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会 議 概 要 

会 議 の 名 称  平成２９年度 第３回久喜市野久喜集会所運営委員会 

開 催 年 月 日  平成２９年９月１３日（水） 

開 始 ・ 終 了 時 刻  １０：００～１１：０６ 

開 催 場 所  久喜市野久喜集会所 ホール 

議 長 氏 名  武井宣明 

出 席 委 員 (者) 氏 名 
黒須一男、髙橋二郎、武井宣明、武井正之、巽陸司、 

中里厚子、細川宏、穂村憲久、宮内征枝、村田文雄 

欠 席 委 員 (者) 氏 名   武井逸郎、渡邊仁 

説 明 者 の 職 氏 名 

生涯学習課課長補佐兼人権教育係長 大野実 

教育委員会久喜分室担当主査 鈴木功 

社会教育指導員 武井正博 

事 務 局 職 員 職 氏 名 

生涯学習課長 海老島正純 

生涯学習課課長補佐兼人権教育係長 大野実 

生涯学習課主事 小出愛夏 

教育委員会久喜分室担当主査 鈴木功 

社会教育指導員 武井正博 

会 議 次 第 

 1 開会 

 2  あいさつ 

3 議事 

   (1) 集会所まつり（そば会・作品展）について 

  (2) 子どもの集いについて 

  (3) 中学生との交流会について 

（4）交流事業について 

 （5）その他 

4 閉会 

配 布 資 料 
・会議次第 

・会議資料 

会議の公開又は非公開 公開 

傍 聴 人 数  ０人 



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（大野） 皆さん、こんにちは。本日は、お忙しい中ご出席いただきまして

