
 

 

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３回しょうぶ会館運営委員会 
あらためまして、皆様こんにちは。先程は、しょうぶ会館運営委員

会委員委嘱式にご出席いただきまして、誠にありがとうございました。 

引き続きではございますが、定刻になりましたので、ただ今から平

成 26年度第 3回しょうぶ会館運営委員会を開会させていただきます。 

本日の進行役を務めさせていただきます、しょうぶ会館館長の森田

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

今回、運営委員さんは 12 名全員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。 

それでは、次第に従いまして進めさせていただきたいと思います

が、あいさつをいただく前に、平成 26年 12月 1日付けでしょうぶ会館

運営委員会委員になられた皆様を、事務局の方からご紹介させていただ

きます。 

水島輝彦様でございます。樋口通雄様でございます。田島寛様でご

ざいます。若山喜一郎様でございます。石井宏様でございます。服部勲

様でございます。根本ゆみ子様でございます。稲葉義雄様でございま

す。青木一弥様でございます。古澤京子様でございます。水島芳子様で

ございます。藤﨑賢宏様でございます。 

続きまして、本日の出席職員を紹介させていただきます。菖蒲総合

支所長の森田晃でございます。総務部人権推進課、参事兼課長の木村栄

でございます。教育部生涯学習課人権教育係、課長補佐兼係長の大野実

でございます。同じく主任の大八木正浩でございます。しょうぶ会館、

副館長の林勝彦です。同じく担当主査の大木秀一です。 

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、藤﨑賢宏委員さんと田島寛委員さんのお二方にお願

いいたします。 

それでは次第の２のあいさつでございます。本来であれば会長さん

からごあいさつをいただくところでございますが、まだ就任しておりま

せんので、代わりまして菖蒲総合支所長の森田よりごあいさつ申し上げ

ます。 

森田支所長 森田支所長あいさつ 

 皆様、こんにちは。菖蒲総合支所長の森田と申します。どうぞよろし

くお願いをいたします。誠に僭越ではございますが、一言、ごあいさつ

申し上げます。 

本日はお忙しい中、しょうぶ会館運営委員会委員の委嘱式にご出席い

ただき、また引き続き、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。 

運営委員の皆様には、運営委員会やポピーまつりなど地域交流事業に

ご指導・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げる次第でございます。 

さて、本日の委員会では、会長と副会長を選出していただき、新体制

を整えていただいたうえで、今後のしょうぶ会館の事業につきまして、

ご審議いただきたいと存じます。委員の皆様には、慎重なるご審議をよ
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ろしくお願い申し上げます。 

また、先月 15日に開催されました「第 34回菖蒲地区人権のつどい・

尐年の主張大会」におきましては、各委員の皆様にもご出席いただくな

かで、参加者 1,200名を超える大変大勢の方々にお越しいただき、盛大

に開催することができました。改めてこの席をお借りしまして、お礼を

申し上げる次第でございます。 

 結びに、これから年末の何かとお忙しい中、寒い季節を迎えてまいり

ますが、委員の皆様には、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、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。 

