様式第２号（第５条関係）
平成２７年度久喜市児童運営館委員会会議録
発 言 者
事務局（課長）

田中市長

会議のてん末・概要
皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただ今から、平
成２７年度第１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、子育て支援課長の杉村
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１０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、神田 耕一郎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、初めに田中市長からご挨拶を
お願いいたします。
（

市長

あいさつ

）

事務局（課長）

ありがとうございました。ただいま吉田委員がおみえになりま
したので、児童館運営委員１２人中、１１人となりました。いず
れにいたしましても、過半数に達しており委員会は成立いたして
おります。
続きまして、鳥海児童館運営委員会会長からご挨拶をお願いい
たします。

鳥海会長

（

事務局（課長）

ありがとうございました。
ここで、田中久喜市長におかれましては、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。

会長

（
事務局（課長）

事務局職員
事務局（課長）

あいさつ

市長

）

退席

）

それでは、本日運営委員会に出席させていただきます職員の紹
介をさせていただきます。

（事務局職員の自己紹介）
以上が、事務局でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、ここで、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。
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各委員

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）

事務局（課長）

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。
本日お配りしました資料は、
・久喜市児童館運営委員会委員名簿
・平成２７年度第 1 回久喜市児童館運営委員会次第
・平成２７年度第 1 回久喜市児童館運営委員会資料（資料１～資
料６）
・平成２７年度児童センターまつり
でございます。
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。御揃いでしょうか。
それでは、早速、本日の会議に入りたいと存じますが、久喜市
児童館条例第１４条第１項の規定により「委員会は、会長が招集
し、その議長となる」とありますので、鳥海会長よろしくお願い
いたします。

議長（鳥海会長）

それでは、僭越ではございますが、皆様方のご協力をお願い申
し上げまして、議長を努めさせていただきます。
本題に入る前に、本日の会議録の署名委員を指名させていた
だきます。出席者名簿順で、加藤委員と、吉田委員ということで
お願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

各委員

（全員異議なし）

議長（鳥海会長）

それでは、議題の（１）、「報告第１号 平成２６年度児童館
（久喜市立児童センター・久喜市立鷲宮児童館）事業報告につい
て」を議題といたします。
事務局から説明をお願いします。

事務局（堀江）

それでは、報告第１号「平成２６年度児童館（久喜市立児童セ
ンター・久喜市立鷲宮児童館）事業報告について」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。失礼ですが、着座にて説明させていただきます。
資料１をご覧いただきたいと思います。
平成２６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月から順にご報告申し上げます。
４月２３日幼児を対象としたこいのぼり製作を行いました。参加
者はボランティア１名を含めて９人でした。
５月５日児童センターまつりを開催しました。入館者総数は、
４７２人でした。センターまつりの当日は、午前中雨にもかかわ
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らず、どこのブースも人がいっぱいで、大変盛り上がっておりま
した。
５月２５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しました。参加者は、ボランティア５名を含
めて１１人でした。
６月７日幼児親子を対象としたお父さんといっしょを実施しまし
た。参加者は、１０人でした。内容は、手遊びや運動遊び、かけ
っこ・魚つり・玉入れ等や絵本を読んで聞かせました。
６月８日幼児親子・小学生を対象としたじゃがいも掘りを予定し
ておりましたが、雨天のため中止とさせていただきました。
６月１３日幼児親子を対象とした避難訓練を実施しました。消防
署職員４名の立会いのもと指導をいただいております。当日は、
水消火器による消火訓練を行いその後、消防車の体験乗車などを
おこないました。参加者は、１２人でした。
７月４日幼児親子を対象とした七夕製作を実施しました。参加者
はボランティア１名を含めて１８人でした。ふきながしや短冊を
作りました。
７月５日七夕集会を実施しました。参加者はボランティア２名を
含めて３６人でした。スノーマングループによる、歌やかみしば
いやゲーム等を行いました。
７月１９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
施しました。久喜工業高校の真中先生ほか２名の生徒により液体
チッソを使用して、冷え冷えおもしろ実験を行いました。定員
２０名に対して２０名の参加でした。
７月２３・２４日１泊２日で小学生３年生以上を対象とした宿泊
キャンプを実施しました。キャンプ地は、茨城県立さしま少年自
然の家で、市バスを利用しました。定員２０名に対して
２０名の参加でした。そして、随行者として、ボランティア
９名、事務局２名が参加しました。天候にも恵まれ、予定してい
た催し物は、実施できました。１日目は、ザリガニ取りに始ま
り、フィイルムロケット飛ばし、紙ヒコーキ飛ばし、そして、夕
食のカレー作り、夜のキャンプフャイヤー、さらに、夜のナイト
ハイク、昆虫観察と盛りだくさんで、子どもたちは、大変よろこ
んでいて、楽しい思い出作りができたのではないかと思います。
２日目は、茨城県自然博物館へ行き、館内を見学しました。
８月１日小学生を対象とした楽焼教室を実施しました。思い思い
のお皿やカップやはしおきなどを作りました。定員１２名に対し
１２名の参加でした。
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
施しました。定員１０名に対し４名の参加でした。
８月５日小学生を対象とした科学教室を実施しました。「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、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。内容は、スライム作りを行いました。定員
１６名に対し１５名の参加でした。
８月６日スポーツ大会ということで、ドッジボール大会を実施し
ました。参加者は、１７人でした。
3