ありがとうございます。定刻になりましたので、第３回野久喜集会

所運営委員会を開会させていただきます。 

私は、本日の進行を務めさせていただきます生涯学習課人権教育

係の大野と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

はじめに、本日の配布資料の確認をさせていただきます。 

本日の会議次第、資料としまして、１ページから１６ページまで

あります左側ホチキス止めの資料の一式でございます。 

不足しているものがございましたら恐れ入りますが事務局までお

申し出ください。 

それでは、次第に従い会議を進めてまいります。 

はじめに、武井委員長様からごあいさつをいただきたいと思いま

す。武井委員長様よろしくお願いいたします。 

武井委員長 みなさんこんにちは。本日は、お忙しい中、集会所運営委員会に

ご出席いただきましてありがとうございます。 

本日は、「集会所まつり」この集会所でもっとも大切な事業であ

ります。それについてご審議をいただきます。 

このメンバーで去年集会所まつりを経験しています。よりおいし

いそばを目指して、さらに１日楽しく過ごしていただけるように十

分なご審議をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

事務局（大野） ありがとうございました。 

続きまして、久喜市教育委員会生涯学習課海老島課長よりごあい

さつを申し上げます。 

生涯学習課長 皆さん、こんにちは。生涯学習課の海老島です。日頃、武井委員

長様をはじめ、運営委員の皆様には、集会所の円滑な運営のために

事業計画から実施までご尽力いただきありがとうございます。 

私も過日開催されました「のど自慢大会」では、和やかな雰囲気

の中一曲歌わせていただきまして本当に楽しめたと思っておりま

す。本当にありがとうございました。 

また、本市の人権教育、生涯学習の推進にあたりまして、ご支援

をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。 

先ほど委員長様からもございましたが、本日は、大きい事業でご

ざいます「集会所まつり」をはじめ、議事がございますのでご審議

いただきたいと思います。 

引き続き、皆様のお力添えを賜りたいと存じますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

結びに、皆様のご健勝とご活躍をご祈念申し上げまして、簡単で

はございますがごあいさつとさせていただきます。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 



事務局（大野） ありがとうございました。 

続きまして次第の３、議事に入りたいと思います。 

議事の進行につきましては、久喜市教育集会所運営委員会条例第

6条第2項の規定によりまして、武井委員長様にお願いいたします。 

武井委員長 それでは、皆様方のご協力をいただきまして、議長を務めさせ

ていただきます。 

本日の議事録署名委員の指名でございますが、委員長の他に名

簿順に１名となっております。前回は、穂村委員にお願いいたし

ましたので、名簿順に宮内征枝委員にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

それでは議事の（１）「集会所まつり（そば会・作品展）につい

て」を議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

事務局（鈴木） 〔集会所まつり（そば会・作品展）について説明〕 

武井委員長 ありがとうございました。それでは、集会所まつり（そば会・作

品展）について、ご質問、ご意見等をお願いしたいと思います。 

武井正之委員 40区ですけれども、協力者依頼について、各区選出2名で4区あり

ますから計8名です。それと、区枠外推薦というのは、40区という

ことですか。 

事務局（鈴木） 他の区におきましても、区選出以外に協力者がいらっしゃれば、

推薦をお願いしています。 

武井正之委員 そば打ちを去年初めて経験させてもらって、１つは皆さんとのコ

ミュニケーション、それが目的の１番に入るのかなと思っています

が実際に食べて「おいしい」というものではなかったです。 

うどんでもそばでも一晩寝かせるのではないですか。知人が加須

におりまして、うどん玉を買ってくると言っていました。うどん玉

を買ってくるのも１つの考え方ではないでしょうか。 

事務局（鈴木） 基本的に作るところからというのもコミュニケーションの１つか

なと私も思います。その辺、皆さんでうまくやれればなと思ってお

ります。購入してということだとどうなのかと考えております。 

事務局（武井） 前日に作って寝かせる方法もあります。 

宮内征枝委員 おばあちゃんに聞いたら、おそばは寝かせてはいけないらしいで

す。おうどんの場合は、朝こねて夕方打っていました。 

髙橋二郎委員 実際は、一緒になってわいわい騒ぎながら作ったほうが良いので

はないですか。 

事務局（武井）  できれば、前日の夕方にこねてグルテンを出して、冷蔵庫におい

て一晩置けば確かにうどん自体の味は上がると思います。 

今年度は、先におうどんの玉を作って、その玉を作った後におそ

ばを作ってもらう。うどんの玉を少し寝かせる。大体30分から１時

間寝かせればいいと言われています。 

そんな形をとれば、少し武井委員さんのご希望に添えるかなと思

います。 

黒須一男委員 今までもそうでした。うどんを先にこねていました。 

事務局（武井） 加須で販売しているのは知っていますが、そこまでやってしまう

と、それだったたら生麺を買ってきてゆでたほうがいいのではない

かとなってしまいます。それはちょっと趣旨が違うと思います。 

黒須委員さんのご意見のとおり、先にうどん玉を作って、そのあ



と寝かせるという形を今年はとりたいと思いますのでご了承いただ

きたいと思います。 

武井委員長 他に何かございますか。 

髙橋二郎委員 日程が変更になっています。何か、変更部分をちょっと強調する

ように太字か何かにしたほうが良いのではないでしょうか。 

事務局（武井） わかりました。皆さんに配布するチラシを修正させていただきま

