
様式第２号（第５条関係）

審議会等会議録

発　言　者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要
事務局（課長）

鳥海会長

事務局（課長）

田中市長

事務局（課長）

各委員

事務局（課長）

皆さん、おはようございます。本日は大変お忙しいところ、ご出席を

いただきまして、誠にありがとうございます。

只今から、平成２６年度第２回久喜市児童館運営委員会を開催させて

いただきます。

本日の司会を務めさせていただきます、子育て支援課長の久保田でご

ざいます。よろしくお願いを申し上げます。

初めに本日の出席委員数について、ご報告申し上げます。

委員１２人中、出席委員１１人で過半数に達しており、本運営委員会

は、久喜市児童館条例第１４条第２項の規定により成立いたしますこと

を御報告いたします。

　なお、保井雅貴委員におかれましては、欠席との御連絡をいただいて

おりますので、御報告申しあげます。

また、この運営委員会の会議は、久喜市審議会等の会議の公開に関す

る条例第３条の規定に基づき、公開ということで進めさせていただきま

す。

　それでは、開会にあたりまして、鳥海会長から御挨拶をお願いいたし

ます。

鳥海会長　あいさつ

　ありがとうございました。

続きまして、田中市長からご挨拶をお願いいたします。

市長　あいさつ

ありがとうございました。

それでは、ここで、会議に入る前にいくつかご確認、並びにご了承を

いただきたいことがございますので、よろしくお願いいたします。

１点目でございます。本日の会議の記録のため、テープへの録音につ

きまして、ご了解をお願いいただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

全員了承。
　

ありがとうございます。

続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。

まず、事前に送付させていただいている資料でございますが、

・平成２７年度久喜市立児童センター年間事業計画（案）（資料１）・

平成２７年度久喜市立鷲宮児童館年間事業計画（案）（資料２）

本日お配りしました資料は、

・平成２６年度第２回久喜市児童館運営委員会次第

・久喜市児童館運営委員会委員名簿

不足の資料はございませんでしょうか。ある場合は、お申し出いただ

きたいと存じます。
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田中市長

事務局（課長）

田中市長

事務局（課長）

事務局（堀江）

　　　

不足の資料はないようですので、続きまして、当運営委員会に諮問が

ございます。

田中市長、よろしくお願いいたします。

　（諮問書を朗読）

　「久喜市児童館運営委員会　会長鳥海豊吉様、久喜市長田中暄二、久

喜市立児童館事業について（諮問）「議案第１号　平成２７年度児童館

（久喜市立児童センター・久喜市立鷲宮児童館）年間事業計画（案）に

ついて」を策定いたしましたので、児童館運営委員会の意見を求めま

す。」（諮問書をに鳥海会長に提出）

　ありがとうございました。

　ここで、田中市長は、次の予定がございますことから、ここで退席さ

せていただきます。

 田中市長退席

それでは、「議案第１号　平成２７年度児童館（久喜市立児童センタ

ー・久喜市立鷲宮児童館）年間事業計画（案）について」を議題といた

します。

事務局から説明をお願いします。

 それでは、議案第１号「平成２７年度児童館（久喜市立児童センタ

ー・久喜市立鷲宮児童館）年間事業計画（案）について」ご説明申し上

げます。私の方からは、久喜市立児童センターについてご説明申し上げ

ます。着座にて失礼いたします。

　お手持ちの資料１の１ページをご覧いただきたいと思います。

 平成２７年度久喜市立児童センター事業計画の概要（案）についてで

ございます。この表は、対象者別に事業を一覧表にしたものでございま

す。上から順にご覧いただきたいと思います。

　幼児・保護者対象事業としまして、育児教室として０歳児育児教室・

１歳児育児教室。育児等に関する情報交換をすることや保護者同士の交

換を図ることを目的に、募集・登録制で、０歳児育児教室は、半期４回

コースで、１歳児育児教室は、半期５回コース行うものでございます。

今年度の０歳児教室は、５回コースでした。内容といたしまして、保健

センターの保健士の方にご協力いただき実施してきました。平成２７年

度は、保健センターの事業の増加により派遣が難しいとのことです。こ

のため今回４コースとなりました。

　続きまして、幼児教室として２歳児幼児教室・３歳児幼児教室という

ことで、友達との遊びを楽しむことや集団に慣れていただくさらに保護

者同士の交流を図ることを目的に、募集・登録制で半期７回コースで行

うものでございます。

　とんではねてワン・ツー・スリー。友達との遊びを楽しむことや遊び

の体験を広げることを目的に、８月を除く月１回から２回実施するもの

でございます。

 続きまして、出前教室ですが、友達との遊びを楽しむことや、遊びの
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体験を広げることを目的に、年２回実施するものです。この事業は、西

