
 

 

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 2回しょうぶ会館運営委員会 
皆さんおはようございます。定刻になりましたので、平成 26 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、水島会長様をはじめ、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、運営委員さん 10 名にご出席いただき過半数に達してお

ります。しょうぶ会館運営委員会規則第 6条第 2項に基づきまして、開

会できますことをご報告申し上げます。 

続きまして、会議録の署名についてですが、今回の会議録にご署名

をいただく委員は、水島芳子委員さんと服部勲委員さんのお二方にお

願いしたいと存じます。 

次に、本日の資料の確認、説明をさせていただきます。お手元の資

料をご覧ください。 

資料の 1 ページにつきましては、今年のしょうぶポピーまつりの報

告でございます。2 ページと 3 ページにつきましては、隣保館事業の 4

月から 6 月までの報告、4 ページにつきましては、児童館事業の 4 月か

ら 6 月までの報告、5 ページにつきましては、人権教育推進事業の 4 月

から 6 月までの報告でございます。6 ページにつきましては、4 月から

6月までの月別利用者一覧でございます。 

7 ページと 8 ページにつきましては、隣保館事業の今後の事業計画、

9 ページと 10 ページにつきましては、児童館事業の今後の事業計画、

11 ページにつきましては、しょうぶ会館運営委員会の今後の開催計

画、12 ページにつきましては、人権教育推進事業の今後の事業計画で

ございます。13 ページにつきましては、こどもまつりの概要、14 ペー

ジにつきましては、こどもまつりのＰＲチラシとなっております。ペー

ジのもれ、印刷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、次第に従いまして進めさせていただきたいと存じます。 

最初に、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 

 おはようございます。 

しょうぶ会館に来ましたら、会館の玄関のガラスが割れていました。

石をぶつけられたのか、どうしてそうなったのか、原因はわかりません

が、早急に対処しなければならないと思います。夏休みということで、

来館するお子さんが増えてきます。危険防止、事故防止を考えて運営し

なければならないと思います。 

最近では、通学路で子どもが襲われる事件があったり、以前は脱法ハ

ーブと言われていた危険ドラッグが、高校生まで浸透していたり、非常

に難しい時代だなと感じております。そういう状況の中で、このしょう

ぶ会館のような館の役割が、今後、なおさら重要になってくると思いま

す。 

男女共同参画ということで、法律はできましたが、親たちが二人で働

くと、今は昔と違って、子どもは鍵っ子になってしまいますので、この
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しょうぶ会館みたいな館が長期休みの時にどのような役割を担うのか

が、今後、重要になってくると思います。 

そういうことで、夏休みも踏まえた今後の計画につきましても、毎年

同じではなく、社会情勢が変わっておりますので、委員さんのご意見を

拝聴しながら、会館も創意工夫しながら努力してもらいたいと思いま

す。 

今後、皆さん方のなお一層のご支援とご協力をお願いして、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、菖蒲総合支所長の森田支所長より、ごあいさつをお願い

いたします。 

森田支所長 森田支所長あいさつ 

 皆様おはようございます。 

 本日はご多用のなか、また、お暑いなか、平成 26 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 26 年度が始まりまして、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、委員の皆様、パル菖蒲ボラ

ンティアの皆様をはじめ、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。 

 今年は、天候に恵まれ、色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訪れていただきました。お陰様で、来園者は、

昨年度を上回ることができました。改めてお礼申し上げます。 

 特に、5 月 18 日に開催したメインイベントにつきましては、委員の

皆様のご協力により、各コーナーが盛り上がり、盛況のうちに終了でき

ましたことに、感謝申し上げます。 

 さて、本日の運営委員会は、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。どうか、

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、梅雨があけまして、毎日暑い日が続くことと存じます。委員

の皆様には、時節柄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。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。 

