様式第２号（第５条関係）
平成２８年度久喜市児童館運営委員会会議録
発 言 者
事務局（課長）

市 長

事務局（課長）

会議のてん末・概要
皆さん、おはようございます。定刻になりましたが、会議を開
催いたします前に、田中暄二久喜市長から、久喜市児童館運営委
員会の委嘱書を交付させていただきます。
市長が皆様のお席に回りますので恐縮ですが、お名前をお呼び
いたしましたら、その場でご起立くださり、お受けいただきます
ようお願い致します。それでは、市長、お願い致します。

（

市長から委嘱書交付 ）
市長が席を回り委嘱書を交付

以上をもちまして、委嘱書の交付を終了いたします。ありがと
うございました。
続きまして、今回は、委嘱後、はじめての運営委員会の開催と
なりますので、自己紹介をお願いしたいと存じます。お手元に、
委員名簿がございますので、参考にしていただきたいと存じま
す。それでは、名簿順に田中委員よりお願いしたいと存じます。

各 委 員

（自

己 紹 介）

事務局（課長）

ありがとうございました。
続きまして、事務局職員の紹介をさせていただきます。
（ 職員自己紹介 ）
以上が事務局でございます。宜しくお願いいたします。

事務局（課長）

それでは、只今から、平成２８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、子育て支援課課長の杉
村でございます。宜しくお願い申し上げます。

事務局（課長）

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８名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
しますことをご報告いたします。
なお、長江好則委員、神田耕一郎委員、斎藤洋子委員におかれ
ましては欠席との御連絡をいただいておりますので、ご報告申し
あげます。また、穂村憲久委員におかれましては、少し遅れると
のご連絡をいただいてます。
さらに、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。
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事務局（課長）

市 長

それでは、開会にあたりまして、田中暄二久喜市長から御挨拶
を申し上げます。
（

市 長 あいさつ）

事務局（課長）

ただ今、穂村憲久委員がお見えになりましたので、田中暄二久
喜市長から委嘱書の交付をさせていただきます。
（市長から委嘱書を交付）

事務局（課長）

ありがとうございました。
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、宜しくお願いいたします。
初めに、附属機関の委員名簿のつきましては、久喜市市民参加
条例に基づきまして、お名前、委員の選出区分を公開することと
なっております。
従いまして、市のホームページ等に、お名前、委員の選出区分
を公開したいと考えていますので、ご了承を宜しくお願いいたし
ます。
また、市では、附属機関の委員の皆様などのお名前、ご住所、
電話番号を記しました公職者名簿を作成し公表しております。こ
の公職者名簿への掲載につきましても、併せてご了承いただきた
いところですが、住所と電話番号につきましては任意となるた
め、公開不可とされる場合は、後ほど事務局までお申し出くださ
い。
さらに、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。

委 員
事務局（課長）

（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。
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
・久喜市児童館条例
・平成２８年度第 1 回久喜市児童館運営委員会次第
・平成２８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２８年度児童センターまつり
・平成２８年度児童センター要覧・平成２８年度鷲宮児童館要覧
でございます。
このうち、事前に郵送させていただきました資料は、
・平成２８年度第１回久喜市児童館運営委員会資料（資料１～資
料６）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。
それでは、早速、本日の会議に入りたいと存じます。
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本日は、委嘱後、初めての委員会ということで、会長及び副会
長が選出されておりませんので、田中市長を仮議長として、会長
及び副会長の選出までの間、議事を進行させていただきます。そ
れでは、田中市長宜しくお願いします。
市 長（議長）

事務局（平井）

市 長（議長）

委 員（鈴木）

市 長（議長）

委 員

それでは、皆様のご協力をお願いいたしまして、暫時、議長を務
めさせていただきます。
それでは、次第に基づきまして会長及び副会長の選出について
ご協議いただくものです。事務局の説明をお願いします。
はい、それではご説明を申し上げます。
今回、委員の任期が平成２８年７月３１日をもちまして、任期
満了となりましたので、本運営委員会の会長及び副会長の選出を
お願いするものでございます。
なお、久喜市児童館条例第１３項第１項、｢委員会に、会長及
び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める｣との
規定に基づき、｢会長１人、副会長１人｣の選出をお願いするもの
でございます。宜しくお願いします。
会長及び副会長の選出について事務局から説明がありました
が、まず初めに、会長の選出ですが、いかが取り扱ったらよろし
いでしょうか。御推薦等ございますでしょうか。
元小学校の校長先生として活躍され、また、児童館運営委員会
の前会長として、ご尽力いただきました、鳥海委員に、これまで
の経過を踏まえまして、引き続きお願いしたいと思います。

