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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 

皆様こんにちは。 

本日、司会を務めさせていただきます、しょうぶ会館の林です。 

よろしくお願いします。 

 ただ今より、平成 27 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。 

なお、本日、委員の全員が出席されておりますので、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。 

会議録の署名ですが、今回の会議録にご署名をいただきたく委員は、

水島芳子委員さんと根本ゆみ子委員さんのお二人にお願いいたします。 

会議録が完成次第、指名された委員さんにはご署名をお願いいたしま

す。 

続きまして、本日の資料のご説明をいたします。お手元の資料をご覧

ください。 

資料の 1ページと 2ページは、（1）事業中間報告についての、隣保館

事業の 4 月～11 月までの報告、3 ページは児童館事業の 4 月～11 月まで

の報告 4 ページは人権教育推進事業の 4 月～11 月までの報告でございま

す。5 ページは月別利用者数一覧の資料で、6 ページ・7 ページは、隣保

館事業と児童館事業の今後の事業計画でございます。8ページはしょうぶ

会館運営委員会の開催計画としょうぶ会館管理事業、人権教育推進事業

の計画、9 ページは今後の事業の日程について（案）で、10・11 ページ

は参考資料としまして、今年開催したポピーまつりのチラシです。 

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 

 どうもご苦労さまです。本日はお忙しい中ありがとうございます。 

 本日は冬至ということで、二十四節季でいうところの１年のうちで一

番昼間の時間が短いということでございまして、明日からは日が少しず

つのびてくるということでございます。  

 今年は、暖冬ということで、国内各地のスキー場は雪不足によりてん

やわんやしている状況であったり、また中国では土砂崩れがあったりし

てと、これは天災ではなく、人災ではといわれているところでございま

すが、このお忙しい時期に委員の皆様にお集まりいただきありがとうご

ざいます。今年度も残すところ、あと３ヶ月となりまたが、来年５月に

はポピーまつりが開催されます。３月の運営委員会でのご審議では、ポ

ピーまつりの実施に向けた準備が間に合わないため、今回ご意見を拝聴

しながら、準備を進めることができればと思いまして、今回の運営委員

会を開催したものでございます。委員の皆様におかれましては健康に十

分ご留意いただきご活躍をいただきますようにお願い申し上げまして、
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発 言 者 会議のてん末・概要 

あいさつに代えさせていただきます。 

 本日は大変ご苦労様です。 
事務局 ありがとうございました。 

続きまして、菖蒲総合支所長の岩﨑支所長より、ごあいさつをお願い

いたします。 
岩﨑支所長 岩﨑支所長あいさつ 

 皆さんこんにちは。本日年末の大変お忙しい中、平成 27年度第 3回し

ょうぶ会館運営委員会に委員の皆様の全員のご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。 

 さて、先月 21 日に開催されました「菖蒲地区の人権のつどい・少年の

主張大会」におきましては、委員の皆様にもご出席いただくなかで、参

加者 1,250 人の大勢の方々にお越しいただきまして、アミーゴのホール

の収容人数が約 500 人なので 3 回の入れ替えを行ったと同じくらいの

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。改めてお礼

申し上げます。 

 本日は担当のほうから今年度の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説明し、改めてご審議いただくものでございます。 

 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、これから、朝晩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、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。 

 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「議題 1 事業中間報告について」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 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。 

◆隣保館事業（４月～１１月）について 

 資料２ページをご覧ください。 

「事業番号 1 さわやかルーム事業」から「事業番号 5 さわやかサロ

ン」までについては、前回の第 2 回運営員会でご報告した回数、参加者

数に 7月から 11月までの実績を追加したものでございます。 

「事業番号 6 ふれあい交流会カラオケ大会」から「事業番号 11 しょ

うぶポピーまつり」については、第 2 回運営委員会と同じ内容を記載し

ております。「事業番号 12 自然ふれあい教室」及び「事業番号 13 緑

のカーテンづくり」については前回の第 2 回運営員会でご報告した回

数、参加者数に 7月から 11月までの実績を追加したものでございます。 

 「事業番号 14 田植え」から「事業番号 16 さわやか講座（ポプリ教

室」については、第 2回運営委員会と同じ内容を記載しております。 

 「事業番号 17 さわやか講座（押し花教室）」から資料記載中の太字

の箇所を中心にご説明させていただきます。 

 「事業番号 22 ふれあい交流会（県外視察）」については、年々高齢
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化が進み大勢の皆様と外出する機会が少ないため、その機会を作り、茨