す。 

髙橋二郎委員 ちょっと変えてもらって、強調してもらえればと思います。土曜

日だから、多分参加する人が増えると思います。 

武井正之委員 これは以前からわかっていたのですか。 

事務局（鈴木） 以前からではなくて、集会所まつりの実施日に女性議会が開催さ

れることがわかりました。事業的には実施は可能ですが来賓が誰も

来られないということになります。 

そば会を実施するにあたって、来賓が来られないということで委

員長とも相談の上、日程を変更して提案させていただきました。 

生涯学習課長 日程変更については、本当に申し訳ありませんでした。 

武井委員長 他にありますか。懇親会の司会進行について、この前、のど自慢

の時にそば会も同じ人が担当すると決めたのではないですか。 

 何か変更した理由があるのですか。去年決めたのは、のど自慢の

司会進行とそば会の懇親会の司会進行は同じ区長にお願いすると決

まっていたのですが。 

事務局（鈴木） 申し訳ございません。順番で回っていくという認識を持ってい

た。 

武井委員長 今回は、細川区長41区ということでお願いします。両方一緒にや

るということになっています。 

 それからもう１つ、釜揚げ担当の区は42区でお願いします。 

武井正之委員 去年、いろんな人がやっていました。 

武井委員長 担当区は早く来て準備をする必要があるためそれを区で１年ごと

に交代しているのです。それで、その区が責任をもって火をつけた

り燃やしたりする。 

揚げた後が大変なのです。水洗いの数が多い。それで順番にお願

いしているわけなのです。そこまでは書いていないが確認しておき

たいということで42区ということでお願いします。他にございます

か。 

黒須一男委員 水洗いは、女性が2人くらいで今までやっていました。 

武井委員長 その水洗いをする人は、各区の協力者で各区2名です。その人が

協力者をお願いするときに、たとえば42区だったら、そういう仕事

がありますと了解をとってやらないとならない。今までそのように

やってきたわけです。長靴を履いてきてもらっていました。 

中里厚子委員 21日午前中はどうしても会議がありまして、お手伝いができない

です。午後は来られると思います。 

誰か女性１人お手伝い来ていただけますか。 

宮内委員 大丈夫です。 

宮内征枝委員 めんつゆは、1本でも余っていたような感じです。以前は2本用意



しました。それで2本のうち小さいもの１本用意しましたが、その

小さいのも去年は使わなかったです。多分１本で、私は間に合うと

思います。 

事務局（鈴木） 今回、土曜日開催になります。人数が増えるという可能性はどう

でしょうか。 

宮内征枝委員 土曜日開催の時は参加者が多かったですよね。土曜日のときは何

にもなくなってしまったという感じのときもありました。何にもな

くなってしまったというのは大げさですけど、いつも残るのがな

かったです。やはりこのままのほうがいいかもしれない。 

武井委員長 何人出席したかは、記録がありますか。 

事務局（武井） 実際のところを見ますと、45人前後がおそばだけですね。その他

に若干何名か来ましたので大体50人をきるくらいです。次の日の作

品展に来た参加者を入れて70人ぐらいです。 

今回につきましても、計算するとうどん粉が8kg使いますので、

大体80人分くらいは可能です。そばについても、8kgですので、大

体70から80人分ができます。去年も宮内委員さんやってもらったの

ですけど、最後は少しあまりました。 

ですから、粉の量は同じで、もし10人、15人増えても大丈夫では

いかと思います。 

宮内征枝委員 15人くらいは大丈夫ですね。 

事務局（武井） 大丈夫だと思います。80人分くらいの食材料にはなると思ってお

ります。ただ、手で分けますのでぴったり80人というわけにはいか

ないので、大体そのくらいの数かなと思っています。 

そばとおうどんで、１人前ずつ作っていますので多いですよね。

2人前を出しているのです。1.5人前にすれば、それでも多いのです

けども、90人分は出来ると思います。 

宮内征枝委員 かなりありますよね。私も食べるほうだけど、あれ全部は食べき

れないです。 

細川宏委員 去年釜揚げにいたのですけど、大体この量で時間ぎりぎりです。 

事務局（武井） 宮内委員さんと相談しながら、少しずつ減っていくという形にし

たい。 

黒須一男委員 釜炊きと釜揚げで女性4人は必要です。協力者は１区で2人です

か。 

宮内征枝委員 その他に打つ人が40区でほかに3人です。 

黒須一男委員 そば打ちも全体で8人くらいいないと。この選出方法ですけど

も、協力者の中から、どういうふうにやるのか段取りもあるのであ

る程度協力者名簿もこういうことができるとかを参考にして決めて

いかないといけない。例えば今まで、40区はどのような形で選出し

ていたのですか。 

武井正之委員 40区は5人出しています。そばを打てる人が3名、あと、お手伝い

する人が2名です。 

武井委員長 そば打ちのうまい人、出来る人が40区に今までずっといらしたか

らお願いしていたのです。 

髙橋二郎委員 釜戸の所は、あがった物をやる女性2人が完全に付きっきりに

なってしまいます。そして火を燃やすところに、火をやる人と、あ



げる人と、最低3人から4人は必要です。あそこだけ6人ぐらい必要

です。ただ、委員の方が集まってきて、やってくれるけどもある程

度決めてもらったほうが楽だと思います。 

武井正之委員 洗う所は狭いから、2人くらいまでですよ。それ以上いても場所

がないです。 

髙橋二郎委員 女性2人が専属になってしまいます。僕も3年前からやっています

けれど、ここも3、4人は必要です。運営委員の中から入ってもらえ

ば良いのですが。その辺を決めておくなどしないと。 

事務局（鈴木） 名簿の提出があった時点で、割り振りをしておくということです

か。 

髙橋二郎委員 いえ、この名簿の男の人は使えないと思います。女性は2名入れ

ると9名残りますよ。9名を打つ人と中のほうとで分けてもらってや

るしかないです。それ以外に、釜の火を燃やす係、湯であがっため

んをあげる係、それを入れて3、4名はいると思います。 

それは多分、協力者以外の人が大変なのでやっているのですよ

