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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 2回しょうぶ会館運営委員会 

皆様、こんにちは。開会に先立ちまして、本日出席しております職員

をご紹介いたします。 

菖蒲総合支所長の小林弘でございます。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。しょうぶ会館担当主査の上松純司でございます。同じく主任の大

塚俊雄でございます。 

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、よろしくお願いいたします。 
 ただ今より、平成 28 年度第 2 回しょうぶ会館運営委員会を開会いた

します。 

本日は、会長の水島輝彦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、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 項の規定に基づきまして、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く委員は、高砂

光延委員さんと稲葉義雄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。 

本日の資料につきましては、委員の皆様に委員会開催通知と併せてお

配りしているところでございますので、要点を説明させていただき、議

事進行をしたいと思います。 

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 ページは第 15 回しょうぶポピーまつりの報告で

ございます。 

3 ページ、隣保館事業の 4 月～6 月までの報告となっており、4 ペー

ジは児童館事業の 4 月～6 月までの報告と人権教育推進事業の 4 月～6

月までの報告でございます。 

5 ページは月別利用者一覧で、6 ページから 8 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。 

9 ページは、しょうぶ会館運営委員会の開催計画と人権教育推進事業

の計画となっております。 

10 ページは「こどもまつり」の概要で、最後は「こどもまつり」の

チラシとなっております。 

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。 

最初に、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 

 委員の皆様、本日はお忙しい中ご苦労様です。  

 さて、熊本県では、4月におきた地震から 3カ月が経過する中でも、 
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発 言 者 会議のてん末・概要 

 仮設住宅が建設できていないという、大変な状況でもあります。 

 埼玉県でも熊本県益城町に何名か行っており、また隣町の大津町にも

行っております。行ってきた者からは、復興までは程遠いとのことで、

がれきなどの撤去もできず、復旧もできないと伺っており、大変な状況

が続いているとのことであります。 

また、沖縄県では平和運動が起こっております。オスプレイの騒音が

すごく、夜も安心して眠れないことがあったり、また、小学校では大変

迷惑している状況であります。 

先般、埼玉県でも地震が頻繁に起きており、関東地方でも大きな地震

が起きるかもしれません。 

市内の小学校を見ると、タブレット端末が順次導入され、パソコンを

導入当初と同じくらい変化が目まぐるしいところであります。 

また、近年、子どもが親を殺したりする事件が多くなってきており、

深谷市では入水自殺があるなど、社会の先行きが不安なところが大きな

要因になってきているのではないかと思います。 

学校では、今日から夏休みに入り、しょうぶ会館で夏休み子ども学習

会の開校式が行われ、参加児童が 50人を超え、たくさんの児童が楽し

く参加できたとのことです。 

さて、旧菖蒲高校のグラウンドについては、今年、来年の 2年で工事

が行われるそうで、また、塚田橋の工事には 4億 3千万円の工事費がか

かるとのようですが、塚田橋から小林、栢間方面までつながる予定との

ことであります。小林、栢間方面から加須方面へに向かうのに、旧菖蒲

高校前の道路が整備されたことで、安全に通行でき、通学するのに大変

喜ばれているところでもあります。 

こういった、菖蒲区域のことをしょうぶ会館を利用している子供たち

が大人になって中心となり話を進めていただきたいと思います。 

しょうぶ会館の夜間利用は午後 10時までとなっておりますので、空

き部屋を有効活用して、仕事帰りや昼間事業に参加できない人を対象と

した事業を検討し、今後のしょうぶ会館の事業運営の一つとして計画を

して欲しいと思います。 

 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、菖蒲総合支所長の小林支所長より、ごあいさつ申し上げま

す。 

小林支所長 小林支所長あいさつ 

 しょうぶ会館運営委員の皆様、こんにちは。 

 本日はご多用のなか、平成 28 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 28年度が始まりまして、早 3ヶ月が過ぎました。 

その間、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、委員の皆様をはじめ、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。 

今年の「しょうぶポピーまつり」は、天候に恵まれ、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、来園した人数は、昨年度を上回ることができました。 
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発 言 者 会議のてん末・概要 

 改めてお礼申し上げます。 

特に、5月 15日の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。 

 本日は、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、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、暑い最中でございます。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。 