続きまして、仮議長の選出でございます。議題(1)しょうぶ会館運営

委員会会長の互選について審議を行うため、会長選出までの間、菖蒲総

合支所長が仮議長となって議事進行させていただきたいと存じますが、

委員の皆様、いかがでしょうか。 

  〔異議なし〕 

事務局 森田菖蒲総合支所長を仮議長とすることに決しました。それでは森田

支所長、仮議長をお願いいたします。 

仮議長（菖蒲

総合支所長） 
会長が決まるまでの間、仮議長を務めさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

それでは議題（1）しょうぶ会館運営委員会会長の互選につきまして

上程いたします。まず、事務局の説明を求めます。 

事務局  議題（1）しょうぶ会館運営委員会会長の互選について説明させてい

ただきます。恐れ入りますが、資料の 10 ページ、久喜市しょうぶ会館

運営委員会規則をご覧ください。 

規則第 5条第 2項の規定によりまして、会長及び副会長は、委員の互

選により定めるとなっておりますので、委員の皆様で互選により会長を

選出していただきたいと存じます。 

仮議長（菖蒲

総合支所長） 
では、どなたか、会長候補者をご推薦いただけますでしょうか。 

若山委員 水島輝彦委員を会長に推薦いたします。 

仮議長（菖蒲

総合支所長） 
 他にご推薦はございますか。 

 〔他に推薦なし〕 

仮議長（菖蒲

総合支所長） 
それでは、水島輝彦委員に会長をお願いしてはどうかという案です

が、委員の皆様、いかがでしょうか。 

賛成の委員さんは挙手をお願いいたします。 

 〔全員挙手あり〕 
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仮議長（菖蒲

総合支所長） 
では全員賛成ということで、会長は水島輝彦委員にお願いします。よ

ろしくお願いいたします。 

委員の皆様には、円滑な議事進行にご協力いただきまして、ありがと

うございました。私はこれをもちまして、仮議長の任を解かさせていた

だきます。 

ただいま会長に就任されました水島輝彦様、この後の議事進行をよろ

しくお願いいたします。 

水島議長  皆様、よろしくお願いします。 

それでは、議題(2)しょうぶ会館運営委員会副会長の互選について、

皆さんから互選をしてもらいたいと思います。ご意見よろしくお願いし

ます。 

若山委員  副会長に、藤﨑賢宏委員を推薦します。 

水島議長  他に意見はございますか。 

水島委員  青木一弥委員を推薦します。 

水島議長  藤﨑賢宏委員と青木一弥委員という意見が出ましたが、他に意見はご

ざいますか。 

藤﨑委員  私の名前を挙げていただきましたが、諸般の事情もあり、役職の方は

辞退させていただきたいと存じますので、副会長の職は、是非とも青木

委員にお願いしたいと思います。 

水島議長  今、藤﨑委員からご辞退の意見がございましたので、副会長は青木委

員でいかがでしょうか。 

  〔異議なし〕 

水島議長 では副会長は、青木委員ということでお願いいたします。 

一言、あいさつをお願いします。 

青木副会長  突然のことでございまして、何ができるかわかりませんけども、皆様

の意見ということで、会長さんに協力して、務めさせていただきます。

よろしくお願いします。 

水島議長  任期は 2年でございますが、青木委員は菖蒲小学校の校長であります

ので、もし異動があった場合は、残任期間は次の校長、後任の方が務め

るという考え方で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

藤﨑委員  今回、初めて運営委員になられた方々から、あいさつをいただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

水島議長  では、3 名の新しい運営委員さんからあいさつをいただきたいと思い

ます。石井宏委員、古澤京子委員、稲葉義雄委員、一言ずつ、あいさつ

をお願いします。 
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石井委員  私は職員ＯＢでございまして、以前は人権推進課で大変お世話になり