ね。誰かっていうのが決まってないから、決めてもらったほうが良

いと思います。 

例えば、運営委員さんに入ってくださいよとか。41区は司会やる

からだめだとか。決めてもらったほうが良いと思います。 

黒須一男委員 調理は何名くらい必要ですか。 

宮内征枝委員 4名いれば大丈夫です。去年は武井先生が準備をしておいてくれ

たのです。8時になって始まるのですけど、準備がやってあったの

ですごいスムーズでした。だから天ぷらは、4名いれば大丈夫で

す。 

黒須一男委員 大丈夫ですか。先生。 

宮内征枝委員 今年もやっておいてくださいますか。前の日、私、お手伝い来ま

すから。 

事務局（武井） 大丈夫です。 

武井委員長 前日、事務局がそば打ち道具等を全部熱湯消毒していただいてい

るから朝すぐに取りかかれるのです。 

武井正之委員 今年は、いつも打っている方にお願いしているのも、打っている

方も大変なので今年は募集しようと思っています。それでいなけれ

ば、お願いにいきたいと思います。 

いつもお願いして方には、引き受けていただいてありがたいので

すけれども、ただそうなると、決まった人っていうことになってし

まいます。 

この趣旨である皆さんとのコミュニケーション、私はそば打ちに

自信があるからっていう人はやってもらうと。いなければしょうが

ない、お願いしに行くしかないのですけども。そういう形を今年は

取ろうかなと思っています。 

髙橋二郎委員 これでいくと協力者11名で、釜揚げ2名が決まってしまうからそ

れであと中で4名でしょう。そうするとこれで6名です。打つ人は5

名しかいないのです。だから打つ人を黒須さんみたいにできる人を

リーダーにお願いして、そこで切る人とこねる人で8名移ってもら

う。実際、今これだと、協力者の11名の中だと5名しかまわらな

い。 



黒須一男委員 そば打ちの講習会に参加した人なんかも一応参考にね。 

武井正之委員 担当を正確に決めなくても、人数がいるのだから、また、広いと

ころでもないのだからちょっと手を貸してもらえればいいことで、

役割をきちっと決めなくてもある程度決まっていれば良いのではな

いですか。 

髙橋二郎委員 大体決めておいて、朝ミーティングの時に多少の指示はしてあげ

ないと。中の配膳がいるでしょう。 

宮内征枝委員 天ぷらを揚げた人たちが運んでいます。 

武井委員長 今の結論は、髙橋委員から、担当者を決定しておいたらとのご意

見がありました。協議の結果、特別決めなくても、その日の流れ

で、移動していただくということでよろしいですか。 

そのように進めさせていただきます。他にございますか。ご質問

がないようですので、議事（２）の「子どもの集い」を議題といた

します。 

事務局の説明をよろしくお願いいたします。 

事務局（鈴木） 〔子どもの集いについて説明〕 

武井委員長 只今の事務局から説明につきましてご質問等がありましたらお願

いいたします。 

よろしいですか。続きまして（３）の「中学生との交流会につい

て」を議題といたします。 

事務局の説明をよろしくお願いいたします。 

事務局（鈴木） 〔中学生との交流会について説明〕 

武井委員長 ありがとうございました。質問等ありますか。 

子どもの集い、それから中学生との交流会について、太東中の村

田先生、何かございますか。 

村田文雄委員 今のところここにあるように、３つの部活、吹奏楽部と演劇部と

美術部が予定をしています。11月の子どもの集いもお世話になりま

すのでよろしくお願いします。 

武井委員長 太東中の生徒の方が、子どもの集いと中学生との交流会の2回出

るようになります。その辺は大丈夫なのですか。 

村田文雄委員 時期がくっついてはいないので、若干内容等を変えながら実施し

たいと考えています。3つの部活で60分なのでその内訳は、学校の

ほうでバランスとっていきます。 

演劇が、時間がかかりますが、おかげさまで今回は全国大会に出

ました。1月に開催されるということは、部活としてはちょうど3月

に大会がある予定なので、その前に少しでも披露できればというこ

とです。また、60分の中身につきましては持ち帰って検討したいと

思います。 

武井正之委員 子どもの集いは、小学生の発表はないのですか。 

事務局（鈴木） どちらかというと小学生は、見ていただくという形になっており

ます。 

武井委員長 よろしいですか。では、続きまして、（４）の「交流事業につい

て」を議題といたします。 

事務局の説明をよろしくお願いいたします。 



事務局（鈴木） 〔交流事業について説明〕 

武井委員長 ありがとうございます。交流事業につきまして、ご質問、ご意見

等ありましたらお願いします。 

 質問がないようですので、議事の（５）その他に移りたいと思い

ます。何かございますか。 

事務局より何かございますか。 

事務局（鈴木） 〔寄せ植え教室、移動学習会、防災教室、人権学習講座、草取りに

ついて説明〕 

事務局（大野） 〔第3回ＰＴＡ人権教育研修会について説明〕 

武井委員長 ありがとうございました。事務局は以上ですか。全体を通しまし

て、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

ないようでしたら、以上を持ちまして議事を終了いたします。進

行を司会と交代させていただきたいと思います。 

ご協力ありがとうございました。 

事務局（大野） ありがとうございました。それでは閉会にあたり、黒須副委員長

様より閉会の言葉をいただきます。 

黒須副委員長 どうも、お疲れ様でした。只今、第3回野久喜集会所運営委員会

が行われまして議事の1番から5番までご審議をいただきました。 

最初のそば会・作品展について、全力投球して参りたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

本日はお疲れ様でした。 

 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１０月 ５ 日   

    委 員 長  武 井 宣 明  

    署名委員  宮 内 征 枝  

 

(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。 