事務局（堀江）

８月７日小学生を対象としたみんなで作ろうで工作をおこないま
した。内容は、焼き絵やぺんたてを作りました。定員１５名に対
し８名の参加でした。
８月２１日小学生を対象としたみんなで作ろうで工作をおこない
ました。内容は、竹とんぼや浮沈子を作りました。定員１５名に
対し１５名の参加でした。
８月２２日小学生を対象とした「料理づくり」ということで、フ
ルーツポンチを作りました。定員１０名に対し１０名の参加でし
た。
８月２４日、人形劇団の「久喜どんぐり」さんによる人形劇を実
施しました。観客数は、３５人でした。
９月５日幼児親子を対象とした交通安全教室を実施しました。県
警交通安全指導「ふれあい」の職員により、交通安全指導を行い
ました。参加者は、１９人でした。
９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しまし
た。参加者は、２４人でした。内容は、手遊びや粘土遊びや絵本
を読んで聞かせました。
９月７日お月見茶会の予定でしたが、ボランティアさんの都合に
より調整がつかなかったため、中止とさせていただきました。
９月１３日ソフトバレーボール大会を実施しました。参加者は、
２６人でした。
９月２７日館外活動ということで、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」工場を見学しました。グリコの歴史やお菓子の知
識を楽しみながら学べました。定員２０名に対し２０名の参加で
した。
１０月５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でしたが、雨天のため中止とさせ
ていただきました。
１０月２２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を予定しておりましたが、雨天のため
中止とさせていただきました。
１０月２５日一般来館者を対象とした避難訓練を実施しました。
参加者は、ボランティア２名を含めて３１人でした。
１０月２６日幼児親子、小学生を対象としたさつまいも掘りを実
施しました。場所は、しみん農園久喜で市バスを利用していま
す。参加者はボランティア４名を含めて３５人でした。
１２月５日幼児親子を対象としたクリスマス製作を実施しまし
た。参加者は、ボランティア２名を含めて３０人でした。クリス
マスツリーを作成しました。
１２月７日もちつき大会を実施しました。参加者は、ボランティ
ア３０名を含めて１１０人でした。
１２月１８日幼児対象クリスマス会を実施しました。参加者は、
ボランティア４名を含めて９８人でした。歌やお遊戯、「久喜ど
んぐり」さんによる人形劇そして最後にサンタクロースさんによ
りプレゼントを渡しました。
１２月２０日小学生対象クリスマス会を実施しました。参加者
4

