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様式第３号（第７条関係） 

 

会  議  録 

 

 １ 附属機関の会議の名称 水戸市新荘市民センター運営審議会 

 

 ２ 開催日時 平成28年２月15日（月） 午後１時30分から午後２時45分まで 

 

 ３ 開催場所 水戸市新荘市民センター 大会議室 

 

 ４ 出席した者の氏名 

  （１）委  員  青木   實，川又 一郎，仙波 正之，中村 恵美子， 

           仁平 良治，袴塚 禮子 

  （２）執行機関  高林 誠也，三宅 晴美 

  （３）その他 

 

 ５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）平成 27 年度新荘市民センター事業報告について(公開) 

  （２）平成 27 年度新荘市民センター利用状況について(公開) 

  （３）平成 28 年度新荘市民センター定期講座について(公開) 

  （４）その他(公開) 

 

 ６ 非公開の理由 

 

 ７ 傍聴人の数 ０名 

 

 ８ 会議資料の名称 平成27年度第２回水戸市新荘市民センター運営審議会 

 

 ９ 発言の内容 

執行機関  定刻となりましたので，ただ今から平成 27 年度第２回水戸市新荘市民センタ

ー運営審議会を開催いたします。 

        それでは，市民センター条例第 12 条第１項の規定に基づき  会長に議事の

進行をお願いいたします。 

会  長  皆さん，こんにちは。 
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          本日は，お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

        資料に基づき，事務局から説明を受けながら会議を進めてまいりますので，御

意見をお願いいたします。 

         最初に，本日の会議録署名人を私のほうから指名します。 

           委員と  委員に会議録署名人をお願いしたいと存じます。 

両 委 員  はい。 

会  長  よろしくお願いいたします。 

         それでは，早速，議事に入りたいと思います。 

         本日の会議の進行の仕方ですが，事務局から提案された議題が３件ございます。

１件ごとに事務局から説明を受け，それぞれ御意見・御質問を頂きたいと思いま

す。最初に議題（１）平成 27 年度事業報告について事務局から説明願います。 

執行機関   資料１ページから２ページに27年度事業として14の事業を掲載しております。

資料の順番に説明します。 

            資料１ページを御覧ください。最初に定期講座から説明します。教室２講座，

クラブ38講座，合計40講座で５月から３月までの開催です。 

11月には定期講座の受講生を対象に群馬方面への移動学習を実施しました。 

２月18日には定期講座受講生を対象に救命講習会を予定しております。現在の

ところ29名の申込みがあります。 

また，10月から３月までの間，山野草，絵手紙，刺しゅう，手まり，書道，ペ

ン習字の各講座が交替で，常陽銀行末広町支店にて作品展示会を開催しておりま

す。 

次に少年少女教室について説明します。エコクラブは，新荘地区の小学生を対

象に５月から３月まで月２回ずつ開催します。自分達が暮らしている地域の中で

自然環境の学習をしております。 

      次に女性学級について説明します。女性学級は，５月から11月までの間５回に

分けて開催しました。４回目が福島方面への移動学習でした。片岡鶴太郎美術館

と旧堀切邸を見学しました。 

     次に高齢者学級について説明します。６月から11月まで毎月１回ずつ開催しま

した。高齢者学級は全６回のうち４回目が東京方面への移動学習で，江戸東京博

物館を見学しました。 

     次に新荘夏まつりについて説明します。７月26日の日曜日に新荘小学校の校庭

にて開催しました。模擬店，ゲームコーナー，アトラクション等たくさんの方に

おいでいただき，賑わいの下，地域間の交流が図られました。 

     続いて資料２ページを御覧ください。 
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     夏休み子ども教室は，新荘地区の小学生を対象に８月４日に親子料理教室を，

