
問１３　自由記述欄

（１）生涯学習に関するご意見やご感想（５３件）

番号 年代 性別 ご意見・ご感想 生涯学習課回答 その他回答課

1 30代 女性

現在子育て中ですが、私自身も生涯学習に大変興味があります。子

連れで参加できる講座を作るのは難しいのは承知していますが、参

加できる機会があったらうれしく感じます。

公民館では、２・３歳と保護者を対象に「のびのび親子学級」を実

施しています。また今年度は、親子で参加できる１回完結の講座を

複数実施する予定です。ご参加お待ちしています。

2 30代 女性

生涯学習というものが何かわからないので、なんとも言えないが、

仕事などに活かせるものならいいと思う。

ご意見ありがとうございます。

生涯学習とは個人が生涯にわたって自主的、自発的に行う学習活動

のことで、多岐にわたります。より多くの市民の方にご参加いただ

けるよう、ニーズも踏まえた講座を実施したいと思います。

3 30代 男性

情報が、紙でもネットでも得られるように、内容を一元化してほし

い。

広報あびこへの情報掲載のほか、生涯学習情報を掲載した「あびこ

楽校ニュース」を、市役所のほか、市内各行政サービスセンター、

近隣センター、公民館、市民プラザなどに設置しています。同じ内

容は市ＨＰでもご覧いただけます。今後も紙媒体・電子媒体バラン

スの良い情報の発信に努めていきます。

4 30代 女性

もっとインターネットに情報をあげて欲しい。

我孫子市広報などの紙媒体よりもネットで情報を見たい。

高齢者向けの生涯学習は多いが

小さい子ども向けや 未就園児がいるママ向けが少ない。子育て支援

施設でできる生涯学習がもっとあるといい。以前は英語、ママヨ

ガ、親子バレエなどを受講できたが今はない。これらは 講師の方の

ご厚意で無償でやっていたが、外部から有料で講師を招くのもいい

と思う。

学級、講座の募集時期に合わせて市のHPに情報を掲載しています。

また、「アビスタ・コホミンのブログ」を通じて生涯学習、公民館

をもっと身近に感じていただけるよう、イベント情報、日々の学習

内容等について、情報発信しています。ぜひご覧ください。

公民館では、２・３歳と保護者を対象に「のびのび親子学級」を実

施しています。1年間、固定メンバーでの活動を通して交流を深め、

子育ての輪を広げる場にもなっています。

また今年度から、６か月までの赤ちゃんと保護者を対象に、初めて

の子育てで抱える不安や戸惑いを解消し、赤ちゃんとの絆づくりに

も役立つ「Babyのびのび親子学級」を実施します。

子ども支援課、保育

課

5 30代 女性

広報は毎号チェックをしていますが、生涯学習の出前講義について

は知りませんでした。我孫子市は市役所のアクセスがあまり良くな

いので、より身近な行政サービスセンターなどでも情報をより開示

していってほしいな、と思います。

市民の集いの場や若い世代のサークルなどがもっと活性化するとい

いです。待機児童のいない働くママに優しい街なので、働くママの

サークルや組織があったらいいな、と思います。

出前講座のご案内や申込書は、市役所のほか、市内各行政サービス

センター、近隣センター、公民館、市民プラザなどに設置していま

す。今後さらにお知らせの範囲を広げる方法を検討していきます。

市民活動支援課、保

育課



6 40代 女性

昨年夏、小学生の息子と一緒に認知症サポーターの講座を受講しま

した。子どもにも分かりやすく作られた講座で、今後のために子ど

もに知っておいて欲しいことを息子にもなんとなく理解してもらえ

たように思います。

柏市在住の母(70代)は、中央学院大学の手話講座を受講中です。シ

ニアでも学べる場が提供されていることを喜んでいます。

ご参加いただきありがとうございました。

より幅広い市民の方にご参加いただけるよう、今後の講座内容の参

考にさせていただきます。

7 20代 女性

無料で講座を開いて欲しい。けやきプラザ等で。 市で実施している学級・講座は、原則実費分を参加者に負担してい

ただいています。

なお、出前講座は、申込団体の活動場所に講師が出向き、無料で講

