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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 4回しょうぶ会館運営委員会 

運営委員の皆様、おはようございます。 

 本日は大変お忙しい中、ご苦労さまでございます。 

ただ今より、平成 27 年度第 4 回しょうぶ会館運営委員会を開会いたし

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。 

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林

でございます。どうぞよろしくお願いします。 

なお、本日、委員の過半数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。 

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。 

菖蒲総合支所長の岩﨑栄でございます。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

の担当主査の大木秀一でございます。同じく担当主査の上松純司でござ

います。どうぞよろしくお願いします。 

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 

 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。 

 今回で今年度最後の運営委員会となります。 

 3月は人事異動があり、人事異動などにより、今月末をもって職員や運

営委員のメンバーが変わります。 

 服部先生が勇退され、また岩﨑支所長、木村人権推進課長につきまし

ても勇退されると聞いております。 

 去る人がいるというのは、やはりさびしいものでございます。 

 学校では卒業式があり、入学式では期待や不安があるものでございま

す。 

 しょうぶ会館でも大木担当主査が菖蒲総合支所市民課に異動すると聞

いております。 

 会館も一新して一生懸命頑張っていただければと思います。 

 また、4月からは運営委員のメンバーも変わります、今回の運営委員会

では委員の皆様の意見を拝聴して来年度に向けてのご審議をするもので

ございますので、よろしくお願いいたします。 

 3月の市議会では、しょうぶ会館予算も審議され、予算が成立しており

ますことを報告します。予算の内容については、4月の運営員会で報告す

るものでございます。 

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、あいさつに代えさせていただき
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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。 

4 月の運営員会で異動の職員を本人から紹介いたしますが、今回は報

告のみといたします。 

菖蒲総合支所長に小林弘、総務部人権推進課長に渋谷修、しょうぶ会

館に鈴木順子、大塚俊雄が着任いたします。 

なお、運営委員の服部勲委員につきましては、さきほど、会長からも

お話がありましたが、菖蒲中学校の校長を 3 月末日をもって勇退される

ことになりました。 

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 

 皆さんおはようございます。本日は年度末の大変お忙しい中、平成 27

年度第４回しょうぶ会館運営委員会に委員の皆様のご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 本日の会議は今年度の年間の事業の報告を含め、ご審議をお願いする

ものでございます。 

 また、今年度、事業にご協力いただきまして、ありがとうございまし

た。今後も、引き続き事業にご協力くださるようお願いします。 

 また、3 月は人事異動があり、私や木村参事が退職し、今後は新しい職

員が着任いたしますので、よろしくご指導をお願いします。 

 結びに、これから、桜の花の見頃となりますが、委員の皆様には、こ

の季節の変わり目の気候には健康に留意して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。 

会議録の署名ですが、本日の会議録にご署名をいただく委員は、藤﨑

賢宏委員さんと石井宏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したいと

存じます。 

本日の資料は 3 月 17 日にお配りしておりますが、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。 

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 ページから 4 ページは、隣保館事業の実績報告でございま

す。5 ページから 6 ページは児童館事業の実績報告、7 ページは人権教育

推進事業及びしょうぶ会館運営員会の実績報告となっております。8 ペー

ジについては月別利用者数一覧の資料でございます。9 ページから 10 ペ

ージにつきましては今後の事業についてでございます。 

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 平成 27 年度事業報告について」事務局より

説明がありますので、よろしくお願いします。 
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事務局 議題 １ 平成 27年度事業報告について 

資料１ページをご覧ください。それでは、平成 27 年度事業報告につい

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、各種事業を実施しました。 

◆隣保館事業（平成 27年 4月から平成 28年 2月まで） 

 会館の部屋を住民に貸し出すことによって、サークル活動等の活性化

と住民相互の交流に寄与いたしました。 

 また、さわやかルームや各種教室の開催によりまして高齢者の健康増

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。 

 

「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 3 回運営員会でご報告した回数、参加者数に

12月から 2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」、「事業番号 7 ふれあい

交流会懇親会」については、昨年 12 月 15 日に実施しました分を追加し

ております。懇親会ではお餅や、ゼリーを会食し、楽しい時間を過ごし

ていただきました。「事業番号 8 じゃがいも土寄せ」から「事業番号

11 しょうぶポピーまつり」については、第 3 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」については、1

