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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 28 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、本日の進行役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。 

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。 

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。しょうぶ会館の担当主査の上松純司でございます。同じく主任の

鈴木順子でございます。同じく主任の大塚俊雄でございます。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あいさつ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 
お忙しい中ありがとうございます。 

今年度最後の運営委員会となります。 

定例異動があり、小林支所長と上松担当主査の 2 人が異動すると聞い

ております。異動というものは、ご存知のように、行く先の期待と不安

の両極にあるものでございます。 

先日、越谷市役所の職員が来て、定年退職で再任用になると聞きまし

た。年金等の問題もあり、久喜市役所では 50 人近くが再任用になると

聞きました。春日部市役所では再任用のための面接まであると聞いてお

ります。定年が伸びない中で、今後非常に問題になってくるのではない

かと思っております。一方でこどもに保険をかけようという話も出てお

り、久喜市菖蒲地区でも少子高齢化が問題となってきております。統廃

合も進むのではないかという中で、やはり、子どもがいないと寂しいも

ので、今後子どもたちが自由に遊べる、学べる場所を小学校とお互いに

協力しながら考えていかないといけないのではないかと思います。また

同時に高齢者がどこへ行ったらいいのかという時代も来ております。し

ょうぶ会館という館は今後そういうことを考えていかなければならない

と思います。 

平成 29 年度の予算では、土地を買収し、交差点を整備し、モラージ

ュ菖蒲まで開通させるという予定でおります。圏央道も開通し、年々少

しずつ変わっていく中で、アメリカの大型店舗が果たして来るのかどう

かわかりませんが、菖蒲地区においては、そんなに急激に発展するわけ

ではないと思われます。しかし、そのような状況でもしょうぶ会館の 
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発 言 者 会議のてん末・概要 

ポピーまつりには色々なところから大勢来るようになって参りました。

昨年は、香港や宇都宮から等々、地元から来るよりも遠方から来る人が

多くなっております。そのような中で、ポピーまつりに来た人々が、吹

き流し等を見て、「ああ、いいことですね」と褒められることで張り合

いができることは子どもたちにとって有意義なことではないかと思いま

す。少しずつではありますが、反響が大きくなっているポピーまつりに

児童生徒が関われることは素晴らしいことであると私は考えておりま

す。 

 そのような中で、今後も館長を中心にしょうぶ会館の運営にしっかり

とあたっていただきますようお願い申し上げまして、あいさつに代えさ

せていただきます。本日は大変ご苦労さまです。  
事務局 ありがとうございました。 

4 月の運営委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。 

菖蒲総合支所長に会計管理者より齋藤正弘、人権推進課長に建設管理

課より保坂善彦、しょうぶ会館担当主査に菖蒲総合支所環境経済課より

平川敏雄が異動となります。 

続きまして、菖蒲総合支所長の小林弘よりごあいさつを申し上げま

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。 

菖蒲総合支所長の小林でございます。本日はご多用の中、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。 

日頃、運営委員の皆様には、しょうぶ会館の事業の円滑な推進にあた

り、ご指導ご協力を賜りまして、厚くお礼申し上げます。 

さて、年度末にあたり、委員の皆様には運営委員会でのご審議をはじ

め、ポピーまつりや農園事業など数々のしょうぶ会館事業にご指導ご協

力をいただきまして、重ねてお礼申し上げます。 

本日の運営委員会でございますが、平成 28年度の事業報告と今後の

事業の進め方につきまして、慎重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、よろしくご審議いただき、新年度からの事

業計画に反映できますよう、ご指導願いたいと存じます。 

また、今後の事業の進め方につきましては、平成 29 年度のポピーま

つりについてでございます。ポピーの開花は 5月でございますが、その

準備を円滑に進めていくために、本日の委員会でご審議願うものでござ

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

ーの花をご覧いただけることと思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

結びに、まだ寒い日が続きますが、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。 

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、樋口

道雄委員様と石井宏委員様にお願いいたします。 

会議録が完成次第、お二人の委員様にはご署名をお願いしたいと存じ
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発 言 者 会議のてん末・概要  ます。 