事務局（堀江）

は、ボランティア３名を含めて４７人でした。児童センターのジ
ュニアボランティア「スノーマングループ」による歌や児童劇
「シンデレラ」、ゲーム等を行いました。
１２月２６日バドミントン大会を実施しました。参加者は、
１１人でした。
平成２７年１月６日幼児親子、小学生を対象とした書初め大会を
実施しました。参加者は、１２人でした。こどもたちは、指導の
先生からお手本をもらい、保護者の見守るなか、今年のえとにち
なんだ、ひつじという文字を、ひらがなや漢字等、丁寧に書いて
おりました。
１月１０日幼児親子を対象としたお父さんといっしょを実施しま
した。参加者は、参加者はボランティア３名を含めて２０人でし
た。内容は、手遊びやへびだこ作りや絵本の読み聞かせを行いま
した。
１月１７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
あい交流ゲームを行いました。参加者は、３８名でした。
２月１日スノーマングループによる「まなびすと久喜」への参加
をしました。児童劇「シンデレラ」の上演を行いました。参加者
は、ボランティア３名を含めて４４人でした。
２月３日豆まきを実施しました。参加者は、ボランティア１名を
含めて３５人でした。初めに、おにのおめんを作り、その後、職
員が鬼にふんして、子どもたちが、豆を鬼になげるといったこと
を行いました。最後に、節分の由来についてのお話をしました。
２月１９日幼児親子を対象としたひなまつり製作を実施しまし
た。参加者は、ボランティア１名を含めて１４人でした。ゆらゆ
らびなを作成しました。
２月２８日ひなまつり集会を実施しました。参加者は、ボランテ
ィア２名を含めて２１人でした。スノーマングループによるゲー
ムや歌などを行い、最後に、ひなあられを配り楽しみました。
３月２０日幼児親子を対象とした防犯教室を実施しました。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きまし
た。参加者は、１８人でした。
３月２２日クイズ大会を実施しました。参加者は、７人でした。
３月２６日卓球大会を実施しました。参加者は、１８人でした。
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」などの企画や準備を行いました。
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、
5

事務局（堀江）

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しました。なお、
定員は５０組の幼児と保護者とし、登録制により実施しておりま
す。今回は、２歳児幼児教室が２４組、３歳児幼児教室が９組の
参加でした。
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５回コースにより実施しました。なお、定員は５０人の保護
者、乳幼児同伴も可とし、登録制により実施しております。今回
は、０歳児育児教室が４９人、１歳児育児教室が２９人の参加で
した。
次に、８月を除き月１回実施しました幼児トランポリン。
次に、７月・８月を除き月１回実施しましたママのおしゃべり
サロン。それから、特別な事情がないかぎり、毎日おこないまし
た、ちびっこ体操。
さらに、月１～２回実施しましたうたとお話タイム。
それから、全般対象事業としまして、年５回実施しました映画
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（ストラックアウト・ペットボトルによる
ボーリング・ジャンボ輪投げ、大縄跳びなどを行いました。）
以上が、平成２６年度久喜市立児童センター月別事業報告でござ
います。
続きまして、資料２をご覧いただきたいと思います。
平成２６年度久喜市立児童センター事業別参加状況でございま
す。
先ほど、月別事業報告のなかでも、参加者数につきましては、
各事業ごとに報告させていただきましたが、事業ごとに延事業数
と参加人数をまとめたものでございます。
それから、毎日利用できる卓球、バドミントン、ちびっ子体操
の参加人数をまとめたものでございます。それでは、順に読み上
げたいと思います。
続きまして、資料３をご覧いただきたいと思います。
平成２６年度児童センター利用状況について、月別にまとめたも
のでございます。３月のところの累計が１年間の累計になりま
す。幼児５，７６５人、小学生７，６５６人、中高生１，３２４
人、保護者等５，７６２人、ボランティア活動数５５１人、総入
館者数２１，０５８人でございます。１日の平均を見ますと幼児
２１．７人、小学生２８．８人、中高生５．０人、保護者等
２１．７人、ボランティア活動数２．１人、総入館者数７９．２
人となっております。その下に前年度の利用者数が、ございます
が、幼児５，４５８人、小学生６，８７３人、中高生１，７９２
人、保護者等５，４５１人、ボランティア活動数５８５人、総入
館者数２０，１５９人となっております。１日の平均を見ますと
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幼児２０．４人、小学生２５．７人、中高生６．７人、保護者等
２０．４人、ボランティア活動数２．２人、総入館者数７５．５
人となっております。全体で、８９９人の増となっております。
以上をもちまして、久喜市立児童センター分についての平成２６
年度児童館（久喜市立児童センター・久喜市立鷲宮児童館）事業
報告について」の説明を終了します。
（所用により荻原委員退室）