月 7 日の工作教室終了後、2 月 27 日のじゃがいも植え終了後に農園で実

施しました分を追加しております。「事業番号 13 緑のカーテンづく

り」については前回の第 3 回運営員会でご報告した回数、参加者数に 1

月 16日、2月 13日に実施した、緑のカーテンで収穫したひょうたんをカ

シュー塗料でマーブル状に色付けしたことを追加したものでございま

す。 

 参加した小学生からは、初めて体験して楽しかった、という感想があ

りました。 

 「事業番号 14 田植え」から資料 3 ページ「事業番号 29 人権を考え

る「県民のつどい」」については、第 3 回運営委員会と同じ内容を記載

しております。 

 「事業番号 30 もちつき大会」については、昨年 12 月 27 日に小学生

参加のもと、菖蒲中学校のボランティアの協力を得て実施しました。 

 お供え餅の作成のほか、かわりもちとして、農園で収穫したパープル

スイートのさつまいものすりおろしたものを、餅に混ぜ込み紫色の餅を

作りました。また、農園で収穫した落花生で事前にピーナッツバターを

つくり、おもちにつけて食しました。 

 参加した小学生には、作物を作り、収穫し、それを調理し、食すると

いう食育の大切さを教えることができました。 

 「事業番号 31 お正月用花飾り」については、昨年 12 月 28 日に実施

し、生花で作成した正月飾りを参加者同士で鑑賞しあうとともに、楽し

いひと時を過ごしました。 

 「事業番号 32 さわやか講座（健康体操）」については、菖蒲保健セ
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発 言 者 会議のてん末・概要 

ンターの保健師、栄養士を講師として実施しました。 

 栄養士からは、高齢者に必要な栄養の話があり、保健師からは、室内

で気軽にできる体操を紹介してもらいました。 

 参加者からは、既に勉強して知っている、といった声があり健康意識

に関心が高いことが分かりました。 

 「事業番号 33 じゃがいも植え」については、2 月 27 日に小学生、大

人の参加者のもと、菖蒲中ボランティアの協力を得て実施しました。 

 今回、グラウンドペチカ（別名デストロイヤー）という品種を植えま

した。皮が覆面プロレスラーに似ていることから名前がついたことを参

加者に説明をしました。 

 今後は 5月の土寄せ、6月の収穫まで生育に注意したいと思います。 

 「事業番号 59 みなくるフェスタ」については、2 月 6 日に江南総合

文化会館ピピアにて開催され、会館で実施した教室の作品展示や会館の

ＰＲ、ポピーまつりのＰＲをしました。 

 今年度から開催された埼玉県教育集会所文化交流会であり、来年度は

生涯学習課と連携をとり、舞台発表での参加を検討したいと思います。 

 

◆児童館事業（平成 27年 4月から平成 28年 2月まで） 

 資料 5ページをご覧ください。 

安全で楽しい遊び場を提供することで、子ども達の健全育成を図りま

した。さらに、各種教室の開催により、子ども達の健全育成を推進する

とともに親子のふれあいも深めました。また、こどもまつり等の実施に

より、子ども達の自主性や協調性の育成を図りました。 

 「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 3 回運営員会でご報告した回数、参加者数に 12 月

から 2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、前回の第 3 回運営員会

でご報告した同じ内容を記載しております。 

「事業番号 44 長期休業中の子ども事業」につきましては、冬休み分

を追加し、会館駐車場を区切り遊び場として、広いスペースでキックス

ケートや一輪車等を通して異学年と遊んだりしました。 

 「事業番号 45 こどもまつり」から、資料 6 ページ「事業番号 47 

秋の遠足」については、前回の第 3 回運営員会でご報告した同じ内容を

記載しております。 

 「事業番号 48 クリスマスお楽しみ会」については、菖蒲中ボランテ

ィアの皆さんが、当日に向けてハンドベルの練習をし、当日は天使の衣

装に着替え、参加者の前で披露してくれました。参加者同士、楽しい時

間を過ごせました。 

 「事業番号 49 お正月あそび」については、1 月 5 日に小ホールや会

館駐車場を区切り、はねつきをしました。 

 小学生の参加者ははじめのうちは、連続して打ち合うことができませ

んでしたが、回を重ねるごとに、上達して連続で打ち合うことができま

した。また、これを機に冬休み期間中は、はねつきをする小学生が増え

ました。 

 「事業番号 50 ゆうゆうプラザ」については、1月 16日、2月 13日に

菖蒲小学校ゆうゆうプラザ実施委員、ゆうゆうプラザサポーターと連携
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をとり農園で火おこし体験を実施しました。 

 「事業番号 58 いきもの体験」については、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、直接水槽に手を入れ触れあえるようにいた

しました。現在、足湯コーナー前に大きな水槽を設置し、足を入れられ

るように準備をしております。 

 