ました。ありがとうございました。 

 今回、運営委員ということでお話をいただきまして、微力でございま

すけれど、会館運営にお手伝いできればと思っておりますので、皆さん

よろしくお願いします。 

古澤委員  どうも初めまして古澤です。恐縮ですが、初めてのことなので、皆さ

んに色々と迷惑をかけてしまうと思いますけれども、微力ですがお手伝

いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

稲葉委員  稲葉と申します。今年の 4月から、しょうぶ会館のふれあい教室を担

当させていただいております。しょうぶ会館では、学校では見られない

子どもたちの顔が見られますので、それを楽しみに、これからも続けて

いきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

水島議長  ありがとうございました。よろしくお願いします。 

それでは、議題(3)事業報告及び今後の事業計画について、に入りた

いと思いますが、事業報告と事業計画に分けて進めたいと思います。 

まずは事業報告について、事務局に説明を求めます。 

事務局 資料につきましては、委員様に事前に配布いたしましたので、ご検討

いただいていると思いますが、お手元にございますでしょうか。 

説明に入る前に、今一度資料の確認をさせていただきます。資料の 1

ページにつきましては、隣保館事業の計画、2 ページにつきましては、

児童館事業の計画、3 ページにつきましては、事業のお知らせ及び募集

方法、しょうぶ会館運営委員会開催計画、会館管理運営事業、人権教育

推進事業計画でございます。 

4 ページと 5 ページにつきましては、隣保館事業の 4 月から 10 月ま

での報告、6 ページにつきましては、児童館事業の 4 月から 10 月まで

の報告、7 ページにつきましては、人権教育推進事業の 4 月から 10 月

までの報告でございます。8ページにつきましては、4月から 10月まで

の月別利用者数の一覧でございます。9 ページはチラシの例でございま

す。 

10 ページ以降は参考資料として、10ページと 11ページに久喜市しょ

うぶ会館運営委員会規則、12 ページから 16 ページに久喜市しょうぶ会

館条例、17 ページに「隣保館が対象とする利用者（住民）の範囲につ

いて」、18 ページに「社会福祉法（第 2 条）に定められる隣保事業に

ついて」を載せております。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。 

議題 事業報告について 

それでは、事業報告について、ご説明させていただきます。 

◆隣保館事業について 

資料につきましては、4ページをご覧ください。 

 番号 1番から 5番までが、年間を通して実施している事業で、さわや

かルーム事業、足湯、卓球、カラオケ、さわやかサロンでございます。 

 6 番ふれあい交流会につきましては、4 月 7 日に市長もお招きして実

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
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を実施して、地域の高齢者の方々など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。 