口に児童センターがないことから、中央公民館と清久コミュニテーセン

ターで午前中、リズム遊びや本の読み聞かせなどを実施したいと考えて

おります。なお、この事業は、平成２７年度の新規事業となります。

　うたとお話タイムですが、季節のうたや絵本、紙芝居を楽しむことを

目的に、８月を除く月１回から２回実施するものでございます。

　ちびっこ体操ですが、いろいろな曲に合わせて親子で体を動かすこと

を目的に、毎日午前１１時３０分から１５分程度行うものでございます。

　ママのおしゃべりサロンですが、育児等に関する情報交換をすること

や保護者同士の交流を図ることを目的に、夏休みの７月、８月を除き月

１回実施するものでございます。

　お父さんといっしょですが、父親の子育て参加の促進を図ることを目

的に、年３回行うものでございます。　以上が幼児・保護者対象事業で

す。

　続きまして、幼児対象事業としまして、幼児用トランポリン、跳んだ

り、はねたりして体を動かす楽しさを知ることを目的に、８月を除き月

１回実施するものでございます。

　館外活動ですが、友達との交流を図ることを目的に、年２回実施する

ものでございます。　以上が幼児対象の事業です。

　続きまして、小学生対象事業としまして、スノーマン活動ですが、ジ

ュニアボランティアの育成を図ることを目的に、月２回行うものでござ

います。ここで、スノーマングループについてお話したいと思います。

児童センターには、ジュニアボランティア「スノーマングループ」とい

う組織があり、原則、毎月、第１と第３の土曜日の午後１時から４時ま

で活動しており、主な活動は、「児童センターまつり」「七夕集会」

「クリスマス会」「ひなまつり集会」などの企画、準備、そして実施を

行っております。

また、世代間交流事業として「養護老人ホーム偕楽荘訪問」などの

訪問、「まなびすと久喜」への参加など、幅広く活動しており、これら

の活動を通して、チャレンジする力、思いやりの心を育て、リーダーシ

ップを磨くため、みんなでワイワイガヤガヤ楽しく活動をしています。

それから、おもしろ化学実験、科学実験、楽焼教室、みんなで作ろ

う工作、手作りはがきに絵手紙を描こう、宿泊キャンプですが、夏休み

にいろいろな体験をすることを目的に、みんなで作ろう工作については

年２回その他については、年１回実施するものでございます。館外活動

ですが、学区外の友達との交流を図ることを目的に、年３回実施するも

のでございます。以上が小学生対象の事業です。

続きまして、全般対象事業としまして、季節的行事ですが、伝統行

事を体験することを目的に、七夕集会、お月見茶会、クリスマス会、も

ちつき、書初め、豆まき、ひなまつり集会等を行うものでございます。

続いて、おりがみですが、おりがみを通して作ることの楽しさを知

ることを目的に、２か月に１回実施するものでございます。

おはなし会ですが、おはなし会に参加して、豊かな心を育てること

を目的に、２か月に１回実施するものでございます。

みんなであそぼうですが、集団遊びを楽しむことを目的に、年３回

実施するものでございます。
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映画会ですが、映画会に参加して豊かな心を育てることを目的に、