◆人権教育推進事業（平成 27年 4月から平成 28年 2月まで） 

 資料 7ページをご覧ください。 

 学習活動をとおして、支えあう仲間づくりを進め、好ましい人間関係

を育てるとともに、人と人の交流のなかで人権意識の高揚を図ることを

目的に事業を実施しました。 

 人権教育推進事業については、地域の小中学校である菖蒲小学校、菖

蒲中学校の協力により、人権担当教諭の指導のもとに実施しました。 

 「事業番号 52 ふれあい教室」については、前回の第 3 回運営員会で

ご報告した回数、参加者数に 12 月から 2 月までの実績を追加したもので

ございます。 

「事業番号 53 工作教室」から「事業番号 56 習字教室」までは前回

の第 3回運営員会でご報告した同じ内容を記載しております。 

 「事業番号 57 工作教室」のついては生活改善室でたこをつくり、農

園でたこあげを実施しました。 

 

◆しょうぶ会館運営委員会 

第 1 回運営委員会を 4 月 21 日に実施し、平成 27 年度事業計画及び事

業予算について、ご審議していただきました。 

第 2 回運営委員会を 7 月 21 日に実施し、事業中間報告及び今後の事業

計画について、ご審議していただきました。 

第 3 回運営委員会を 12 月 22 日に実施し、事業中間報告及び今後の事

業計画について、ご審議していただきました。 

 

◆月別利用者数一覧表について 

資料 8ページをご覧ください。 

前回の第 3 回運営委員会では 4 月から 11 月までの利用者数を掲載し、

今回は 12月から 2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 2月までの利用者数でございます。 

2 月末日時点で全体の利用者は 53,497 人でございまして、前年度同時

期と比較しますと 2,097人の減少で、約 4％の減でございます 

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。 

若山委員  質問ではないのですが、「事業番号 22 ふれあい交流会（県外視

察）」に私も参加したのですが、今回は茨城県大洗方面に行き、とても

楽しい充実した内容でした。次年度もこういった事業の検討をお願いし

ます。 

 できれば、菖蒲区域を通過する圏央道が開通したので、圏央道を利用

しての視察を検討してください。 
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事務局 一人で暮らす高齢者などの方の外出する機会を作り、参加者同士が交

流できる企画を計画をして、参加者に楽しい時間を過ごしていただきた

いと思います。 

水島議長 他にありますか。 

藤﨑委員  私も視察に参加したのですが、視察先の大洗は、東日本大震災の影響

により、漁業や観光業に大きな打撃があり、旅館の予約が少なくなり、

昨年でもほとんどなかったということで、今回、視察に行って視察先に

感謝されたということがありました。 

次年度の計画も早めにお願いします。 
事務局 4 月の運営委員会で平成 28 年度の事業計画について、ご審議をお願い

するものでございますが、県外視察の計画については、10 月頃の外出を

するのに気候が良い時期で、視察先は、圏央道を利用して、山梨方面や

利用者の意見を聞くなどして検討したいと思います。 

藤﨑委員 早めの計画をお願いします。 

事業の中では、菖蒲中のボランティアさんが活躍しているところです

が、学校ではどのようにボランティアをしたことを披露しているのです

か。 

根本委員 菖蒲中学校では、全校集会の中でしらさぎ賞というので披露していま

す。 

学校だよりでも、掲載をしております。 

また、市の教育員会で発行している、ボランティア手帳のスタンプ押

印の対象となり、20 個で手帳いっぱいになると、教育委員会で発表して

もらえます。 

服部委員 ボランティアをするなどの子どもたちのいいところを見つけ、ほめる

ことに努めています。 

事務局 菖蒲中のボランティアさんに協力依頼する事業が多く、早めに計画を

立て、依頼をしたいと思います。 

水島議長 4月に入ったら、学校との協議をお願いします。 

他に質問はありませんか。 

無いようですので、次に「議題２ 今後の事業について」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 ２ 今後の事業について 

資料 9ページをご覧ください。 

１ 「第 15回しょうぶポピーまつり」（期間中）について 

（１）目的 住民相互の交流を図り、人権意識の高揚と活気あるまち

づくりに資するために、本交流事業を行います。 

（２）開催期間 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時までです。 

イベント日は 5 月 15 日の日曜日、開会式を午前 10 時から行いま

す。 

（３）目標参加人数 9,200人（実績 9,158人）です 

（４）花摘み 5月 8日(日)～14日（土）までは、1人花 5本まで。 

15日からは、提供する袋に 1人一袋までとします。 

（５）野菜販売  主に午前中を中心にボランティアの協力で、朝と

り新鮮野菜の販売を行います。 
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（６）体制  ボランティアと本庁・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

促進等を行います。 

   また、メインイベント(5月 15日)では、受付や接待など、菖蒲

中、菖蒲南中のボランティアの協力を得て行います。 

○イベントについて  

（１）日時  平成 28年 5月 15日の日曜日  

開会式 午前 10時から行います 

 

（２）目標参加人数  2,500人（実績 2,450人）です。 

 