座を受けることができます。

8 50代 女性

平日のみの方、土日が良い方と 両立してほしい。
平日に年間を通した学級、土日には1回で完結する講座を設けていま

すので、ご都合に合わせてご利用ください。

9 40代 男性

既存のアビスタ二階やけやきプラザ以外にも自習室を充実させて、

年齢を問わず学習意欲のある人が自習しやすい環境を増やして欲し

いです。

市内近隣センター11か所には誰でも使用できるフリースペースがあ

ります。生涯学習センターでは、２階のフリースペースのほか、第

１学習室を平日午後３時から午後９時まで（土・日・祝日や学校長

期（春・夏・冬）休みには午前９時から午後９時まで）学習スペー

スとして開放しています。また、1階の喫茶コーナーも閉店後学習が

できるフリースペースとして開放しています。ぜひご利用くださ

い。

市民活動支援課

10 30代 女性

さまざまなスポーツの専門家に体験教室を開催してもらいたい。 最近では小学生を対象に中央学院大学の小林教授から走り方を学ぶ

講座を実施しました。今後も引き続きこのような企画を検討しま

す。

文化・スポーツ課

11 30代 男性

もっと色々と発信をうまくしていただけると良いなと考えていま

す。

生涯学習に関する情報を「あびこ楽校ニュース」により提供してい

ます。また市ＨＰ、アビスタ・コホミンブログでも情報を発信して

います。様々な媒体を利用して効果的に発信できるよう努めていき

ます。

12 40代 女性

我孫子が大好きなので、何か地域の人たちと活動したいと思ってい

ます。子どもがなく、また出身地というわけでもないので地域の人

との関わりがないのが現状です。情報発信をお願いします。

生涯学習に関する情報を「あびこ楽校ニュース」により提供してい

ます。また、アビスタ・コホミンブログでも情報を発信していま

す。

魅力発信室

13 70代 男性

講座を受けられる方と受けられない方の不公平感を極力なくしてほ

しい（有料化）。

市で実施している学級・講座は、原則実費分を参加者に負担してい

ただいています。また、定員を超える応募があった場合は職員によ

る抽選を実施しています。



14 70代 男性

個人の専門知識を活かした講演会など。健康食品に関するセミ

ナー。

出前講座の市民講師メニューでは、専門知識のある市民の方が講師

となり講座を行なっています。健康分野に関する講座についても、

今後さらにメニューの幅を広げられるよう検討します。

15 30代 女性

色々企画しているようだが、規制(ルール)が多すぎて、トライして

みようと思えない。

出前講座では、幅広いメニューをご用意していますが、より多くの

方にご利用いただけるよう、メニューのさらなる充実や、申請方法

の簡略化、利用方法のお知らせの工夫などを検討します。

16 50代 女性

どの学習に対しても行うとした時に受けたいものが定員に達して受

けられないというのは避けてほしい。

1日暇ではないので

電話の前でチケット予約のようなことが出来ない

部屋の定員に合わせて募集しています。先着での受付ではなく、応

募者多数の場合抽選で受講者を決定しています。

また、ちば電子申請サービスでのご応募は２４時間受け付けていま

す。ぜひご利用ください。

17 80代 女性

高齢者が近くで気軽に参加できる講座をを開催して頂ければ嬉しい

です。
出前講座は申込団体の活動場所に講師が出向き、無料で講座を受け

ることができます。市内の会場であれば近隣センターや地域交流教

室の公共施設、自宅など身近な場所でもご利用いただけます。

18 40代 女性

生涯学習に関していえば、公民館などで行われる講座は、仕事や育

児をされている方々が参加するには難しい日時が多いなと感じる事

があります。

多様化するにはなかなかそれも難しいと思いますが、市として力を

入れて下さるのであれば、開講日時を柔軟にしていただけると嬉し

いなと思います。

来年が市政50年とは知りませんでした。県外から引っ越してきてま

だそんなに経っていませんが、何か記念になることに協力や参加が

できるといいなと思います。