８月20日・21日に絵画教室を開催しました。親子料理教室は新荘地区の食生活改

善推進員を講師に迎えて14組の親子が参加しました。絵画教室は午前の部と午後

の部に分けて２日間開催しました。29名が参加しました。 

     市民運動会は，10月11日の日曜日に開催しました。雨のため途中での中断はあ

りましたが，予定しておりました21種目を全て実施しました。 

     次に子育て学習講座について説明します。平成28年度の新入学児童の健康診断

時に併せて，新荘小学校を会場に開催しました。新入学児童の保護者が対象で，

家庭教育の在り方について学習しました。 

     次に新荘地区歩く会について説明します。昨年度は常陸太田でしたが，今年度

は地元の水戸ロマンチックゾーン約５kmを歩きました。あいにく雨交じりの天候

でしたが97名が参加し，昼食は市民センターにてスポーツレクリエーション部員

によるお手製のカレーライスが振る舞われました。 

     次にかるた大会について説明します。１月24日の日曜日に新荘地区の小学生を対

象に開催しました。１チーム３人編成で低学年の部２チーム，高学年の部４チーム

が出場しました。本大会は２月27日に開催される水戸市の中央大会の予選を兼ねて

おり，各々の上位２チームが中央大会に出場します。 

     次に防災研修会について説明します。地区会との共催事業で２年に１回開催し

ております。今年度は東日本大震災の被災地であります福島県いわき市への移動

学習です。午前中は小学校の校庭の一角に建設した仮設店舗の浜風商店街を見学

し，午後は国宝白水阿弥陀堂を見学しました。地区内の43名の方が参加しました。 

     次にユニカール大会について説明します。本事業も地区会との共催事業で毎年

開催しております。市民センターホールにて昨日開催し42名が参加しました。 

     次に新荘ふれあいまつりについて説明します。今年は３月６日の日曜日に開催

します。定期講座の受講生及び市民センター利用団体の皆さんによる発表会やバ

ザーと模擬店等，たくさんの方に御来場いただき，賑わいのあるまつりにしたい

と思っております。 

     次に教養講座の移動学習について説明します。新荘地区の住民が対象で３月９

日の水曜日に実施します。昨年10月にオープンした行方市のやきいもミュージア

ムを見学します。募集人員43名のところ現在42名の方が申し込まれております。 

     平成27年度の事業につきましては以上でございます。 

会  長  ただ今，事務局から平成27年度の事業について説明がありましたが，御意見

御質問等ございますか。 

会  長  常陽銀行で定期講座の作品展示会を開催していますが，市民センターでも開
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催したらどうですか。 

