
 

 

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 
皆様こんにちは。定刻になりましたので、ただ今より、平成 26 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。 

本日は、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。 

私は、本日の進行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 名全員の方が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、開会できます

ことをご報告申し上げます。 

続きまして、お時間をいただきまして、市職員の出席者を紹介させ

ていただきます。菖蒲総合支所長の森田晃でございます。総務部参事兼

人権推進課長の木村栄でございます。教育部生涯学習課課長補佐兼人権

教育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ございます。同じく担当主査の大木

秀一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、次第に沿いましてご挨拶をいただきたいと存じます。 

しょうぶ会館運営委員会会長の水島輝彦様、どうぞよろしくお願い

いたします。 

水島会長 水島会長あいさつ 

 本年度、最後の運営委員会でございますが、委員の皆様には全員出席

いただき、どうもご苦労さまでございます。 

資料の実績につきましては、まだ 3月が終わっておりませんので、2

月までの実績となっておりまして、そちらをご審議願うわけでございま

す。 

また、ご存じのように 5月になりますと、ポピーまつり等、色んな行

事が会館でも入ってまいります。皆さま方のご意見を拝聴しながら、来

年度も前進していくような形をお願いしたいと思います。 

委員の皆さま方には、今後とも事業へのご協力とご支援をお願いした

いと思っているわけでございます。何とぞ、皆さま方のご意見を拝聴し

ながら、来年度は本年度より、より良くなるような形でやっていきたい

という考え方を持っておりますので、よろしくお願い申し上げて、あい

さつに代えたいと思います。 

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 

 本日は何かとお忙しいなか、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。 

 本日の運営委員会でございますが、平成 26 年度の事業報告と今後の

事業の進め方につきまして、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、ご審議いただき、新年度への事業計画に反

映できますよう、ご指導願いたいと存じます。よろしくお願いいたしま



 

 

発 言 者 会議のてん末・概要 

す。 

 また、今後の事業の進め方につきましては、平成 27 年度のポピーま

つりについてでございます。現在、ポピーは順調に生育しており、5 月

上旬には綺麗なポピーの花を咲かせることと存じます。ポピーまつりを

昨年以上に盛況かつ円滑に進めていくために、ご審議いただくものでご

ざいますので、こちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。 

 結びに、昨日、今日と朝晩寒い日が続いておりますが、委員の皆さま

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。 

事務局  ありがとうございました。 

 続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 本日の資料は、3 月 18 日にお配りしておりますが、委員の皆さま、

資料をお持ちでしょうか。お持ちでなければ、お申し出ください。 

 では、資料の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ページから 6ページにつきましては、隣保館事業の実績で

ございます。7 ページと 8 ページにつきましては、児童館事業の実績で

ございます。9 ページにつきましては、人権教育推進事業及びしょうぶ

会館運営委員会の実績でございます。10 ページにつきましては、会館

の月別利用者数一覧表でございます。11 ページにつきましては、今後

の事業の進め方（案）で、2015 しょうぶポピーまつりについてでござ

います。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。 

 次に、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、石井宏委員さんと古澤京子委員さんのお二方にお願いいたしま

す。会議録が完成次第、ご署名をお願いしたいと存じます。 

 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。 

水島議長  はい。それでは第 1号議案、平成 26年度事業報告でございます。 

最初に隣保館事業について、1 ページから 6 ページまで事務局に説明

を求めます。 

事務局 議題 平成 26年度事業報告について 

◆隣保館事業について 

 申し訳ありませんが、説明に入る前に訂正をお願いいたします。1 ペ

ージ、番号 2足湯の成果欄にリフリレェシュと記載されていますが、正

しくはリフレッシュです。訂正お願いします。 

 説明に入ります。資料のページは 1ページから 6ページになります。 

会館の部屋を住民に貸し出しすることによって、サークル活動等の活

性化と住民相互の交流に寄与しました。サークル活動につきましては、

定期利用しているサークルが 35団体、不定期利用のサークルが 12団体

でございます。その他、会議等で部屋の貸し出しをしています。また、

さわやかルームや各種教室の開催により、高齢者の健康増進及び住民相

互の交流を深めることができました。ポピーまつりの開催や農園事業の

実施により、子どもから高齢者まで多くの人が集い、世代間の交流を図

るとともに農作業等を体験し、収穫の喜びを味わうことができました。 
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 1 番さわやかルーム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 番足湯につきましては、毎週、月曜日、水曜日、金曜日に実施して