ご意見ありがとうございます。

公民館では平日に年間を通した学級、土日には1回で完結する講座を

設けていますので、ご都合に合わせてご利用ください。

19 40代 男性

生涯学習をきっかけに我孫子市に興味を持ってもらえるような活動

を企画できたらいいなと思います。生涯学習は目的でなく手段。生

涯現役の精神の下で子育てや福祉や教育といった我孫子市が取り組

んでいる行政課題に少しでも多くの市民が目を向けてもらえるよう

なきっかけ作りを目指して欲しいと思います。

ご意見ありがとうございます。

我孫子市のことをより深く知り、地域で活躍していくにはどうした

ら良いかを考えていただく公民館講座を実施しています。

子育てについても、公民館講座を受講された方々が自ら継続学級を

立ち上げており、講座をきっかけにして多くの方々が活動をされて

います。

それらの入口、きっかけづくりとして、さまざまなイベント・講座

を行い、多くの市民のみなさまに参加していただきたいと考えてい

ます。



20 40代 女性

広報で掲載しているイベント等は、すぐにいっぱいになってしまう

ようなので、定員の枠を広げてもらえると助かります。

部屋の定員に合わせて募集していますのでイベントによってはすぐ

一杯になってしまいますが、公民館では先着での受付ではなく、応

募者多数の場合抽選で受講者を決定しています。

また、ちば電子申請サービスでのご応募は、２４時間受け付けてい

ます。ぜひご利用ください。

21 40代 女性

子育てをしているとなかなか長期的な期間の講座には参加できない

ので、ジャンルは限られるが1日～３日くらいのプログラムがあると

よいと思う。

ご意見ありがとうございます。

今年度は、災害時に使えるロケットストーブを製作する講座等、親

子で参加できる１回完結の講座を複数実施する予定です。ご応募お

待ちしています。

22 30代 女性

出前講座を利用しました。それまで知らなかったので、知らない人

多いと思います。もっと市民にわかるようにした方がいいと思いま

す。

ご意見ありがとうございます。

出前講座のご案内や申込書は、市役所、市内各行政サービスセン

ター、近隣センター、公民館、市民プラザなどに設置しています。

また、公民館では展示によるPRも行なっています。ご指摘のとお

り、知らない人にも知っていただけるよう、今後さらにお知らせの

範囲を広げる方法を検討していきます。

23 40代 女性

働いている人や若い人たちも参加できるような

内容や日時の設定をし参加者が増えるような工夫はどう でしょう

か。

ご意見ありがとうございます。

より多くの市民の方にご参加いただけるよう、今後の講座実施時の

参考にさせていただきます。

24 80代 男性
利用者側のマインドが今一活性化していないと思いますが如何で

しょう。

ご意見ありがとうございます。市民の方が興味を持ち、生涯学習が

盛り上がるような講座の実施や、ＰＲを検討します。

25 40代 男性

計画立案の段階から多方面と情報交換などの場を設けるのも必要か

と。

ご意見ありがとうございます。

eモニターのご意見や、講座に参加された方々のアンケート等を参考

にして、より多くの市民の方々に参加いただけるような講座を立

案・実施していきたいと思います。

26 40代 男性

生涯学習の定義がよくわかりませんが、市でそのような催事を開催

していただけていることを知ることができてよかったです。今後は

機会があれば参加させていただきます。

ご意見ありがとうございます。

市民の方一人ひとりが生涯にわたって自主的、自発的に行う学習活

動を生涯学習と言いますが、生涯学習課・公民館ではそうした学習

活動を支援する事業を行っています。今後も、より多くの市民の方

にご参加いただける講座を実施したいと思います。ご参加をお待ち

しています。



27 70代 男性

生涯学習の出前講座メニューは同好者が集うことで利用が叶う。一

人でも利用可能なシステムであったらよい。

ご意見ありがとうございます。

出前講座はその目的からグループで受講していただくのが基本と