本日の資料の確認をしたいと思います。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 ページにつきましては、隣保館事業の実績報告でご

ざいます。5 ページと 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委員会の実績報告となっており

ます。8 ページにつきましては、月別利用者数一覧表の資料でございま

す。9 ページから 10 ページにつきましては、（2）今後の事業計画につ

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。 

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、水島

会長様に議長をお願いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

水島議長  それでは、議題(1)「平成 28年度事業報告について」上程します。 

 事務局に説明を求めます。 

 

事務局 
（上松担当主査）  議題 3(1)「平成 28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 28 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。 

◆隣保館事業について◆（平成 28年 4月から平成 29年 2月まで） 

隣保館事業につきまして、平成 28 年 4 月から平成 29 年 2 月までの実

績報告でございます。昨年 12 月の運営委員会で中間報告をさせていた

だきましたので、その後の人数の増加と、事業の中で増えた項目を中心

に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。 

「事業番号 1 番さわやかルーム事業」でございますが、4,204 人の参

加人数でございました。うち 11 月から 2 月までは 1,504 人の参加人数

でございました。成果といたしましては、参加所同士が楽しく歓談し、

交流を図ることができました。今後につきましても、利用者が楽しく参

加できるような内容を検討し、引き続き実施していきたいと考えており

ます。 

「事業番号 2 番足湯」でございますが、71 人の参加人数でございまし

た。うち 11 月から 2 月までは 23 人の参加人数でございました。毎週

月・水・金曜日に、各週代わりで温泉を楽しんでいただきました。課題

といたしましては、参加者を拡大できるような方法を検討し、楽しんで

いただけるよう考えていきたいと思います。 

「事業番号 3 番卓球」でございます。参加者数 2,392 人でございまし

た。うち 11 月から 2 月までは 881 人の参加人数でございました。毎週

月・水・金曜日の午前 10 時から 12 時まで、水曜日につきましては午後

3 時まで実施し、高齢の方を中心に卓球を楽しんでいただきました。引

き続き、利用者が気軽に楽しく参加できるように周知等を実施していき

たいと思います。 

「事業番号 4 番カラオケ」でございます。毎週火・水・木曜日の午前

10 時から午後 3時まで、さわやかルームで実施いたしました。1,189 人 
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発 言 者 会議のてん末・概要 

