
 

 

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 第４回しょうぶ会館運営委員会 
皆さんこんにちは。定刻になりましたので、平成 24 年度第 4 回しょ

うぶ会館運営委員会を開会させていただきます。 

今回、田島寛委員さんと青木弘美委員さんのお二方がお仕事の都合

により欠席となっており、運営委員さんは 10 名出席されております。

しょうぶ会館運営委員会規則第 6条第 2項の規定によりまして、過半数

に達しておりますので、会議を開会させていただきます。 

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。 

続きまして、本日の会議の会議録署名委員さんを決めさせていただ

きます。今回は、水島芳子委員さんと樋口文雄委員さんのお二方にお

願いいたします。 

それでは、次第に従いまして進めさせていただきたいと存じます。 

しょうぶ会館運営委員会会長、水島輝彦様からごあいさつをいただ

きたいと思います。水島会長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。今年度、平成 24年度最後の運営委員会とう

いうことで、学校では卒業式も終わり、終業式も終わって、いくらか、

のんびりするかなと思っていて、外を見ますと花が咲いて、学校の桜も

満開になりまして、満開になったと思ったら、入学式を迎える前に花が

散るんではないかと心配しております。 

 今年の花見というのは、新入生を迎えられない、また、新入社員がい

ないという変わった花見になってくるということでマスコミが騒いでお

ります。 

 ちょっと景気が良くなったかなということですが、上辺だけの景気で

はないかと思います。やはり、お金が回らないと景気も良くなりません

し、まだまだ厳しい時代を迎えるのではないかと思います。 

 行政につきましては、景気が良くなってから、だいたい 3年経つとそ

の税収が回ってくると言われておりますので、中々、前途は多難でござ

います。 

 また、このしょうぶ会館も見ての通り駐車場が広くなりまして、駐車

する車が尐ない時は、その場所を活用して、子どもたちに一輪車でも何

でもやってもらおうと思っております。 

 やはり、子どもたちが年々尐なくなってきているのが現状でございま

す。子どもが尐なければ尐ないなりに、集団生活というものが、公の施

設で重要になってくると思います。そういうことで、菖蒲小学校並びに

このしょうぶ会館の在り方というものが、館の存在価値というものが重

要になってくると思います。そして、児童の健全育成というものを図っ

ていかなければならないと思います。 

 そういうことを申し上げながら一年間振り返ってみますと、このしょ

うぶ会館も色々な形で事業を推進してまいりましたが、まだまだ改善す

べき点があるんではないかと考えております。 

 事業報告に基づいて、皆さん方のご意見を拝聴しながら、また、今後
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の事業の在り方を職員に考えてもらわなければならない。やはり、悪い

ところは直す、成果と課題をしっかりと掴んでいくということが重要な

役割になってくると思います。 

 悲しいことですが、岡戸館長が一年で老人センターに異動ということ

になりました。次の森田館長が、岡戸館長にも増して、しっかりとこの

館を築いていかなければならないと思います。 

 今の菖蒲総合支所長も、このしょうぶ会館の館長をやった歴代館長で

ございますので、その指導を受けながら、しっかりと館を守ってもらい

たいということを述べまして、あいさつに代えたいと思います。 

本日は大変ご苦労さまでございます。 

事務局 ありがとうございました。 

続きまして、菖蒲総合支所長の小勝支所長より、ごあいさつをお願い

いたします。 

小勝支所長 小勝支所長あいさつ 

 皆さん、こんにちは。いつもお世話になります。本日は、ご多用の

中、平成 24 年度の第 4 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。日頃より、しょうぶ会館事業の実施に