なっています。ただし、メニューによっては１人から受講可能な場

合もあります。

人材・団体グループ情報では、各分野で活動している個人やグルー

プを紹介しており、個人でも問い合わせが可能です。市ホームペー

ジや、公民館に設置している冊子でご覧いただけますので、活動を

始める際にぜひご利用ください。

28 80代 男性

色々積極的にやっていると思います。 ご意見ありがとうございます。

今後も、より多くの市民の方にご参加いただける講座を実施したい

と思います。

29 30代 女性

私の住んでいる布佐では、あまり公民館（布佐の風）での活動がほ

かの地域に比べて極端に少ないと思います（布佐南公民館では活動

をしているようですが。。。）布佐の風でも色々な活動をしてほし

いです。

近隣センター「ふさの風」や布佐南近隣センターは近隣の市民によ

り自主的に運営されています。なお、公民館は我孫子地区公民館

（アビスタ）と湖北地区公民館（コホミン）の2か所となります。

市民活動支援課

30 30代 女性

地域の方との交流や気軽に参加参加できるもの、料理教室。ダンス

等に参加したい。

出前講座は申込団体の活動場所に講師が出向き、無料で講座を受け

ることができます。地域グループの親睦会などでもご利用いただけ

ます。クッキング講座や、各種ダンス講座もあります。

また、人材・団体グループ情報では、各分野で活動している個人や

グループを紹介しています。市ホームページや、公民館に設置して

いる冊子でご覧いただけますので、活動を始める際にぜひご利用く

ださい。

31 60代 男性

「熟年備学」を受講しての感想

・講座内容については、これまで知らなかった「あびこ」を知るこ

とが出来て申し分なかったが、受講生同士の交流の場が少なかった

ように感じる。例えば、受講生同士が昼食を取る場を設けるとか、

懇親会を設けるとか・・・

　受講生は、仲間や友人との交流を期待していると思う。

・継続学習制度の説明が卒業間際までなかったのが残念である。

　もう少し前から継続学習の周知をしていれば、より活発な継続学

習が行われるのではないでしょうか。

「熟年備学」の受講ありがとうございます。

受講生同士の交流につきましては、第３回講座終了後に一度昼食会

を設け、その後も会場を使用できる場合はご案内しております。懇

親会は受講生間で自主的に行っていただくことを期待しております

が、そうした雰囲気づくりに努めていきます。

継続学習の周知時期につきましては、ご指摘の通り適切な時期を見

定め周知するよう改善してまいります。



32 40代 女性

子育てに悩むことがあり、講師や子育ての先輩の講演会があれば行

き、いろんな考え方を学び自分の日常に取り入れたいです。

ご意見ありがとうございます。

公民館では、年間を通して「家庭教育学級」を実施しており、その

中でだれでも参加できる公開講演会を実施しています。今年度は田

中玲子さんを招き「心に響きメッセージライブ」を12月5日（木）に

予定しています。ぜひご参加ください。

子ども支援課、保育

課、健康づくり支援

課

33 70代 男性

いろいろなグループで活動できる場所をもっと提供すべきと考えま

す。

ご意見ありがとうございます。

我孫子市内には公民館2館、近隣センター11館、市民センター２館、

地域交流教室５か所などがあります。今後もこれらの施設を活用い

ただけるようお願いいたします。

34 80代 男性

結構講演・音楽会などあり有難く思っています。 ご意見ありがとうございます。

今後も、より多くの市民の方にご参加いただける講座を実施したい

と思います。

35 70代 男性

生涯学習の卒業生又現在学習中のの我がマンションの住民数多くい

らっしゃいますがその人達は率先して自治会の活動に先導者として

活躍しています。市としての人材を育てる意味で今後尚一層の学習

会に市税を投入して住み良い我孫子市の発展に期待します。

ご意見ありがとうございます。

今後も、より多くの市民の方にご参加いただける講座を実施したい

と思います。

36 女性 27

生涯学習のターゲット層が、非常に分かりにくいと、感じます。シ