います。課題といたしましては、季節ごとの温度調節や利用時間を検討

すること、衛生面の管理を常に注意して実施すること、水分補給ができ

るようにすることです。 

3 番卓球につきましては、毎週、月曜日、水曜日、金曜日に実施して

います。小ホールで実施する時は卓球台を 4台、プレイルームで実施す

る時は卓球台を 3 台使って行っています。参加する方は、昨年と比べ

300 人ほど増えています。課題といたしましては、利用者が増えてき

て、待ち時間が多いということです。 

4 番カラオケにつきましては、新しい曲を増やしてほしいという要望

が出ています。 

5 番さわやかサロンにつきましては、月 2 回実施しております。参加

者が昨年と比べ 150人ほど増えていまして、人気のある事業となってお

りますので、実施回数やメニューを検討していきたいと考えておりま

す。 

6 番から 31 番までの事業につきましては、前回、12 月の運営委員会

で報告した内容と同様でございます。 

32 番ポピー種まきにつきましては、10 月 29 日と 11 月 2 日に実施い

たしまして、115人と多くの方々に参加していただきました。 

34 番さつまいも収穫につきましては、資料に記載してあるように収

穫量が昨年と比べかなり落ち込みましたので、その対策として土壌改良

を行い、定期的な管理を実施していきたいと考えております。 

36 番手芸教室につきましては、オリジナルの帽子作りを実施いたし

ました。 

37 番もちつき大会につきましては、中学生ボランティアの皆さんに

も協力をいただき実施いたしましたが、課題として、役割分担の説明不

足により、仕事が共有できなかったので、今後は打合せをしっかりして

実施していきたいと思います。 

43 番じゃがいも植えにつきましては、昨年度不作だった反省を踏ま

え、もみがら、土壌改良剤、堆肥を入れて、耕運回数を増やして実施い

たしました。今後も管理をしっかり行ってまいります。 

以上です。 

水島議長  隣保館事業について、1 ページから 6 ページまで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。 

 事業に番号がついていますので、番号を言ってからお願いします。 

水島委員 3 番卓球について、課題の欄を見ますと卓球台を増やす考えのようで

すが、いつ頃増やすのでしょうか。 

事務局  まず、現状につきまして、卓球台は、大人用が 2台、子ども用が 2台

で合わせて 4台あります。大人用と子ども用の違いは大きさで、幅が約

30センチ、長さが約 30センチ、高さが約 4センチ違います。 

 利用者の要望もあり、大人用の卓球台を 1台、新年度早々に購入した

いと思います。 

水島議長  他にご意見ございますか。 
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水島委員 4 番カラオケについては、上手く順番を決めて、そんなに待ち時間が