あたりましては、ご指導、ご協力をいただきまして、ありがとうござい

ます。 

 今年の冬は寒い日が続いたせいか、桜の花も開花が遅れるのではない

かと言われておりましたが、三月に入って暖かい日が続いたせいか、例

年よりも増して早く桜も咲いてしまいました。今日はちょっと寒いです

が、やっと春の訪れが感じられる季節となりました。 

 平成 24 年度の年度末にあたりまして、この一年間、委員の皆さまに

は、運営委員会でのご審議をはじめ、数々の地域交流事業についても、

ご指導いただきまして、ありがとうございました。改めて深く感謝申し

上げます。 

 さて、本日の運営委員会でございますけれど、平成 24 年度の事業報

告と、今後の事業の進め方につきまして、委員の皆さまにご審議をお願

いするものでございます。 

 事業報告につきましては、一年間の事業について、よろしくご審議い

ただきまして、新年度からの事業計画に反映できますよう、ご指導願い

たいと考えております。 

 また、今後の事業につきましては、しょうぶ会館の春の一大事業であ

ります、しょうぶポピーまつりなどにつきまして、ご審議をいただきた

いと存じます。委員の皆さまには、慎重なる審議をお願いしたいと思い

ます。 

 結びに、本日の委員会が実り多いものになりますよう、また、委員の

皆さまのご健勝、ご活躍をご祈念申し上げまして、あいさつとさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

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。 
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水島議長  はい。それでは第 1 号議案、平成 24 年度事業報告でございます。事

業報告につきましては、まだ 3 月でございますので、2 月いっぱいまで

の事業を提示しているところでございます。 

 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 平成 24年度事業報告について 

説明の前に、資料の確認をさせていただきます。 

議案第 1 号、平成 24 年度事業報告で、1 ページと 3 ページに隣保館

事業、2 ページと 4 ﾍﾟｰｼﾞに児童館事業及び人権教育推進事業について

記載してございます。5 ページにつきましては、平成 24 年度のしょう

ぶ会館の利用状況を月ごとに、平成 23 年度と比較して掲載したもので

ございます。 

6 ページと 7 ページが議案第 2 号、今後の事業の進め方についての資

料で、2013 年しょうぶポピーまつりに関するものでございます。その

参考として 2012 年しょうぶポピーまつりのチラシを 8 ページにつけて

ございます。 

また、議案第 3号、その他の資料として、来月 4月にしょうぶ会館で

行う事業、さくらお花見会のチラシ、児童館事業の 4月の行事のお知ら

せを配布させていただいております。 

ページのもれ、配布もれはございませんか。資料についてはよろしい

でしょうか。 

それでは、平成 24 年度の事業報告について、ご説明させていただき

ます。 

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した。 

資料の 3 ページ、4 ページ、5 ページに事業ごとの実績数値、会館の

月別利用者数を載せております。なお、数値につきましては、前回、第

3回運営委員会において、4月から 11月までの実績を報告させていただ

きました。今回は、その実績に 12 月から 2 月までの実績を加えたもの

でございますので、主に 12 月以降に行った事業について説明させてい

ただきます。 

◆隣保館事業について 

 さわやかルーム事業、足湯、卓球教室、カラオケ教室につきまして

は、通年で行っている事業でございますので、前回報告いたしました数

値より増加しております。 

 さわやかルーム事業につきましては 2,294 人。足湯につきましては

1,095 人。卓球教室につきましては 801 人。カラオケ教室につきまして

は 521人。となっております。 

 12 月に全 3 回で開催しました着付け教室につきましては、募集定員

は 10 名でしたが、参加者は定員に達しませんでしたので、募集方法、

周知方法に課題が残りました。 

 12 月 18 日に開催しました年忘れ交流会につきましては、日頃お世話

になっております会館の利用者さんに交流を図ってもらうことを目的に

行いました。そして、それに合わせて、料理教室、そば打ち教室、カラ

オケ大会も実施し、また、オカリナとハーモニカの音楽会を鑑賞してい

ただきました。 
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 12 月 27 日に開催しました餅つき大会につきましては、主に子どもた

