
様式第２号（第５条関係） 

審議会等会議録 

会議のてん末・概要 発 言 者 

事務局 第 2 回しょうぶ会館運営委員会 

皆様こんにちは。 

 ただ今より、平成 27 年度第 2 回しょうぶ会館運営委員会を開会させて

いただきます。 

本日は、水島会長をはじめ、運営委員の皆様には、ご多忙の中、ご出

席いただきまして誠にありがとうございます。 

なお、本日、委員の過半数が出席されておりますので、委員会規則第

6 条第 2 項の規定によりまして、開会できますことをご報告申し上げま

す。 

会議録の署名ですが、今回の会議録にご署名をいただきく委員は、若

山喜一郎委員さんと根本ゆみ子委員さんのお二人にお願いいたします。 

会議録が完成次第、指名された委員さんにはご署名をお願いしたいと

存じます。 

続きまして、本日の資料のご説明をいたします。お手元の資料をご覧

ください。 

資料の 1 ページは、（1）事業中間報告についての、今年のしょうぶポ

ピーまつりの報告でございます。2 ページは、隣保館事業の 4 月～6 月ま

での報告、3 ページは児童館事業の 4 月～6 月までの報告と人権教育推進

事業の 4 月～6 月までの報告、4 ページは月別利用者一覧、5 ページから

7 ページは、隣保館事業と児童館事業の今後の事業計画でございます。8

ページはしょうぶ会館運営委員会の開催計画としょうぶ会館管理事業、

人権教育推進事業の計画、9 ページは「こどもまつり」の概要、10 ペー

ジはこどもまつりのチラシとなっております。 

それでは、次第に沿いましてご挨拶をいただきたいと存じます。 

しょうぶ会館運営委員会会長の水島輝彦様、どうぞよろしくお願いい

たします。 

水島会長 水島会長あいさつ 

 どうもご苦労さまです。本日はお忙しい中ありがとうございます。 

 5 月から６月のポピーまつりも終わり、本日の第 2回運営委員会が終わ

ると 3月まで運営委員会はございません。  

 本日の運営委員会で、6月までの事業報告と 3月までの事業計画につい

て、審議いただき、会の運営にご協力をいただければと思います。 

 また、8月 11 日には、こどもまつりがございます。 

 小中学生の実行委員会で自主的に一生懸命準備を進めていると聞いて

おります。今年のこどもまつりも、どのようなまつりになるか、委員の

皆様に切に協力お願いするものでございます。 

 これから、ますます暑くなるところでございますので、委員の皆様に

おかれましては健康に十分ご留意いただきご活躍をいただきますように

お願い申し上げまして、あいさつに代えさせていただきます。 

 本日は大変ご苦労様です。 

事務局 ありがとうございました。 

続きまして、菖蒲総合支所長の岩﨑支所長より、ごあいさつをお願い

いたします。 
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岩﨑支所長 岩﨑支所長あいさつ 

 皆さんこんにちは。委員の皆様におかれましては、日頃より当館の運

営にご尽力いただきありがとうございます。 

 本日はご多用のなか、また猛暑のなか、平成 27 年度第 2 回しょうぶ会

館運営委員会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 平成 27 年が始まりまして、もう 4ヶ月が過ぎようとしております。 

 その間、しょうぶ会館の最も大きな事業であります「しょうぶポピー

まつり」につきましては、28 日間という長い期間、委員の皆様をはじ

め、多くの関係各位のご協力によりまして、盛大に開催することができ

ました。 

 今年の「しょうぶポピーまつり」は、予想外の台風があり大変心配し

たところでありますが、全般的に天候には恵まれ、おかげさまで、鮮や

かなポピーの花を楽しむことができ、市内外から大勢の方々にご来園い

ただきました。 

 おかげさまで、ご来園いただいた人数は、昨年度を大きく上回ること

ができましたことに、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 本日は今年度のこれまでの事業のご報告と、今後の事業計画につきま