ニアで現役リタイアした時間にゆとり、のある方対象なのか？　都

内で働いているので、活動情報が、分かりにくいです。。

生涯学習の対象年齢層は、子どもから高齢者まで多岐にわたりま

す。しかし、ターゲット層と受講者層が一致しない講座等もありま

す。eモニターのご意見や、講座に参加された方々のアンケート等を

参考にして、より多くの市民の方々に参加いただけるような講座を

立案・実施していきたいと思います。

また活動情報につきましては、インターネット等を活用し、情報発

信をより強化していきます。

魅力発信室

37 40代 女性

とても興味があります。やりたいけど、子どもがいるのでなかなか

時間が取れない。続けられるか分からないので。

短期でできることをやりたいです。

参加したい方が参加できるように、今年度は、災害時に使えるロ

ケットストーブを製作する講座等、親子で参加できる１回完結の講

座を複数実施する予定です。ご参加お待ちしています。

38 40代 女性

実用的な学習内容を取り入れてほしい
ご意見ありがとうございます。

出前講座では全２４５の幅広いメニューがあり、ご希望に合ったも

のをお選びいただけます。また、人材・団体グループ情報では、各

分野で活動・学習している個人やグループを紹介しています。

↓ここから追加分です。



39 30代 男性

問９が複数回答の形式になっていない。

我孫子市ではご高齢の方が非常に活動的であると思う。生涯学習出

前講座に関わったときも、ご高齢の方でグループを作って定期的に

学ぼうとするパワーがすごいと感じた。一方で、教育現場は教育改

革や働き方改革の名のもとに、大変な状況がより深刻になっている

ように思う。我孫子市や市内の大学が中心となって、ご高齢の方の

パワーが子供たちの教育に活かせるような取組みを充実させてほし

い。

ご意見ありがとうございます。

地域の見守り活動や小学校で昔あそびの授業に参加するなど。この

情報を学校等でも活用していただけるような連携を検討します。ま

た、大学と連携した事業のさらなる充実をします。

秘書広報課

40 70代 男性

　生涯学習は、実に様々な効用をもたらすものだと思う。地域発掘

を歴史と組み合わせ地域のルーツを探ることは実に興味深く、多く

の住民が関心を持っている。かつてあった我孫子市研究は他に誇れ

るものだ。

　また、柳宗悦の妻・兼子は声楽家として音楽活動をやられていた

が、これを記念して合唱団活動やピアノ・バイオリン演奏会などを

企画することは我孫子にふさわしく魅力的だと思う。

　これらは市が主催するかどうかは別で、企画者への支援でも十分

であると思います。

ご意見ありがとうございます。

文化・スポーツ課では、文化団体との共催により文化祭やコンサー

トなどを行っています。地域の歴史や文化財についても、専門の職

員による研究や講座などを行っています。

50周年記念事業ではご意見を踏まえて、我孫子らしいイベントや講

座を検討していきます。

文化・スポーツ課

41 40代 女性

生涯学習ということ自体知らなかった ご意見ありがとうございます。

今後も市民の皆様の生涯学習への関心をより一層高め、生涯学習活

動が活発化するように努めていきます。

42 60代 女性

広報あびこを良く見ています。

健康長寿を伸ばす様な講座等有ったら、可能な限り参加していま

す。

ピンピンコロリを目指し、出来るだけ病院の世話にならずにと考え

ています。友人も出来て、お陰様で楽しく活動しています。近隣セ

等、施設が利用しやすく感謝です。

講座のご参加ありがとうございます。

生涯学習課では、長寿大学や熟年備学では健康寿命の延伸をテーマ

の一つと考えています。また、出前講座では健康に関わる講座をご

用意しています。ぜひご活用ください。

43 60代 女性
我孫子市は生涯学習等とても充実してると思いますので。

今のところ特にありません。

ご感想ありがとうございます。今後も、より多くの市民の方にご参

加いただける講座を実施していきたいと思います。

44 40代 女性

ターゲット層と目的、効果から逆算して講座を決めてはどうか。ア