  委員  図書室の隅に定期講座の常設の展示コーナーを設けてもらおうかと思ってい

たが，図書室にコミュニティルームができたので常設コーナーを設置する場所

がなくなってしまった。 

  委員  銀行での作品展示会は，銀行に用事のない一般の人はわざわざ見に行かない

と思います。やはり市民センターでの開催が一番良いと思います。 

  委員  市民センターで開催することによって，作品展を見て定期講座に新たに入る

人もいるのではないでしょうか。 

執行機関  定期講座の作品展示会については，「常陽銀行だけでなく市民センター内でも

開催しましょう。」ということで，今，定期講座連絡協議会の中で話し合ってい

るところです。会議室を一週間くらい貸し切って開催する計画がありましたが，

各クラブの作品の完成時期等で開催時期の調整が難航しました。また，「市民セ

ンターの一角に定期講座の展示コーナーを設けて年間を通して交替で展示しま

しょう。」という意見もありましたが，夜間休日等は，部屋を使用している場合，

玄関の鍵が開いており外部の人も出入りできるため作品の盗難の懸念もあり展

示会の開催に至っておりません。いずれにしましても早急に展示会の計画を策

定し，来年度は常陽銀行に加えて市民センターでも定期講座の作品展示会を開

催したいと思います。 

会  長  定期講座の受講生を対象にした救命講習会は，各クラブの会長が参加してい

るのですか。 

執行機関  救命講習会を開催して今年で３年目になります。各クラブから１名の参加を

お願いしているところです。最初の年は会長さんが参加しているクラブが多か

ったのですが，今は各クラブとも会長さん以外の方が参加しております。より

多くの人に受講していただけるよう来年度以降も続けていきたいと思います。 

会  長    委員が講師を務めている子どもエコクラブは人数が増えていますか。 

  委員  以前は48名いたことがありましたが，今は24名で適正な人数です。 

執行機関  皆様に御報告しておきますが，このたび新荘のエコクラブが県の代表となり

全国大会に出場することに決まりました。 

  委員  壁新聞の部に応募したところ県の代表になりました。 

会  長  他にありませんか。 

  委員  市民運動会は午前中雨が強かったが，校庭が芝生のおかげで競技を続けるこ

とができました。グランドの水はけの良さも手伝い，砂をまきながら最後まで

競技を行うことができて良かったと思います。ただ，お一人大けがをされた方

がいたのが残念です。その後具合はいかかですか。 



 - 5 - 

執行機関  足首を骨折し通院により治療していましたが，先日ギブスが取れて仕事に復

帰しました。今後リハビリを続け４月には完治する見込みです。 

会  長  他にありませんか。 

  委員  市民運動会の開会式の際，人が少ないのですが何か良い方法はないですか。

開会式への参加人数も町内会の得点の対象にしたらどうでしょうか。 

会  長  入場行進の時に人数の多い町内に点数をあげればいいですね。 

会  長  他にありませんか。 

  委員  今回の歩く会は良かったですね。水戸のロマンチックゾーンを歩いたが，わ

ざわざバス代をかけて市外に行くこともないですね。市内にも良いコースがあ

りますから。 

会  長  来年度も市内のコースを計画しており，千波湖周辺を歩くようですね。 

  委員  歩く会は開催する時期が決まっているのですか。 

執行機関  毎年11月の中旬の日曜日に開催しております。今年度は11月15日が日曜日で

したが，七五三とぶつかったため１週前の11月８日の日曜日に開催しました。 

  委員  土曜日に開催すれば，エコクラブも便乗できるのですが。 

執行機関  新荘地区は，土曜日もお仕事をしている人が多いので，地区の行事は日曜日

に集中しております。 

会  長  他に御意見ありませんか。ないようでしたら，続いて議題（２）平成 27年度

市民センター利用状況について，事務局から説明願います。 

執行機関  それでは，平成 27 年度市民センターの利用状況について説明します。資料の

３ページを御覧ください。市民センターの利用状況を使用者区分ごとに表した

ものです。数字は平成 27 年４月から平成 28 年１月までのものです。前年度合

計欄も今年度と比較できるよう４月分から１月分までとなっております。27 年

度の利用は，前年度と比較して件数で７％減，利用者数で１％の増加となって

おります。 

      続いて，資料の４ページを御覧ください。市民センター利用状況を部屋ごと

に表したものです。３ページ同様，年度の合計欄は４月から１月までの分とな

っております。 

      続いて，資料の５ページを御覧ください。新荘市民センターでの電送窓口の

取扱件数を証明書ごとに表したものです。こちらも今年度前年度とも合計欄は

４月から１月までの分になります。27 年度の電送窓口の取扱件数は前年度と比

べて証明書全体で５％ほど増えております。 

平成 27 年度の利用状況につきましては以上でございます。 

会  長  ただ今，事務局から平成27年度の市民センター利用状況について説明があり
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ましたが，御意見御質問等ございますか。 

会  長  コミュニティルームの利用状況は出ないのですか。 

執行機関  コミュニティルームは設置して２か月足らずで利用も少ないため，今回は掲

載しませんでした。来年度からは運営審議会資料に掲載するようにします。 

  委員  コミュニティルームを利用するときはどのようにするのですか。 

執行機関  予約なしで自由に御利用いただけます。部屋の利用申請書の提出もありませ

ん。使用後には使用確認簿に日時，団体名，利用人数を記入いただきます。 

  委員  コミュニティルームで食事をすることはできるのですか。町内会でお茶を飲

みながら打合せをすることもできますか。 

執行機関  コミュニティルームは飲食可能です。新荘市民センターで飲食が禁止されて

いるのは図書室だけです。 

会  長  マイナンバーカードで証明書が取れるのはいつからですか。 

執行機関  マイナンバーカードによる住民票・印鑑証明書等の交付については，

今のところ決まっておりません。現在，マイナンバーカードは，住民票

等各種証明書を申請する時の本人確認書類として取り扱われております。 

  委員  新荘市民センターでは，税金を扱っていないのですか。 

執行機関  税金を扱っている市民センターもありますが，新荘では取り扱っておりませ

ん。税金に関して新荘市民センターで取り扱っているのは，税関係の証明書の

交付のみです。 

会  長  他にありませんか。 

  委員  部屋別の利用状況の中で，図書室の利用が少ないですね。１月の図書室の利

用は２名しかいません。数字は図書を借りた人数なのでしょうが，図書室を利

用した人数と勘違いされてしまうのではないですか。 

  委員  実際には，もっとたくさんの人が図書室で本を読んでいるのではないですか。

月に２名では寂しすぎますね。 

執行機関  図書室は誰でも自由に利用することができます。部屋の使用申請書も不要と

なっておりますので図書室の利用人数については把握することができません。

資料にある図書室の利用人数欄には，図書の貸出人数が載せてあります。 

  委員  そうであれば，図書室の利用人数欄にはカッコ書きで貸出人数と表現したほ

うがいいでしょう。今のままだと図書室の利用者数と間違われてしまいます。 

執行機関  誤解を招かないよう次回から改めます。 

会  長  他にありませんか。ないようでしたら，続いて議題（３）平成 28 年度の定期

講座について，事務局から説明願います。 

執行機関  それでは，平成 28 年度の定期講座について説明します。資料の６ページと７
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ページを御覧ください。平成 28 年度は，教室２講座，クラブ 38 講座の合計 40