ちを対象として実施いたしました。実施日が年末ぎりぎりになってしま

いましたのは、衆議院選挙の関係で日程を変更したためです。年末でご

ざいましたが、多くの方々に参加していただき、楽しんでいただけまし

た。 

 1 月中旪から 2 月中旪にかけて全 5 回で開催しました赤ちゃんとママ

の体操教室につきましては、定員いっぱいの忚募があり実施しました

が、大雪など天候の影響で欠席する方が多い状況でございました。開催

する時期に課題が残りました。 

 1 月 24 日に開催しましたエコネックレス教室につきましては、使い

終わったネクタイなどを利用してネックレスを制作いたしました。 

 2 月に全 2 回で開催しましたフラワーアレンジメント教室につきまし

ては、造花と生花のフラワーアレンジメントを制作しました。定員以上

の忚募がありましたが、講師のご協力により忚募者全員が受講いたしま

した。 

 2 月 26 日に開催しました絵手紙教室につきましては、初心者向けの

教室という主旨で実施しました。定員以上の忚募があり、講師の方と相

談いたしましたが、こちらは定員以上を指導することは難しいというこ

とで、参加をお断りした人もおりましたので、今後は開催回数など検討

していきたいと考えています。 

 2 月 27 日に開催しました健康相談につきましては、主にさわやかル

ームの利用者の方を対象にして、保健師さんに来ていただき実施しまし

た。 

◆児童館事業について 

 2 月中旪から全 5 回で開催しましたひよこクラブにつきましては、3

歳児、4 歳児の親子を対象にして、制作、歌、手遊びなどを実施しまし

た。 

 12 月 24 日に開催しましたクリスマスお楽しみ会につきましては、子

どもたちも楽しみにしていた様子で、募集 100 人に対し、144 人の方が

参加してくれました。小ホールで実施しましたが、参加者が多く、会場

内が混みあいまして気分が悪くなったという子どもがいたことが課題で

あり反省点です。 

 1 月 5 日には、季節の行事ということで、はねつき・カルタ大会を実

施いたしました。 

 なかよしタイムにつきましては、毎月 1回第 2火曜日に開催している

絵本のへやの事業の後に、先生とのお話や参加者同士の交流、お遊びな

どを行ったもので、24年 10月から実施いたしました。 

◆人権教育推進事業について 

 ふれあい教室につきましては、通年で行っておりますので、前回報告

した数値より増加しており、2月までで 63回、606人の実績でございま

す。 

 合奏・合唱音楽教室につきましては、発表を含め、9月下旪から全 10

回実施いたしました。発表は、11 月に菖蒲地区の人権のつどい、12 月

にしょうぶ会館のクリスマスお楽しみ会で行っていただきました。 

 工作教室につきましては、12 月に、クリスマスの時期ということ

で、クリスマスリース作りを行いました。 
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◆平成 24年度のしょうぶ会館利用状況について 