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。久喜市しょうぶ会館運

営委員会規則第 6 条の規定によりまして、会長であります水島様に議長

をお願いいたします。 

水島議長  はい。それでは「第 1 号議案 事業中間報告」について上程いたしま

す。なお、委員の皆様には事前に資料を配布してご検討いただいており

ますので、職員に主だった事業を説明させまして後ほどご意見をいただ

きながら進めていきます。 

 それでは、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。 

資料の 1 ページをご覧ください。第 15 回しょうぶポピーまつりにつ

いて、でございます。 

平成 28 年度は 5月 8日（日）から 6 月 4 日（土）28日間、開催いた

しました 

延べ 11,319 人のたくさんの参加がありました。平成 27 年度は延べ

9,158人の参加でありましたので 2,161人の増でございます。 

イベント当日の 5月 15日は 2,750人でございまして、平成 27年度は

2,450人の参加でありましたので、300人の増でございます。 

1ページ下に掲載している写真はイベント当日の写真でございます。 

左上の写真は、ペットボトルロケット打上げ前の風景でございます。 

右上の写真は、ペットボトルロケット発射後の風景でございます。 

左下の写真は、イベント当日、小屋前のたくさんの来場者で賑わって

いる風景でございます。 

なお、小屋正面上部に掲出している、「しょうぶポピーまつり会場」

の看板は菖蒲小学校の児童の皆さんに、また、「出会いを大切に」のイ

ラストの看板については、菖蒲中学校美術部の皆さんに描いていただい

たものです。 

2 枚の看板につては、ポピーまつり終了後、各事業で有効に活用させて

いただくのと、しょうぶ会館の屋外壁面に掲出させていただきたいと思

います。 

右下の写真は、イベント当日のポピーの摘み取りを楽しんでいる風景

でございます。次に第 15 回しょうぶポピーまつり参加者数の内訳につ

いてご説明いたします。 

資料 2ページをご覧ください。 
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発 言 者 会議のてん末・概要 

 

 