の参加人数でございました。うち 11 月から 2 月までの参加者は 431 人

でございました。カラオケをすることによってストレスを発散し参加者

同士の交流を図ることができましたが、課題といたしましては、カラオ

ケの新曲をできる限り増加して楽しんでいただけるよう検討したいと思

います。 

「事業番号 5 番さわやかサロン」でございます。毎月 4 回実施し、参

加者数につきましては 391 人でございました。うち、11 月から 2 月まで

の参加者は 156 人でございました。こちらにつきましは、しょうぶ会館

2 階のベランダのプランターで食材の一部を栽培いたしました。現在は

ほうれん草、小松菜、ラディッシュを栽培し、料理に提供することがで

きました。今後も季節の行事と合わせた献立を検討し、それに合わせた

野菜を栽培していきたいと考えております。 

 「事業番号 6 番ふれあい交流会・カラオケ交流会」「事業番号 7 番ふ

れあい交流会・懇親会」でございますが、参加者は 146 人でございまし

た。うち 12 月 16 日に実施したふれあい交流会につきましては 50 名の

参加者でございました。今後とも、カラオケ交流会につきましては、参

加者が気軽に楽しく参加できるような内容を検討し、また、懇親会につ

きましても季節に合わせた献立を考え、料理を楽しむと共に、歓談をし

ながら食事を楽しめるよう検討していきたいと考えております。 

 資料の 2ページをご覧ください。 

「事業番号 8 番」から「事業番号 10 番」につきましては 12 月の運営

委員会で説明済みでございますので割愛させていただきます。 

「事業番号 11 番しょうぶポピーまつり」でございますが、昨年 5 月 8

日から 6 月 4 日の 28 日間実施し、11,319 人の参加人数でございまし

た。うち 5 月 15 日のイベントでは 2,750 人の参加人数でございまし

た。これから「第 16 回ポピーまつり」を迎えますが、大勢の参加者を

お迎えできるように準備等をしたいと思います。また、昨年のように開

花前に強風によりポピーが倒れないよう工夫していきたいと思います。

今後も来場者が楽しめるように引き続き計画的に実施できるよう検討し

ていきたいと考えております。 

「事業番号 12 番自然ふれあい教室」でございますが、参加者は 177 人

でございました。うち 11 月と 2 月に実施したふれあい教室につきまし

ては 137 名の参加者でございました。子どもたちは普段触れることのな

い農園のかまどや囲炉裏を使い、火の大切さを学ぶことができました。

今後も料理を合わせて食育の大切さについて触れることを検討していき

たいと考えております。 

 「事業番号 13 番緑のカーテンづくり」でございますが、こちらにつ

きましては 150 人の参加人数でございました。うち、11 月からの参加者

は 18 人でございました。こちらにつきましては、ゴーヤ、ひょうた

ん、へちま等を植えて、これらが成長し緑のカーテンを作ることで暑さ

対策になることを教えると共に、ひょうたんを観察及び収穫をし、その

後工作したものを、菖蒲地区人権のつどいで展示いたしました。今後も

植える品種や工作内容を検討したいと考えております。 

 「事業番号 14 番」「事業番号 15 番」につきましては、12 月の運営委

員会で説明済みでございますので、割愛させていただきます。 

 お手元の資料 3ページをご覧ください。 

「事業番号 16 番」につきましては、12 月の運営委員会で説明済みで

ございますので、割愛させていただきます。 
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「事業番号 17 番さわやか講座（健康体操等）」でございますが、こ

