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記念誌発刊に寄せて 

 

 

 

福生市教育委員会 

教育長 川越 孝洋 

 

昭和 52 年、福生市に公民館が開館してから、平成 29 年度をもって 40 周年を迎えました。当

時、公民館の建設にご尽力をいただいた「ふっさ『公民館を創る市民の会』」、「福生市文化協会」、

「福生市議会」並びに関係各位に、改めて敬意と感謝を申し上げます。また、開館以来現在まで

の 40年の長きにわたり、福生市の誇りある公民館活動を支えていただきました歴代の公民館運営

審議会委員をはじめ、公民館利用者、市民の皆様に厚く御礼申し上げます。 

福生市及び福生市教育委員会は、昭和 50年に社会教育委員の会議でまとめていただいた、福生

市社会教育基本構想の中間報告を基に、中学校区に一つの公民館、図書館、体育館、小学校区に

一つの集会施設の整備を、順次進めてまいりました。そして、この市民会館・公民館の他、昭和

54年に公民館松林分館、昭和 55年には公民館白梅分館が設置され、公民館３館体制のもと、市民

の社会教育活動の中核施設としてご利用いただき、豊かな学習、文化活動が展開されてまいりま

した。 

福生市教育委員会の目標にもあります「市民のだれもがあらゆる機会、あらゆる場面で学び続

けることのできる社会の実現を図るため」、これからも公民館では、市民の皆様の多様な学習要求

に応え、更には、地域や生活課題に焦点を当て、ライフステージのあらゆる階層を対象に、事業

を実施し、一層の充実を図ってまいります。 

また、公民館３館の 200 近い公民館利用団体が、自らの学習活動の場としての利用にとどまら

ず、更なる地域での教育の向上に取り組む社会の実現を目指し、地域へ主体的な関わり、他者と

の連携協力を図っていただけるよう、ご支援をさせていただきます。 

この記念誌が福生市公民館の歴史を振り返るだけではなく、これからの公民館活動の糧となり、

また、公民館で活動することの意味や課題などを改めて考える機会につながれば望外の喜びでご

ざいます。 

皆様の公民館での活動が更に発展し、ますますご活躍されることを祈念申し上げ、あいさつと

させていただきます。 
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記念誌発刊を祝して 

 

 

福生市公民館運営審議会 

委員長 山西 年男 

 

公民館開館 40周年おめでとうございます。 

日頃、公民館運営審議会定例会を通し公民館の事業の状況に接している一人としてまことにご

同慶の至りです。 

戦後間もない頃は日本の民主主義の普及に大きな役割を果たした公民館でしたが、やがて時間

が流れ昭和 40 年代に入り、時の福生では市民が公民館開設にむけてひとかたならぬ熱意を注ぎ、

行動し、行政を動かし、公民館設立にまでこぎ着けていったこの一連の様は今も語り継がれてい

ます。このことを市民は忘れてはいません。 

豊かな生活や学びのための社会教育、生涯学習の拠点である公民館、わが町福生では開館して

40年の年月が流れました。この間、公民館本館、松林分館、白梅分館の３館体制が市民に定着し

てきました。そして、今や公民館利用者は延べで年間 13万人を超える人数にまで達するほど公民

館は市民の学びの拠点となっています。思い思いの学びを実現できる場として市民に親しまれて

いる証左であります。 

今般、公民館開館 40周年記念事業として式典とシンポジウムが開催されたことはまことに意義

深いことと存じます。全国的に公民館を取り巻く環境が変遷してきており、それに伴い、公民館

に要求される果たすべき役割も変わってきつつあります。これらにつき市民が考え直す大きなき

っかけになりました。開館当初の労苦を知ることから始め、そしてそれに感謝しながら、今学ぶ

ことができる喜びを感じ、さらには講座やサークルで学び楽しむことができる現状を思い、そん

な公民館の存在をあらためてここで再認識することができました。 

さらにその上で、市民も行政もこれからどうあるべきかを「参加」「協働」「多様性」という三

つの視点で考えることができた、とても良い機会になったことと思います。 

開館 40 周年を機に福生市公民館がますますより多くの市民にとって、より身近なものとなり、

これからも市民の豊かな生活の実現に寄与する存在であり続けるよう期待しています。 
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