 10 番じゃがいも土寄せは、3 月に植えたじゃがいもの土寄せを 5 月

11日に行いました。 

 11 番さつまいも植えは、子どもたちに、色々な種類、色のさつまい

もがあることを学んでもらおうと、紅あづま、安納いも、なると金時、

パープルスイートの 4種類のさつまいもを植えました。 

 14 番しょうぶポピーまつりにつきましては、期間は 5 月 11 日から 6

月 7 日までの 28 日間実施いたしまして、来場者数が 7,177 人でござい

ました。5 月 18 日にはメインイベントとして、赤飯や豚汁を振舞った

り、お魚つかみ取りコーナーなど色々な催しを実施し、子どもから大人

まで多くの方々に楽しんでいただくことができました。期間中は、天候

にも恵まれ、多くの方々にお越しいただいて、花を摘んで喜んでいただ

き、大盛況のうちに終えることができました。 

 16 番緑のカーテンづくりにつきましては、会館にネットを張って、

子どもたちとゴーヤ、ひょうたん、へちまを植えました。 

 続きまして資料の 5ページをご覧ください。 

 17 番田植えにつきましては、6 月 14 日にもち米の苗を植えました。

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。 

 18 番じゃがいも収穫では、北あかり 60kg、メークイーン 8.6 ㎏、男

爵 16.8 ㎏の収穫量があり、子どもたちと一緒に収穫の喜びを味わいま

した。 

 19 番さわやか講座につきましては、会館に咲いているラベンダーを

使ってバンドルズづくりを行いました。 

 23 番赤ちゃんとママの健康体操教室につきましては、全 5 回で実施

し、赤ちゃんとママで楽しみながら、音楽に合わせて体を動かして心身

のリフレッシュを図り、併せて参加者同士の交流を図りました。 

 24 番稲刈りにつきましては、6 月に植えたもち米の収穫を行い、130

㎏の収穫量がありました。収穫したもち米は、12 月実施予定のもちつ

き大会で使用いたします。 

 30 番さわやか講座につきましては、毎年実施している干支の編みぐ

るみ作りを行いました。今年は、来年の干支である未の編みぐるみを作

りました。作品は、11 月に開催された菖蒲地区の人権のつどい、埼玉

県の人権を考える県民の集いで、会館の事業紹介として展示させていた

だきました。 

 31 番ふれあい交流会につきましては、県外視察として、群馬県沼田

市に行き、りんご狩りなどをして地域住民の方々の交流を図りました。 

 32 番ポピー種まきにつきましては、来年のポピーまつりに向け、10

月 29日と 11月 2日にポピーの種まきを実施いたしました。 

 34 番さつまいも収穫につきましては、5月に植えました 4種類のさつ

まいもの収穫を行いました。収穫量は、紅あづま 74.3 ㎏、安納いも

22.8 ㎏、なると金時 32.4 ㎏、パープルスイート 41.0 ㎏でございまし

た。収穫したさつまいもは、35 番秋の味覚体験などの事業で活用いた

しました。 
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◆児童館事業について 

 資料につきましては、6ページをご覧ください。 

 番号 1 番から 14 番までが、年間を通して実施している事業でござい

ます。 

 1 番めばえ広場は 1～2 歳児を、2 番すくすく広場は 3～4 歳児を対象

に、月ごとに内容を変えて手遊び、水遊び、体操、工作などを行いまし

た。事業終了後、もう尐し交流を図ってもらうため、7 番の子育て相

談・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。また、5 番わくわくタイム、6 番親子

でファイティングの事業終了後にも 7番の子育て相談・子育て交流会を

実施しております。 

 3 番絵本のへやにつきましては、時にはボランティアさんの協力を得

て、絵本の読み聞かせを実施しました。せっかく会館に来ていただいた

ので、もう尐し交流を図ってもらうため、こちらも事業終了後に、11

番のなかよしタイムを実施し、手遊びやゲームをして交流を図りまし

た。 

 12 番こども映画会につきましては、毎月 1 回、土曜日に実施してお

ります。映画だけでは子どもたちも飽きてしまうため、今年度、新規に

13 番紙芝居会、14 番工作教室を毎月 1 回、土曜日に実施しておりま

す。工作教室では、会館の掲示物などを子どもたちと一緒に作ったりし

ています。 

 15 番こどもの日お楽しみ会では、柏もち作り、職員との卓球対決、

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 番夏の昆虫観察会につきましては、鈴虫、クワガタムシ、カブト

ムシを飼育して観察会を行いました。鈴虫につきましては、昨年、運営

委員でありました梓澤委員さんにいただいて飼育していた鈴虫の卵が無

事、孵化したものでございます。鈴虫の鳴き声は、子どもだけでなく、

大人の方にも好評で、風情を楽しんでいただくことができました。 

 17 番長期休業中の子ども事業につきましては、学校の夏休み期間

中、空いている小ホール等の部屋を活用して卓球やゲームをしたり、ま

た、今年も猛暑でしたので、会館では涼しい部屋で夏休みの宿題をやっ

てもらおうということで、空いている和室や研修室を涼しくして学習部

屋として活用いたしました。 

 18 番こどもまつりにつきましては、8月 7日に実施いたしました。反

省点は、内容欄に小・中学生の実行委員が中心になり実施と記載してお

りますが、実情は計画を立てるのが遅く、小・中学生の活動がボランテ

ィア的なものになってしまったことです。来年は、早めに計画を立て、

企画から携わってもらい、実行委員を中心として実施して、子どもたち

に自主性を持ってもらうようにしたいと思います。 

◆人権教育推進事業について 

 資料につきましては、7ページをご覧ください。 

 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
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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。 

 指導につきましては、運営委員でもあります菖蒲中学校人権担当教諭

の根本先生、同じく運営委員でもあります菖蒲小学校人権担当教諭の稲

葉先生にご協力をいただいております。ありがとうございます。 

 載せてあります 2 枚の写真につきましては、1 枚は、しょうぶ会館農

園にある萩小屋の囲炉裏を活用して行った料理教室の様子です。焼き魚

を作りながら、子どもたちに火の怖さ、大切さを学んでもらいました。

もう 1枚は、昔のあそび教室でベーゴマをやっている様子です。 

◆月別利用者数について 

 資料につきましては、8ページをご覧ください。 

 こちらは、4 月から 10 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。

5 月の数値が、他の月と比べると大きい数値になっておりますが、これ

は、しょうぶ会館の一大イベントでありますポピーまつりの来場者数が

含まれているためでございます。③児童館につきましては、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、前年度同時期と比較して 3.0％、1,138 人の利用