まつり期間中、5月 8日から 6月 4日までの来場者の内訳と平成 27年

度との比較でございます。 

先ほどもご説明しましたとおり、期間中、延べ 11,319 人の参加があ

り、平成 27 年度は延べ 9,158 人の参加でありましたので 2,161 人の増

でありました。 

参加者増となった要因の一つに、蓮田市、白岡市、加須市、桶川市、

上尾市、行田市、さいたま市など県内市町の福祉施設の来場が期間中、

多かったことが挙げられます。 

また、栃木県宇都宮市の観光会社が企画した大型観光バスでの日帰り

ツアーの行程の中にポピーまつりが組み込まれ、来場された日が 2 日間

あったりもしました。 

さらには、中国香港から写真愛好家のツアーも大型観光バスで来場が

1 日あったりなど、市内外また県外、国外からも多くの来場者にお越し

いただきました。 

中国から来場された方に話を伺うと、ポピーまつりを掲載したインタ

ーネットや雑誌を見て知ったとのことで、ポピーまつりの周知方法にイ

ンターネット等でのＰＲが有効であることも感じさせられ、又、連日デ

イサービス等々の施設の方や身体の不自由な方もみえられ、とても喜ん

でもらいました。今後もインターネット等の周知方法を充実させたいと

思います。 

以上が、第 15回しょうぶポピーまつりの報告でございます。 

次に隣保館事業（4 月～6 月）について主だったものをご説明させて

いただきます。資料 3ページをご覧ください。 

◆隣保館事業（4月～6月）について 

 「事業番号 1 さわやかルーム事業」から「事業番号 4 番 カラオ

ケ」までにつきましては、資料記載のとおりの内容で事業を進めさせて

いただきました。 

 「事業番号 5 さわやかサロン」でございますが、今年度につきまし

ては生活改善室前のベランダにプランターを配置しまして、きゅうり、

ミニトマト、なす、ピーマンを栽培し、収穫物を食材の一部とし、料理

やおしゃべりを楽しんでもらうことができました。 

「事業番号 6、7のふれあい交流会」につきましては、4月 6日に開催さ

せていただき、当日は委員の皆様に参加していただきありがとうござい

ました。 

 「事業番号 8 じゃがいも土寄せ」から「事業番号 10 落花生種ま

き」につきましては、ポピーまつりの初日である 5 月 8 日に実施し、委

員の皆様にはご指導いただきまして、ありがとうございました。 

 「事業番号 11 しょうぶポピーまつり」につきましては、先程もご説

明しましたとおり、5 月 8 日から 6 月 4 日の 28 日間、開催いたしまし

て、イベント日は、5月 15日でございました。 

期間中、延べ 11,319 人の参加があり、イベント日は 2,750 人の参加

がありました。 

「事業番号 12 自然ふれあい教室」から「事業番号 13 緑のカーテ

ンづくり」につきましては、資料記載どおりの内容で事業を進めさせて

いただきました。 

「事業番号 14 じゃがいも収穫」につきましては、ポピーまつりの最 



5 

 

発 言 者 会議のてん末・概要 

 終日である 6 月 4 日に小学生を対象に菖蒲中学校のボランティアの協

力を得て、また、6月 24日に大人を対象に実施いたしました。 

2 日間の収穫量の合計は、きたあかりが 156.6 ㎏で平成 27 年度は 101

㎏でありました。だんしゃくは 46.7 ㎏で平成 27 年度は 53 ㎏でありま

した。インカのめざめは 32.1 ㎏で平成 27 年度は 24 ㎏でありました。

今回初めて植えたグラウンドペチカという品種は 65.9 ㎏の収穫であり

ました。 

「事業番号 16 さわやか講座（パンフラワー教室）」につきまして

は、資料記載どおりの内容で進めさせていただきました。 

「事業番号 17 さわやか講座（健康体操等）」につきましては、6 月

27 日に、和室でボールを使った簡単な健康体操や、熱中症予防の話を、

社会福祉協議会の方を講師として、実施いたしました。 

隣保館事業の説明につきましては以上でございます。 

続きまして、児童館事業（4 月～6 月）について主だったものをご説

明させていただきます。資料 4ページをご覧ください。 

◆児童館事業（4月～6月）について 

「事業番号 35 めばえ広場」から「事業番号 41 げんきタイム」に

つきましては、資料記載どおりの内容で進めさせていただきました。 

「事業番号 42 いきもの体験」でございますが、昨年度から始めた事業

でございまして、会館ロビー内に設置している水槽にガラ・ルファ（ド

クターフィッシュ）という小さな熱帯魚を飼っており、子どもたちから

大人の方が水槽の中に手を入れて直接触れることができるものとなって

おります。毎週火・木・土に実施しており、魚と触れあえること楽しん

でおります。 

 「事業番号 43 こどもの日おたのしみ会」につきましては、5 月 5 日

に実施いたしました。今年度は遊びを中心に計画し、内容につきまして

は、卓球やバトミントンのラリーや、紙飛行機作り等を行い、子どもた

ちと楽しく交流を図ることができました。 

 「事業番号 44 夏の昆虫観察会」につきましては、昨年同様スズムシ

やカブトムシ、クワガタムシを観察し触れることを実施していきます。 

 「事業番号 45 長期休業中の子ども事業」につきましては、春休みの

長期休業中に、小ホールをはじめ空き部屋を計画的に有効活用して、卓

球や勉強で異学年との交流を図ることができました。 

児童館事業の説明につきましては以上でございます。 

続きまして、人権教育推進事業（4 月～6 月）についてご説明させて

いただきます。 

◆人権教育推進事業（4月～6月）について 

人権教育推進事業については、地域の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実施いたしました。 

 「事業番号 53 ふれあい教室」「事業番号 54 番 工作教室」につい

ては資料記載の内容で進めさせていただきました。 

人権教育推進事業の説明については、以上でございます。 

 続きまして、月別利用者数一覧表についてご説明いたします。 

 資料 5ページをご覧ください。 

 5ページに表が 2つ掲載させていただきました。 
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  上段の表が、4 月～6 月までの①サークル活動、②隣保館事業、③児