水島会長のごあいさつにもありました、玄関のガラスの破損につきま

してご報告いたします。 

本日、８時頃に職員が出勤しましたところ、玄関左側のガラスが割れ

ているのを発見し、児童等が近づけないようにカラーコーンで安全対策

を行いました。その後、警察に連絡しまして、午後、被害届を出すこと

にしました。修理につきましては、会議終了後、業者に連絡し手配をと

る予定でございます。 

また、防犯対策としまして、夜間、玄関等に外灯を点けておくことに

いたしました。 

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。それでは議題に沿って議事を進めていきたいと思います。 

議題(1)事業中間報告について、資料でいいますと 1 ページから 6 ペー

ジになります。事務局の説明を求めます。 

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。 

◆２０１４しょうぶポピーまつりについて 

 資料につきましては、1 ページをご覧ください。今年度のポピーまつ

りにつきましては、来場者数が 7,177 人で、期間が 5 月 11 日から 6 月

7 日までの 28 日間、実施いたしました。昨年度の来場者数と比較しま

すと 259人の増であります。 

 また、5 月 18 日に開催いたしましたメインイベント当日だけで見ま

すと、来場者が 2,350人で、昨年度より 220人の増となっております。 

 メインイベント当日は、菖蒲中学校の生徒さん 16 名が、受付や配膳

など、ボランティアとして活躍してくれました。 

 また、今年も式典時に、児童、生徒の夢や愛を乗せたペットボトルロ

ケットを打ち上げ、大変盛り上がりました。資料に載せてあります写真

がその時の様子のものです。 

 会場には、菖蒲地区内 7校の児童、生徒に描いていただいた人権行灯

や吹き流しを掲示いたしました。 

 今年は、期間中の天候にも恵まれ、多くの方々にお越しいただいて、

花を摘んで喜んで帰っていただき、大盛況のうちに終えることができま

した。 

◆隣保館事業について 

 資料につきましては、2 ページをご覧ください。番号 1 番から 5 番ま

でが、足湯、卓球、カラオケなどのデイサービス事業です。 

4 月 7 日には、市長もお招きして、ふれあい交流会を実施しました。

料理教室、さくらお花見会、カラオケ交流会、懇親会などを実施しまし

て、多くの方に参加いただき、喜んでいただくことができました。写真

はその時の様子です。 

続きまして、資料の 3ページをご覧ください。主に農園で行った事業

です。 

5 月 11 日に、じゃがいも土寄せ、さつまいも植え、落花生の種ま

き、トウモロコシの種まきを実施し、たくさんの人に参加していただき

ました。6 月 14 日には、田植えを行い、こちらも多くの方々に参加い

ただきました。参加した子どもたちや中学生ボランティアは、慣れない

田んぼで足をとられ、悪戦苦闘しながらも、楽しみながら一生懸命、苗

を植えていました。写真は、その時の様子です。 

◆児童館事業について 

 資料につきましては、4ページをご覧ください。 

毎月定期的に実施している事業が多くあります。番号、1 番のめばえ

広場、2 番のすくすく広場、5 番のわくわくタイム、6 番の親子でファ

イティングの事業終了後に、7 番の子育て交流会を実施し、参加者の皆

さんでお話をしたり、ゲームをしたりして、交流を図りました。今月の

めばえ広場、すくすく広場では、暑くなってきましたので、屋外で子ど

も用のビニールプールを使って水遊びを実施しました。子どもたちは、

びしょびしょになりながら、気持ちよさそうに楽しく遊んでいました。 
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15 番のこどもの日お楽しみ会では、柏もち作り、卓球対決、トラン