城県大洗方面で工場見学、買物等を行い、楽しいひと時を過ごしまし

た。 

「事業番号 23 ポピー種まき」については 10月 28日、11月 1日に来

年のポピーまつりに向け、種まきを実施いたしました。 

また同時開催として「事業番号 24 落花生収穫」、「事業番号 25 さ

つまいも収穫」を実施いたしました。 

資料 4ページの左下がポピー種まきの状況の写真でございます。 

「事業番号 28 菖蒲地区人権のつどい」「事業番号 29 人権を考える

「県民の集い」」については会館の教室や児童館の事業で作成した作品

を展示いたしました。 

◆児童館事業（４月～１１月）について 

 資料 3ページをご覧ください。 

 「事業番号 35 めばえ広場」から「事業番号 41 げんきタイム」でご

ざいますが、前回の第 2 回運営員会でご報告した回数、参加者数に 7 月

から 11月までの実績を追加したものでございます。 

 「事業番号 43 夏の昆虫観察会」については、会館で孵化した鈴虫を

飼育したり、カブトムシ・クワガタムシを飼育・観察会を実施いたしま

した。 

「事業番号 44 長期休業中の子ども事業」につきましては、夏休み分

を追加し、小ホール等を利用して異学年と遊んだり、研修室等で勉強部

屋として開放し小・中学生が勉強をしておりました。 

 「事業番号 45 こどもまつり」については、小・中学生の実行委員が

中心となり、お祭りを実施し、子供から大人までが楽しくお祭りに参加

できました。資料 4ページ右下がお祭りの状況の写真です。 

 「事業番号 47 秋の遠足」については、例年、埼玉県民の日を利用し

まして、今年は茨城県自然博物館に行ってまいりました。 

 1・2 年生の参加者が中心のなか、高学年の参加者が低学年の面倒をみ

るなど、集団行動を学ぶことができたと思います。 

 「事業番号 58 いきもの体験」については、新規事業として、11 月か

ら、玄関ホールに水槽を設置し、ガラ・ルファという魚を飼育し、魚が

人の手の角質を食べるという習性を生かし、曜日を決めて、直接触れあ

えるようにいたしました。 

◆人権教育推進事業（４月～１１月）について 

 資料４ページをご覧ください。 

 人権教育推進事業につきましては、「事業番号 52 ふれあい教室」か

ら「事業番号 56 工作教室」まで資料のとおり実施しました。 

 「事業番号 52 ふれあい教室」の回数については 20 回を 45 回に資料

の訂正をしていただきたいと思います。 

掲載している写真は習字教室と夏休みこども学習会のものです。 

◆月別利用者数一覧表について 

資料 5ページをご覧ください。 

前回の第 2 回運営委員会では 4 月から 6 月までの利用者数を掲載し、

今回は 7月から 11月までを追加して掲載いたしました。 

下段の表は児童館の 4 月から 11 月までの利用者数が 12,128 人でござい

まして、昨年同時期は 13,227人でございまして、比較しますと 
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1,099 人の減少で、約 8％の減でございます。しかし、館全体の利用者

で比較しますと、4 月から 11 月までの利用者が 42,208 人でございまし

て、昨年同時期は 43,302 人でございまして、比較しますと 1,094 人の減

少で、ほぼ同数の実績でございます。 

以上でございます。 

水島議長 説明が終わりました。これより、委員の質問を受けます。 

質問のある委員はいますか。 
藤﨑委員 昨年度の事業と比べて良かった点、悪かった点がありましたら教えて

ください。 

悪かった点がありましたら、それを今後の事業に生かせると思うので

すが。 

事務局 全体的にどの事業についても中学生ボランティアが活躍していただい

たと思っております。 

中学生ボランティアが教えて、小学生がそれに習うというのが、随所

にあり、事業がスムーズに進行できたと思います。 

また、こどもまつりについては、小・中学生の実行委員が中心になり

まつり成功に向け大変頑張っていたと思います。 

今後の課題としては、実行委員がもっと深いかかわりをもてるとよか

ったと思います。 

水島議長 他にありますか。 

藤﨑委員 各種事業を実施していくなかで、小・中学校との連携はどのようにし

ていますか。 

事務局 4 月の運営委員会の前に全体の事業を調整しているところでございま

す。 

また、個別の事業については、学校に伺い調整を図っております。 

藤﨑委員 菖蒲小学校の校長である高砂委員はどのようなお考えですか。 

高砂委員 

 