 2 月末現在の数値ですが、前年度の年間数値と比較しますと、約 96％

となっておりますので、3 月分をプラスすると、前年度より尐し上回る

実績になるのではないかと思っております。 

 しかし、児童館だけの数値を見ますと、前年度比約 88％となってお

りますので、3 月分をプラスしても前年度より下回る実績になると思わ

れますので、今後は児童館事業をさらに充実させていくことが課題とな

ります。以上です。 

水島議長  報告が終わりましたので、委員の皆さま、ご意見がありましたら、よ

ろしくお願いします。 

神部委員  これから尐子高齢化で子どもたちが段々減ってくるようになって、逆

に年配の人たちが増えるようになって、そうした時代に、これから会館

としてどういう傾向のものを行っていくのか。高齢者の方々の利用は増

えているか、をお聞きしたい。 

事務局  尐子化につきまして、菖蒲地区だけの出生児数を申しあげますと、平

成 20年度が 139人でしたのが、平成 24年度は 101人となっており、率

にしますと約 27％減尐している状況です。 

 また、地区の小学校である菖蒲小学校の児童数につきまして、平成

25 年度は、前年度と比べ、13 人減尐し、213 人になる見込みです。菖

蒲中学校の生徒数につきましては、平成 25 年度は、前年度と比べ、27

人減尐し、335人になる見込みです。 

 菖蒲地区の小中学校 7 校の合計数で見ましても、平成 25 年度は、前

年度と比べ、53人減尐し、1,305人になる見込みで、確かに子どもの数

は減ってきているのが現状です。 

 高齢化につきましては、市の都市計画マスタープランにも記載されて

いますが、平成 24 年は 65 歳以上の高齢化率が 21.5％ですが、10 年後

の平成 34年は 30.5％になると推計しています。 

 高齢者の方々の利用状況につきましては、デイサービス事業の数値で

見ますと、平成 24年度の利用者数が 6,406人、平成 23年度が 3,157人

ですので、倍以上、利用者が増えております。これは、足湯、卓球、カ

ラオケなどを新しく始めたことによるものと考えています。今後もデイ

サービス事業の充実を図っていきたいと考えています。 

小勝支所長 事務局から説明がありましたように、久喜市におきましては、尐子高

齢化の傾向が顕著となってきております。 

 市の総合振興計画でも作る段階では、65 歳以上の方が約 5 人に 1 人

となっていますが、いずれは 3.5 人に 1人の時代になるという形で計画

しています。 

神部委員  そうすると、尐子高齢化は子どもたちだけの問題ではなく、増加する

高齢者の方々を受け入れる、ターゲットに絞っていくという方法はいい

ことだと思います。 

 より会館の運営を活発にしていくには、増えていく人たちを如何に取

り組むかということも大切だと思います。 

事務局  取り組みといたしましては、皆さんに周知することが大切と考えてお

り、会館内やさやわやルームに、事業のわかりやすいチラシの掲示、利

用者さんへの声かけをさらに徹底して行い、デイサービス事業のさらな
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る充実をはじめ、年配の方々が会館に訪れ、憩いの場となるよう、利用

者さんのご意見を聴きながら、検討してまいります。 

水島議長  他にご意見はございますか。 

藤﨑委員  しょうぶ会館では、児童・生徒が参加する農作業系の事業を多くやっ

ておりますが、児童・生徒数が尐なくなってきている割に、逆に段々事

業への参加者は増えてきています。 

 参加している児童・生徒の声を個々に聞くと、事業に参加して楽しい

という声が返ってくる。なぜ楽しいのか、その要因は何か。それらにつ

いての会館としての心づもりを教えていただきたい。 

事務局  しょうぶ会館の事業に関しましては、利用状況をみましても、利用者

のほとんどが、会館の近隣地域の児童・生徒であります関係から広域的

よりも効率的に周知するため、地区の小学校である菖蒲小学校さんに、

チラシの配布、声かけ等をお願いして、快く協力いただいております。

また、菖蒲中学校さんには、事業のボランティアを募りますと、喜んで

かなり多くの生徒さんが参加してくれます。 

 事業の中で、お兄さん、お姉さん的な存在のボランティアの中学生

と、小さい子どもたち、小学生が協力して作業することが楽しいのでは

ないかと思っています。 

 また、事業に参加している大人の方々も、優しく指導してくれるので

楽しいのだと思います。 

 それと、農園で行う事業の際は、わら小屋のかまど、萩小屋のいろり

を活用して料理を行うことにより、子どもたちに火の怖さ、火の扱い方

を学んでもらうことが会館の役割だと考えて実施しています。また、農

作業の事業を通して、子どもたちに創造力、探究心を培ってもらい、食

べ物のありがたさを感じてもらいたいと考えています。 

水島議長  私は、この前、農園で朝霞市から来た方と話す機会がありました。そ

の方のお孫さんが菖蒲中学校に通っているとのことでした。 

 お孫さんは、学校でいじめられて登校拒否みたいになってしまった

と。だから心配でお孫さんを見るために朝霞から来たそうです。農園で

のお孫さんは、明るい顔でいて安心したと言っておりました。ボランテ

ィアをやっているとは思わなかったと。 

 根本先生に話しを聞いたら、今度は、そのお孫さんが、他の登校拒否

の子どもを誘うようになったということでした。 

 事業の成果とは、そういうことだと思うんですよ。単に参加人数だけ

ではなく。事業の中身が大事だと思います。人数を比較するだけだと、

それだけの価値観になってしまうと思います。 

 他に意見はございますか。 

水島委員  私も同じようなことになるかと思うんですけど、この間、参加したボ

ランティアの中学生の方たちが、純粋な気持ちで一生懸命やっている姿

に心をうたれ、やっぱりボランティアをやる子は違うのかなと感じまし

た。 

 折角そういった機会があるのだから、失敗してもいいと思うので、も

う尐し、そのボランティアの人たちができるようなことをやってもらっ

て、そこから輪を作ってもらうということができればいいなと思いまし

た。 
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 作業をこれだけといって与えるだけでなく、もっと中身の濃いものを

