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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 

   水戸市石川市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   平成 31 年２月 14日（木）午後３時 00 分から午後４時 21分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市石川市民センター 小会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１） 委員 

櫻井 盛二，金井 香代子，三宅 秀一，簗瀬 浩幸 

 

  （２）執行機関 

      谷津 宗一郎， 菅谷 有理恵 

 

（３） その他 

    欠席委員：後藤 宣弘，加藤木 忍 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 （１）報告事項 

・平成 30年度 市民センター事業実施状況について       （公開） 

・平成 30年度 市民センター利用状況について         （公開） 

（２）協議事項 

・平成 31年度 市民センター事業計画(案)について        （公開） 

その他                              （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数  ０人 

     

８ 会議資料の名称 

   平成 30 年度 第２回水戸市石川市民センター運営審議会 
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９ 発言の内容 

 

 

 

執行機関    本日は大変お忙しい中，御出席をいただきありがとうございます。会

議に先立ちまして，資料の確認をさせていただきたいと思います。 

        本日の資料は，１ページから 14 ページのつづりになっておりますの

で，御確認をお願いします。 

        落丁等がございましたらお申し付け下さい。よろしいでしょうか。 

 

ここで，（市民センター職員紹介） 

 

執行機関    それでは，ただ今から，平成 30 年度第２回水戸市石川市民センター

運営審議会を開催いたします。 

なお，本日の会議は，水戸市附属機関の会議の公開に関する規程によ

り公開の会議とさせていただきます。 

また，議事録作成のため，録音をさせていただきますので，よろしく

お願いいたします。 

それでは，会長の  様から御挨拶をいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

会長挨拶    皆さん，こんにちは。本日はお忙しい中，日頃より市民センターの運

営に協力いただき誠にありがとうございます。早いもので年２回の運審

が終わってしまいます。また，３月末で 30 年度も終わりますが，皆様

の協力によりスムーズに事業を進めてまいることができました。この後，

事務局から事業の報告，来年度の事業計画案等の説明がありますので，

皆様の御意見等をいただきまして，今後の活動等の参考にしたいと思い

ますので，よろしくお願いいたします。 

 

執行機関    ありがとうございました。 

ここで本日の委員の出席状況を，御報告いたします。 

  委員と  委員は所用のため欠席との報告がありました。委員

数６名のうち４名の委員に，御出席をいただいておりますので，本

日の会議は有効に成立いたします。 

 

執行機関    それでは，水戸市市民センター条例第 12 条第１項の規定により，会

議の議長を  会長にお願いいたします。会長よろしくお願いいたしま

す。 
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議長(会長)    しばらくの間，会議の議長を務めさせていただきます。委員の皆様

の御協力をよろしくお願いいたします。 

 

議長(会長)   それでは，本日の議事に入りたいと思いますが，本日の会議の議事録 

署名人を   委員並びに   委員にお願いしたいと思います。 

それでは，報告事項の「平成 30 年度市民センター事業実施状況につい

て及び市民センター利用状況について」,事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関    はい，それでは，御説明いたします。１ページをお開きください。 