ちらにつきましては 35 人の参加人数でございました。うち、2 月に実施

した講座の参加者は 25 人でございました。こちらにつきましては、会

館職員または菖蒲総合支所福祉課の職員を招いて、介護保険の話や、高

齢者を対象とした生前整理や安心ノートの作り方等の身近な話題をテー

マに実施いたしました。また、脳トレとして大人の塗り絵や数字のパズ

ルに挑戦するといった教室を実施いたしました。課題といたしまして

は、6 月以降 2 月までの実施時期や内容を早めに検討していきたいと思

います。 

「事業番号 18 番」から「事業番号 23 番」につきましては、12 月の運

営委員会で説明済みでございますので、割愛させていただきます。 

 ただし、「事業番号 20 番ふれあい交流会（県外視察）」につきまし

ては、昨年 10 月 3 日に山梨県笛吹市方面に行かせていただきました

が、今年につきましても、早めに検討し実施していきたいと思います。 

 お手元の資料 4ページをご覧ください。 

「事業番号 24 番ポピー種まき」でございます。こちらにつきまして

は 10 月 31 日、11 月 6 日にポピー種まきを実施せていただきました。現

在、ポピーは順調に成長しております。5 月 7 日のポピーまつりの開催

に向けて計画的に準備し、早めに着手していきたいと思います。ホワイ

トボードをご覧ください。ポピーまつりのポスターを作成いたしまし

た。併せてチラシも作成いたしました。3 月中に市内各公共施設等に周

知を図るために掲示・配架を依頼しております。今後は菖蒲地区内や近

隣の関係機関にポスター・チラシを配架いたしまして周知を図りたいと

考えております。 

「事業番号 25 番」から「事業番号 29 番」につきましては、12 月の運

営委員会で説明済みでございますので、割愛させていただきます。 

「事業番号 30 もちつき大会」でございます。こちらにつきましては

12 月 16 日には大人を対象に、12 月 23 日は子どもを対象に実施せてい

ただきました。昨年はノロウイルス等の感染症の問題がマスコミで取り

上げられていましたが、会館職員、中学生ボランティア、参加者に対し

て感染症予防のための手洗い・うがい・マスク着用を徹底することで、

感染者を出すことなく実施することができました。今後も安全対策を万

全にし、実施していきたいと思います。 

「事業番号 31番」につきましては、ご覧の通りでございます。 

「事業番号 32 番じゃがいも植え」でございます。こちらにつきまし

ては 2 月 25 日に小学生、大人、中学生ボランティアの協力を得まして

実施することができました。今回、植えた品種は、きたあかり、男爵、

インカのめざめ、グラウンドペチカです。今後、ポピーまつりの初日に

じゃがいも土寄せを、ポピーまつり最終日にじゃがいも収穫の計画、準

備をしていきたいと考えております。 

「事業番号 31番」につきましては、ご覧の通りでございます。 

「事業番号 58 番卓球教室」につきましては、今年度初めて実施した

事業でございます。こちらにつきましては、12 月 26 日、1 月 20 日、2

月 17 日の午後 7 時から午後 8 時 30 分までの間、小ホールまたはプレイ

ルームで、対象者はどなたでも、ただし小学生以下は保護者同伴ととい

った形で実施させていただきました。卓球を日中できない人に夜間でき

る時間を設け、初心者には簡単なルール等を教え、楽しくラリーができ

るようにすることを目的としております。回を重ねるごとに参加者が 
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増えてきておりますので、今後も参加者が参加しやすい時間等を検討

し、実施していきたいと考えております。 

 隣保館事業につきましては以上でございます。 

 

事務局 
（ 大 塚 主 任 ）  ◆児童館事業について◆（平成 28年 4月から平成 29年 2月まで） 

児童館事業につきまして、平成 28 年 4 月から平成 29 年 2 月までの実

績報告でございます。 

 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

とともに親子の触れ合いも深めました。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。 

 お手元の資料 5ページをご覧ください。 

「事業番号 35 番めばえ広場」でございますが、197 人の参加人数でご

ざいました。うち 11 月から 2 月までは 77 人の参加人数でございまし

た。 

「事業番号 36 番すくすく広場」でございますが、225 人の参加人数で

ございました。うち 11 月から 2 月までは 100 人の参加人数でございま

した。 

「事業番号 37 番絵本のへや」でございますが、176 人の参加人数でご

ざいました。うち 11 月から 2 月までは 102 人の参加人数でございまし

た。 

「事業番号 38 番ほほえみクラブ」でございますが、249 人の参加人数

でございました。うち 11 月から 2 月までは 84 人の参加人数でございま

した。 

「事業番号 39 番わくわくタイム」でございますが、226 人の参加人数

でございました。うち 11 月から 2 月までは 77 人の参加人数でございま

した。 

「事業番号 40 番親子でファイティング」でございますが、104 人の参

加人数でございました。うち 11 月から 2 月までは 36 人の参加人数でご

ざいました。 

「事業番号 41 番げんきタイム」でございますが、523 人の参加人数で

ございました。うち 11 月から 2 月までは 190 人の参加人数でございま

した。 

「事業番号 42 番」から「事業番号 43 番」につきましては、12 月の運

営委員会で説明済みでございますので、割愛させていただきます。 

続きまして、お手元の資料 6ページをご覧ください。 

「事業番号 44番」につきましては、ご覧の通りでございます。 

「事業番号 45 番長期休業中の子ども事業」でございますが、436 人の

参加人数でございました。うち冬休み分が 46 人の参加人数でございま

した。 

「事業番号 46番」につきましては、ご覧の通りでございます。 

「事業番号 47 番赤ちゃんとママの体操教室」でございますが、65 人

の参加人数でございました。うち 11 月は 13 人の参加人数でございまし

た。 

「事業番号 48 番秋の遠足」でございますが、11 月 14 日に実施いたし

ました。31 人の参加人数でございました。 

「事業番号 49 番クリスマスお楽しみ会」でございますが、12 月 17 日

に実施いたしました。80人の参加人数でございました。中学生ボランテ 
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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 50 番お正月あそび」でございますが、1 月 5 日に実施いた