童館、④その他、合計と平成 27 年度との比較を月別で表しておりま

す。 

 下段の表が、③児童館の月別利用者数の内訳でございます。 

 上段の表で 4 月～6 月までの利用合計は 23,913 人で平成 27 年度は

20,728 人でしたので、比較すると 115.4％で 3,185 人の増でございま

す。 

 下段の表の 4月～6月の利用合計は 3,811人で平成 27年度は 3,840人

でしたので、比較すると 99.2％で 29人の減でございます。 

 資料 5ページ下側は、各事業活動の一部の写真を掲載いたしました。 

 「第 1号議案 事業中間報告」についての説明は以上でございます。 

水島議長 事務局から説明が終わりました。これから、委員の皆さんの意見を伺

います。        （意見なしとの声あり） 

特に無いようですので、次に進みたいと思います。 

「第 2 号議案 今後の事業計画」について上程いたします。こちらにつ

きましても、職員に主だった事業を説明させまして後ほどご意見をいた

だきながら進めていきます。 

それでは、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 

それでは、今後の事業計画について、ご説明させていただきます。 

資料の 6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 番 さわやか

サロン」までにつきましては、資料記載のとおりの内容で事業を進めた

いと思います。 

 また、「事業番号 3 卓球」については、毎週水曜日はプレイルーム

を会場としておりますが、7 月下旬から 8 月下旬までが、子供たちの夏

休み期間ということで、プレイルームは子供たちの遊び場として開放し

ます。尚、空いている部屋も夏休み期間中有効に利用していきます。 

水曜日の卓球はこの間中止としまして、初めての試みとして、7 月 26

日の火曜日、午後 7時～午後 9時まで小ホールで実施いたします。 

 また 8 月中についても、会館の空き部屋を有効活用して、夜間の卓球

を実施したいと思います。周知にあったては、小チラシを活用します。 

「事業番号 6,7 ふれあい交流会（カラオケ交流会）、（懇親会）」

については、10月 24日と 12月 16日を予定しております。 

「事業番号 12 自然ふれあい教室」については、ポピー種まき等との

同時開催で 11月 6日を予定しております。 

「事業番号 13 緑のカーテンづくり（観察・工作）」から「事業番号

18 さわやか講座（フラワーアレンジメント教室）」については、資料

記載のとおりの内容で事業を進めたいと思います。 

「事業番号 19 レザーアクセサリー教室」については、今年度新規事

業でございまして、9月下旬ごろ実施したいと思います。 

「事業番号 20 ふれあい交流会（県外視察）」については 10 月 3 日

に圏央道を利用した山梨方面に行くもので計画をしております。 

 参加者を 9月 1日から 10日間程度の間で募集したいと思います。 

「事業番号 21 さわやか講座（干支の編みぐるみ作り）」から「事業 
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 番号 23 手芸教室」につきましては、資料記載のとおりの内容で事業を