年５回実施するものでございます。

安全教育（避難訓練、交通安全教室、防犯教室）ですが、安全教育

を通して避難の仕方や安全に対する約束を学ぶことを目的に避難訓練２

回、この避難訓練２回というのは、埼玉東部消防組合消防局に防火避難

訓練実施計画届出書を提出し、１回は、消防署職員の立会いのもと指導

をいただいております。平成２５年度から避難訓練につきましては、毎

月、地震、火災を想定した訓練を独自に行っております。

交通安全教室、防犯教室それぞれ１回実施するものでございます。

以上が、全般対象の事業でございます。

続きまして、２ページをご覧いただきたいと思います。

　平成２７年度久喜市立児童センター月別事業計画（案）でございます。

　この表は、平成２７年度久喜市立児童センターの事業を月別にまとめ

たものでございます。

　４月から順にご説明申し上げます。

４月２２日幼児親子を対象としたこいのぼり製作

５月５日児童センターまつり

５月２４日ゴミゼロ運動参加・館外活動ということで、スノーマン活動

と合同で実施予定

６月６日幼児親子を対象としたお父さんといっしょを実施予定

６月７日幼児親子・小学生を対象としたじゃがいも掘りを実施予定。

場所は、しみん農園久喜で市バスを利用、予定しています。

６月１２日幼児親子を対象とした避難訓練を実施予定。消防署職員の立

会いのもと指導をいただく予定でございます。

６月１８日幼児親子を対象とした出前教室を実施予定。先ほど説明いた

しましたが、平成２７年度新規事業ということで、東口に児童センター

がないことから、中央公民館と清久コミュニテーセンターで午前中、リ

ズム遊びや本の読み聞かせなどを行う予定でおります。

７月３日幼児親子を対象とした七夕製作を実施予定

７月４日七夕集会を実施予定。内容は、遊戯室でそれぞれ思い思いの願

い事を短冊に書いてもらい、笹竹に結び付け、それから小学生のジュニ

アボランティアの「スノーマングループ」の皆さんの企画により、歌や

ゲームなどを予定しています。

７月９日幼児親子を対象とした防犯教室を実施予定。防犯教室というこ

とで、埼玉県・警察本部の防犯指導班「ひまわり」の皆様においでいた

だき、防犯に関するお話をしていただく予定です。

７月１８日小学生１年生以上を対象としたおもしろ化学実験を実施予定

久喜工業高校の先生及び生徒さんにご協力をいただき、実施しておりま

す。内容につきましては、今後、先生と相談して決めたいと思っており

ます。平成２６年度は、「冷え冷えおもしろ実験」ということで、液体

ちっそを使用した冷たい世界を体感しました。

７月２４・２５日１泊２日で小学生３年生以上を対象とした宿泊キャン

プを実施予定。キャンプ地は、茨城県立さしま少年自然の家で、往復に

は市バスを利用予定しております。

８月１日小学生を対象とした楽焼教室を実施予定。思い思いのお皿やカ

ップやはしおきなどを作る予定です。
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８月２日小学生を対象とした手作りはがきに絵手紙を描こうを実施予定