考えて、手伝ってもらえばいいのではないかと思います。 

 やるからには怪我をしたってしょうがない、例えば、手を切るから痛

いこともわかるはずだし、あれもダメ、これもダメではなくて、こうい

う機会があって参加してくれる人数も増えてきて、それらの方には、充

分職員が注意をして怪我をしない、させないようにして、すごくいいな

と思いました。 

事務局  参加してくれたボランティアの方に対して、上手く手伝ってもらえて

いなかった部分もあると思います。 

 今後は、何をやってもらうのか、計画をきちんと立ててボランティア

の中学生に手伝ってもらうよう検討いたします。 

水島議長  他に意見はございますか。 

藤﨑委員  新規事業について、その事業は、会館が自ら考えて実施したのか、そ

れとも、他からの意見を取り入れて実施したのか。 

 また、新規事業を実施したことによって、しょうぶ会館がどのように

変わったか。 

 それらについて、利用者の声、色んな様子をお話いただければ、これ

からの参考になると思いますので、よろしくお願いします。 

事務局  カラオケ教室につきましては、若山委員さんのご意見をいただいて始

めました。 

 成人対象の卓球教室につきましては、利用者さんの意見を聴いて始め

ました。 

 子ども対象の卓球教室は、卓球台を購入する際に、折角ならば子ども

たちにも楽しんでもらおうと考えて始めました。 

水島議長  子どもの卓球教室は誰が指導しているんですか。私は指導していると

ころを見たことがありませんけど。 

 児童館というのは、常に子どもたちを見守っている、やらせることが

指導だと思います。 

水島委員  子どもの卓球台を準備する時に、子どもが大声をあげていて、その時

に館の人が誰もついていなかったことを私も見たことがあります。 

 これで大怪我したら大変だったなと。折角、臨時職員もいっぱいいる

んですから、事務室だけに居ないで、危険のないように目配りするとか

考えてやってほしいと感じています。 

事務局  会館を利用している子どもたちに怪我がないよう、見守り、目配りを

徹底することはもとより、子どもたちの指導を職員がついて実施してま

いります。 

水島議長  他に意見はございますか。 

若山委員  カラオケの件なんですが、さわやかルームで月曜日から金曜日まで私

が来る度に歌っています。 

 心を休めて、リラックスしてマッサージ機にかかっている方もいる訳

ですが、カラオケの音がうるさくて、ゆっくりとくつろげない方もいる

と思います。 

 だから、さわやかルームは、リラックスしたい方がいるので、カラオ

ケをやる時は、どこか違う部屋でやっていただくとありがたいと思うん

ですが。 
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 また、たまには小ホールで行ってもいいと思いますが。 

事務局  利用者さんのご意見を聴きながら、内部で十分、検討していきます。 

水島議長 はい、他に意見はございますか。 

神部委員  卓球教室について、水曜日と金曜日が大人対象で、月曜日、火曜日、

木曜日、土曜日が子ども対象となっていますが、会館というのは、大人

たちと子どもたちが一緒にふれあい、やることもいいんじゃないかと思

います。 

 大人と子どもの実施日を完全に分けてしまった理由を教えてくださ

い。 

事務局  大人の方たちは、水曜日と金曜日の午前中が都合がいいので、その日

に集まって卓球を行っています。 

 子どもたちが来るのは、午後からなのでバッティングはしていませ

ん。 

 今後、大人の方と子どもたちが一緒に行うかどうかは、利用者さんの

ご意見を聴いて検討していきます。 

水島委員  卓球とカラオケの話が出たので、私の意見を述べさせてもらうと、カ

ラオケを聴きながらマッサージ機にかかるのが良いという人もいると思

いますし、利用者の方、それぞれが色々だと思います。今日はうっとう

しいから嫌だとか。 

 私もちょくちょく卓球に参加させてもらっていますが、子どもたちと

一緒にとなったら、今度は大人の方たちに無理がいくんじゃないかと思

います。やっている人たちは、水曜日と金曜日の午前中と決めてやって

いる訳ですから。 

 だから、利用者の方の声を聴いて、利用者の方がこのようにやりたい

というのを自分たちで考えて、協力していただいて、上手くできるよう

にやっていった方がいいと思います。 

事務局  十分、利用者さんの意見を聴いて、その意見を把握しながら、内部で

相談して事業を実施していきたいと思います。 

水島議長   他に意見はございますか。 

神部委員  私ごとですが、先日、いとこが子どもを連れて、うちに遊びに来たん

です。それで、私の母とその子どもが、手を叩いたら走っていくという

遊びを 2時間位ずっとやっていたんです。 

 そして、いとこと子どもが帰った後、母が何て言ったかというと、今

日は本当に楽しかったと話をしたんです。 

 子どもとお年寄りがふれあうこと。お年寄りは子どもの元気を分けて

もらいながら、子どもはお爺ちゃん、お婆ちゃんと遊んで楽しかった

と。このしょうぶ会館の本筋はそれだと思いますので、そういったふれ

あいのできる行事を取り入れて、会館を運営してもらいたいと思いま

す。 

事務局 子どもからお年寄りまで多くの方々に利用してもらい、また、その

方々のふれあいの持てる機会が増えるよう検討して事業を実施し、より

よい会館運営を図っていきたいと思います。 
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水島議長 はい、他に意見はございませんか。ないようですので、次に進めたい