事務局（藤原）

続きまして、鷲宮児童館分について、ご説明申し上げます。着
座にて失礼いたします。
それでは、資料４「平成２６年度 久喜市立鷲宮児童館事業報
告」をご覧ください。
これは、平成２６年度の年間事業を、月別にまとめたものでござ
います。
順に説明させていただきます。
４月１５日 プチランド 幼児・保護者を対象に、リズム遊び
等を実施しました。
２２日 ミニお話タイム・のびのびタイム。幼児・保護者を対象
に、紙芝居や絵本等の読み聞かせやお勧め本の紹介、身長・体重
測定をしました。
３０日 遊ぼうデー これは毎月末に、幼児・保護者・小中学生
を対象として、伝承遊びを中心にゲームや手作り遊具等で楽しく
過ごします。４月は折り紙でコマや飛行機を作って遊びました。
５月１２日 チャレンジクラブ 小学生を対象に、ストロー竹と
んぼを作りました。
１５日 プチランド 幼児・保護者を対象に、移動児童館として
鷲宮東コミュニティセンターにて運動遊びを行いました。プチラ
ンド終了後に子育て広場を開催し、民生委員さんやボランティア
団体ハッピーさんにご協力いただきました。
２０日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を対象
に、大型絵本等の読み聞かせやお勧め本の紹介、身長・体重測定
をしました。
２２日 幼児クラブ 幼児・保護者を対象に、リズム遊びを実施
しました。
２７日 避難訓練 幼児・保護者を対象に、地震および火災発生
を想定した避難訓練を実施いたしました。参加者は消防署職員の
指導により、水消火器を使った消火訓 練等を行いました。
３１日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びや新聞紙を使った遊び等を行いました。幼児は新聞紙をち
ぎって感触を楽しみ、少し大きいお子さんは新聞紙のマントで変
装ごっこをしました。
６月１日～１１日 節電うちわ作り 小学生を対象に、白無地の
うちわに、節電関係の絵や文字、標語等を入れるなどして節電の
啓発のためのうちわを作りました。
８日～１６日 七夕笹飾り作り 小学生を対象に、七夕の笹飾り
や願いを書いた短冊を作ってもらい、児童館内に七夕笹飾りを飾
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りました。
９日 チャレンジクラブ 小学生を対象に、季節の花や野菜等を
題材に絵手紙を作りました。
１７日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を対象
に、絵本等の読み聞かせやお勧め本の紹介、身長・体重測定をし
ました。
１８日 プチランド 幼児・保護者を対象に、移動児童館として
鷲宮東コミュニティセンターにてボランティア（よむよむ）の方
によるお話会を実施しました。
２６日 幼児クラブ 幼児・保護者を対象に、楽器遊びを実施し
ました。
３０日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びやボールを使って楽しく遊びました。
月１日 わくわくランド 幼児・保護者を対象に、七夕飾りの製
作をしました。
８日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を対象
に、紙芝居やお勧め本の紹介、身長・体重測定をしました。
１０日 プチランド 幼児・保護者を対象に、移動児童館として
鷲宮東コミュニティセンターにてリズム遊びを行いました。プチ
ランド終了後に子育て広場を開催し、民生委員さんやボランティ
ア団体ハッピーさんにご協力いただきました。
１４日 チャレンジクラブ 小学生を対象に、折り紙でかぐや姫
を作ったり紙飛行機を作りました。
１７日 幼児クラブ 幼児・保護者を対象に、サーキット遊びを
実施しました。
２０日～９月１６日 小中学生を対象として、ディズニーのジグ
ソーパズルに挑戦しました。 完成した作品は児童館の廊下に展
示してあります。
２７日 映画会 幼児・保護者・小学生を対象に、「吉四六三」
と「絵から飛び出したねこ」の２本を上映しました。
３１日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びや魚釣りゲームをして楽しく遊びました。
８月２日 チャレンジクラブ 小学生を対象に、折り紙で動物を
作りました。
７日 ミニコンサート 幼児・保護者・小中学生を対象にバイオ
リンの生演奏を聴きました。子どもたちに人気の「アナと雪の女
王」の曲が演奏されると、一緒に口ずさむ等、楽しい時間を過ご
しました。
２６日 チャレンジクラブ 小学生を対象に、関東電気保安協会