者増という状況になっております。 

 説明時間が長くなりまして、申し訳ありませんでした。説明は以上で

す。 

水島議長  はい、4ページから 8ページまでの事業報告の説明が終わりました。 

委員の皆様にできるだけ意見を出していただき、次の事業に繋げてい

きたいと思いますので、ご審議よろしくお願いします。 

 ご意見ございますか。 

若山委員  足湯について、私も利用させてもらっていますが、足湯がぬるく、冷

たいと感じた時がありました。温度設定は何度にしてあるのでしょう

か。また、足湯は色々な人が利用すると思いますが、よごれ等、衛生面

の点検はどのように行っているのでしょうか。 

 それとカラオケについて、実施日が毎週月曜日から金曜日、回数が

59 回となっています。月曜日から金曜日まで実施すると回数は 147 回

になると思います。実施日が火曜日と木曜日であれば、回数は 59 回に

なると思います。実施日、回数の確認をお願いします。 

事務局 足湯につきまして、温度設定は、夏場は 38度、冬場は 43度としてお

ります。温度は、循環器の間に温度を一定に保つ装置があり、それで一

定に保つようにしていますが、今後は時間を見て温度計で温度を確認す

るようにいたします。よごれにつきましても、循環器の間にろ過機、フ

ィルター装置があり、それでお湯をきれいに保つようにしています。ま

た、1日ごとにお湯を抜いて浴槽は清掃しています。 

カラオケにつきましては、火曜日と木曜日に実施しております。実施

日の欄、毎週月曜日から金曜日となっておりますが、火曜日・木曜日に

訂正をお願いいたします。申し訳ありません。回数につきましては、59

回で間違いありません。 
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水島議長  他に意見はございますか。 

田島委員 足湯の関係なんですが、水虫とか皮膚に疾患のある人は、入っている

んでしょうか。入る際の注意事項とかは掲示してあるのかどうか。殺菌

の検査はやっているのかどうか。教えていただきたい。 

事務局 皮膚に疾患のある方、体調の優れない方の利用は、ご遠慮いただいて

おります。そういった注意事項につきましては、掲示しておりますが、

もう一度確認して、誰が見てもわかる様なわかりやすいものを掲示いた

します。 

殺菌の検査につきましては、行っておりません。ろ過機、フィルター

装置に殺菌機能があるかどうか確認して対応いたします。 

稲葉委員 学校ではプールを行っていますが、塩素を使って殺菌しています。子

どもたちが入る前に塩素を入れて、その数値が 0.4以上ないと、みんな

同じ病気になってしまいますので、それを確認して行っています。足湯

も同じようにやれば殺菌できると思います。 

事務局  塩素を入れる場合、ろ過機等への影響もあると思いますので、塩素を

入れて大丈夫なのか、大丈夫な場合、どの位入れればいいのか、足湯を

購入した業者に確認して対応いたします。 

水島議長 よく確認、勉強して対応してもらいたいと思います。 

他に何か質問、意見はございますか。 

水島委員 
 児童館事業について、6 ページに記載してある募集の組数と参加人数

の数値が合わないと思います。例えば、1 番めばえ広場は、参加人数が

108 人で募集が 15組となっています。1組が 2人であれば、参加人数が

108 人ならば組数は 54 組になると思います。組数が 15 組ならば参加人

数は 30人になると思います。 

その他の事業についても、同じように募集の組数と参加人数の数値が

合わないものがあるので、その辺の説明をお願いします。 

事務局 
 誠に申し訳ございません。募集の欄の数値は、事業への参加組数の実

績ではなく、事業の 1 回あたりの募集組数を記載してしまいました。 

1 番めばえ広場では、参加人数が実績の 108 人ですので、募集組数の実

績は、水島委員さんのご指摘のとおり、54 組になります。大変わかり

づらく、すみませんでした。 

 その他の事業につきましても、同様でございますので、次回の報告か

らは実績の組数を載せるようにいたします。 

水島議長  他にご意見ございますか。 

藤﨑委員  6 ページについて、資料がわかりづらくて確認なんですが、同じ日に

対象者が同じ人で、事業を分けてやっているということなんでしょう

か。 
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事務局 はい、その通りでございます。毎月第 3金曜日に行っている事業で言