と思います。 

議案第 2号、今後の事業の進め方について、事務局、説明をお願いし

ます。 

事務局 議題 今後の事業の進め方について 

今後の事業の進め方について、説明させていただきます。資料の 6ペ

ージ、7ページになります。2013 年しょうぶポピーまつりについてです

が、開催期間とメインイベントの日時、まつりの内容について、ご審議

いただきたいと思います。 

開催期間につきましては、平成 23 年度が、5 月 15 日、日曜日から 5

月 29 日、日曜日までの 15 日間、平成 24 年度が、5 月 13 日、日曜日か

ら 6 月 2日、土曜日までの 21日間、で実施いたしました。平成 25年度

につきましては、5 月 12 日、日曜日から 6 月 1 日、土曜日までの 21 日

間、というのが事務局の案でございます。 

メインイベントの日時につきましては、平成 20年度が 5月 25日、平

成 21 年度が 5 月 24 日、平成 22 年度が 5 月 23 日、平成 23 年度が 5 月

22 日、平成 24 年度が 5 月 27 日、に実施いたしました。平成 25 年度に

つきましては、事務局の案としては、5 月 19 日の 10 時からか、5 月 26

日の 10時 30分からの二つがあります。ご審議をお願いいたします。 

内容につきましては、ポピーの花摘み、朝採り新鮮野菜の販売。イベ

ント日につきましては、赤飯・豚汁・つきたて餅・甘酒のおもてなし、

朝採り新鮮野菜の販売、花摘み、生き物つかみ取りコーナー、むかし遊

びコーナー、スナップ写真サービスを考えています。 

それから新しく、式典時にペットボトルロケットの打ち上げを考えて

います。また、行灯の他に、吹き流しの設置を考えています。 

水島議長 はい、ご意見ございますか。 

神部委員 ポピーの生育状況は、どうなんでしょうか。 

平成 24 年度のイベントの日は、満開の時期は過ぎていたと思うんで

すが。 

水島委員  私の記憶でも、24 年度のイベントの日は、満開の時期を過ぎていま

したし、ゴミゼロ運動の日と重なったんですよね。 

 25 年度の案にある 5 月 26 日は、ゴミゼロ運動の日ではないんです

か。また、同じ日に実施するのですか。ゴミゼロ運動は全世帯対象です

から、24 年度は、それでイベントのお手伝いをしてくれる方が四苦八

苦して大変だったんです。そういった大変さ、お手伝いしてくれる方々

のことも考えて検討してほしいと思います。 

事務局  ポピーの生育状況につきましては、過去の開花状況、今年の生育状況

から考えますと、5月 19日の方が見頃だと思われます。 

 イベントの日時につきましては、5 月 26 日でゴミゼロ運動の日と同

日ではなく、5 月 19 日、日曜日、10 時からということで実施したいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 （各委員から、その方がよいとの意見あり） 

水島議長  他にご意見ございますか。 

若山委員  イベント日の天気の状況は、どうなんですか。 
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事務局  5 月 19 日の天気につきましては、過去 5 年間、雨は降っておりませ