報告事項の平成 30 年度市民センター事業実施状況について，１の定期 

講座でございます。教室２，クラブ 23 の合計 25の講座数でございま 

す。続きまして２ページをお開きください。２の教養講座（１）寿大学 

は４回実施いたしました。（２）の女性教養講座につきましては５回開 

催し，１回目の講話は特に好評でした。（３）家庭教育学級について， 

① おおぞら学級は赤塚幼稚園ＰＴＡと共催で３回実施いたしました。 

12 月に実施したしめ縄飾りリースづくりは，とても好評でした。②の

ふれあい教室は石川幼稚園ＰＴＡと共催で，今年は３回実施しました。 

   委員にお世話になりまして，園児対象に交通安全教室，また，保

護者対象に救命救急講習会を開催いたしました。（４）夏休み子ども教

室につきましては，書道教室を１日と絵画教室２日開催いたしました。

絵画教室については，ここ２，３年好評のため，今年度は特に募集人員

を超えてしまいました。募集人数は 30 名で募集いたしましたが，42名

の応募がありました。来年度は募集人員に関しては検討を考えておりま

す。オセロ教室は小学校の図書室をお借りして，開催いたしました。 

ページを返していただき（５）子ども講座は，子ども将棋教室を９月

から 11 月にかけて４回実施いたしました。（６）の男の料理教室を２回

開催いたしました。（７）の手作り講座，しめ飾りづくり教室。（８）の

生活講座は，みそ作り教室を実施いたしました。（９）の文化事業につ

きましては，３月の９日・10日に定期講座や利用団体の作品展示・発表

及び体験を行います。参加団体は，展示の部 11団体・発表の部 15 団体・

体験の部３団体で，開催の準備を進めています。 

続きまして５ページ，３関連事業の（１）子育て交流支援事業は，毎  

月，第１・第３水曜日に子育て広場を開催しております。１月末現在で

登録者数，子ども 108 名，親 96 名で，延べ人数 563 名の参加がありま

した。（２）家庭教育強化事業ですが，①ママのカルチャー教室といた

しまして，子育て広場に参加のお母さんを対象に３回，１回目はおやつ

作り体験，２回目はクリスマスリースづくりを実施いたしました。３回

目は，ミニおひなさまづくりを予定しております。会長の後ろに見本が

飾ってあります。そのようなおひなさまを作っていただく方向で準備し
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ています。②親と子のカルチャー教室はすでに３回実施いたしました。

２月と３月にも１回ずつ予定しております。次のページに参りまして，

（３）いきいき健康クラブ（４）水戸郷土かるた石川地区大会，（５）

は石川のひなまつりと石川ふれあいまつりを開催予定で準備を進めて

います。（６）から(９)の三世代交流事業を開催いたしましたが，（９）

三世代交流事業の第 1回石川スマイルコンサートは，残念ながら台風接

近のため中止となりました。（10）公開体験教室は，椿の実で作るミニ

おひなさま作り体験や，それから，ふれあいまつりの時に昔の遊び体験

などを予定しております。 

続きまして，ページを返していただき，平成 30年度市民センター利 

用状況について御説明いたします。団体別利用状況で１月末現在の利用

者数につきましては，1,484件 23,334 人です。 

平成 29年度の１月末現在が 1,586 件 25,089人でございます。 

昨年と比較いたしまして，102件の減，1755人の減となっております。 

区分については，市民センター，社会教育団体，市・県，その他とな 

       っております。市民センターは，定期講座や市民センター主催の講座な 

どです。社会教育団体は，子ども会や高齢者クラブ・女性会，地区会等 

です，市・県につきましては，市・県の各部局の各課などが行う，会議 

や主催事業となっております。その他は，社協支部・自主活動のサーク 

ル・保健推進委員や食生活改善推進員などです。 

次の図書利用状況ですが，１月末現在で 23 人 53 冊です。平成 29 年

度の１月末現在が 24 人で 99 冊，昨年と比較いたしまして，１人の減，

46 冊の減となっております。利用者数・冊数ともに年々減少しておりま

す。 

９ページを御覧ください。部屋別利用状況は，ホール・会議室・和室・ 

調理室と図書室の月別利用状況となっております。 

以上で報告事項の説明を終わりにいたします。 

 

議長(会長)    はい，ありがとうございました。ただ今，報告事項の平成 30 年度市

民センター事業実施状況及び平成 30 年度利用状況についての説明があ

りましたが，これについて，御質問等がありましたらお願いいたします。 

 

議長(会長)    利用状況は昨年に比べて 1,755 人減っていますが，何か理由はある

のでしょうか。 

 

執行機関    考えられる理由といたしましては，７月の上旬に冷暖房設備の装置が

故障し，時期的に一番暑い時期で，冷房の使用ができなかったこともあ

り，利用者人数が減ったと思います。修理後もしばらくの期間減少して

いる状況です。 
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議長(会長)    図書に関しては，昨年までたくさん借りていた成人男性がいました 

が，その方がいなくなったので利用が減ったのでしょうか。 

 

執行機関    それだけではなく、最近は１，２冊借りていく方が多く，以前は１回 

に 10冊ほど借りていく方が多かったためかと思われます。 

 

  委員    新しい図書は入っているのでしょうか。 

 

執行機関    入っておりません。今年度，今ある図書の確認中で，石川市民センタ 

ーについては，１月下旬に確認作業をしていきました。 

正確な情報ではありませんが，来年度には図書の入れ替えがあるかと 

       思われます。 

 

  委員    市民センターで図書を借りられると知っている人ばかりではないで

すよね。図書館というイメージが大きいですし，ましてや学区内に西部

図書館があるので，石川学区の人は何か本を借りようと思って市民セン

ターに行く人はそうはいないかなと思います。 

 

