いです。 

あらためまして、オンラインにご参加いただいた皆さま、ご視聴いただいたみなさ

ま、本日はありがとうございました。 

これをもって 大学連携プログラムは 無事 終わらせてだきます。 

 

 