ん。 

水島議長  では、ポピーまつりについて、確認のため説明をお願いします。 

事務局  2013 年しょうぶポピーまつりについて確認させていただきます。 

 開催期間は、5 月 12 日、日曜日から 6 月 1 日、土曜日までの 21 日

間、時間は午前 9時から午後 4時までで開催します。 

 メインイベントの日時につきましては、5 月 19 日、日曜日、午前 10

時から午後 3時までで開催します。 

 花摘みにつきましては、イベント前までは、一人 5本まで。イベント

終了後は本数制限なしで行います。 

 野菜の販売につきましては、主に午前中を中心に、ボランティアさん

のご協力でお願いいたします。 

 実施体制につきましては、ボランティアさんと本庁・各総合支所・し

ょうぶ会館の職員が当番を組んで、来場者の受付、ハサミ貸し、接待案

内、野菜の販売促進等を行います。 

 ＰＲ方法につきましては、広報くきの 5月 1日号、市のホームページ

への掲載、公共施設などにポスターの掲出、チラシの配置。また、菖蒲

地区内世帯へのチラシの配布を行います。 

 イベントの内容につきましては、式典を行いまして、赤飯、豚汁、つ

きたて餅、甘酒のおもてなしをします。また、花摘み、野菜の販売、生

き物つかみ取り、むかし遊び、スナップ写真サービスを行います。 

 式典時には、ペットボトルロケットの打ち上げを行います。 

 会場には、行灯、吹き流しを設置いたします。 

 なお、チラシにつきましては、ＰＲする期間の関係もございますの

で、24 年度のものを参考に事務局で考えて作成したいと考えておりま

すので、ご了承ください。以上です。 

水島議長 よろしいですか。 

 （各委員から、はいとの返答あり） 

水島議長  では次に、議案第 3 号その他について、事務局から説明お願いしま

す。 

事務局 議題 その他 

平成 25 年 4 月のしょうぶ会館の事業について、説明させていただき

ます。 

隣保館事業として、4 月 5 日、金曜日に、さくらお花見会を開催した

いと考えております。内容は、春の料理教室、会館の桜を観ながらのふ

れあい交流会を実施したいと思いますので、よろしくお願いします。 

児童館事業の 4月の行事につきましては、絵本のへや、なかよしタイ

ム、めばえ広場、すくすく広場、ほほえみクラブ、わくわくタイム、親

子でファイティングを資料のとおり計画しております。 

なお、実施する曜日につきましては、ご意見をいただき今後検討して

いきます。 

なお、事業の周知方法につきましては、館内案内板はもとより、会館

利用者へのチラシの配布、小中学校や公的施設へ周知をして、近隣住民

にお知らせしながら事業を実施してまいります。 

水島議長 はい、他に説明することはありますか。 
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事務局 次回、平成 25 年度の第 1 回運営委員会の日程につきまして、調整さ

せていただきたいと思います。 

平成 24 年度の 1 回目の運営委員会は 4 月 25 日に開催いたしました

が、平成 25 年度につきましては、ポピーまつりのイベント日が昨年よ

り一週間早くなり、ＰＲ期間の関係もございますので、運営委員会も一

週間程度早めまして、4 月 19 日の金曜日、もしくは 4 月 17 日の水曜日

に開催したいと思いますが、皆さまのご都合はいかがでしょうか。 

また、時間につきましては午前、午後どちらがよろしいでしょうか。 

 
（各委員から、19 日は都合が悪い、17 日の方がよい、時間は午前の方

がよいとの発言あり） 

事務局  では、平成 25 年度の第 1 回運営委員会につきましては、4 月 17 日の

水曜日の午前中に開催したいと思います。開始時刻につきましては、後

日、改めてご連絡いたします。よろしいでしょうか。 

 （各委員から、はいの返答あり） 

水島議長  他にご意見等ございますか。 

若山委員  ポピーまつりのチラシについて、チラシに写っているポピーの写真

が、平成 24 年度のものは、黒くてわかりづらかったので、今年のチラ

シについては、おまつりらしく、明るい色でわかるように作成してほし

いと思います。 

事務局 できる限り明るくして、写真がわかるよう作成したいと思います。 

水島議長 他にご意見ございますか。よろしいですか。 

 （各委員から特に意見はなし） 

水島議長  それでは、その他も終わりましたので、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。 

事務局  ありがとうございました。 

 会長さんをはじめ、委員の皆さま方には貴重なご意見をいただきまし

て、誠にありがとうございます。今後の会館運営に活かしたいと思いま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは次第の最後、閉会でございます。閉会にあたりましては、神

部副会長にお願いいたします。 

神部副会長 神部副会長あいさつ 

今日は皆さんお疲れさまでした。 

色々な意見が出て、これからのしょうぶ会館の運営が、より一層いい

方向に向くようにやってもらいたいと思います。 

25 年度は新しい館長さんになる訳ですが、今日の会議を参考にし

て、良い運営をしてもらいたいと思います。 

それでは、これをもちまして閉会といたします。皆さん、本日はご苦

労さまでした。 
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