の方の指導により備長炭電池を作りました。
３１日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びやボーリングゲームをして楽しく遊びました。
９月１日 チャレンジクラブ 小学生を対象に、紙の動物を作り
ました。
２日 プチランド
幼児・保護者を対象に、移動児童館として
鷲宮東コミュニティセンターにて、ボランティア「かわいい」の
方によるお話会を行いました。
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２５日 人形劇団久喜どんぐりによる幼児・保護者を対象のお楽
しみ会を行いました。
９日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を対象
に、大型絵本やお勧め本の紹介、身長・体重測定をしました。
１１日 幼児クラブ 幼児・保護者を対象に、ゲーム遊びを実施
しました。
１６日 わくわくランド 幼児・保護者を対象に、移動児童館と
して鷲宮東コミュニティセンターにて、遊べるおもちゃの製作を
しました。
２８日～１０月３０日 季節の製作 小学生を対象に、日数をか
けて継続して作り上げるものを作ろうというテーマで行いまし
た。裂いた布を織り込む、さき織りという方法で敷物を作りまし
た。
一人一人の取り組む時間や日数が違うため、進み具合が異なりま
すが、作品の完成に向けて黙々と頑張り、作品を完成することが
できました。完成した作品は、児童館の「みんなの作品コーナ
ー」に飾って楽しみました。
３０日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びや玉いれ遊びをしました。
１０月２日 プチランド
幼児・保護者を対象に、移動児童館
として鷲宮東コミュニティセンターにてミニ運動会を行いまし
た。
２９日 幼児・保護者を対象に、リズム遊びを行いました。
５日 幼児及び保護者、小学生を対象に児童センターとの合同事
業として計画いたしました「ミニＳＬ乗車体験会」は、台風のた
め中止となりました。
６日 チャレンジクラブ 小学生を対象とする事業でしたが、台
風の影響で学校が休校となりましたので中止としました。
７日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を対象
に、エプロンシアターやお勧め本の紹介、身長・体重測定をしま
した。
２２日 館外事業 幼児及び保護者、小学生を対象に児童センタ
ーとの合同事業として計画いたしました「北本こども公園」での
館外事業は、雨天のため中止となりました。
２３日 幼児クラブ 幼児・保護者を対象に、来年のカレンダー
作りを実施しました。
３０日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びやひょうたん人 形作りをしました。ひょうたんは、児童
館のグリーンカーテンに実ったものを乾燥させたものです。
１１月８日 チャレンジクラブ 小学生を対象に、ペン立てや吹
き駒を作りました。
１１日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を対象
に、紙芝居やお勧め本の紹介、身長・体重測定をしました。
１９日 プチランド 幼児・保護者を対象に、ボランティア「よ
むよむ」の方によるお話会を実施しました。
３０日 児童館まつり 製作コーナーや遊びのコーナー、そして
今回初めて「お化け屋敷」をつくりました。
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児童館まつりの運営に当たりまして、上内コミ協、民生委員、
ボランティアの皆さまに、多分なご協力をいただきました。
また、上内小学校の児童にもボランティアとして、司会やお化
け役等で盛り上げていただき、お蔭様で児童館まつりは大盛況で
した。
１２月４日 プチランド 幼児・保護者を対象に、運動遊びでサ
ーキット遊びを実施しました。
７日 チャレンジクラブ 小学生を対象に、竹とんぼや浮沈子を
作りました。
９日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を対象
に、絵本の読み聞かせやお勧め本の紹介、身長・体重測定をしま
した。
１０日 わくわくランド 幼児・保護者を対象に、クリスマスリ
ース作りをしました。
１４日 ミニコンサート 幼児・保護者・小中学生を対象に、ギ
ター・フルート・オカリナの生演奏を聴きました。参加者も鈴や
タンバリン等の楽器を持ち、一緒に参加させてもらい楽しみまし
た。
１４日 避難訓練 幼児・保護者・小中学生を対象に、地震およ