（３） ＰＲ 広報「くき」5月 1日号に掲載します。 

市ホームページ掲載します。 

ポスターの配布掲出（大,小）25枚（実績 25枚） 

チラシの配置(公共施設)等 600枚（実績 600枚） 

チラシの配布(菖蒲地区内小・中学校、幼稚園保育園等)  

                  2,100枚（実績 2,070枚） 

チラシの菖蒲地区回覧（4/27配布）  1,100枚 

                 （実績 1,106枚） 

関係各所にチラシ配布 1,100枚（実績 1,000枚） 

以上のように周知を図ります。 

（４）主な内容 式 典 

赤 飯 2,200食／100ｇ〔実績 2,248食〕(もち米 120㎏) 

豚 汁 1,500食〔実績 1,523食〕（10釜）食缶 30缶／10 ﾘｯﾄﾙ 

つきたて餅 11臼〔実績 11臼〕(もち米 50kg) 〔実績 1,069食〕 

甘酒コーナー 400杯〔実績 421杯〕(久喜市の寒梅酒造の酒粕) 

花摘み(はさみ貸し等) 

朝とり新鮮野菜の販売 

お魚つかみ取りコーナー 

スナップ写真サービス（先着 200名） 

ペットボトルロケットの打ち上げ（菖蒲地区小中学校７校） 

菖蒲小(赤).小林小(橙)．三箇小(黄).栢間小(緑).菖蒲東小(水色) 

菖蒲中(青)、菖蒲南中(紫)の色分けで各校に依頼をします。 

吹き流し（菖蒲地区小中学校７校）についても、併せて制作の依

頼をします。 

 

２ ふれあい交流会について 

 

（１）目的  参加者の一人ひとりの悩みや健康のことを話しなが

らカラオケ・食事などをして、参加者同士の交流を図ります。 

（２）日時 平成 28年 4月 6日の水曜日、場所は生活改善室です。 

    ①料理 午前 9時から調理開始し、メニューは草餅、うどん、

ゼリーなどを検討しています。 

②カラオケ 午前の部を午前 10時～11時 20分を予定していま

す。午後の部を午後 12時 30分頃からを予定しています。         

   ③懇親会  午前 11時 30分からを予定しています。 
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   運営委員の皆様も、ご参加くださるようお願いします。 

   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。 

質問がある委員はいますか。 

水島委員 ポピーまつりについて、小屋の正面以外からの来場者について、当日

の担当者によって、漏れがあるように思います。当日の来場者のカウン

トについては、受付担当者は漏れがないようにお願いしたいと思いま

す。 

また周知のチラシについては、学校で配布されても、家庭で見ていな

いところもあるようです。 

事務局 当日の来場者のカウントについては、受付マニュアルに記載し、漏れ

がないようにその場でも説明をしたいと思います。 

また、チラシの有効活用については、学校と調整を図りたいと思いま

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「議題３ 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 4月 6日（水）にふれあい交流会を開催いたします。 

内容につきましては、午前 10時からカラオケ交流会、午前 11時 30分か

ら懇親会を行ないます。 

 なお、当日は足湯もございますので、委員の皆様には、お忙しいとは存

じますが、ぜひ、ご参加いただければと存じます。 

  ご参加につきましては、いかがでしょうか。 

 また、会館の桜についてですが、ライトアップを今月 28日の月曜日か

ら 4月 9日の土曜日までの期間、実施いたします。 

時間は、午後 6時から 7時 30分でございます。 

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、さわやかサロンにつきましては、今年度同様の実施日で行な

います。 

  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、げん

きタイムを、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 9日火曜日の午後 4時から 6

時まで行います。 

4月の人権教育推進事業につきましては、ふれあい教室を月曜日及び火

曜日に行ないます。 

  1年間のしょうぶ会館の事業計画は、4月の運営員会でご審議いただ

きたいと思います。 

次に、平成 28年度の第 1回目の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 27年度の 1回目の運営委会は 4月 21日に開催いたしました

が、28年度につきましては、4月 27日の水曜日 午前 10時から、場所

は和室で開催したいと思いますが、皆様のご都合はいかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 
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  では、平成 28年度の 1回目の運営委員会につきましては、4月 27日の

水曜日、午前 10時から開催したいと思います。 

よろしくお願いいたします。改めて通知でもご案内申し上げます。 

水島議長 他に質問はありますか。 

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存じます。 

高砂副会長 閉会 

たくさんの貴重なご意見をありがとうございました。 

 今年度もすべての事業が終了しました。 

 また、来年度もよろしくお願いいたします。 

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年度第 4回しょうぶ会館運営委員会を閉会といたします。 

 

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 4月 12日 

  しょうぶ会館運営委員 藤﨑 賢宏 

                     

            しょうぶ会館運営委員 石井 宏 

                      

（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。 

 
  
 

 