いますと、乳幼児を対象として、4 番ほほえみクラブを 10 時から 11 時

まで行い、続いて 5 番わくわくタイムを 11 時から 11 時 30 分まで行

い、さらにその後、7番子育て相談・子育て交流会を 11時 30分から 12

時まで行っています。 

同じように、1 番めばえ広場、2 番すくすく広場、6 番親子でファイ

ティングの事業終了後に、事業参加者を対象として 7番子育て相談・子

育て交流会を行っています。 

藤﨑委員  わかりづらいので、分けないで一つの事業として実施してもいいので

はないでしょうか。何か分刻みでやっていて忙しいように感じます。 

また、あまり時間が長すぎると、参加する乳幼児をどの程度、指導で

きるのか疑問を感じます。休憩などを入れながら、参加者が疲れないよ

う実施してもらいたいと思います。 

事務局  事業の実施方法につきましては、一つの事業で行うか、分けて行う

か、参加者がわかりやすく、参加しやすくなるよう検討いたします。 

 事業の実施時間につきましては、長くなる場合は休憩を入れるよう対

応いたします。 

水島議長  他にご意見ございますか。 

藤﨑委員  会館の予定の周知について、その日一日の予定は、玄関の所のボード

に書いてあるので、それを見ればわかるので良いと思います。 

さらに、月間の会館の行事予定が掲示されていれば、利用者さんも利

用しやすくなると思うので検討していただきたい。 

事務局  会館の月間の行事予定を作成し、利用者さんが分かりやすい玄関近く

など見やすい所、目立つ所に掲示してＰＲいたします。 

 また、利用者さんが利用しやすいよう、空いている部屋も活用し、ど

の部屋が利用できるかも掲示したいと思います。 

水島議長 
 事業報告について、他に意見はございますか。ないようでしたら、今

後の事業計画に入りたいと思います。 

 今後の事業計画について、資料につきましては、1 ページから 3 ペー

ジまで、事務局の説明を求めます。時間の都合もありますので簡潔にお

願いします。 
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事務局 議題 今後の事業計画について 

◆隣保館事業の計画について 

 資料につきましては、1ページをご覧ください。 

 1 番から 5 番の事業につきましては、年間を通して実施しているもの

でございます。5 番さわやかサロンは、利用者さんに気軽に集える場を

提供して、参加者の皆さんで料理を作り、会食しながらそのひと時を楽

しんで、交流を図っていただくものでございます。なお、参加費として

1人 100円いただいて実施しております。 

 6 番から 9 番につきましては、12 月 21 日に実施するもので、9 番餅

つき大会を行い、さらに、ふれあい交流会として、カラオケ交流会や懇

親会を実施するものでございます。 

 11 番ポピー畑の管理につきましては、皆さんのご協力によりまして

種まきをしたポピーが順調に生育しております。除草、追肥等その管理

を行っていくものでございます。 

 12 番お正月用花飾りにつきましては、生花でお正月用のフラワーア

レンジメントを作る教室でございます。年末になりますが、お正月用と

いうことで 12月 26日に実施するものでございます。 

 14 番じゃがいも植付けにつきましては、2 月下旬を予定しておりま

す。植付けるじゃがいもの種類については、北あかり、メークイーン、

男爵の 3種類を予定しております。 

 16 番みんなの広場につきましては、児童館事業と合同で実施するも

のでございます。 

◆児童館事業の計画について 

 資料につきましては、2ページをご覧ください。 

 先程、事業報告の際に、資料がわかりづらいとご指摘をいただきまし

て、2 ページにつきましても同じような資料で申し訳ありませんが、説

明をさせていただきます。 

 1 番から 16 番の事業につきましては、年間を通して実施しているも

のでございます。 

 2 番めばえ広場、3番すくすく広場、6番わくわくタイム、7番親子で

ファイティングの事業終了後に、8 番子育て相談・子育て交流会を計画

しております。4番絵本のへやの事業終了後に、12番なかよしタイムを

計画しております。なお、実施時間につきましては、先程もご意見をい

ただいたとおり、休憩を挟むなど参加者が疲れないよう配慮して行って

いきたいと思います。 

 17 番合奏・合唱音楽教室、20 番工作教室につきましては、教育委員

会の人権教育推進事業と合同で実施するものでございます。 

 19 番につきましては、お正月ということで、1月 6日に、はねつき・

カルタとりを計画しております。 

 21 番幼児教室につきましては、親子でダンスをして交流を図ってい

ただくもので、2 月 6 日から 3 月 20 日までの毎週金曜日、全 7 回を予

定しております。そして、その成果を 22 番みんなの広場で発表してい

ただく予定です。 

みんなの広場につきましては、昨年度はプロのパントマイムの方にシ

ョーをしてもらいまして、子どもたちは勿論、大人の方々にも大変喜ん

でいただくことができましたので、今年もプロの方のショーを見ていた
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だきたいと考えております。 