なく行っているのでしょうか。また、曲数を増やすとありますが、いつ

頃増やすのでしょうか。 

事務局  カラオケにつきましては、さわやかルームで皆さんが順番を待ちなが

ら、他の人の歌を聴きながら行っております。 

 曲数の増加につきましては、利用者の意見を聴いて、早めに曲数を増

やしていきたいと思います。 

水島議長  他にご意見はございますか。 

藤﨑委員  3 番卓球について、ただ卓球台を貸し出すだけではなく、職員も関わ

って一緒にやって、そこで利用者の声を聴いて友好を図るのが正しいあ

り方だと思います。 

 4 番カラオケについても、利用者からの要望を待つだけではなく、職

員の方から意見を聴くようにしていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

事務局  今後は、そのように実施してまいります。 

水島議長  他にご意見ございますか。ないようでしたら、児童館事業、人権教育

推進事業、しょうぶ会館運営委員会の報告に入りたいと思います。 

7 ページから 9ページまで事務局に説明を求めます。 

事務局 議題 平成 26年度事業報告について 

◆児童館事業について 

 資料のページは 7ページと 8ページになります。 

44 番から 57 番の事業につきましては、定期的に実施している事業で

ございます。前回の運営委員会で事業がつながっていてわかりにくいと

いう意見がございましたので、まず事業のつながりを説明させていただ

きます。 

44 番めばえ広場、45番すくすく広場、48番わくわくタイム、49番親

子でファイティングの後に、50 番子育て懇談会を実施しております。

46番絵本のへやの後に、54番なかよしタイムを実施しております。 

前回の委員会で、事業を続けて行うと子どもの集中力が続かないので

は、飽きてしまうのでは、という意見をいただきまして、それ以降は休

憩を入れて実施しております。 

44 番めばえ広場と 45 番すくすく広場につきましては、事業内容は似

たようなものを行っておりますが、めばえ広場につきましては、1 歳

児、2 歳児を対象に、すくすく広場につきましては、3 歳児、4 歳児を

対象に実施しております。 

53 番卓球につきましては、時間が 8 時 30 分から 17 時と記載してお

りますが、暗くなるのが早い冬場につきましては、16 時 30 分を目安に

子どもたちを帰宅させていましたので、冬場は 8 時 30 分から 16 時 30

分ということになります。課題といたしましては、職員が子どもたちと

一緒に卓球をやったり、指導したりすることが尐なかったことです。 

55 番こども映画会につきましては、毎月、第 2 土曜日に実施いたし

ましたが、参加者が尐なかったので、ＰＲ方法や上映する作品を検討し

ていきます。 

58 番こどもの日お楽しみ会につきましては、課題は、5月 5日は祝日
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ですが、しょうぶ会館が開館していることをＰＲすること、また、多く