只今、鈴木委員から、会長には鳥海委員をとの御推薦がござい
ました。いかがでしょうか。
（賛同の声あり）

市 長（議長）

それでは、みなさんにご賛同をいただきましたので、会長に
は、鳥海委員と決定させていただきます。宜しくお願いします。

市 長（議長）

続きまして、副会長の選出でございますが、いかが取り扱った
らよろしいでしょうか。ご推薦等ございますでしょうか。

委 員（鈴木）

市長（議長）
委 員
市 長（議長）

久喜市立児童センターボランティア｢なかよし会｣で活躍されて
おります、武田委員にお願いしたいと思います。
只今、鈴木委員から、副会長には、武田委員をとのご推薦がご
ざいました。いかがでしょうか。
（賛同の声あり）
それでは、みなさんにご賛同いただきましたので、副会長に
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は、武田委員と決定させていただきます。宜しくお願いします。
皆様のご協力により、無事、会長及び副会長を選出することが
できました。厚くお礼申し上げます。
これをもちまして、議長の職を解かせていただきます。
事務局（課長）

ありがとうございました。
それでは、会長、副会長におかれましては、会長・副会長席に
お願いいたします。
（

事務局（課長）

会長、副会長

移動する）

それでは、恐縮でございますが、初めに、鳥海会長にご挨拶を
賜りたいと思います。宜しくお願いします。
（会長 あいさつ）

事務局（課長）

ありがとうございました。
続きまして、武田副会長にご挨拶を賜りたいと思います。宜し
くお願いします。
（副会長 あいさつ）

事務局（課長）

ありがとうございました。
ここで、田中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。
（市長 退席）

事務局（課長）

それでは、次の議題からは、久喜市児童館条例第１４項第１項
の規定により、会長が議長となり、議事を進めていただきたいと
存じます。宜しくお願いします。

会 長（議長）

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
しあげまして、議長を努めさせていただきます。
本題に入る前に、本日の会議録作成について、事務局より説明
がございます。

事務局（平井）

まず、会議録の作成方法でございますが、審議会等の会議の公
開に関する条例によりまして、審議会等につきましては会議録を
作成し、会議開催後,概ね１か月程度でホームページ等に公表す
ることとなっております。
そのため、会議録の作成方式を決定していただきます。
会議録の作成方式は、発言をそのまま記録する「全文記録方
式」、挨拶や添付資料をそのまま読み上げているに過ぎない事務
局説明などを省略したり、発言の趣旨を変えず「てにおは」や
「繰り返し的な発言」などについて調整して記録する「ほぼ全文
記録方式」がございます。
事務局といたしましては、今までどおり、「てにおは」や「不
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用語」などを調整した「ほぼ全文記録方式」が適当ではないかと
考えております。これについてのご承認をいただきたいと思いま
す。
会 長（議長）

委 員
会長（議長）
会長（議長）

委 員

当運営委員会におきましては、従来から、「ほぼ全文記録方
式」という形で記録を取らせていただきました。ただいまのご説
明がありましたとおり、これからも、「ほぼ全文記録方式」で作
成していきたいという説明がありました。委員の皆さんよろしい
でしょうか。
（全員異議なしの声あり）
では、これからも「ほぼ全文記録方式」の記録で宜しくお願い
します。続きまして、本日の会議録の署名委員を指名させていた
だきます。出席者名簿順ということで、田中委員と尾崎委員にお
願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
（異議なしの声あり）

会長（議長）

それでは、議事の方に入りたいと思います。
議題の（１）、「報告第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）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いたします。

事務局（中山）

それでは、報告第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）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、着座にてご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。
これは、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月から順にご報告申し上げます。
４月２２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１５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、
４２９人でした。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。
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１名を含
めて７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１６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し
ました。場所は、市民農園久喜。参加者はボランティアを含めて
２２人でした。
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事務局（中山）