８月４日小学生を対象とした科学教室を実施予定。「科学教室」ですが

東京工業大学同窓会「蔵前工業会」の皆様方にご協力をいただいており

ます。「蔵前理科教室ふしぎ不思議」、通称「くらりか」と呼んでいま

すが、毎年、趣向を凝らした科学教室を開催していただいております。

平成２６年度は、「スライム作り」を行いました。

８月６日小学生を対象としたみんなで作ろう工作を実施予定

８月２０日小学生を対象としたみんなで作ろう工作を実施予定

８月２１日小学生を対象とした「料理づくり」ということで、フルーツ

ポンチづくりを実施予定

８月２３日人形劇団の「久喜どんぐり」さんによる人形劇を上演予定

９月５日幼児親子を対象としたお父さんといっしょを実施予定

９月６日お月見茶会を実施予定

９月１２日ソフトバレーボール大会を実施予定

９月２４日幼児親子を対象とした出前教室を実施予定

９月２６日小学生を対象とした館外活動ということで、平成２６年度も

行きましたが、北本市にあります北本フアクトリー（関東グリコ株式会

社）に併設の工場見学施設「グリコピア・イースト」工場を見学予定。

グリコの歴史やお菓子の知識を楽しみながら学べます。

１０月４日幼児親子、小学生を対象としたミニＳＬ乗車体験会を鷲宮児

童館との合同で実施予定。蓮田市井沼にあるミニＳＬ公園までは、市バ

スを利用、予定しております。

１０月２１日就学前親子を対象とした幼児の館外活動ということで、北

本市子供公園を散策予定。市バスを利用して、鷲宮児童館との合同で実

施予定しております。

１０月２４日一般来館者を対象とした避難訓練を実施予定

１０月２５日幼児親子、小学生を対象としたさつまいも掘りを実施予定

場所は、しみん農園久喜で市バスを利用、予定しております。

１１月２１日スポーツ大会ということで、ドッジボール大会を実施予定

１２月６日もちつき大会を実施予定

１２月１０日幼児親子を対象としたクリスマス製作を実施予定

１２月１７日幼児対象クリスマス会を実施予定

１２月１９日小学生対象クリスマス会を実施予定

１２月２５日スポーツ大会ということで、バドミントン大会を実施予定

平成２８年１月５日幼児親子、小学生を対象とした書初め大会を実施予

定

１月９日幼児親子を対象としたお父さんといっしょを実施予定

１月１６日偕楽荘訪問ということで、これは、ジュニアボランティア

「スノーマングループ」による活動で、児童劇の上演やふれあい交流ゲ

ームを予定しております。

１月３１日スノーマングループによる「まなびすと久喜」への参加予定

２月３日豆まきを実施予定

２月１０日幼児親子を対象とした交通安全教室を実施予定。久喜警察署

交通課の職員によるビデオ上映後、交通安全指導を予定

２月１８日幼児親子を対象としたひなまつり製作を実施予定

２月２７日ひなまつり集会を実施予定
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事務局（藤原）

３月１９日クイズ大会を実施予定

３月２６日卓球大会を実施予定

さらに、定期的なものとしまして、下の表にございますが、スノー

マングループによるスノーマン活動、原則、毎月、第１と第３の土曜日

の午後１時から４時まで活動しており、主な活動は、「児童センターま

つり」「七夕集会」「クリスマス会」「ひなまつり集会」などの企画、

準備し、実施予定です。

それから、幼児対象事業としまして、月１～２回のとんではねてワ

ン・ツー・スリー。

次に、幼児教室についてでございますが、２歳児・３歳児の教室が

ございます。「友達と遊ぶ楽しさを知らせ、集団になれさせる」こと、

「身体を使ったり、素材などを使っての表現活動を芽生えさせる」こと

及び「保護者同士の交流を図る」ことを目的に、「歌を歌ったり、お話

を聞いたり、絵を描いたりの表現活動」をボランティアの皆さんの協力

により、前期・後期それぞれ７回コースにより実施予定。幼児と保護者

とし、登録制により実施しております。

　次に、育児教室についてでございますが、０歳児・１歳児の教室がご

ざいます。「学習やお互いの情報交換を通して、育児に関する不安や心

配を軽減し、より良い育児の方法を考える」こと、及び「保護者同士の

交流を図る」ことを目的に、「テーマに基づいた学習」や「参加者同士

の情報交換」を保健師、看護師、栄養士、ボランティアの皆さんなどの

協力により、前期・後期それぞれ実施予定。保護者・乳幼児同伴も可と

し、登録制により実施しております。

　次に、８月を除き月１回実施予定の幼児トランポリン

　次に、７月・８月を除き月１回実施予定のママのおしゃべりサロン 

　それから、特別な事情がないかぎり、毎日おこないます、ちびっこ体

操

　さらに、月１～２回実施予定のうたとお話タイム

　それから、全般対象事業としまして、年５回実施予定の映画会、２カ

月に１回のおりがみ、２カ月に１回のおはなし会、年３回のみんなであ

そぼう

　以上が、平成２７年度久喜市立児童センター月別事業計画（案）でご

ざいます。

続きまして、３ページをご覧いただきたいと思います。

こちらの表は、活動体系別に年間事業計画の各事業を月毎に表したも

のでございます。内容は、先程ご説明した内容ですので、ご覧になって

いただき、説明の方は、省略させていただきたいと思います。

以上、申し上げました各種事業を平成２７年度に実施していきたいと

考えております。ご審議の程、よろしく、お願い申し上げます。

　それでは、続きまして鷲宮児童館分の説明を申し上げます。

資料２、平成２７年度久喜市立鷲宮児童館年間事業計画（案）をご覧く

ださい。

　説明の前に、申し訳ございませんが、資料の訂正をお願いいたします

１ページ「わくわくランド」の内容欄の制作の制を、下に衣をつけてく

ださい。３箇所お願いします。もう１箇所、４ページ６月の日付の訂正
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をお願いします。１行目３日を９日に、４行目１９日を１８日に訂正お