しました。13人の参加人数でございました。 

「事業番号 51 番ゆうゆうプラザ」でございますが、1 月 14 日と 2 月

18 日に実施いたしました。46 人の参加人数でございました。菖蒲小学

校ゆうゆうプラザ実施委員と連携を図り、農園のかまど・いろりを活用

して火おこし体験を行ない、その後、すいとん等を食すことで日本伝統

の食事と生活体験を学習していただきました。 

児童館事業の説明につきましては、以上でございます。 

 

事務局 
（大八木主任） 

                   

◆人権教育推進事業について◆（平成 28 年 4 月から平成 29 年 2 月ま

で） 

人権教育推進事業について、平成 28 年 4 月から平成 29 年 2 月までの

実績報告でございます。 

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

目的に事業を実施いたしました。人権教育推進事業につきましては、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

指導のもとに実施いたしました。 

お手元の資料 7ページをご覧ください。 

「事業番号 53 番ふれあい教室」でございますが、67 回実施した中で

614 人の参加人数でございました。うち 11 月から 2 月までは 29 回の実

施で 266 人の参加人数でございました。 

「事業番号 54 番」から「事業番号 55 番」につきましては、12 月の運

営委員会で説明済みでございますので、割愛させていただきます。 

「事業番号 56 番アンサンブル教室」でございますが、93 人の参加人

数でございました。うち 11 月は 45人の参加人数でございました。 

「事業番号 57 番習字教室」でございますが、11 月に 2 回実施いたし

ました。19 人の参加人数でございました。 

 人権教育推進事業の説明については、以上でございます。  

 

事務局 
（上松担当主査）  ◆しょうぶ会館運営委員会◆ 

 続きまして、しょうぶ会館運営委員会につきまして、ご説明させてい

ただきます。 

 引き続き資料 7ページをご覧ください。 

 第 1 回運営委員会を 4 月 27 日に実施し、平成 28 年度事業計画及び事

業予算につきまして、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

業計画につきまして、審議していただきました。 

 第 3 回運営委員会を 12 月 7 日に実施し、委員委嘱式、正副会長の互

選について、及び事業中間報告及び今後の事業計画につきまして、審議

していただきました。 
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◆月別利用者数一覧表について◆ 

 続きまして、月別利用者数一覧表についてご説明させていただきま

す。 

 資料につきましては、8ページをご覧ください。 

 上段の表でございますが、こちらにつきましては 4 月から 2 月までの

①サークル活動、②隣保館事業、③児童館、④その他で集計を取り、そ

れぞれの合計を示しております。合計で 58,343 人の利用がございまし

た。前年度同時期が 53,497 人でございましたので、比較しますと約

5,000 人の増加となっております。 

 下段の表をご覧ください。③児童館の月別利用者数内訳となっており

ます。4 月から 2 月までの合計が 15,863 人、前年度同時期が 16,159 人

でございましたので、若干の減ではございますが、新規のママ友の利用

が増えておりますので、引き続きチラシやホームページを活用し、周知

を図りたいと思います。 

 月別利用者数一覧表の説明につきましては、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、委員の皆様に意見を出していただき

思います。ご意見ございますか。 

 

水島委員    月別利用者数一覧表についてですが、前年度同時期の報告となってい

ますが、それでは 11 か月分の報告となってしまいますよね。今後は、

口頭でも良いので前年度 4月から 3月までの報告もお願いします。 

 

事務局   はい。わかりました。次回の運営委員会で報告いたします。 

 

水島議長   他にご意見ございませんか。 

水島委員 「事業番号 58 番卓球教室」等で、プレイルームを利用したとのことで

すが、もっと有効活用できないのですか。 

 

事務局    プレイルームには冷暖房が入っていないため、夏場は蒸し暑く、冬場

は寒さが厳しいために利用しづらい状況でしたが、今後は利用方法を検

討したいと思います。 

 

水島委員   冷暖房を付ければ利用者の拡大につながるのですね。 

 

事務局   はい。プレイルームに冷暖房がつけば利用方法が増えると思います。

今後、会議や教室等、利用者人数の拡大につながるよう検討いたしま

す。 

 