して、改めてご審議いただくものでございます。 

 委員の皆様には、慎重なご審議とご指導をお願いしたいと存じます。 

 結びに、先日梅雨明けがありまして、暑い日が続きますが、委員の皆

様には、ご自愛いただきますとともに、ますますのご健勝、ご活躍をご

祈念申し上げ、ごあいさつとさせていただきます 

事務局  ありがとうございました。 

 それではこれより議題に入りたいと存じます。しょうぶ会館運営委員

会規則第 6 条第 1 項の規定によりまして、水島会長に議長をお願いいた

します。 

水島議長  はい。それでは「議題 1 事業中間報告について」事務局より説明があ

りますので、よろしくお願いします。 

事務局 議題 事業中間報告について 

それでは、事業中間報告について、ご説明させていただきます。 

◆しょうぶポピーまつりについて 

資料の 1ページをご覧ください。 

 平成 27 年度は 5 月 10 日の日曜日から 6 月 6 日の土曜日までの 28 日間

開催いたしました。延べ 9,158 人のたくさんのご来場をいただきまし

た。平成 26 年度の来場者数が 7,177 人でございましたので、1,981 人の

増でございました。 

また、イベント当日の 5 月 17 日の日曜日につきましては、2,450 人の

ご来場でございまして、平成 26 年度は 2,350 人でございましたので、

100 人の増でございました。 

 イベント当日、菖蒲中学校、菖蒲南中学校の生徒の皆さんが各コーナ

ーに分かれてボランティアとして活躍をしていただきました。 

 また、菖蒲地区の小・中学校７校の児童生徒が、「感謝・人権・平

和・将来の夢・愛」などをテーマにペットボトルロケットにつける布や

吹流しに思いを描き、ペットボトルロケットの打ち上げや、吹流しの飾 
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りを行いました。  
 

◆隣保館事業（４月～６月）について 

 資料２ページをご覧ください。 

「事業番号 1 さわやかルーム事業」から「事業番号 4 カラオケ」までに

つきましては、ご覧のとおりの実施日と回数で実施いたしました。 

「事業番号 6 ふれあい交流会カラオケ大会」、「事業番号 7 ふれあい

交流会懇親会」については、今月 10 日にふれあい交流会として同日開催

させていただき、当日は多くの方々に参加いただきました。 

 「事業番号 8 じゃがいも土寄せ」、「事業番号 9 さつまいも植

え」、「事業番号 10 落花生種まき」については、ポピーまつり初日の

5 月 10 日に実施いたしまして、委員の皆様にはご指導のほどありがとう

ございました。 

さつまいもの苗数でございますが、パープルスイート 40 本、安納芋 50

本、ベニアズマ 200 本を植えました。参考に、昨年度はパープルスイー

ト 50 本、安納芋 50 本、ベニアズマ 200 本を植えました。 

 また併せて「事業番号 12 自然ふれあい教室」につきましても同日実

施いたしました。 

 また「事業番号 11 しょうぶポピーまつり」につきましては、1 ペー

ジの説明のとおりでございます。 

「事業番号 14 田植え」、「事業番号 15 じゃがいも収穫」について、

また併せて「事業番号 12 自然ふれあい教室」について 6月 14 日 

 に菖蒲中学校のボランティアの協力を得て同日実施をいたしました。 

 「事業番号 16 さわやか講座（ポプリ教室）」につきましては、6 月

10 日、18 日、25 日に実施いたしました。 

 

◆児童館事業について 

 資料 3ページをご覧ください。 

 昨年度との変更した点を主に説明いたします。「事業番号 35 めばえ

広場」でございますが、昨年度の毎月第 3 月曜日の実施から、毎月第 1

木曜日に変更し実施いたしました。 

 「事業番号 36 すくすく広場」でございますが、昨年度の毎月第 3 水

曜日の実施から、毎月第 2木曜日に変更し実施いたしました。 

 「事業番号 37 絵本のへや」でございますが、昨年度は毎月第 2 火曜

日の月 1 回の実施でしたが毎月第 2・４火曜日の月 2 回に変更し実施いた

しました。 

 「事業番号 39 わくわくタイム」でございますが、昨年度は毎月第 3

金曜日のほほえみクラブ終了後に実施しておりましたが、毎月第 4 木曜

日に変更し実施いたしました。 

事業実施日をずらしても、事業参加人数に大きな差はなく、また実施

回数を増やした事業については、参加人数は増となっております。 

 「事業番号 42 こどもの日おたのしみ会」午前の部、午後の部で述べ

30 人の参加者数でございました。 

 「事業番号 44 長期休業中の子ども事業」につきましては、春休みに

ついては、小ホールなどを利用し、卓球など実施をしました。  
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◆人権教育推進事業について 

 人権教育推進事業につきましては、 「事業番号 52 ふれあい教室」

から「事業番号 57 工作教室」まで資料のとおり実施しました。 

 