び火災発生を想定した避難訓練を実施いたしました。
２０日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びや割り箸鉄砲で遊びました。
１月１３日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を
対象に、大型絵本やお勧めの紹介、身長・体重測定をしました。
２０日 プチランド 幼児・保護者を対象に、移動児童館として
鷲宮東コミュニティセンターにて、ボランティア（かわいい）の
方によるお話会を実施しました。
２５日 映画会 幼児・保護者・小学生を対象に、「ねずみくん
のチョッキ」と「風船旅行で大冒険」の２本を上映しました。
３１日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びや福笑いで遊びました。
２月２日 わくわくランド 幼児・保護者を対象に、豆まき集会
をしました。
６日 チャレンジクラブ 小学生を対象に、食絵でおひなさまを
作りました。
９日 プチランド
幼児・保護者を対象に、リズム遊びを行い
ました。
２６日 幼児・保護者を対象に、来館者に防犯教室を予定してお
りましたが、参加者がいませんでした。
１０日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を対象
に、絵本やお勧め本の紹介、身長・体重測定をしました。
２１日 ミニコンサート 幼児・保護者・小中学生を対象に、ピ
アノ・フルート等の生演奏を聴きました。楽器あてのゲーム等で
参加者も盛り上がりました。
２８日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びや折り紙で遊びました。
３月１０日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を
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対象に、大型絵本やお勧め本の紹介、身長・体重測定をしまし
た。
１２日 プチランド 幼児・保護者を対象に、移動児童館として
鷲宮東コミュニティセンターにて、人形劇団久喜どんぐりの方に
よる人形劇を実施しました。
２３日～ 小中学生を対象として、ディズニのジグソーパズルに
挑戦しました。完成した作品は児童館の廊下に展示しました。
それから、定例的なものとして、幼児対象事業、小学生対象事
業をのせてあります。
以上が、「平成２６年度久喜市立鷲宮児童館事業報告」でござ
います。
続きまして、資料５「平成２６年度久喜市立鷲宮児童館 事業
別参加状況」について、ご説明申しあげます。
これは、事業ごとの延回数と参加人数をまとめてあります。
内容につきましては、先程の事業報告で申し上げましたので省略
させていただきますが、事業報告に載せていないものを説明させ
ていただきます。
卓球をしようは小学校４年生以上が対象で、基本は毎日できま
す。参加人数は延１，２１２人。
おはなし会はボランティアグループ「よむよむさん」によるお
話会 ９回述べ６３人。「よむよむさん」のお話会は、年間では
１１回開催いたしましたが、その内２回 についてはプチランド
として実施しておりますので、２回分の参加人数は プチランド
に計上してあります。 合計としましては、事業回数９４回。参
加人数述べ３，１２８人でございました。
以上が「平成２６年度久喜市立鷲宮児童館 事業別参加状況」
でございます。
次に、「平成２６年度鷲宮児童館利用状況」につきまして、
ご説明させていただきます。
資料６をご覧ください。平成２６年度鷲宮児童館の利用状況に
ついて、月別にまとめたものでございます。
４月から順に３月までの利用者数を種別ごとに表にしておりま
す。３月分の下に２６年度の年間累計をのせてあります。
そして、表の一番下段には、前年度平成２５年度分の年間の累計
を載せてあります。
平成２６年度の年間利用者数は、開館日数２９３日で総入館者
数８，１６４人でございます。入館者の内訳としましては、幼児
１，５１０人 小学生３，７１８人 中高生５４７人 保護者等
２，２００人 ボランティア活動数１８９人でございます。これ
らを１日平均にしますと、幼児５．２人 小学生
１２．７人 中高生１．９人 保護者等７．５人 ボランティア
活動数０．６人で 総入館者数２７．９人でございます。
前年度の平成２５年度と比較しますと、年間の開館日数は 同
数でしたが総入館者数は６０２人の像加となり、１日平均で
２．１人の増加となっております。
ここ数年、総入館者数の減少が見られましたが、平成２６年度
は、より多くの方に鷲宮児童館に来ていただくために、事業内容
11