水島委員   よろしくご検討お願いします。 

 今朝、新聞の折り込に久喜市の体育施設貸し出しについてのチラシが

入っていたのですが、指定管理されている公園については、どこに申し

込むのですか。例えば、森下公民館の部屋は森下公民館に申し込みます

よね。それでは森下のグラウンドについては指定管理者に申し込むとい

うことになるのでしょうか。 
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事務局   はい、そうなります。 

 

水島委員   それでは住民は不便ですね。学校では校庭の貸し出しを事業にあわせ

て計画的に行なっています。それなのに森下公民館は目の前のグラウン

ドを 3 か月前にならないと予約できないというなら、事業計画が難しい

のではないでしょうか。 

今後、菖蒲運動公園については、しょうぶ会館が貸し出すのですが、

そのような不便がないようにしていただきたいものです。 

 

事務局   はい、今後に向けて調整していきます。  
水島議長    では、よろしければ、今後のポピーまつり等のことについて説明を求

めます。よろしくおねがいします。 

 

事務局 
（上松担当主査）                                 

議題(2)今後の事業計画について 

 はい、それでは「今後の事業の日程ついて」につきまして、ご説明さ

せていただきます。 

資料につきましては 9 ページをご覧ください。 

◆「第 16回しょうぶポピーまつり」について◆ 

 まず始めに「第 16 回しょうぶポピーまつり」についてでございま

す。 

（1） 目的でございますが、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、本地域交流事業を実

施したいと存じます。 

（2） 開催期間でございますが、平成 29 年 5 月 7 日（日）から、6

月 3 日（土）までの 28 日間、午前 9 時から午後 4 時でござい

ます。イベントでございますが、平成 29 年 5 月 13 日（土）

午前 9 時から午後 3 時まで、開会式は午前 10 時でございま

す。 

（3） 期間中の目標参加人数はイベント日を含め 11,400 人でござい

ます。昨年の実績は 11,319 人でございました。 

 

（4） 花摘みにつきましては、5 月 7 日（日）から 12 日（金）まで

は、1 人花 5 本までで、13 日（日）からは、提供する袋に 1

人一袋までの摘み取りでございます。 

 

（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

アの協力で、朝とり新鮮野菜の販売を行なうものでございま

す。 

 

（6） 体制につきましては、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なうものでございます。ま

た、イベント（5 月 13 日（土））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なうものでご

ざいます。 
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続きまして、イベントについてご説明いたします。 

（1） 日時は、重複の説明となりますが、平成 29 年 5 月 13 日

（土）午前 9 時から午後 3 時まで、開会式は午前 10 時からで

ございます。 

（2） 目標参加人数は 2,800 人でございます。昨年の実績は 2,750

人でございました。 

（3） ポピーまつり全体のＰＲにつきましては、広報「くき」5 月 1

日号に掲載いたします。その他、久喜市のホームページでの

掲載や、各旅行会社からホームページの掲載依頼があります

ので、逐次情報提供して周知を図っていきます。 

・ポスターの配布掲出は 130 枚を目標に配布（実績 127 枚） 

・公共機関等へのチラシ配布は 600 枚を目標に配布（実績 600 枚） 

・菖蒲地区内の小・中学校等への配布は 2,200 枚を目標に配布（実 

績 2,170 枚） 

・チラシの菖蒲地区回覧は 4 月 27 日に区長に依頼する形で 1,120

枚を目標に配布（実績 1,117 枚） 

・関係各所へのチラシ配布は 2,800 枚を目標に配布（実績 2,728

枚） 

以上のように周知を図ります。 

引き続き資料 10 ページをご覧ください。 

（4） 式典での主な内容について、ご説明いたします。 

 ・赤飯は 2,200 食を目標に用意（実績 2,252 食） 

 ・豚汁は 2,000 食を目標に用意（実績 2,065 食） 

 ・つきたて餅は 11 臼を目標に用意（実績 11 臼） 

 ・甘酒コーナーは 400 杯を目標に用意（実績 360 杯） 

 （久喜市の寒梅酒造の酒粕を使用） 

 ・ポン菓子は 500 杯を目標に用意（実績 500 枚） 

 ・花摘みのはさみ貸し等 

・朝とり新鮮野菜の販売 

・お魚つかみ取りコーナー 

・先着 200 名様にスナップ写真サービス 

・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）が制作した

布を付けたペットボトルロケットの打ち上げを実施します。4 月

に入りましたら各校に制作の依頼をいたします。 

・吹き流しの掲出につきましても実施しますので、各校に制作の依

頼をいたします。 

ポピーまつりにつきましては、以上でございます。 

 