の子どもたちが参加したくなる事業内容を考えることです。 

60 番長期休業中の子ども事業につきましては、夏休みに暑さ対策と

して空いている部屋を涼しくして、遊びや勉強に活用いたしました。 

62 番秋の遠足につきましては、学校が休みになる 11 月 14 日の埼玉

県民の日を利用して、混まない県外への遠足、茨城県古河市にあるネー

ブルパークという大きな公園への遠足を実施いたしました。 

64 番はねつき・カルタ大会につきましては、1月 6日に実施いたしま

したが、参加者が 10 人と尐なく、課題として魅力ある事業内容を検討

する必要があると考えています。 

65 番ゆうゆうプラザにつきましては、実施委員会が主体となって行

っている菖蒲小の放課後児童教室、通称しょうぶっ子ゆうゆうプラザ

に、地域の会館として参加し、連携して実施いたしました。しょうぶ会

館農園のわら小屋の釜戸、萩小屋の囲炉裏を活用した昔の生活体験の講

座を 1月と 2月の 2回、実施いたしました。 

◆人権教育推進事業について 

 資料のページは 9ページになります。 

人権教育推進事業につきましては、教育委員会生涯学習課、人権教育

係と連携して実施いたしました。実施にあたりましては、地域の小中学

校である菖蒲小学校、菖蒲中学校のご協力により、人権担当教諭、運営

委員さんでもあります稲葉教諭、根本教諭のご指導のもとに行いまし

た。 

1 番ふれあい教室につきましては、通年で毎週月曜日と火曜日に行っ

ておりますが、学期ごとに計画を立てて、学習会、料理教室、レクレー

ションなどを行いました。9 ページ右下にある写真は、ふれあい教室で

硬筆展の練習をした時のものです。講師は、運営委員である藤﨑委員さ

んにご協力いただきました。 

2 番工作教室につきましては、七夕飾りを作りました。 

3 番夏休み子ども学習会につきましては、7 月下旬から 8 月上旬にか

けて 7回実施いたしました。夏休みの課題学習やデザート作りなどを行

いました。 

 4 番アンサンブル教室につきましては、発表を含め、10 月上旬から全

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。 

 5 番習字教室につきましては、書き初め展にむけた書き初めの練習と

いうことで 11 月下旬に 2 回実施いたしました。こちらも講師につきま

しては、運営委員である藤﨑委員さんにご協力いただきました。 

 6 番工作教室につきましては、まず会館で凧を作りまして、しょうぶ

会館農園で凧あげを行いました。当日は、良い風が吹いていて、子ども

たちは、自分で作った凧が高く飛んで喜んでいました。 

◆しょうぶ会館運営委員会について 

 資料のページは 9ページになります。 

第 1回の運営委員会を 4月に、第 2回の運営委員会を 7月に、第 3回

の運営委員会を 12 月に開催いたしました。本日が今年度第 4 回の運営

委員会でございます。 

8 月には、越谷市にあります東埼玉資源環境組合第一工場と越谷市科
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学技術体験センターへの視察研修を実施いたしました。 

また、運営委員の皆さまには、じゃがいも土寄せ、ポピーまつりメイ

ンイベント、田植え、稲刈り、ポピー種まき、もちつき大会などでご指

導いただきました。ありがとうございました。 

以上です。 

水島議長 
 7 ページから 9 ページまで報告が終わりました。委員の皆さま、ご意

見がありましたら、お願いします。 

若山委員  53 番卓球のところで、児童館の利用時間について説明がありました

が、夏場と冬場で時間が違うので、その掲示があった方が子どもたちも

わかりやすいと思いますが、掲示はしていたのでしょうか。 

事務局  掲示は特にしておりませんでした。 

暗くなるのが早い冬場につきましては、午後 4 時 30 分を目安に、口

頭・声かけで、暗くなる前に帰るよう指導・呼びかけをしておりまし

た。 

藤﨑委員  53 番卓球について、職員が子どもたちと一緒にやることがなかった

ということですが、それは寂しいことだと思います。 

 子どもたちと一緒に何かをすることが、児童館の役目だと思いますの

で、今後はそのようなことがないようお願いしたいと思います。 

事務局  今後は、職員もしくは臨時職員が付いて実施するようにいたします。 

若山委員  65 番ゆうゆうプラザについて、成果の欄に火の危険性を体験とあり

ますが、どういったことをやったのでしょうか。子どもたちに危ないこ

とをやらせたのか。教えていただきたい。 

事務局  萩小屋の囲炉裏を使って、おもちを焼く体験をしてもらいました。火

を扱っていますので、安全面には十分注意して、常時、囲炉裏には職員

が付いて行いました。 

 火の危険性という表現がよくなかったと思います。火の怖さを学んで

もらったということでございます。 

水島議長 他に意見はございませんか。なければ、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。資料は 11

ページになります。2015 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等について、ご審議いただきたいと思いま

す。 

（2）開催期間につきましては、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、平成 25 年度が、5 月 12 日、日曜

日から 6 月 1 日、土曜日までの 21 日間、平成 26 年度が、5 月 11 日、

日曜日から 5月 31日、土曜日までの 21日間、で実施いたしました。 

平成 27 年度につきましては、5 月 10 日、日曜日から 5 月 30 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 24年度が 5月 27日、日

曜日、午前 10 時 30 分から、平成 25 年度が 5 月 19 日、日曜日、午前

10 時から、平成 26 年度が 5 月 18 日、日曜日、午前 10 時から実施いた
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しました。 