事務局（藤原）

議長（鳥海会長）

事務局（大熊）
議長（鳥海会長）

事務局（大熊）

の見直しや環境整備、地域へのＰＲかつ動等にも力を入れてまい
りました。その成果が数字となって現れたものと喜んでおりま
す。
今後も来館者が楽しく安心して遊べる児童館をめざしていきたい
と思います。
以上をもちまして、「平成２６年度児童館（久喜市立児童セン
ター・久喜市立鷲宮児童館）事業報告」の鷲宮児童館分の説明を
終了させていただきます。
ただ今、事務局から「平成２６年度児童館（久喜市立児童セン
ター・久喜市立鷲宮児童館）事業報告について」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。
私からよろしいですか。館外活動がありますが、その交通手段
はどのようなものですか。
基本的には市のバスを利用して実施しております。
市のバスということは、市からの援助で参加者は無料というこ
とですね。
はい。そうです。

加藤委員

事業の報告の中で、雨のため中止ということが多かったように
思いますが、中止というのは初めてですか。

事務局（堀江）

去年の館外活動も雨での中止がありました。今回は、３回と中
止が多かったと思います。先ほど大熊館長からの報告のとおり、
館外活動は市のバスを利用しています。事前にバスの予約を取る
ため、予備日を設けることが難しく、雨天中止となってしまいま
す。

事務局（平井）

議長（鳥海会長）

吉田委員

事務局（堀江）

吉田委員

児童館でも台風の影響で学校が休校になり、児童館の事業もボ
ランティアさんと相談し、中止となりました。
他にありますか。
北本市への館外活動がありましたが、北本市との交流などがあ
るのでしょうか。

特にはありませんが、久喜市から近く、館外活動の移動時間に
無理なくちょうど良い場所として、利用させていただいておりま
す。
わかりました。合併まえの旧久喜市の面積、人口等が同じくら
いの時、よく交流していたように思います。
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議長（鳥海会長）

１年間子ども達を指導してきて、すばらしい行動、考え方をし
ている子ども達だと感動したことがあれば教えてください。

事務局（堀江）

児童センターでは、ジュニアボランティア｢スノーマン」グル
ープの活動をしていますが、入った当初は自分が遊ぶことに夢中
だった子が、自分より年齢の小さい子のお世話ができるようにな
り、グループの仲間とも一緒に色々な事業に積極的に参加出来る
ようになっていきました。この前の児童センターまつりでも活躍
が見られました。そういった成長を見られ、すばらしいなと感動
しました。