願いいたします。

　申し訳ございませんでした。

　それでは、平成２７年度 久喜市立鷲宮児童館年間事業計画（案）に

ついてご説明申しあげます。着座にて失礼いたします。

　それでは、１ページをご覧ください。

　この表は、平成２７年度の年間事業を、事業別に一覧表にしたもので

す。順に事業内容を説明させていただきます。

　最初に、幼児クラブでございます。この事業は、幼児の集団遊びを通

して、同年代の子どもの保護者に、交流する機会を提供することを目的

に、リズム体操や歌や製作等を、年５回実施するものでございます。対

象は、平成２４年４月２日から平成２６年４月１日生れの幼児と、その

保護者１５組です。

　次に、プチランドでございます。この事業は、体を動かしたり、歌を

歌ったり、リズム遊びやミニ運動会、お話会、人形劇等、親と子のふれ

あいを楽しむことを目的に、未就学児とその保護者を対象に、年１１回

実施するものでございます。この事業は、事前の申し込みや年齢制限も

ないため、未就学児であればどなたでも参加できます。また、鷲宮東コ

ミュニティセンターで実施するプチランドでは、民生委員さんにもご協

力いただいております。また終了後に、幼児と保護者が交流できる「子

育て広場」を開催いたします。実施会場につきましては、

２６年度までは鷲宮児童館と、移動児童館として鷲宮東コミュニティセ

ンターで実施してまいりましたが、鷲宮東コミュニティセンターの耐震

工事が２７年７月より始まるということで、６月までの４回を鷲宮東コ

ミュニティセンターで実施し、後半を鷲宮児童館で実施するものです。

　次に、わくわくランドでございます。この事業は、未就学児とその保

護者を対象に、四季折々の製作を通して、親と子のふれあいを楽しむこ

とを目的に実施いたします。この事業は事前の申し込みが必要です。七

夕の製作や、遊べる玩具の製作、クリスマスの製作、豆まきのつどい等

年４回実施予定です。これも、鷲宮東コミュニティセンターが耐震工事

の為、２７年度は児童館での実施となります。

　次に、チャレンジランドでございます。この事業は、製作や折り紙、

絵手紙等を通して、想像力、創作力を高め、物を作ることの楽しさや完

成の喜びを味わうことを目的に実施いたします。対象は小学生１５人で

ボランティアの方々にご指導いただき、年１１回を予定しております。

内容につきましては、ご協力いただくボランティアの方々と相談し、決

めてまいりたいと思っております。

　次のページをご覧ください。映画会でございます。この事業は良質の

映画を観賞することにより、情操を豊かにし、一緒に観賞している友達

等への気遣いや集中力を養うことを目的として、７月と１月の年２回実

施します。

　次にミニコンサートでございます。この事業は生の演奏を聴き、心豊

かなひと時をお子さんと、家族の方や友達と過ごしてもらいたいと、計

画いたしました。８月サマーコンサート、１２月クリスマスコンサート

２月ウィンターコンサートと、年３回実施予定しております。

　来館児童を対象に季節の製作を年９回実施いたします。四季折々のテ
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ーマで作る壁面製作を年４回実施し、季節感あふれる館内にします。ま

た、その他に節電うちわ作りや七夕笹飾り、手作りしよう、パズル、ク

リスマス飾りを作ります。

 「手作りしよう」については、今年度はさき折りに挑戦しました。今

年度に作った作品が玄関に飾ってありますので、お帰りの際にご覧いた

だければと思います。２７年度も、数日かけて完成するような作品作り

を計画しております。

　パズルについては、夏休みに小・中学生を対象に、集中力や協調性を

養う事や完成への喜びを目的に、５００ピースのジグソーパズルを実施

します。　　

　次に教室及び訓練を年３回実施します。

４月は幼・保・小・中学生を対象に、埼玉県警察本部の防犯指導班「ひ

まわり」による防犯教室を予定しております。５月は幼児・保護者を対

象に、地震に備えての訓練をし、消防署員の立会いのもと防災教室を実

施します。１２月は冬休み前に火災を想定した訓練を実施する予定でお

ります。

　次に館外事業でございます。この事業は児童センターとの共催事業に

より、幼児と保護者を対象に１０月４日ミニＳＬ乗車体験や１０月２２

日に北本市子ども公園の散策を実施予定しております。

　次にふれあい事業、遊ぼうデーでございます。この事業は、子ども達

の健全な心身の健康を推進することを目的に、伝承遊びを中心として、

ゲームや手作り遊具等で楽しく過ごします。３月を除く４月～２月の各

月の月末の土曜日に、実施します。今年度は毎月１１月は児童館まつり

と併せて実施予定しております。

　次のページをご覧ください。

　ミニお話タイム、のびのびタイムでございます。ミニお話タイム は、

幼児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせ等を通して子ども達の豊かな

心情を育み、親子で本に親しむ機会を与えることを目的に実施します。

のびのびタイムは、ミニお話タイムの終了後に引き続き実施します。こ

れは身長、体重の測定をします。測定の待ち時間等を利用し、親子で本

に親しみます。以上が、鷲宮児童館年間事業計画（案）でございます。

　続きまして、４ページをご覧ください、

　平成２７年度 久喜市立鷲宮児童館月別事業計画（案）の説明を申し

上げます。この表は、平成２７年度の事業を月別に一覧表にしたもので

す。

　各事業の対象者については、先程の年間事業計画（案）で、説明させ

ていただきましたので、省略させていただきます。

　４月から順にご説明申し上げます。

４月１５日、ボランティアグループよむよむさんによる「お話会」

４月２１日、「ミニお話タイム・のびのびタイム」

４月２５日、「遊ぼうデー」

４月２７日、「プチランド・子育て広場」鷲宮東コミュニティセンター

にて行います。

５月１１日、「チャレンジランド」

５月１２日、「プチランド・子育て広場」これも移動児童館として鷲宮

東コミュニティセンターにて行います。
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５月１８日、「避難訓練」