◆月別利用者数一覧表について 

資料 4ページをご覧ください。 

4 月から 6 月までの利用者数につきましては、20,728 人でございま

す。昨年度同時期では、20,087 人でございまして、比較しますと 641 人

の増加で、3.2％の増でございます。 

児童館の 4 月から 6 月までの利用者数については、3,840 人でございま

す。昨年同時期は 4,132 人でございまして、比較しますと 292 人の減少

で、7.1％の減でございます 
水島議長 説明が終わりました。これより、委員の質問を受けます。 

質問のある委員はいますか。 

若山委員 卓球について伺います。 

先日、しょうぶ会館で卓球を利用した方から話がありまして、卓球を

初めて利用する方が卓球ダブルスでプレーをしようとしたところ、仲間

に入れてもらえなかったとのことでありました。 

会館ではどのような指導をしているのですか。 

水島議長 卓球利用にあたっての初めての方に対して会館はどのような対応をし

ているのですか。 

事務局 初めての方については、受付をすませた後、順番に入ってプレーをす

るよう話をしております。 

水島議長 初めての方が順番に入ってプレーをするのは、難しいのではないです

か。職員はその場にいないのですか。 

事務局 担当職員と臨時職員が対応をしておりますが、卓球の時間、終始職員

がつくところまではしておりません。 

水島議長 利用者としては、どのような対応を望みますか。 

若山委員 初めての方でも、仲間に入れるような対応をお願いします。 

水島議長 会館の対応はどうですか。 

事務局 初めての方に対しましては、卓球の場所まで職員が同行し、みんなの

前で、名前を紹介し、プレーに参加できるようにしたいと存じます。 

水島議長 以上の事務局の提案でよろしいですか。 

（一同了承） 

他に質問はありますか。 

水島委員 卓球については、初心者などレベルごとに割り振って、今実施してい

る日とは別に教室を設けてはどうですか。 

事務局 今後、進められるか検討していきます。 

水島議長 他に質問はありますか。 

水島委員 児童館の利用人数ですが、昨年度より人数が減っていますが、事業な

どの募集方法はどのようにしているのですか。 

事務局 会館内の掲示板や、利用者へ小チラシの配布をしており、一部の事業

では市ホームページで周知を図っております。  
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全体的な利用人数は減っておりますが、内訳としまして大きく差があ

るのが、幼児の利用人数は前年度より約 200 名増加し、児童生徒の利用

人数は前年度より約 300 名減少しており、全体として利用人数の減少と

いうところです。 

事務局 

幼児で 200 名の増加というのは、会館で何か周知方法を変えたのです

か。 

水島委員 

今までと周知方法に変更はございませんが、今後は、紙媒体の周知方

法はもとより、ホームページでの周知方法についても充実させ、また、

会館利用者の要望を聞き、さらなる会館利用者の増加や会館の運営に活

かしていきたいと存じます。 

事務局 

他に質問はありませんか。 水島議長 

緑のカーテン事業について、説明文が苗を植えてすぐ、カーテンの効

果で温度が下がったような表現になっていますが、いかがですか。 

若山委員 

植えたことで、すぐには温度は下がりませんが、苗が成長し、カーテ

ンになり温度が下がることをこどもたちに教えました。 

事務局 

他に質問はありませんか。 水島議長 
無いようですので、次に「議題２ 今後の事業計画について」事務局よ

り説明がありますので、よろしくお願いします。 

議題 今後の事業計画について 事務局 

資料 5ページをご覧ください。 

人権意識の高揚や住民相互の交流及び児童の健全育成を推進するた

め、各種事業を実施いたします。 

 

◆隣保館事業 

隣保館事業につきましては、「事業番号 1 さわやかルーム事業」から

資料 6 ページ「事業番号 34 コサージュ教室」についてご覧のとおりの

予定で実施したいと存じます。 

「事業番号 23 ポピー種まき」については「事業番号 24 落花生収

穫」、「事業番号 25 さつまいも収穫」と同時期に 10 月下旬に実施した

いと存じます。 

「事業番号 28 菖蒲地区人権のつどい」については 11 月 21 日にアミ

ーゴで実施され、会館の教室で製作した作品を展示したいと存じます。 

「事業番号 30 もちつき大会」につきましては、12 月中旬頃に稲刈り

で収穫したもち米で事業を実施したいと存じます。 

 

◆児童館事業 

 資料 7ページをご覧ください。 

 「事業番号 35 めばえ広場」から「事業番号 51 みんなの広場」につ

いてご覧のとおりの予定で実施したいと存じます。 

 「事業番号 45 こどもまつり」については後ほど詳しく説明をさせて

いただきます。 

 「事業番号 50 ゆうゆうプラザ」につきましては、日程が平成 28 年 1

月 16 日（土曜日）、2月 13 日（土曜日）に決まりました。 
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  今後はゆうゆうプラザ実施委員会と連携を図りながら事業を実施した