ポリン、ビンゴ大会などを行いました。また、会館の駐車場を利用し

て、駐車場をカラーコーン、ビニールひもで区切りまして、チョークで

の落書き、しゃぼん玉、一輪車やキックボードで遊んでもらいました。 

16 番の夏の昆虫観察会は、6 月 25 日から実施して、現在も行ってお

りますが、鈴虫、クワガタムシ、カブトムシを飼育して観察会を行って

います。なお、鈴虫につきましては、昨年、運営委員の梓澤委員にいた

だいて飼育していた鈴虫の卵が孵化したものでございます。まだ小さく

て鳴きませんが、鳴くようになりましたら風情も楽しんでもらいたいと

思っています。 

◆人権教育推進事業について 

 資料につきましては、5ページをご覧ください。 

ふれあい教室につきましては、学期ごとに計画を立て、毎週月曜日と

火曜日に学習会や料理教室など内容を変えて、地域の小中学校である菖

蒲小学校、菖蒲中学校、教育委員会のご協力により、実施しています。 

載せてあります 2 枚の写真につきましては、1 枚は硬筆展の練習をし

ている様子と、もう 1枚は料理教室を行っている様子のものです。硬筆

展の練習につきましては、運営委員の藤﨑委員さんに講師をやっていた

だきました。ありがとうございました。 

5 月には、ポピーの時季でもありますので、農園にある萩小屋の囲炉

裏を使っておせんべい作りを行い、子どもたちに火の怖さ、大切さを教

えるとともに、農園でポピーを観賞しながら、できたてのおせんべいを

参加者みんなで会食しました。子どもたちは、おいしいと言って、喜ん

で食べていました。 

◆月別利用者数について 

 資料につきましては、6ページをご覧ください。 

 こちらは、4 月から 6 月までの月別の利用者数の一覧でございます。

①サークル活動は、隣保館の貸館でサークルさんの利用人数の集計でご

ざいます。②隣保館事業は、事業の参加者数の集計でございます。4 月

の数値が、例年と比べると大きく増加していますが、ふれあい交流会の

カラオケや懇親会の参加者が増えたことが主な理由です。③児童館事業

につきましては、下の別表に内訳を載せています。幼児、児童・生徒、

保護者等、事業参加人数の合計数値が③児童館事業の欄の数値となって

おります。④その他は、公共機関の会議や研修での利用人数の集計でご

ざいます。 

 全体的に見ますと、前年度と比較して若干の、3.8％、738 人の利用

者増という状況となっております。 

 以上です。 

水島議長  はい、6 ページまでの事業報告の説明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。 

若山委員  ポピーまつりにおいて、今年も新鮮野菜の販売を実施していただい

て、お客さんから「来年もまた来るよ」という声を多くいただきまし

た。ポピーを見に来る人も増えていると思いますが、新鮮野菜の購入を

目的に来る人も多く、年々増えていると思います。 

 それとじゃがいも畑について、今年は土が硬く、収穫した実も小さ

く、量も尐なかったようです。土おこしを十分やらなかったからではな
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いかと感じています。 

事務局  ポピーまつりにつきましては、ポピーの観賞、摘み取りに来る方々が

増えているのは勿論、新鮮野菜の購入を目的に来るお客さんも多くいる

と認識しておりますので、来年もご協力をお願いしたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 じゃがいもにつきましては、今年の収穫量は、きたあかりは例年どお