５月２０日、ボランティアよむよむさんの「お話会」

５月２３日～　小学生を対象とした「節電うちわ作り」

５月２５日、「幼児クラブ」

５月２６日、「ミニお話タイム・のびのびタイム」

５月２８日、「プチランド・子育て広場」

５月３０日、「遊ぼうデー」

６月９日、「ミニお話タイム・のびのびタイム」

６月１３日～、「七夕笹飾り」を作ります。 小学生対象です。

６月２０日、よむよむさんの「お話会」

６月１８日、「プチランド」

６月２３日、「幼児クラブ」

６月２７日、「遊ぼうデー」

７月１日、「わくわくランド」

７月７日、「幼児クラブ」

７月１１日～、「手作りしよう」 小学生対象です。

７月１３日、「ミニお話タイム・のびのびタイム」

７月１５日、ボランティアよむよむさんの「お話会」

７月２１日～、「パズルを作ろう」 

７月２５日、 映画会

７月２５日、「遊ぼうデー」

８月１日、「チャレンジランド」

８月５日、「ミニコンサート」

８月２０日、「チャレンジランド」電気教室

８月２５日、「チャレンジランド」製作

８月２９日、「遊ぼうデー」

９月１日、「幼児クラブ」

９月７日、「チャレンジランド」

９月９日、「ミニお話タイム・のびのびタイム」

９月１６日、「プチランド」

９月２６日、「遊ぼうデー」

９月２８日、「わくわくランド」

１０月４日、児童センターとの共催事業の「ミニＳＬ乗車体験会」

１０月６日、「ミニお話タイム・のびのびタイム」

１０月１３日、「幼児クラブ」

１０月２１日、ボランティアよむよむさんの「お話会」

１０月２２日、児童センターとの共催事業の「館外事業」

１０月２８日、「プチランド」

１０月３１日、「遊ぼうデー」

１１月１０日、「ミニお話タイム・のびのびタイム」

１１月１８日、「プチランド」

１１月２９日、 「児童館まつり」チャレンジランドの４教室を開催す

る予定です。

１２月２日、「わくわくランド」

１２月５日、「避難訓練」

１２月８日、「ミニお話タイム・のびのびタイム」
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議 長 （ 鳥 海 会