平成 27 年度につきましては、5 月 17 日、日曜日、午前 9 時 20 分か

らオープニング、午前 9 時 40 分から開式、というのが事務局の案でご

ざいます。例年と比べ開始時刻を早めた理由につきましては、5 月 17

日には、鷲宮地区でコミュニティ祭りがあり、市長がそちらにも参加す

る予定ですので、ポピーまつりでの市長の滞在時間を考慮したためでご

ざいます。 

また、オープニングにつきましては、楽器演奏などを考えております

が、出演者など詳細は未定で、検討中でございます。 

（4）花摘みにつきましては、申し訳ありません、資料の訂正をお願い

いたします。資料にはメインイベント以後は本数制限なし、と記載して

おりますが、メインイベント以後は提供する袋、一人一袋まで、と訂正

いたします。 

（5）野菜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

の協力で、朝とり新鮮野菜の販売を行いたいと考えています。 

（6）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

ょうぶ会館職員が当番制で、来場者の受付・はさみ貸し・接待案内・野

菜の販売促進等を行いたいと考えています。 

水島議長 資料に記載されているように、過去 3年間、ポピーまつりは開催期間

を延長して行っています。あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバル

との兼ね合いもあってのことだと思いますが、その担当課と調整して 5

月 30日までという案を考えたのですか。 

事務局  調整はしておりません。 

水島議長  あやめ・ラベンダーの花の状況はどうなのか、担当課に確認して、開

催期間を協議した方がいいと思います。 

事務局  担当課に確認して、ポピーまつりの開催期間を再度検討いたします。 

水島議長  ご意見ございますか。 

藤﨑委員  名前は忘れてしまったんですが、久喜市の冊子で、ポピーまつりが写

真入りで載っていました。ポピーまつりは大きなイベントです。要望に

なりますが、去年よりも今年はもっと良いものを、という気持ちを持っ

て取り組んでいただきたいと思います。 

水島議長  他にご意見ございますか。 

水島委員  ポピーまつりに限ったことではないんですが、事業の計画は早めに行

ってほしいと思います。去年のポピーまつりが終わった時点で、もう次

のポピーまつりのことを考えておくべきだと思います。 

 学校など、関係機関にお願いすることもあるのですから、早めに計画

を立てて、お願いをするところには早めにお願いをする。学校も間近に

なってから急にお願いされても大変だと思います。 

事務局  早めに計画を立て、学校など関係機関には早めに依頼するようにいた

します。次回の運営委員会で、状況報告が出来る様にしておきたいと思

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。 

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。 



 

 

発 言 者 会議のてん末・概要 

事務局 議題 その他 

平成 27 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。 

4 月 10 日、金曜日に、ふれあい交流会を開催いたします。内容は、

午前 10 時からカラオケ交流会、午前 11 時 30 分から懇親会を行いま

す。お忙しいとは思いますが、委員の皆さまにも参加していただきたい

と存じます。 

また、今月 30日の月曜日から 4月 11日の土曜日まで、会館の桜のラ

イトアップを実施いたします。時間は、午後 6 時から午後 7 時 30 分ま

ででございます。 

4 月の隣保館事業につきましては、さわやかルーム事業、足湯、卓

球、カラオケを、今年度同様の実施日で行います。さわやかサロンにつ

きましては、月 4回実施してまいります。 

4 月の児童館事業につきましては、めばえ広場、すくすく広場、絵本

のへや、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今

年度同様の実施日で行ってまいります。 

なお、こどもまつりにつきましては、8月上旬に予定しております。 

4 月の人権教育推進事業につきましては、ふれあい教室を 4 月 13 日

の月曜日から、今年度と同様に月曜日と火曜日に行います。 

来年度、一年間のしょうぶ会館の事業計画につきましては、次回、4

月の運営委員会でご審議いただきたいと存じます。 

次に、次回、平成 27 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 26 年度の 1 回目の運営委員

会は 4 月 22 日に開催いたしましたが、平成 27 年度につきましては、4

月 21 日、火曜日、午後 2 時から、場所は本日と同じこの和室で開催し

たいと思いますが、委員の皆さまのご都合はいかがでしょうか。 

 （各委員から特に意見はなし） 

事務局  では、平成 27 年度の第 1 回運営委員会につきましては、4 月 21 日の

火曜日、午後 2時から開催したいと思います。通知文で改めてご案内い

たしますが、よろしくお願いいたします。 

 （各委員から、はいの返答あり） 

水島議長 他に何かございますか。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 

年度末のお忙しいところ、本日はお集まりいただき、ありがとうござ

いました。 

皆様のご支援によりまして、平成 26 年度のしょうぶ会館事業も終盤

をむかえ、間もなく終わろうとしておりますが、来年度につきまして

も、是非、ご支援・ご協力賜りますようお願い申し上げまして、平成

26年度第 4回しょうぶ会館運営委員会を閉会とさせていただきます。 
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平成２７年４月７日 

  しょうぶ会館運営委員 石井 宏 

                     

            しょうぶ会館運営委員 古澤 京子 
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