６月１２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きました。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行い
ました。参加者は、４３人でした。
６月１８日幼児親子対象とした出前教室を実施しました。この事
業は、西口に児童センターがないことから、清久コミュニティ―
センターにおいて、友達との遊びを楽しんだり、遊びの体験を広
げることを目的に、リズム遊びや絵本の読み聞かせなどを行いま
した。参加者は、７人でした。
７月３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１８人でした。ふきながしや短冊を作りました。
７月４日小学生を対象とした七夕製作を実施しました。短冊に願
い事を書き、飾り付けをしました。参加者はボランティア１名を
含めて５９人でした。
７月９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・県警本部の防犯指導班「ひまわり」の
皆様においでいただき、防犯に関するお話を聞きました。１８人
の参加でした。
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
窒素を使用して、冷え冷えおもしろ実験を行いました。定員２０
名に対して６名の参加でした。
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１７名の
参加でした。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。天候は、一部雷による雨も降りましたが、、予定し
ていた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
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
１１名の参加でした。
８月４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
力をいただき、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１３名の参加でした。
８月５日小学生を対象に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、１０名の参加でした。
８月６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、ぺん立てを作りました。定員１５名に対し１２名
の参加でした。
８月１８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
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事務局（中山）

浮沈子を作りました。定員１５名に対し１２名の参加でした。
８月２０日人形劇「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３３人でした。
８月２１日小学生を対象とした「料理作り」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。
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しまし
た。参加者は２９人でした。内容は、手遊びや粘土遊び絵本の読
み聞かせをしました。
９月６日十五夜の季節に合わせてお月見茶会を実施しました。ボ
ランティアを含め３７人の参加でした。
９月１２日スポーツ大会ということで、ソフトバレーボール大会
を実施しました。参加者は１１人でした。
９月２４日幼児親子を対象とした出前教室を実施しました。場所
は、中央公民館で行いました。参加者は３９人でした。
９月２６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しました。ＳＬ乗車の体験を通して夢
を育み科学に対する興味を持つ目的で実施しています。蓮田市井
沼にあるミニＳＬ公園までは、市バスを利用し、４９人の参加で
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しました。鷲宮児童館との合同で実施
しました。市バスを利用し、８名の参加でした。
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１名を含めて１８人でした。
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
施する予定でしたが、農政課に確認したところ、苗が育たず芋が
できていない状況ということで中止とさせていただきました。
１１月２１日スポーツ大会ということで、バドミントン大会を実
施し、６名の参加でした。
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６日もちつき大会を実施しました。参加者は、ボランティ
ア２５名を含めて１１５人の参加でした。
１２月１０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１名を含めて２１人で、素敵なクリ
スマスツリーができました。
１２月１７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１０４人でした。歌やお遊戯「久喜ど
んぐり」さんによる人形劇、最後にはサンタクロースによるプレ
ゼントを頂き、笑顔いっぱいの子どもたちでした。
１２月１９日小学生対象クリスマス会を実施しました。参加者
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は、ボランティア１名を含め３５人でした。また、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「三匹の子ぶ
た」ゲーム等行いました。ここでスノーマングループについてお
話しします。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、原則として毎月第１第３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」「クリスマス会」「ひな祭り集会」などの企画準備
運営をしています。
１２月２５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
実施しました。参加者は７人でした。子どもたちは、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、さるという文字を、ひらがなや漢字等、力強く丁寧に書いて
おりました。
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しまし
た。参加者は１６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
あい交流ゲームを行いました。参加者は３９名でした。
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４７人でした。初めに、鬼のお面を作り、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１６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４２人でした。
２月１８日幼児親子を対象としたひな祭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１９人でした。ゆらゆら雛を作
成しました。
２月２７日ひな祭り集会を実施しました。参加者はボランティア
を２名を含め３５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、最後に雛あられを配り楽しみました。
３月１９日クイズ大会を実施しました。参加者は２１人でした。
３月２６日卓球大会を実施しました。参加者は２８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、先
ほどお話しましたが、スノーマングループによる月２回の活動。
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。「集団に慣れ、友達と
遊ぶ楽しさを知る」こと、「身体を使ったり、素材などを使って
の表現活動の芽生え」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しました。なお、定員は５０組の幼児と保
護者とし、３歳児教室の定員は３０組の幼児と保護者とし、それ
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ぞれ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２
１組、３歳幼児教室が１１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。「月齢による発達相談、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、０歳児教室は４回コース、１歳
教室は５回コースにより実施しました。なお、０歳児教室の定員
は５０人の保護者（乳幼児同伴可）とし、１歳児教室は３０人の
保護者（乳幼児同伴可）とし、登録制により実施しております。
今回は０歳児教室が１９人、１歳児教室が２５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、毎日行いました、
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４回実施しました映画
会、２カ月に１回のおりがみやおはなし会、年３回のみんなであ
そぼうでは、ストラックアウト、ペットボトルによるボーリン
グ、大縄跳びを行いました。
以上が、平成２７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２７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。（資料２を朗読する）
続きまして、資料３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６，９７４人、小学生７，９４１人、中高生１，８６４
人、保護者等６，６６１人、ボランティア活動数４９５人、総入
館者数２３，９３５人でございます。１日の平均を見ますと幼児
２５．９人、小学生２９．５人、中高生６．９人、保護者等
２４．８人、ボランティア活動数１．８人、総入館者数８９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５，７６５人、小学生６，６５６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人となっております。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。全体で、２，８７７人の増となっております。１日
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の平均では９．８人の増となっております。増加の主な理由です
が、児童センターでは様々な事業を行っておりますが、ボラティ
アなかよし会の皆様にご協力いただき、一緒に内容を考え、より
良い事業を目指し取り組んでいることが結果的に増加の理由の一
つではないかと思われます。今後も安心して安全に遊べ、来館者
が少しでも増えるよう努力していきたいと思います。
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）事業
報告について」の説明を終了します。