執行機関    そうですね。市民センターを利用している人が借りていこうか，と利 

用していくことが多いです。 

 

  委員    いいでしょうか。これはこの場でお話することか判断つきかねますが， 

主催は社協の石川支部ですが，１回目のスマイルコンサートが台風で中 

止になったので，時期をもう一度見直した方がよいのではないでしょう 

か。今までも敬老の日の関連事業が中止にならないよう改善してきてい 

ますが，こういった形にするのであれば，秋の時期を選ばなくてもよい 

のではないでしょうか。今年度は初めてだったので，準じる時期という 

ことで，この日程になったのではと思いますが，やはり別の形にするの 

であれば，特に９月から市民運動会やかぼちゃまつりなど行事も多いの 

で，雨は降ってしまいますが台風ではないでしょうから６月とかが良い 

のではないでしょうか。中止になってしまうともったいないです。 

 

  委員    私が関わっていますので，私から，来年度の警察音楽隊はもうすでに 

９月の最終週でおさえてあります。警察音楽隊の日程が偶然空いていた 

ので，頼みましたが，再来年度以降は白紙なので，来年度の実施状況を 

考慮して検討したいと思っています。 

 

  委員    小学校に場所を借りるなど，皆さんが苦労して段取りを立てて準備を
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したのに，中止になってしまうとあまりにも惜しいのでもったいないと

思います。 

 

  委員    いいでしょうか。女性教養講座の初回の講話が大変好評だったと聞き 

ましたが，友末先生だったからでしょうか。 

 

執行機関    そうだと思われます。 

 

  委員    どのような先生ですか。 

 

執行機関    元茨城新聞社の社長や会長を務めた方です。  

 

  委員    中学生ぐらいの子に聞かせたいような，国内だけの目線ではないお話 

をしてくださいます。人脈も多く，様々なお話をしてくださいます。 

 

  委員    よろしいでしょうか。来年度は国体があるため，その時期にバスが借 

       りられないため，遠足等をずらしています。来年度の石川小学校，中学 

校は，例年の予定よりずれてくるかと思います。そのため，いろんな事 

業と被る可能性があります。また，スマイルコンサートについても，先 

日，市長が体育館をきれいにしますとおっしゃってくださったので，そ      

の工事がいつからでどの程度の規模で入るのかわからないので，そこが

懸念されます。3 つ目としては，図書室なのですが，図書館は子どもた

ちが勉強しに利用することが多いと思いますが，ここの図書室を子ども

たちが勉強するのに利用するのは可能でしょうか。 

 

執行機関    はい，わかりました。図書室については，たまに利用しているお子さ 

       んもいます。静かに利用していただければ問題ないです。 

 

  委員    月別の利用状況を見ると，７月８月の夏休みの時期に子どもたちに市 

       民センターを利用できるよう声かけすることは可能でしょうか。 

 

執行機関    ありがとうございます。市民センターの職員がいる時間帯であれば問 

       題ないです。 

 

  委員    そのぐらいの時間であれば，声かけ次第で利用する子どもが増えると 

       思います。 

 

  委員    利用人数が１人しかいないので，空いている分には利用してもらって 

       もいいのではないでしょうか。西部図書館は意外と小学生が入るスペー 
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スがないですよ。中学生や高校生がスペースを確保してしまっている

みたいなので。 

 

執行機関    図書利用状況に出ている人数は，本を借りていった人の人数であって，

図書室の利用人数ではないです。 

 

  委員    そうなのですね。では，実際には図書室にもっと人が来ている可能 

       性がありますね。 

 

  委員    それでは，子どもたちに本も借りていくよう言っておきます。 

 

  委員    でも，この辺の方は西部図書館までは遠いので，低学年のお子さんな 

       どは行くのにちゅうちょしてしまうので，市民センターを利用している

可能性 

もありますね。 

 

執行機関    市民センターの近くの方は，見和図書館に行ってしまっているよう 

       です。市民センターは，たまに，中学生が夕方４時半ごろに来て,20 分 

から 30 分ほど勉強に利用することがあります。 

 

  委員    冷暖房設備は，今は動いているようですけれど，どのくらい大丈夫な

んですか。 

 

執行機関    冷暖房設備ですが，基盤が古く製造されていないとのことで，図面 

       を引き直し新しく作ってもらったので，当分は壊れないと思います。  

配管は別ですが，大本の機械はしばらくの間，大丈夫だと思われます。 

 