進めたいと思います。 

 また、各教室、講座の会場については、会館の空き状況を見て、参加

人数に合う部屋を有効活用していきたいと思います。 

「事業番号 24 番ポピー種まき」から「事業番号 26 番さつまいも収

穫」につきましては、10 月 31 日を運営委員の皆様と職員を対象に実施

します。また 11 月 6 日は幼児から大人までの参加者を募り、中学生ボ

ランティアの協力を得て実施していきたいと思います。 

「事業番号 27 秋の味覚体験」につきましても、10 月 31 日の同時開

催を予定し、秋の食材を使って料理をしたいと思います。 

「事業番号 28 菖蒲地区人権のつどい」が 11月 12日にアミーゴで開

催されます。しょうぶ会館の事業 PR や教室で製作した作品の展示をし

ていきたいと思います。 

 「事業番号 29 人権を考える「県民のつどい」」が 12 月 3 日に越谷

市の「越谷レイクタウン」で開催されますが、今年度につきましては、

作品の展示等は無いと伺っております。 

「事業番号 30 もちつき大会」については、12 月 16 日を「事業番号

7 ふれあい交流会（懇親会）」と同時開催で運営委員の皆様のご参加

をお願いしたいと思います。 

12 月 23 日については小学生を対象に参加者を募り、中学生ボランテ

ィアの協力を得て実施したいと思います。 

「事業番号 31 お正月用花飾り教室」から「事業番号 32 じゃがい

も植え」につきましては、資料記載のとおりの内容で事業を進めたいと

思います。 

「事業番号 33 みなくるフェスタ」は昨年度新規の事業でしたが、今

年度につきましては、生涯学習課と連携し、会館で制作した作品の展示

等を検討したいと思います。来年 2 月 4 日、吉見町のフレサよしみで開

催されます。 

「事業番号 34 ドライフラワー教室」につきましては、昨年度はコサ

ージュ教室として実施しておりましたが、今年度は新規の事業として 3

月上旬に実施したいと思います。 

 隣保館事業の説明につきましては以上でございます。 

◆児童館事業について 

 児童館事業についてご説明させていただきます。 

 お手元の資料 8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 44 夏の昆虫観察会」

につきましては、資料記載のとおりの内容で事業を進めたいと思いま

す。 

 「事業番号 45 長期休業中の子ども事業」につきましては、夏休み・

冬休み・春休みの長期休業中に、小ホールをはじめ各部屋や駐車場等を

計画的に使いまして、卓球や勉強で異学年との交流を図っていきたいと

予定しております。 

 また、幼児を対象とした先程説明した児童館事業と会場が重なるとき

は、会館の空き部屋を見て、有効活用したいと思います。 

 「事業番号 46番こどもまつり」につきましては、8月 9日に実施いた

します。詳細については、後ほど、ご説明いたします。 
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 「事業番号 47 赤ちゃんとママの体操教室」につきましては、10月 5

日水曜日から 11月 2日（水曜日）の全 5回開催で 10組の親子の募集し

実施したいと思います。 

「事業番号 48 秋の遠足」については 11月 14日の県民の日を利用し

た工場見学等を行程に入れた内容を計画しております。 

「事業番号 49 クリスマスお楽しみ会」については 12月 17日を予定

しております。 

「事業番号 50 お正月あそび」につきましては、資料記載のとおりの

内容で実施したいと思います。 

 「事業番号 51 ゆうゆうプラザ」につきましては、来年 1月 14日、2

月 18 日に、菖蒲小学校のゆうゆうプラザ実施委員と連携をとり、農園

にある、かまど・いろりを活用し、交流を図るものでございます。 

 「事業番号 52 みんなの広場」につきましては、3 月下旬に参加者が

楽しめる内容を企画したいと思います。 

 児童館事業の説明につきましては、以上でございます。 

◆しょうぶ会館運営委員会 

 しょうぶ会館運営委員会について、ご説明させていただきます。 

 お手元の資料 9ページをご覧ください。 

 順番にご説明させていただきます。 

 「1 第 2回運営委員会 7月 21日」本日でございます。 

 内容は事業中間報告及び今後の事業についてでございます。 

 「2 ポピー種まき 10月 31日」 

 「3 第 3回運営委員会 12月 7日」 

 内容は今年度委員の任期が 11 月で終了するものですが、市長及び市

議会の都合上、この日に委員の委嘱式等を実施するものでございます。 

 委嘱式の会場は久喜市役所で開催するため、直接、市役所へ行かれる

方は、玄関ロビーに集合をお願いします。 

 乗合で行かれる方は、しょうぶ会館に集合してください。 

 なお、日が近くなりましたら、ご案内をさせていただきます。 

 「4 もちつき大会 12月 16日」 

 「5 第 4回運営委員会 3月下旬」 

 内容は事業報告及び今後の事業について、でございます。 

 しょうぶ会館運営委員会の説明については、以上でございます。 

◆会館管理運営事業 

 会館管理運営事業について、ご説明させていただきます。 

 年間を通して、会館の適正な管理運営を実施していきたいと思いま

す。 

また、今年の夏もしょうぶ会館を避暑シェルターとして、開館してお

ります。この暑い夏をさわやかなしょうぶ会館で、快適に過ごし疲労回

復、熱中症予防に役立てればと思います。 

また、しょうぶ会館に集うことで、各家庭でエアコンや扇風機の使用

を控えられ、各家庭の電気の節電、節約にもつながります。どうぞご利

用ください。 

会館管理運営事業の説明については、以上でございます。 

◆人権教育推進事業について 
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  人権教育推進事業について、ご説明させていただきます。人権教育推