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２７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２７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 お話会 ボランティアグループ「よむよむ」による
お話会を実施しました。これは８月を除く毎月１回行っておりま
す。
１８日 防犯教室 幼児と保護者、小学生を対象に、埼玉県警防
犯指導班「ひまわり」の人形劇による防犯教室を行いました。
２１日 ミニお話タイム・のびのびタイム
幼児・保護者を対
象に、紙芝居やエプロンシアター、お勧めの本の紹介、身長・体
重測定をしました。
２５日 遊ぼうデー これは毎月末の土曜日に、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道具等
で楽しく過ごします。４月は新聞紙でかぶとを作りました。
２７日 プチランド・子育て広場 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おいてリズム遊び等を
実施しました。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。
５月１１日 チャレンジランド 小学生を対象に、折り紙の製作
をしました。
１２日 プチランド・子育て広場 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、ボランティアグ
ループかわいいさんのお話会を行いました。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。
１８日 避難訓練 幼児・保護者を対象に地震及び火災発生を想
定した避難訓練を実施いたしました。
２０日 お話会 ボランティアグループ「よむよむ」によるお話
会を実施しました。
２３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。
10

事務局（藤原）

２５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。
２６日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を対象
に、ペープサートや大型絵本、お勧め本の紹介等や、身長・体重
測定をしました。
２８日 プチランド・子育て広場 幼児・保護者を対象に、移動
児童館として東コミュニティセンターにて、ミニ運動会を行いま
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。
３０日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として伝承
遊びを中心にゲームや手作り遊具等で楽しく過ごします。５月は
ボーリングゲームで遊びました。
６月９日 ミニお話しタイム・のびのびタイム 幼児・保護者を
対象に、パネルシアターや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。
１３日から七夕飾り 小学生を対象に、七夕の笹飾りや願い事を
書いた短冊を作ってもらい、児童館内に七夕笹飾りを飾りまし
た。
１７日 お話会 ボランティアグループ「よむよむ」によるお話
し会
１８日 プチランド 幼児・保護者を対象に、移動児童館として
東コミュニティ―センターにて人形劇団どんぐりさんによる人形
劇を実施しました。
２３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。
２７日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊ぶや魚釣りゲームをして楽しく遊びました。
７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。
７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。
１１日から手作りしよう クラフトテープを使ってかごを作りま
した。
１３日 ミニお話しタイム・のびのびタイム 幼児・保護者を対
象に、紙芝居やペープサート、お勧め本の紹介、身長・体重測定
をしました。
１５日 お話会 ボランティアグループ「よむよむ」によるお話
会
２１日からパズルを作ろう 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。
２５日 映画会・遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象と
して、伝承遊びや手作りけん玉で楽しく遊びました。また、映画
会は、「のっぺらぼう」、「ばけくらべ」の２本を鑑賞しまし
た。
８月１日 チャレンジランド 小学生を対象に、折り紙の製作を
しました。
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５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ディズニーの曲
などが演奏され、楽しい時間を過ごしました。この写真が広報９
月１号に紹介されました。
２０日 チャレンジランド 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。