りの収穫量がありましたが、その他の品種につきましては、例年の半分

程度の収穫量でした。確かに実も小さいものが多かったです。その原因

は、植える前の土の整備が十分でなかった、深く耕運しなかったからで

はないかと思い反省しております。来年は、このようなことがないよう

十分、土の整備を行い実施いたします。 

田島委員  私も今年は実が小さくて、がっかりしました。事業を実施するのであ

れば、やはり収穫に繋げてもらいたいと思います。 

 土に堆肥をやって、土を肥やした方がいいと思います。ＪＡでもみが

ら等の堆肥が安く手に入ると思います。来年の課題として、しっかりや

ってもらいたい。 

事務局  土の整備を含むじゃがいもの栽培方法について、事前に委員さんのご

指導をいただきながら、実施していきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

水島議長  他に意見はございますか。 

若山委員  ポピーまつりについて、私も新鮮野菜の販売の協力をさせていただき

ましたが、お客さんから、菖蒲総合支所までは来たが、ポピーまつりの

場所が中々わからなかった、という意見をいただきました。できれば、

支所の前に大きな案内看板を設置してもらいたいと思います。 

 また、支所に電話で問い合わせをしたら、わからないと言われた、と

いうお客さんもいました。支所の担当者に、わかるようによく説明をし

ておいてもらいたいと思います。 

森田支所長  案内看板につきましては、しょうぶ会館と協議して、支所の見やすい

場所に案内看板を置く等、対応していきたいと思います。 

 電話での問い合わせに対する支所の対応につきましては、通常、警備

員が行っており、粗相のないよう、通知はしていましたが、再度、よく

通知いたします。 

 また、支所では日曜開庁を行っております。日曜開庁の担当職員で

も、よく案内ができるよう対応していきたいと考えておりますので、ご

理解願いたいと思います。 

水島議長 他に意見はございますか。ないようでしたら、議題(2)今後の事業計

画に入りたいと思います。議題(2)今後の事業計画について、資料つき

ましては 7ページから最終 14ページまで、事務局の説明を求めます。 

事務局 議題 今後の事業計画について 

◆隣保館事業について 

 資料につきましては、7 ページをご覧ください。第 1 回の運営委員会

で説明いたしました当初計画に変更があったものを中心に説明させてい

ただきます。 

 7 月中旪に予定しておりましたふれあい交流会につきまして、例年と

同時期の 10月上旪に変更したいと思います。 

 7 月上旪に予定しておりましたさわやか講座の手芸教室につきまして
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は、講師の都合で 8月下旪に変更したいと思います。 

 続きまして、資料の 8ページをご覧ください。 

 12 月中旪に予定しておりました餅つき大会につきまして、例年と同

時期の 12月上旪に変更したいと思います。 

 8 月上旪に予定しておりました夏の風情を味わう料理教室につきまし

ても、例年と同時期の 8月中旪に変更したいと思います。 

 7 月上旪に予定しておりました赤ちゃんとママの体操教室につきまし

ては、講師との調整により 9月上旪に変更したいと思います。 

その他の事業につきましては、第 1回の運営委員会で説明させていた

だいた内容と変わりありません。具体的な日程等につきましては、今

後、講師等と調整して実施していきます。 

◆児童館事業について 

 資料につきましては、9ページをご覧ください。 

第 1回の運営委員会で説明いたしました当初計画と特に変更がありま

せんが、ゆうゆうプラザにつきましては、しょうぶ会館が参加する日程

等が決まりましたので説明させていただきます。 

菖蒲小放課後子ども教室、通称しょうぶっ子ゆうゆうプラザにつきま

しては、地域の方々、保護者が主体となっているもので、しょうぶ会館

は地域の会館として参加し実施しているものです。 

今年度は、年間で 7回実施されることになりました。しょうぶ会館が

参加するのは、その内の 2 回、1 月 17 日と 2 月 21 日に決まりまして、

内容につきましては、しょうぶ会館の特徴を活かした、農園にあるわら

小屋の釜戸、萩小屋の囲炉裏を使って調理を行い、子どもたちに火の怖

さ、大切さを教える、むかしの生活体験講座を実施します。 

◆しょうぶ会館運営委員会開催計画について 

 資料につきましては、11ページをご覧ください。 

本日が第 2 回の運営委員会でございます。8 月 28 日に先進地視察研

修を予定しております。なお、詳しくは議題（3）その他で説明させて

いただきます。その他につきましては、第 1回の運営委員会で説明させ

ていただいた内容と変わりありません。 

◆会館管理運営事業について 

 会長様のあいさつにもありましたように、会館の玄関のガラスが割れ

てしまいました、それにつきましては、早急に対応いたします。 

利用者さんに危険がないよう、快適に利用できるよう会館の管理を実

施していきます。 

◆人権教育推進事業について 

 資料につきましては、12ページをご覧ください。 

全て当初計画と変更がありませんが、ふれあい教室につきましては、

学期ごとに計画を立てて実施していきます。 

夏休みこども学習会につきましては、学校行事、先生方のご都合等も

考えて日程を決め、昨日 7 月 23 日に第 1 日目を実施いたしまして、7

月 28 日、30 日、8 月 4 日、5 日、6 日、7 日の 7 日間で実施する予定で

す。 

◆こどもまつりについて 

 資料につきましては、13ページをご覧ください。 

 日時につきましては、8 月 7 日の木曜日、午後 3 時 30 分から受付開

始で、開催時間は、午後 4時から午後 6時までで実施したいと考えてお
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ります。 