進事業については、地域の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実施いたします。 

 「事業番号 53 番ふれあい教室」から「事業番号 58 番工作教室」まで

ご覧の内容で実施していきたいと思います。 

 人権教育推進事業の説明については、以上でございます。  

 続きまして、「こどもまつり」についてご説明させていただきます。 

 資料 10ページをご覧ください。 

 目的ですが、子どもたちが楽しみながら相互の交流を深めるととも

に、実行委員の子ども達の自主性や協調性を育成することを目的としま

す。 

 主催でございますが、小学生、中学生で構成するこどもまつり実行委

員会としょうぶ会館でございます。 

実行委員については、当初 22 名おりまして、前日、当日のみの参加

が 10名おり、今日現在で 32名おります。 

日時は、平成 28年 8月 9日火曜日でございます。 

受付は、午後 3 時 30 分から開始し、オープニングは会館を利用して

いるチアダンスの団体が午後 3時 40分から開始いたします。 

また、まつり開催時間は午後 4時から午後 6時まででございます。 

会場は、しょうぶ会館駐車場で雨天時は小ホール等で実施いたしま

す。 

対象は、幼児（保護者同伴）、小学生、中学生等でございます。 

内容は、ポピーまつりでも好評だった菖蒲地区小・中学校 7 校のペッ

トボトルロケットの打ち上げ、金魚すくい、宝つり、ヨーヨーつり、新

規の種目でペットボトルを利用したボーリング、車イスなどの体験コー

ナー、スイカ、蒸かしじゃがいも、ポン菓子、わた菓子を予定しており

ます。 

また、久喜・幸手地区保護司会菖蒲支部及び久喜地区更生保護女性会

菖蒲部会の協力による啓発活動がございます。 

予定参加人数は 600 人でございます。参考に平成 27 年度は 616 人の

参加でございました。 

来場者の駐車場は、（仮称）菖蒲運動公園、菖蒲小学校・あやめ公園

の駐車場を予定しております。 

こどもまつりの説明については以上でございます。 

水島議長 事務局から説明が終わりました。これから、委員の皆さんの意見を伺

います。 

若山委員 「事業番号 20 ふれあい交流会（県外視察）」のことですが、参加費

はいくらですか。 

事務局 参加費は食事代、保険代などで 2,000円を予定しております。 

水島議長 他に質問はありますか。 

水島委員 「事業番号 44 夏の昆虫観察会」ですが、観察ノートのようなものを

作成してみてはどうですか。 

事務局 観察した子どもたちに、絵や感想を書ける紙を用意したいと思いま

す。 
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水島議長 他に質問はありますか。 

 質問が無いようですので、その他に移ります。 

その他ということで、何かありますでしょうか。 

事務局 先日水資源機構の職員が来館し、しょうぶ会館から上流にある星川の

菖蒲調節堰の改修工事を今後渇水期に着手するにあたり、大型車両が工

事現場に入るのに、新橋の左岸側から通行しないと、現場に入れないと

の説明がありました。 

さらに、新橋左岸側道路からしょうぶ会館側の一部の土地を借地しな

いと、工事車両が通行できないとのことでありました。 

そのため、しょうぶ会館としましては、菖蒲町新堀方面へ行き来する

子どもたちの安全が確保できるような、安全対策を講じて欲しいと話し

たところであります。 

工事時期は渇水期と説明を受けましたが、実際の工期や詳しい工事の

概要については、伺っておりませんので、今後、安全対策の対応状況を

確認しながら話を進めていきたいと思います。 

水島議長  事務局は、子どもたちの安全が確保できるよう、水資源と話を進めて

ください。 

他に何かありますでしょうか。 

無いようですので、本日の議事は全て、了承願えたということで、理

解ください。 

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 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  貴重なご意見をありがとうございました。 

 夏休み子ども学習会は 1 回あたり約 50 名の児童が参加し、全 7 回あ

りますので、約 350 人の児童がしょうぶ会館を利用することになりま

す。菖蒲小学校では、しょうぶ会館の事業に積極的に参加するよう呼び

かけをし、しょうぶ会館と菖蒲小学校で事業の連携を図っていきたいと

思います。 

結びに、暑い時期がこれから続きます、運営委員の皆様には季節柄、

ご自愛いただきますとともに、ご健勝とご活躍をご祈念いたしましてあ

いさつとさせていただきたいと思います。 
以上をもちまして、平成 28 年度 2 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８月９日 

  しょうぶ会館運営委員 高砂 光延 

                     

            しょうぶ会館運営委員 稲葉 義雄 

                      
（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。   
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