２５日 チャレンジランド 小学生を対象に、浮沈子とこまを作
りました。
２９日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びやスイカ割り遊びをして楽しく遊びました。
９月１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。
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、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。
１６日 プチランド 幼児・保護者を対象に、よむよむさんのお
話会をしました。
２６日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びや玉入れ遊びをしました。
２８日 わくわくランド 小学生を対象に、遊べるおもちゃ作り
をしました。
１０月４日 「ミニＳＬ乗車体験会」 幼児及び保護者、小中学
生を対象に児童センターとの合同事業として実施いたしました。
６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、紙芝居やお勧め本の紹介、身長・体重測定をしま
した。
１３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。
１７日 チャレンジランド 小学生を対象にカラーテープでシャ
ボン玉を作りました。
２１日 お話会 ボランティアグループ「よむよむ」さんによる
お話会を行いました。
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「北本こども園」への館外事業をおこない
ました。
２８日 プチランド 幼児・保護者を対象に、運動遊びを行いま
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
承遊びや小麦粉粘土遊びをしました。
１１月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、ペープサートやお勧め本の紹介、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、よむよむさんのお
話会を実施しました。
２９日 児童館まつり 製作コーナーや遊びのコーナー、そして
「ふしぎな部屋」でいろいろな体験をしました。
児童館まつりの運営に際しては、上内コミ協、民生委員、ボラン
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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６年生の児童にも司会等で協力いただき、お
陰様で児童館まつりは、大盛況でした。
１２月２日 わくわくランド 幼児・保護者を対象に、クリスマ
スリースを作りました。
５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。
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、パネルシアターや大型絵本やお勧め本のしょうかい、身長・
体重測定をしました。
１２日 チャレンジランド 小学生を対象に、絵手紙で年賀状を
作りました。
１４日 プチランド 幼児・保護者を対象に、運動遊びを実施し
ました。
１６日 お話会 ボランティアグループ「よむよむ」さんによる
お話会を行いました。
１９日 ミニコンサート 幼児・保護者・小中学生を対象に、オ
カリナ・ピアノの生演奏を聴きました。
２６日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びや点取りゲームで遊びました。
１月１３日 プチランド 幼児・保護者を対象に、移動児童館と
して東コミュニティ―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。
２０日 お話会 ボランティアグループ「よむよむ」さんによる
お話会を行いました。
２３日 映画会 幼児・保護者・小中学生を対象に、「かさじぞ
う」と「べっかんこ鬼」の２本を鑑賞しました。
２６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。
３０日 遊ぼうデー・チャレンジランド幼児・保護者・小中学生
を対象として、伝承遊びやけん玉大会で遊びました。
２月２日 わくわくランド 幼児・保護者を対象に、「豆まきの
つどい」を実施し、鬼のお面作りをしました。
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。
１７日 お話会 ボランティアグループ「よむよむ」さんによる
お話会を行いました。
２０日 ミニコンサート 幼児・保護者・小中学生を対象に、は
るぴよ隊によるクラリネットの生演奏を聴きました。
２３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。
２７日 遊ぼうデー 幼児・保護者・小中学生を対象として、伝
承遊びや手作りこまで遊びました。
３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、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。
８日 ミニお話タイム・のびのびタイム 幼児・保護者を対象
13