水島委員  ポピーまつりのイベントについて、目標参加人数が実績を上回る

2,800 人としておきながら、赤飯と豚汁については実績より少なく設定

しているのは、おかしいですね。参加人数が増えたのなら、赤飯と豚汁

についても増やすべきだと考えるのですが、いかがでしょうか。 

 

事務局 
 

すみません。訂正をお願いします。目標につきまして、赤飯は 2,300

食、豚汁は 2,100 食を目標ということで訂正をお願いします。  
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水島議長 よろしいですか。次に、ふれあい交流会について説明をお願いしま

す。 

 

事務局 
（上松担当主査）  ◆ふれあい交流会について◆ 

 はい。「ふれあい交流会」について説明いたします。 

 （1）目的でございますが、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るた

め、実施したいと存じます。 

 （2）日時につきましては、平成 29 年 4 月 6 日（木）開催でございま

す。①カラオケ午前の部が午前 10 時から開始し 11 時 20 分まで、午後

の部が 12 時 30 分の開始となっております。②懇親会につきましては、

午前 11 時 30 分開始となっております。 

 

◆（仮称）菖蒲運動公園メイングラウンドの貸出について◆ 

 続きまして、（仮称）菖蒲運動公園メイングラウンドの貸出につい

て、説明いたします。 

（1） 利用開始日につきましては、平成 29 年 5 月 1 日（月）からと

なっております。 

（2） 利用時間につきましては、午前の部が 8 時 30 分から 12 時 30

分まで、午後の部が 13時から 17 時までとなっております。 

（3） 利用料金につきましては、無料となっております。これは、

現時点での利用料金となっております。 

（4） 予約先でございますが、しょうぶ会館の窓口にて直接申込を

受付けます。申込開始日は、平成 29 年 4 月 17 日（月）から

でございます。こちらにつきましては、改めて広報誌等で周

知させていただきます。 

メイングラウンドにつきましては、大人用のサッカーゴールやフッサ

ルゴール等が置いてあります。また、陸上ができるトラックがありま

す。 

グラウンドにつきましては、各種陸上競技、サッカー、フットサル、

グラウンドゴルフ等の利用になります。野球、ソフトボール等には利用

できません。なお、今後は公園緑地課と連携を図りながら進めていく形

でございます。 

 説明につきましては、以上でございます。 

 

木村委員    グラウンドの貸出についてですが、個人で借りられるのかどうか、団

体でないと借りられないのか、そもそも利用団体とはどういうものなの

かを事前に協議しておいたほうがいいと思います。 

 設置条例等はどうなっているのですか。 

 

事務局    運動公園自体が完成していないため、設置条例がない状態です。その

ため、料金も無料となっております。現在、他の施設も参考にしなが

ら、調整していきたいと思います。 

 

水島議長  よろしいですか。それでは、議題は全て終わりました。これで議長の

任を降ろさせていただきます。 
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事務局  貴重なご意見をありがとうございました。 

これからも、運営委員の皆様のお力添えをいただきながら、進めさせ

ていただきたいと思います。 

 閉会にあたりまして、高砂副会長に、閉会のごあいさつをお願いいた

します。 

高砂副会長 高砂副会長あいさつ 
 平成 28 年度もわずかとなりましたが、皆様のご協力をいただきまし

て、無事委員会が終了いたしました。新たに平成 29 年度がスタートい

たしますが、引き続きこれからも、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、平成 28 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。 

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 29 年 4 月 20 日 

  しょうぶ会館運営委員 樋口 道雄 
 

                     

            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。 

      

 