23 番春の遠足につきましては、徒歩で会館近くの公園まで散策して

交流を図る予定でございます。 

◆事業のお知らせ及び募集方法等について 

 資料につきましては、3ページをご覧ください。 

 お知らせ方法につきましては、チラシの配布を行っておりまして、9

ページにその例を載せております。チラシは受付窓口などにも置いて、

声かけをしながら事業の案内をしております。月別事業のお知らせ掲示

につきましては、先程もご意見をいただきまして、これから実施いたし

ます。 

 募集方法につきましては、学校などの関係機関に申込チラシの配布を

お願いしています。また、今年から登録カードというものを作りまし

て、農園事業に参加して登録した方にはハガキで募集しています。 

◆しょうぶ会館運営委員会開催計画について 

 本日が第 3 回の運営委員会でございます。餅つき大会を今月、12 月

21 日に予定しておりますので、運営委員の皆様、ご指導・ご協力をお

願いいたします。 

 また、2 月下旬にじゃがいもの植付け、3 月下旬に第 4 回の運営委員

会を実施する予定でございます。 

◆会館管理運営事業について 

 年間を通して、利用者さんが安全で心地よく利用できるよう、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 

 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。なお、時間につきましては、15 時 30 分から 16 時 45 分と記載し

ておりますが、子どもたちの帰宅時の安全を考え、日が暮れるのが早い

12 月、1 月は 15 時 30 分から 16 時 30 分で 15 分短縮して実施いたしま

して、暗くなる前に子どもたちを帰宅させたいと考えております。 

 合奏・合唱音楽教室につきましては、先月、11 月 15 日に開催された

「菖蒲地区人権のつどい・尐年の主張大会」で発表していただきました

が、今度は、12 月 20 日に実施予定のしょうぶ会館のクリスマス会での

発表に向けて、12月 6日と 13日に練習を行います。 

 1 月 7 日には、工作教室として凧作りを予定しております。作った凧

を飛ばす場所が、旧菖蒲高校のグラウンドとなっておりますが、グラウ

ンドが工事に入るため、場所はしょうぶ会館農園で実施いたします。 

 以上です。 

水島議長 はい、説明が終わりましたので、ご意見がありましたら、よろしくお

願いします。 

青木委員  登録カードについて、学校でしょうぶ会館の事業の申込チラシを配布

していますが、そういった児童にも登録をしてもらって、ハガキを出し

ているのでしょうか。 

 そうだとすると、ダブっていて、ハガキの郵送代もかかりますし、無

駄な感じがします。 
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事務局  現在、登録している人は幼児の方が多いですが、小学生も登録してい

ますので、確かに二重に案内を出していることになります。今後は二重

にならないようにいたします。 

水島委員  登録カードで、登録しているのは幼児が多いということですが、そう

いった幼児にもハガキではなく、会館で幼児対象の事業を行っている訳

ですから、そういった時に案内のチラシを手渡しすれば良いと思いま

す。 

事務局  登録カードにつきましては、登録する対象者、案内する事業、通知の

仕方など、もう一度よく検討いたします。 

水島議長  他にご意見ございますか。 

水島委員  館内の事業の案内や紹介のチラシ、ポスター、お知らせなどの掲示物

について、もう尐し考えて、工夫して、来館した人がパッと目のいくよ

うな、参加したくなるようなものを掲示してほしいと思います。 

事務局 職員で意見を出しあい創意工夫して、来館した方の目をひきつけるよ

うなものを作って、掲示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。ないようでしたら、議題(4)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  それでは、事務局から説明をお願いします。 

事務局  餅つき大会につきまして、計画にもございましたが、12 月 21 日に実

施いたします。文書でのお願いは後日配布いたしますが、委員の皆様、

ご指導・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 それから、先程ふれあい教室の実施時間の話でも出ましたが、子ども

たちを帰宅させる時間につきましては、冬場は暗くなるのが早いので、

16 時 30 分を目安として、また、天候等の影響も考えながら、その日に

よって臨機応変に対応していきたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

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

木副会長にお願いいたします。 
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青木副会長 青木副会長あいさつ 

皆さま、委員の委嘱式から引き続き運営委員会ということで、長い時

間お疲れ様でした。 

また、慎重審議いただきまして、ありがとうございました。お疲れだ

と思いますので、お帰りは充分お気をつけください。 

それでは、これをもちまして閉会といたします。 
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