学校では、まずは、子どもの姿を見るように心がけております。 

また、子どもの声を吸い上げて聞くようにしております。 

ふれあい教室の事業の観点からはどうですか。 

事務局 ふれあい教室は、毎週月・火曜日の午後 3 時 30 分から午後 4 時 45 分

まで実施し、12月からは日が沈むのが早いため、午後 4時 30分終了とし

ております。 

教室ではパソコンを使った学習会を実施しておりますが、計画的な学

習の他に、工作、料理、レクリーションの内容を実施、パソコン学習だ

けにならないように取り組んでおります。 

また、市の取り組みの一つにタブレット端末の導入がございまして、

今年度から菖蒲小学校にタブレット端末が導入され、授業での活用が始

まりました。 

今の時代、タブレット端末が主流になってきていると思います。他の

児童館で導入しているところは、まだ伺っておりませんが、子どもたち

は、タブレット端末に興味があると思います。   

今後、会館でタブレット端末を導入し、こどもたちに触れさせ、学習

や遊びかたの幅が広げられるような利用ができるよう検討してまいりた

いと思います。 

水島議長 他に質問はありませんか。 
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無いようですので、次に「議題２ 今後の事業計画について」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 今後の事業計画について 

資料 6ページをご覧ください。 

◆隣保館事業 

隣保館事業につきましては、「事業番号 1 さわやかルーム事業」から

「事業番号 13 緑のカーテン」についてご覧のとおりの予定で実施した

いと存じます。 

「事業番号 2 足湯」については、現在、会館玄関ホールで飼育してお

ります、ガラ・ルファを足湯コーナー内に別に水槽を設置し、足を入れ

てふれあいやマッサージ効果を得られるようにしたいと計画しておりま

す。 

「事業番号 5 さわやかサロン」については、料理の食材をプランター

等で栽培して、食物を育てる喜びや、収穫し料理や会食をして楽しんで

いただくものです。 

「事業番号 6 ふれあい交流会（カラオケ交流会）」「事業番号 7 ふ

れあい交流会（懇親会）」については、今月 15 日に実施いたしまして、

それぞれ 41名の参加でございました。 

「事業番号 30 もちつき大会」については、12 月 27 日の日曜日に、

稲刈りで収穫したもち米で日本の良き風習を体験させたいと存じます。 

「事業番号 33 じゃがいも植え」については、2 月 27 日の土曜日に実

施したいと存じます。 

種芋については、きたあかり、だんしゃく、インカのめざめ、グラン

ドペチカを予定しております。 

 

◆児童館事業 

 資料 7ページをご覧ください。 

 「事業番号 35 めばえ広場」から「事業番号 41 みんなの広場」につ

いてご覧のとおりの予定で実施したいと存じます。 

「事業番号 58 いきもの体験」については、11 月から実施しておりま

して、今後も、曜日と時間を決めてふれあいができるようにしたいと思

います。 

「事業番号 48 クリスマスお楽しみ会」については、今月 19日に実施

いたしまして 92名の参加でございました。 

「事業番号 50 ゆうゆうプラザ」については、1 月 16 日の土曜日、2

月 13 日の土曜日に菖蒲小学校のゆうゆうプラザの実施委員会と連携し、

農園でかまどや囲炉裏を体験して、火の大切さや怖さなどを子供たちに

教えます。 

 

◆しょうぶ会館運営委員会 

資料 8ページをご覧ください。 

しょうぶ会館運営委員会について、本日の第 3 回運営委員会の後、ご覧

の内容で実施したいと存じます。 

◆会館管理運営事業 

 今後も、会館施設の管理運営を実施していきたいと存じます。 
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◆人権教育推進事業 