議長(会長)    国体はいつでしょうか。 

 

執行機関    ９月の後半から 10 月の初めまでです。９月 28日から 10 月８日まで

です。 

 

  委員    今は夏の国体はやらないのでしょうか。昔の茨城国体のときは夏の 

       国体があり，10 月に国体があり，11 月にパラリンピックがあったと 

思うのですが。 

 

  委員    冬の国体は，他県の雪があるところでやりますよね。 

 

  委員    昔は夏の国体を青柳の市民プールで，秋を笠松の運動公園でやった 
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       と思うのですが。 

 

執行機関    国体が９月 28日から 10 月８日で，障害者の大会が 10月 12 日 

       から 14 日です。今のところそれ以外の期間は聞いていないですね。 

 

議長(会長)    他になければ，協議事項，「平成 31 年度市民センター事業計画（案） 

について」，事務局より説明願います。  

 

執行機関    はい，資料の 10ページをお開きください。 

協議事項「平成 31 年度石川市民センター事業計画(案)について」御説 

明いたします。お配りしました別紙，定期講座受講生募集を御覧くださ 

い。募集期間といたしまして，４月９日から 19 日までとします。来年

度の定期講座は，教室数３，クラブ数 22 の合計 25の講座を開設予定で

す。教室が 1 つ増えて，クラブを 1 つ減らし，見直しをいたしました。

２教養講座（１）の寿大学は，移動学習を含め年４回，（２）女性教養

講座は，移動学習を含め年５回の実施予定です。（３）家庭教育学級に

ついては，①のおおぞら学級を年４回程度と②ふれあい学級を年２回程

度予定しております。（４）夏休み子ども教室については，来年度も，

書道教室１日，絵画教室２日間で開催いたします。また，来年度は子ど

も将棋教室を，いままで土曜日に４回ほど実施しておりましたが，土曜

日に職員がいなくなる関係上，夏休みにもっていきたいと考えまして，

先生と相談の上，平日に５日程度開催を予定しております。子ども講座

オセロ教室は，できましたら小学校の図書室をお借りしたいと考えてお

ります。（６）男の料理教室を２回程度（７）手作り講座は，しめ飾り

づくり教室（８）生活講座，みそ作り教室を開催できるよう，調整して

まいります。（９）文化事業につきましては，市民センターにおける文

化活動の１年間の締めくくりとして，作品の展示や発表を，来年３月７

日，８日に，第 33 回石川ふれあいまつりに合わせて，開催いたします。

３関連事業について，子育て交流支援事業「子育て広場」，いきいき健

康クラブや水戸郷土かるた石川地区大会，第 33回石川ふれあいまつり，

第６回石川のひなまつりが開催される予定です。家庭教育強化事業や三

世代交流事業も予定しております。以上で協議事項の説明を終わりにい

たします。 

 

議長(会長)    ただ今，「平成 31 年度市民センター事業計画(案)について」の説明 

       がありましたが，これについて御質問等がありましたらお願いいたしま 

す。 

 

  委員    全部日にちは決まっているのですか。 
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執行機関    全部ではありませんが，今年度に準じて入れている部分と，各事業 

       の講師やコミュニティの会長とも相談して予定として日にちを入れて 

おります。 

 

  委員    あとは，幼稚園や工事などの都合が問題なければ大丈夫でしょう 

か。夏休みのオセロなどですが。 

 

  委員    オセロは小学校でやるようになって人数が増えましたね。 

 

執行機関    小学生自体はそうでもないです。今回は，学校の先生にも入ってい 

       ただいたので。 

 

  委員    小学校の工事は体育館ですので，オセロは大丈夫です。子供たちに 

       ももう少し声をかけないと難しいですね。 

 

  委員    最近はどうしてもボードゲームよりポータブルゲームに興味がいっ 

       てしまっていますよね。 

 

  委員    オセロが水戸発祥なので，もっともっと子供たちに自慢してもらいた

いですね。市役所にもオブジェができましたよね。 

 

議長(会長)    どこら辺にあるのでしょうか。正面でしょうか。 

 

執行機関    本庁舎の裏側です。 

 

議長(会長)    クラブの募集で１名や２名募集というのはどういうことでしょう 

か。 

 

執行機関    定数を決めておりまして，その欠員の募集という形です。 

 

  委員    入りづらいですよね。実質募集していないのと同じに感じます。 

 