事務局（藤原）

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。
１６日 お話会 ボランティアグループ「よむよむ」さんによる
お話会を行いました。
それから、定期的なものとして、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２７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２７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。事業実施回数と延参加人数を順に申し上げま
す。
幼児クラブ５回８１人、プチランド１１回２７２人、わくわく
ランド４回７０人、チャレンジランド 11 回２３９人、鑑賞事業
５回１８１人、季節の製作４回８８人、壁面製作１０回１３９
人、安全教育３回５４人、館外事業２回２５人、ミニお話タイム
１１回９３人、のびのびタイム１１回９１人、遊ぼうデー１１回
３９４人、卓球をしよう、これは小学校４年生以上が対象で延 1
１，２０１人、よむよむのお話会１１回７２人、平成２７年度事
業別参加状況の合計としましては、事業回数９９回、参加人数延
３，０００人でございました。
以上が「平成２７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２７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２７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２７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２６年度分
の年間の累計を載せてあります。平成２７年度の年間利用者数
は、開館日数２９１日で、総入館者数１０，０８３人でございま
す。
入館者の内訳としましては、幼児１，５０５人、小学生５，４
７４人、中高生５８８人、保護者等２，３６３人、ボランティア
活動数１５３人でございます。これらを 1 日平均しますと、幼児
５．２人、小学生１８．８人、中高生２．０人、保護者等８．１
人、ボランティア活動数０．５人で総入館者数３４．６人でござ
います。前年度の平成２６年度と比較しますと、年間の開館日数
は２日少なかったですが、総入館者数は１，９１９人の増加とな
り、1 日平均６．７人の増加となっております。
児童館では、より多くの方に来館していただくために、事業内
容の見直しや環境整備、地域へのＰＲ活動にも力を入れてまいり
ました。その成果が数字となって表れたものと喜んでおります。
これからも、来館者が安心して楽しく遊べる児童館を目指して
いきたいと思います。
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事務局（藤原）

以上をもちまして、「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）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。

議長（鳥海会長）

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）事業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。

議長（鳥海会長）

私の方から、平成２７年度の事業を今年度に生かすという意味
もありますが、事業を計画したが、取りやめになった事業はあり
ますか。

事務局（大熊）

児童センターでは、１０月２５日のさつまいも掘りですが、農
政課に確認したところ、苗が育たず芋ができていない状況だった
ので中止させていただきました。他の事業については中止になっ
たことや取りやめた事業はございません。

事務局（平井）

中止になったものはございません。映画会の参加数が少なかっ
た為、今年度は見直しをして、映画会と遊ぼうデーを一緒に行い
ました。

議長（鳥海会長）
事務局（中山）

議長（鳥海会長）

子どもにとって人気のある事業はありますか。
自分で作る楽しさを経験できる料理作り事業（フルーツポン
チ）が人気があります。
小学生から中高校生になっても来館する方はいますか。
また、その方にお手伝いを頼んだりしますか。

事務局（平井）

小学校を卒業しても遊びに来る子はいます。
児童館まつりのお手伝いに上内小学校の６年生を中心にお願い
しています。中学生の方へも遊びに来た時に声かけはしています
が、部活などで難しいようです。特に男子が多く遊びに来ており
ます。

武田副会長

児童センターでは、幼児の利用者数が増えているようですが、
その理由は何ですか。

事務局（中山）

遊びに来られた方が、楽しかったと感じ、友人を通して児童セ
ンターを知っていただき、初めて来館される方が増えています。

委 員（田中）

新学期が始まり、全国的に子どものニュースが多いですが、学
校に行けないお子さんに対し、児童館や図書館に行きなさいとい
う声を聴きますが、児童センターや鷲宮児童館では、学校とのつ
ながりはあるのでしょうか。
15

事務局（平井）

近隣の小学校とはあります。学校が終わると宿題を持ってくる
低学年の児童もいます。また、保護者にとっても、子どもの場所
を把握しているので安心という声も聞かれます。

武田副会長

今年度、工作を行ったが、児童センター、鷲宮児童館とも同じ
お子さんが参加していました。地域的にこだわらずに参加してく
れるのは嬉しいと感じました。

議長（鳥海会長）

委 員

ご意見ありがとうございました。他にありますか。質問がない
ようですので、報告第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）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）

議長（鳥海会長）

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（中山）

別紙平成２８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２８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、どこのブースもたくさんの人
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。また、児童
センターボランティア「スノーマン」、久喜市青少年団体連絡協
議会、埼玉県立久喜高等学校のボランティアと大勢の皆さまにご
協力をいただきました。

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）

武田副会長

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 あいさつ
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）

事務局（課長）

ありがとうございました。
これをもちまして、平成２８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。
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２８年 ９月 １６日

委員

田 中

芳 江

委員

尾

由記子
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