長）

事務局（堀江）

事務局（平井館

長）

議 長 （ 鳥 海 会

長）

１２月１２日、「チャレンジランド」絵手紙で年賀状を作ります。

１２月１４日、「プチランド」

１２月１６日、ボランティアよむよむさんの「お話会」

１２月１９日、「クリスマス会、ミニコンサート」

１２月２６日、「遊ぼうデー」

１月１３日「プチランド」

１月２０日、ボランティアよむよむさんの「お話会」

１月２３日、「映画会」

１月２６日、「ミニお話タイム・のびのびタイム」

１月３０日、「遊ぼうデー」

１月３１日、「チャレンジランド」けん玉大会をします。

２月２日、「わくわくランド」

２月９日、「プチランド」

２月１７日、ボランティアよむよむさんの「お話会」

２月２０日、「ウインターコンサート」

２月２３日、「ミニお話タイム・のびのびタイム」

２月２７日、「遊ぼうデー」

３月２日、「プチランド」

３月８日、「ミニお話タイム・のびのびタイム」

３月１６日、ボランティアよむよむさんの「お話会」

　頁の下段には、定例的なものとして、幼児対象事業と小学生対象事業

を挙げてあります。説明は月別事業で申し上げましたので、省略させて

いただきます。

　以上が平成２７年度久喜市立鷲宮児童館事業計画（案）でございます。

　ご審議の程よろしくお願いいたします。

ただ今、事務局から「平成２７年度児童館（久喜市立児童センター・

久喜市立鷲宮児童館）年間事業計画（案）について」説明がございまし

たが、何かご質問等はございますか。ご質問のある方は挙手をお願いい

たします。

まず、わたくしからですが、「スノーマン」や「プチランド」とは、

どのような意味ですか。

　先ほど説明いたしましたが、児童センターには、ジュニアボランティ

ア「スノーマングループ」という組織があり、原則、毎月、第１と第３

の土曜日の午後１時から４時まで活動しております。市内の小学３年生

から６年生の児童を対象としています。今年度は、太田小学校の児童の

みです。主な活動は、「児童センターまつり」「七夕集会」「クリスマ

ス会」「ひなまつり集会」などの企画、準備、そして実施を行っており

ます。

「プチランド」のプチは、小さいという意味で、未就学児の幼児と保護

者を対象にした事業の名称です。

分かりました。児童館では、すばらしい事業を行ってっていますが、

児童が大きくなり、中学生、高校生になっても児童センターや児童館に
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事務局（平井館

長）

事務局（課長）

議 長 （ 鳥 海 会

長）

斎藤委員

事務局（平井館

長）

斎藤委員

議 長 （ 鳥 海 会

長）

武田委員

議 長 （ 鳥 海 会

長）

荻原委員

また来館して来ますか。

はい。うれしいことに中学生、高校生になっても、回数はすくないで

すが来てくれます。今年度の春も高校生になったが子が顔を見せに来て

くれました。また、小学生になると保護者同伴がなくなるので、新しい

お友達をさそってきてくれます。大変うれしく思います。

小さい頃、遊びに来ていたお子さんが、今度はボランティアとして活

動してくれています。こういうところは大変よい展開をしていると思い

ます。

そうですね。大変結構なことですね。他にありませんか。

　

鷲宮児童館事業のミニコンサートは生演奏となっていますが、どなたが

やっているんですか。

　ボランティアの方に無料で来ていただいております。今年度、第１回

目はヴァイオリン。２回目がフルート。こちらにはお子さんがオカリナ

演奏に、また親子でギター演奏をしてくださいました。３回目はこれか

らですが、ピアノ演奏を予定しております。いずれも久喜市内の方をお

願いしています。小さいお子さんをもつお母さん、また、おじいちゃん

おばあちゃん、どなたでも来ていただけるように実施しています。

　

生演奏を聴く機会が少ないと思うのでとても良い事だと思います。

　よろしいですか。他にありますか。　

鷲宮児童館は年々新しい事業を計画されて、いろいろ努力されている

と思います。児童センターもたくさんの事業が毎日のようにあり、職員

の方は大変だと感じています。もちろん、ボランティアの方々の協力も

多くあると思いますが、もう少し事業が少なくても良いのではないでし

ょうか。

鷲宮児童館は上内小学校の協力を得て児童館まつりや、事業を行って

いる。児童センターはスノーマンを中心行っている。いろいろな事情も

あるでしょうが、残念なことに今年は太田小学校の生徒しかいません。

青葉小学校、青毛小学校、久喜東小学校などの参加者がいません。先ほ

ど課長さんからもありましたが、中学生、高校生になっても児童センタ

ーに来てお手伝いをしてくれている。うれしいことだと思います。

他にありますか。

児童センターの「ママのおしゃべりサロン」でお世話になっておりま

す、民生委員の荻原です。
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議 長 （ 鳥 海 会

長）

事務局（大熊所

長）

議 長 （ 鳥 海 会

長）

穂村委員

議 長 （ 鳥 海 会

長）

武田委員

加藤委員

事務局（課長）

毎回８区ある民生委員が２～３人で「ママのおしゃべりサロン」にお

伺いしているのですが、季節によっても違いますが、参加人数が少ない

です。前回の「ママのおしゃべりサロン」の始まる１０時３０分には、

この事業が認識されていないのか１組くらいしか来ていません。１１時

頃に毎日の「ちびっ子体操」に参加する方がくる。もう少し参加者が多

くなってくれればと思います。

お話を伺う機会がありまして、「今はお母さん方の出かけられる場所

がたくさんできてきた。地域子育て支援センターも充実してきて、そこ

での行事と被らないよう調節したりしている。また、アリオ，モラージ

ュなど、買い物しながら、子どもを遊ばせられる施設がある。広くて、

ベビーカーで行けるのでそちらに行ってしまう方が多い」と聞きました。

また「スノーマン」の人数も少なくなっているとお聞きしました。今

のお子さんたちは、土曜日に習い事が多くて、なかなか参加が出きない

子が多いと思います。参加の声かけくらいはお手伝いしたいと思います

よろしくお願いいたします。

今のご意見に対して事務局としていかがですか。

　