講座で 27年度と同数です。30 番目に掲載しておりますフォークダンスＣクラブ

は，27年度は年会費 8,000円でしたが28年度は1,000円値上げして年会費 9,000

円となっております。 

平成 28 年度の定期講座の新規募集については，４月 11 日の月曜日から市民

センターの窓口において先着順で直接受付けます。 

会  長  ただ今，事務局から平成 28年度の定期講座について説明がありましたが，御

意見･御質問をお願いいたします。 

  委員  新荘市民センター独自の講座はありますか。 

執行機関  １才児の親と子の音楽遊び・２才児の親と子の音楽遊びは，単に親子が一緒

に遊んでいる子育て広場とは違い，音楽療法士が中心になってプログラムを進

めていきます。他の市民センターにない講座のため地区外からの受講生が多い

人気の講座です。 

      それから，17 番目の石州茶道（昼の部）と 18番目の石州茶道（夜の部）も新

荘市民センター独自のものです。また，ふるさと歴史クラブや古文書クラブや

古文書輪読会クラブ等歴史関係の講座が多いのも新荘の特色です。常陸手まり

クラブも上級者クラスと初級者クラスがあり新荘市民センター独自の講座です。 

  委員  石州流は武士の茶道なので男の人がやるのですか。 

執行機関  昼の部も夜の部も男性は入っていますが女性のほうが多いです。 

  委員  各講座とも定員の数に比べて募集人員が少ないですね。新たに入ってくる人

は前からいる人たちに溶け込めるのですか。新しい人と前からの人とではレベ

ルが違うのではないですか。 

執行機関  知らない人の中に入っていくのには勇気がいると思います。知り合いが既に

講座に入っていて，知り合いから誘われて後から入るというケースも見受けら

れます。また，講座によっては初級者用のコースと上級者用のコースが設けて

ありますので，自分のレベルにあったコースを選択すれば以前から入っている

人たちについていけると思います。 

  委員  定期講座は一旦入るとなかなか辞めないので，新規募集が少なくなりますね。 

執行機関  今年度も受講生 860 人のうち 700 人が継続者です。 

  委員  定期講座の受講生の平均年齢はどのくらいですか。 

執行機関  年齢については把握しておりませんが，ヨガクラブ等には若い方もおります

が全体的に高齢者が多いです。 

  委員  男女差はどうですか。 

執行機関  囲碁クラブ・男子料理クラブを除けば圧倒的に女性が多いです。 
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会  長  他にありませんか。ないようでしたら，その他として事務局で何かあります

か。 

執行機関  報告案件が２件あります。１件目ですが昨年12月に図書室を間仕切りしてコ

ミュニティルームを設置しました。面積は約20平方メートルで会議用テーブル

４台にイス16脚を配置しました。定員は12名ですが最大16名までの会議が可能

です。 

コミュニティルームを使用できる団体は，地区会，地区会が認めた各種団体，

及び各々の下部組織で，予約なしで利用できます。ただし，夜間・土曜日の午

後・休日等で部屋の利用がないときは，市民センターの玄関の鍵が施錠されて

おりますので，あらかじめ市民センターまで連絡を頂き，市民センターから管

理人へ通知し，その上で利用当日に管理人から玄関の鍵を直接利用者が受け取

るようになります。 

なお，利用時間は一般の利用団体と同じ９時から20時50分までの間です。 

２件目ですが，コミュニティルームの設置に伴い図書室の本棚が減ってしまい

ました。図書室内に２台，市民サロンに１台，合わせて３台の本棚を新たに設

置しましたが今までの蔵書数を確保することはできませんでした。蔵書数は今

まで大人用と子ども用合わせて4,255冊ありましたが，大人用の実用書616冊を

返却して全部で3,639冊になりました。 

      報告案件につきましては以上でございます。 

会  長  ただ今，事務局からコミュニティルームの設置及び図書室の蔵書数について

報告がありましたが，御質問ありますか。 

会  長  何かありませんか。ないようでしたら，これにて平成27年度第２回水戸市新

荘市民センター運営審議会を閉会します。御苦労様でした。 

 