 子どもたちが楽しみながら相互の交流を深めてもらうことと、子ども

たちの自主性や協調性を育成することを目的に実施いたしますので、実

施につきましては、実行委員を中心に行います。実行委員につきまして

は、地域の学校である菖蒲小、菖蒲中さんに募集チラシの配布をお願い

したり、会館での声かけで募りまして、小学生 7 人、中学生 16 人がや

ってくれることになりました。今月 7月 5日に、第 1回の実行委員会を

開催いたしまして、その中で出た意見も参考にして実施していきたいと

考えております。 

 内容につきましては、昨年も行って好評だった、ペットボトルロケッ

トの打ち上げを行いたいと考えております。 

 また、今年は新規といたしまして、こどもまつりということで、しょ

うぶ会館を利用して活動している子どもたちのダンスサークルによるダ

ンスの発表を行ってもらおうと考えております。 

 その他の内容につきましては、資料にあるとおり、金魚すくい、ヨー

ヨーつりなど昨年と同様のものを実施する予定です。 

 ＰＲチラシにつきましては、14 ページのようなものを考えておりま

す。 

 以上です。 

水島議長  はい、説明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。 

若山委員  こどもまつりのＰＲ看板について、会館の入口にあるものは、色がぼ

やっとしていて、わかりづらいと感じました。もっとすっきりしたもの

にした方がいいと思います。 

 また、玄関のところに飾ってある提灯も何かうっとうしく感じまし

た。これもすっきりした方がいいと私は思います。 

事務局 
 こどもまつりのＰＲ看板について、すっきりしたものに変えていきた

いと思います。 

水島委員  私も若山委員さんの意見と同じで、会館入口にあるこどもまつりのＰ

Ｒ看板は、ぼやけた感じを受けました。実行委員がいるならば、看板の

作成についても、実行委員と相談して、実行委員に任せた方がいいと思

います。 

 また、こどもまつりの看板やポスターが色々な所に何枚もあって、多

すぎて、うっとうしく感じました。 

 それと、私たち運営委員に対するこどもまつりの案内通知が、後日配

布されると思いますが、改めて通知を出さなくても、今日、この場で配

った方がいいと思います。 

事務局 こどもまつりに関するＰＲ看板の作製はもとより、企画・立案などの

準備を含め、来年度から早めに実行委員会を組織し、実行委員と相談し

ながら実施していきたいと考えております。 

運営委員への案内通知については、会議終了後に配布をいたします 

藤﨑委員  こどもまつりは、もう何十年も続いている事業で、子どもたちが主体

となってまつりを実施するものだと思います。 

 しょうぶ会館の行事の中で、子どもたちの自主性を活かせるようにす
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るのが大切だと思います。子どもたちは一生懸命やりますが、ぬけた部

分が出てくることもあります。それを見守るのが職員だと思います。 

 また、学校と繋がりを持って、きちんと主旨を説明すれば、学校側か

らも、こうした方がいい、ああした方がいいといった意見が出てくると

思います。そういった意見も参考にして実施していった方がいいと思い

ます。 

事務局  こどもまつりは、子どもたちの自主性を活かしていくことが重要であ

り、そのため、学校の意見を参考に事業を実施したいと思います。 

水島議長  他に意見はございますか。ないようでしたら、議題(3)その他に入り

たいと思います。 

 （各委員から、「はい」の返答あり） 

水島議長  事務局から説明をお願いします。 

事務局  運営委員会の先進地視察研修につきまして、説明させていただきま

す。 

日程は 8月 28日、木曜日を予定しています。 

視察先につきましては、越谷市にございます東埼玉資源環境組合第一

工場「リユース」という清掃センターと越谷市の科学技術体験センター

「ミラクル」を予定しています。 

 リユースにつきましては、熱エネルギーによる発電や余熱利用、また

堆肥を作り販売するなど循環型の施設でございます。 

 ミラクルにつきましては、科学実験や工作物の展示などがあり、子ど

もたちに科学技術への興味と関心を喚起させる施設でございます。 

 物の大切さや実験、工作物など、視察したことを会館の事業に役立て

ていきたいと考えております。 

 現時点で、日程の都合の悪い委員さんはいらっしゃいますでしょう

か。 

 （各委員から特に意見はなし） 

水島議長 何か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。 

 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、青

木委員様にお願いいたします。 

青木委員 青木委員あいさつ 

本日は皆様お忙しい中、慎重審議、ご苦労さまでした。 

それでは、これをもちまして第 2回しょうぶ会館運営委員会を閉会と

いたします。 
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