事務局（平井）

議長（鳥海会長）
事務局（平井）

事務局（堀江）

議長（鳥海会長）
武田委員

鷲宮児童館では、定期的なボランティア活動はありませんが、
昨年、近くの上内小学校で、児童館まつりのボランティアをお願
いしたところ、大変活躍してくれました。いろいろに意見を出し
合い、今まで学童が使用していた部屋を使い、「おばけやしき」
を開催しました。自分たちで考え、準備や当日の司会など、普段
児童館に来ている時と違う姿を見れ、うれしく思いました。
また、低学年の子への配慮など、一緒に来た保護者の方も感心
していました。児童館では、昨年度から徐々に幼児の来館が増え
てきました。年齢差のあるふれあいも多く見られるようになりま
した。家庭ではできない経験が成長につながると思います。
逆に困ってしまうような問題点など、ありますか。
児童館では４年生以上卓球ができます。中学生の卓球は、威力
が強くタマが壊れてしまうことが多々あります。
また、幅広い来館者の年齢に合わせた対応に苦慮しています。

児童センターの来館者も幅広く幼児から高校生までの児童、ま
た、保護者も祖父、祖母の来館も多く見受けられます。
児童センターでは遊戯室で、バドミントンやボール遊び等が出
来ますが、日によっては多くの来館者が訪れるため、譲り合って
遊ばなければなりません。子どもですから遊びに夢中になると幼
児への配慮を忘れたり、広い場所を使いたいという不満も出てき
ます。どこで折り合いをつけ、譲り合っていくか経験し、成長し
てほしいと思います。
また、小学生高学年、中学生の男子はゲーム機をもって来館す
る子が増えているように思います。児童センター内ではゲーム機
の使用を控えるよう指導しておりますが、なかなかな難しいで
す。
ありがとうございました。他にございませんか。
昨年子ども達とのふれあいの中で、いろいろな質問、たとえ
ば、草花の名前や由来など、専門的な鋭い質問があったりしま
す。このような事から、こちらもしっかりと勉強し、楽しくふれ
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あい出来るようにしたいと思います。
議長（鳥海会長）

各委員
議長（鳥海会長）

良いご意見ありがとうございました。他にございませんか。
ご質問がないようですので、報告第１号「平成２６年度児童館
（久喜市立児童センター・久喜市立鷲宮児童館）事業報告」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。

（全員異議なし）
ただ今、「異議なし」の声がありましたので、報告第１号「平
成２６年度児童館（久喜市立児童センター・久喜市立鷲宮児童
館）事業報告」については、原案どおり決定いたしました。
続きまして、（２）の「その他」でございますが、事務局から
何かございますか。

事務局（堀江）

別紙平成２７年度児童センターまつりの資料をご覧いただきた
いと思います。
平成２７年度児童センターまつりの入館者状況でございます。
毎年、５月５日のこどもの日に行っております。今年のセンター
まつりの当日は、天候にも恵まれ、どこのブースも人がいっぱい
で、大変盛り上がっておりました。
遊びにきてくれた方々も非常に楽しく過ごされたことと思いま
す。では、入館者状況を読み上げさせていただきます。
（入館者状況を朗読）
イベント別参加状況につきましては、ここに掲載してあるとお
りですので、ご覧になっていただきたいと思います。以上です。

議長（鳥海会長）

ただ今、事務局から報告がありましたことについて、委員の皆
様からご質問等がありましたら、お願いいたします。
ないようですので、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。

事務局（課長）

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
事務局（課長）

（

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２７年度第１回久喜市児童館運営委員
会を閉会させていただきます。
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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。
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

６月

１８日

委員

加

藤

己

委員

吉

田

耕
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