「事業番号 52 ふれあい教室」から「事業番号 56 工作教室」まで資料

のとおり実施する予定です。 

以上が今後の事業計画でございます。 

なお、「事業番号 6 ふれあい交流会（カラオケ交流会）」「事業番号

7 ふれあい交流会（懇親会）」については、それぞれ 41 名の参加、ま

た「事業番号 48 クリスマスお楽しみ会」については、92 名の参加と説

明しましたが、この参加者数とは職員、ボランティアも合わせた人数

で、今後は記載方法を検討し、募集人員に対しての参加者を記載しそれ

とは別に職員、ボランティア数を記載するなど検討し記載したいと思い

ます。 

水島議長  説明が終わりました。これより、委員の質問を受けます。 

質問のある委員はいますか。 

若山委員 プランターで食材を栽培するとありますが、現在プランターに何か植

えているのですか。 

事務局 つい先日まで白菜を栽培し、収穫が終わったところで、現在は何も植

えていません。 

今後は、時期時期の野菜を栽培して、さわやかサロンで使用する食材

の一部として活用したいと考えております。 

藤﨑委員 もちつき大会については、今回は運営委員の参加はどのように考えて

いますか。今までは運営委員は参加をしていたと思いますが。 
事務局 今回は小学生が 30 名の申込みがあり、それに対して会館職員 5 名、中

学生ボランティア 20名で実施していくものでございます。 

藤﨑委員                                 もちつきでは、かまどの火に注意するなど、気配り、目配りが非常に

大事ですが、その人数で対応できますか。 
事務局 職員が役割分担をして、中学生ボランティアを指導し、けがの無いよ

うに実施していきたいと思いますので、ご理解をお願いします。 

水島議長                                    他に質問はありませんか。 

無いようですので、次に「その他」について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 今後の事業の日程について、説明いたします。 

 
１「第 15回しょうぶポピーまつり」について 

開催期間は平成 28年 5月 8日の日曜日から 6月 4日の土曜日までの 28

日間で、午前 9 時から午後 4 時までを考えておりますので、ご意見をお

願いします。 

 メインイベント日は平成 28年 5月 15日の日曜日、午前 9時から午後 3

時までを予定しております。開式は午前 10時を予定しております。 

今後の予定としては、野菜販売の依頼、ペットボトルロケットの布の

制作、吹き流しの制作を菖蒲地区の小中学校７校に依頼したいと思いま

す。 

また「第 15 回しょうぶポピーまつり」の看板制作を菖蒲小学校に依頼

し、メインテーマ看板の制作を菖蒲中学校に依頼したいと思います。 
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  ２「こどもまつり」について 

 開催日を平成 28 年 8 月 9 日の火曜日、受付開始を午後 3 時 30 分から

とし、午後 4時から午後 6時までを開催時間としたいと思います。 

体制といたしましては、菖蒲地区の小・中学校に実行委員の募集の依

頼をし、実行委員がこどもまつりの中心となって開催をしたいと思いま

す。  

水島議長 説明が終わりました。  

委員の中で何か意見はありますか。 

藤﨑委員 今回のポピーの種まきの会場設営状態はとてもよかったと思います。 

そのため、来年のまつりがよりよいものになるよう、今後も、準備を

頑張ってほしいと思います。 

事務局 早めの準備を心がけたいと思います。 

水島議長  ポピーまつり、こどもまつりについてこの日程で進めてよろしいです

か。（委員の了承あり） 

 事務局は、準備について早め早めにしていただき、3月の運営委員会で

はポスターを掲示できるように、作業を進めて欲しいと思います。 

 また、小・中学校に依頼するものは年間の計画をして前もって依頼を

した方が学校も助かると思います。 

他に質問はありますか。（特になしの声あり） 

それでは、その他も終りましたので、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、閉会のご挨拶を高砂副会長様に

お願いしたいと思います。 

高砂副会長 たくさんの貴重なご意見をありがとうございました。 

 成果と課題を踏まえまして、今後もよりよい事業を実施していければ

と思います。 

委員の皆様におかれましては、季節柄ご自愛いただき、以上をもちま

して、平成 27年度 3回しょうぶ会館運営委員会を閉会といたします。 

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にここに署名する。（注） 

 

 

平成２８年１月１８日 

  しょうぶ会館運営委員 水島 芳子 

                     

            しょうぶ会館運営委員 根本 ゆみ子 

                      

（注）特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 

 
  
 

 

 