「スノーマングループ」の募集ですが、先ほどもご説明したとおり、各

学校にポスターなどをお持ちしてお願いをしているのですが、なかなか

集まらないのが現状でございます。

参加を多くするということは、大人でも子どもでもなかなか難しく、

努力が必要ですね。

今お話を伺って思いましたが、ボランティアをするという心は学校の

中でも大事に育てていきたい。ボランティアに参加し、一生懸命やって

いる事に対し、表彰とかを検討して頂きたいと思います。また、学校で

も表彰等をいただいた児童を他の児童に紹介したいと思います。そうい

ったことで広がりができていくと思います。

たしかに、本人の励みになりますね。ぜひ検討してください。

小学校、中学校で配布されるボランティア手帳についてですが、ボラ

ンティアに参加するごとに判子を押してもらい、２０個集まると記念品

がもらえるというものがあります。聞いたところ年間８０人位がもらい

に来ているということです。ただ、１人の子が重複してもらっているよ

うです。また、ボランティア手帳があることを知らない子が多いと聞い

ています。

そうですね。はじめにもらっていても忘れてしまったり、ボランティ

アに参加していても、持ってこない子も多いと聞きました。

大変よいお話を聞きました。ボランティア手帳の配布は教育委員会が

行っていると思います。

それとは別に、児童館事業にご協力いただいたことに対し、感謝状等
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議 長 （ 鳥 海 会

長）

加藤委員

議 長 （ 鳥 海 会

長）

各委員

議 長 （ 鳥 海 会

長）

議 長 （ 鳥 海 会

長）

各委員

議 長 （ 鳥 海 会

長）

を出すことはできると思いますので、ぜひ検討していきたいと思います。

あまり大げさにならず、励みになるようなものを検討していってくだ

さい。他にありませんか。

今回の資料を見て、移動事業の「プチランド」の東コミニュテーセン

ターの回数が少ないと思っていました。耐震工事ということですので、

場所の間違いがないように、保護者の方にお知らせをお願いしたいと思

います。

他にありませんか。

ご質問がないようですので、議案第１号「平成２７年度児童館（久喜

市立児童センター・久喜市立鷲宮児童館）年間事業計画（案）につい

て」は、原案どおり承認するということでよろしいでしょうか。

　異議なしの声

ただ今、「異議なし」の声がありましたので、議案第１号「平成 

２７年度児童館（久喜市立児童センター・久喜市立鷲宮児童館）年間事

業計画（案）について」は、原案どおり決定いたしました。

それでは、ここで休憩をいたしまして、答申書（案）を作成いたしま

す。よろしいでしょうか。

（休　憩）

【答申書（案）作成】

　

　再開いたします。

　答申につきましては、（案）を読み上げますのでよろしければ原案ど

おり決定いたします。

 （答申書を朗読）

「久児運第１号　平成２７年１月２２日　久喜市長　田中暄二様、久喜

市児童館運営委員会　会長鳥海豊吉、久喜市立児童館事業について（答

申）　平成２７年１月２２日付け久子第１００８４号で諮問のあった件

について、下記のとおり答申いたします。記、１　答申事項（１）平成

２７年度児童館（久喜市立児童センター・久喜市立鷲宮児童館）年間事

業計画（案）について、このことについて、当児童館運営委員会は慎重

に審議した結果、次代を担う児童の健全育成を図るため、原案とおり事

業を実施されますよう答申いたします。」

　以上です。これでよろしいでしょうか。

　異議なしの声

　只今、答申書は原案どおり決定いたしましたので、市長に提出してい

ただきたいと思います。
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事務局（大熊所

長）

議 長 （ 鳥 海 会

長）

　

事務局（課長）

武田副会長

事務局（課長）

続きまして、その他ですが、事務局から何かございますか。

特にございません。

無いようですので、これで本日の議題は、すべて終了いたしました。

以上をもちまして、議長の職を解かせていただきます。

ご協力、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、閉会にあたりまして、武田副会長に閉会のごあいさつをい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。

 武田副会長　あいさつ

ありがとうございました。

　これをもちまして、平成２６年度第２回久喜市児童館運営委員会を閉

会させていただきます。

　委員の皆様におかれましては、長時間にわたり御審議をいただきまし

て、ありがとうございました。
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　会議のてん末・概要に相違ないことを証明するため、ここに署名する。

　　平成２７年２月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　　武田　将彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　　長江　好則
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