ンケートをとったところで意見はバラバラだろう。我孫子市民の教

養レベルの底上げをしたいのか、余暇を持て余す層への趣味の提供

なのか。個人的にはAEDの使い方なり心臓マッサージの方法なり、

誤嚥時の対処法なり、命を守る講座を開いてほしいところ。

講座の決め方についてご意見いただきありがとうございます。

公民館の講座を受けることが生涯学習ではなく、働く世代の学び、

充実した生活を支援できるよう行政として支援できるよう努めてい

きたいと思います。

また、出前講座の市役所メニューには救命講習がありますので、ぜ

ひご利用ください。



45 30代 男性

どの世代をターゲットにしていくのか？東京で働いている現役世代

をイメージしてもらうと、朝の7時代の電車に乗り、夜は21時前後に

帰宅するのがボリュームゾーン。未来を見据えて、そういった生活

スタイルの市民が存在することを理解してもらいたい。

ご意見ありがとうございます。

より多くの市民の方にご参加いただけるよう、今後の講座実施時の

参考にさせていただきます。

46 70代 男性

そもそも、生涯学習の案内やカリキュラムの入手先すら知りませ

ん。

どう、普及活動されるのでしょう？

　生涯学習センターアビスタや、市内各施設で「あびこ楽校ニュー

ス」や「出前講座メニュー表」などの配布を行っています。市ＨＰ

では、これらの情報誌をダウンロードできるほか、市内社会教育施

設（白樺文学館、鳥の博物館等）のイベント情報も随時更新してい

ますので、どうぞご覧ください。

47 60代 女性

全て生活の中で生涯学習かなと考えることもある。 感想ありがとうございます。

今後も市民の皆様の生涯学習への関心をより一層高め、生涯学習活

動が活発化するように努めます。

48 40代 女性

子どもが小さかったとき、のびのび親子学級で大変充実した楽しい

時間を過ごすことができ感謝しています。

今は子どもが少し大きくなりましたので、自分自身が成長できるよ

うに自分のために時間を少し作れたらいいなと考えています。

 学級へのご参加ありがとうございました。

人材・団体グループ情報では、各分野で活動している個人やグルー

プを紹介しています。市ホームページや、公民館に設置している冊

子でご覧いただけますので、活動を始める際にぜひご利用くださ

い。

49 70代 男性

体の健康維持の体操等に参加したいと思っています。 生涯学習課では、長寿大学や熟年備学では健康寿命の延伸をテーマ

の一つと考えています。また、出前講座では健康に関わる講座をご

用意しています。ぜひご活用ください。

50 80代 男性

講座を受けるのに、駐車場の心配がないようにしてほしい。

講師の経歴などを差し支えない程度に紹介してほしい。

各施設の駐車可能台数には限りがありますので、公共交通機関の利

用や乗り合いをしていただくなどご協力をお願いします。出前講座

を受ける際の会場（駐車場含む）は、申込者の方で確保いただいて

います。また、出前講座の市民講師については、メニュー表にプロ

フィールを掲載しています。

51 40代 女性

家庭教育学級に参加して、初めて生涯学習出前講座があることを

知ったので、参加していないママ世代には、出前講座があることを

知られていないと思う。

ご意見ありがとうございます。

出前講座のご案内や申込書は、市役所、市内各行政サービスセン

ター、近隣センター、公民館、市民プラザなどに設置しています。

また、公民館では展示によるPRも行なっています。ご指摘のとお

り、知らない人にも知っていただけるよう、今後さらにお知らせの

範囲を広げる方法を検討していきます。



52 60代 男性

利用できる施設を増やしてもらいたい。 我孫子市内には公民館2館、近隣センター11館、市民センター２館、

地域交流教室５か所などがあります。今後もこれらの施設を活用い

ただけるようお願いいたします。

53 50代 女性

いつも市民の為にありがとうございます。 ご意見ありがとうございます。

今後も市民の皆様の生涯学習への関心をより一層高め、生涯学習活

動が活発化するように努めます。