いと存じます。 

 

◆しょうぶ会館運営委員会 

資料 8ページをご覧ください。 

しょうぶ会館運営委員会について、本日の第 2 回運営委員会の後、第 3

運営委員会までの間、ご覧の内容で実施したいと存じます。 

 

◆会館管理運営事業 

 年間を通して、会館の管理運営を実施していきたいと存じます。 

 

◆人権教育推進事業 

 「事業番号 52 ふれあい教室」から「事業番号 57 工作教室」につい

てご覧のとおり実施していきたいと存じます。 

 

◆こどもまつり 

 資料 9ページをご覧ください。 

こどもまつりについて、説明いたします。併せて、資料 10 ページにつ

いてはこどもまつりのチラシでございます。こちらは、菖蒲地区内の各

公共施設に配布しております。 

今年度は、小学 4 年生が 1 名、小学 6 年生が 8 名、中学 1 年生が 3

名、中学 2 年生が 4 名、中学 3 年生が 2 名の合計 18 名実行委員中心とな

って計画して、まつり当日に向け準備を進めております。 

今年度、新たに、わなげのコーナーを設けたり、こども山車を製作

し、こども山車を引き、こどもみこしを担ぐことを計画しております。 

駐車場は、旧菖蒲高校駐車場、あやめ公園駐車場、菖蒲小学校駐車場

を利用していただく予定で、案内看板を設置する予定です。 

水島議長   事務局から説明が終わりました。 

これから、委員の皆さんの意見を伺います。 

藤崎委員 人権教育推進事業について、6 月に硬筆展に向けての硬筆教室を実施し

ましたが、事業報告、計画に掲載が無いですが、なぜですか。 

事務局  ふれあい教室の事業の中に実績として入っておりましたので、特段、

掲載いたしませんでした。 

若山委員  こどもまつりについて、駐車場の地図を掲載したほうがよいのではな

いですか。 

事務局  すでに、各公共施設などに配布しておりまして、前日に駐車場の案内

看板を設置し、案内をしたいと存じます。 

水島委員  「事業番号 13 緑のカーテンづくり」、「事業番号 43 夏の昆虫観察

会」について、事業の計画について教えてください。 

事務局  植えた苗の生育状況や、スズムシやカブトムシなどの会館で展示して

いる虫の成長を来館者に観察してもらうことを実施しております。 

 また、実った物については、工作などを実施したいと存じます。 

 さらに今後は、できること検討し、実施していきたいと存じます。 
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水島委員  「事業番号 35 めばえ広場」から「事業番号 40 親子でファイティン

グ」について、実施日の設定の経緯について教えてください。 

事務局  幼稚園、保育園で実施している事業日となるべく重ならないような日

にちで設定をいたしました。 

 資料の中に担当者の記載をしてはどうですか。 藤崎委員 

事務局  会館職員全員で事業を進めておりますので、改めて担当者の記載はし

ておりません。 

 「事業番号 26 秋の味覚体験」について、どのような計画ですか。 若山委員 

 その時期に収穫できた作物でメニューを検討したいと思います。 事務局 

水島議長 他に、質問はありますか。 

無いようですので「議題 3 その他」に移ります。 

委員の中で何か意見はありますか。 

水島委員  ポピーまつり期間中に今年度は事業として、幼児の来場が無かったの

ですがなぜですか。 
事務局  事業を企画する段階で、計画が甘かった点がありました。 

 来年度以降、こういったことが無いように事業を進めていきたいと存

じます。 
水島議長  他に質問はありますか。（無しの声あり） 

それでは、その他も終りましたので、これで議長の任を解かさせていた

だきます。ありがとうございました。 

ありがとうございました。それでは、閉会のご挨拶を高砂副会長様に

お願いしたいと思います。 
事務局 

高砂副会長  たくさんの貴重なご意見をありがとうございました。 

 これから暑い日が続き、また台風 12 号も近づいております。 

委員の皆様におかれましては、季節柄ご自愛いただき、以上をもちま

して、平成 27 年度 2回しょうぶ会館運営委員会を閉会といたします。 

ありがとうございました。 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。（注） 

 

 

平成２７年８月１８日 

  しょうぶ会館運営委員 若山 喜一郎 
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            しょうぶ会館運営委員 根本 ゆみ子 

                      

（注）特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 

 

 