  委員    １名２名というのは，入っても入らなくてもただ空いていますよと 

       いうだけですよね。特別募集しているという感じではないですよね。 

 

執行機関    クラブについては，そうですね。これは今の段階での資料ですので，

作ってから辞めたいとの申し出もありますので，案としてみていただけ

ればと思います。クラブで１つ減ったのは，フラワーアレンジメントク
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ラブというのがあったのですが，先生が高齢のため辞めたいとの申し出

があり，新しい先生を見つけまして，フラワーアレンジ教室として新た

に募集をかけて開設しました。リース作りなども教えていただこうと考

えています。 

 

  委員    これは教室なので，今までクラブでやっていた人が横滑りするわ 

       けではないのでしょうか。 

 

執行機関    新たに募集をかけますので，続けてやりたい方はお申込みいただく 

       ようになります。時間帯や先生も替わっていますので。 

 

議長(会長)    マージャンの方たちは，今も出入りしているのでしょうか。 

 

執行機関    はい，利用しております。 

 

  委員    非常に多いですよね。駐車場がいっぱいで驚きます。来てはダメと 

       は言えないでしょうけれど，難しいですね。石川は駐車場が下と上で 

分けてあって，片方にまとめるように言えるのでなんとかなっていま 

すが，他のところに行ったならば他の教室が入れなくなってしまい 

ますね。 

 

執行機関    おおよそ 30台から 40台ほどとめていますね。詰めてとめてもら 

       っています。 

 

議長(会長)    何人くらい，来ているのですか。 

 

執行機関    40 名から 50 名前後です。乗り合わせをお願いしてはいるのです 

が，なかなか難しい状況です。 

 

  委員    囲碁クラブが昨日いらしていましたが，畳の取り換えのことは納得 

       されたのでしょうか。 

 

執行機関    今度，和室の畳を床から全て取り換える予定でおります。囲碁ク 

       ラブで椅子を押入れに置いているので，椅子の使用状況について伺っ 

たところ，実際は使用していないとのことでしたので，持ち帰りをお

願いしました。 

 

  委員    個人のものを置いておくのはよくないですよね。 

執行機関    その件についても確認したところ，囲碁クラブで予算を立てて購入 
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       したようです。 

 

  委員    きついことを言うと，市民センターの押入れをクラブの備品で占め 

       ているのはおかしいですよね。 

 

執行機関    実際に椅子を購入して使用したところ，高さが合わず利用しにくい 

       ので使っていないとのことですが，畳が傷んでしまうことも考えて， 

利用したいのであれば，大会議室での活動を検討してほしいと，お話 

しました。 

 

  委員    大会議室の机と椅子の方が負担が少なく楽だとは思いますが。盤 

       を持っていくのが大変なのでしょうか。和室にある囲碁クラブの段位 

札も撤去してほしいですね。 

 

  委員    実際に囲碁をやっているところをみるとすごい人数がいますよね。 

       人がいっぱいで所狭しといった感じですよね。これからどんどん高 

齢者が多くなっていって，高齢者の遊ぶ場所がないというのも困るの 

でしょうけれどもね。 

 

  委員    市民センターのクラブだけでは，やり足りないのでしょうね。団地の

中に囲碁クラブができたのですよ。集会所を使ってやっているのですが，

ここのクラブのメンバーとあまり変わりませんよ。集会所ではなく，自

宅でやっていただけるといいのですが。最近は自宅に人を招く文化がな

くなってきているので，難しいのでしょう。 

 

執行機関    たまに，市民センターを個人で貸してほしいという方が来ることも 

       あります。 

 

  委員    それは打合せのためですか。 

 

執行機関    いえ，２，３人でお茶飲みや，遊びのために使用したいとの申し出 

       です。自宅でできることの様ですが。 

 

  委員    それはできないのでしょうか。 

 

執行機関    定期的に何らかの活動をしているか，又は、これから活動をしよう 

       とする団体でないと難しいです。事前の団体登録も必要です。 

石川市民センターは約 100団体の登録がありますので，なかなか 

       希望の日時や時間帯を取るのは難しいと思います。 
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  委員    奥さんとしては，ご自宅に招かれるよりも外で遊んでもらえるほう 

が，負担が少ないと思いますよね。そういう意味でサロンを作りまし 

ょう，というような動きがあるのでしょうけれど。 

 

  委員    囲碁クラブの段位札のように、昔からあったからというように既得 

       権を誇示されるのが困るところですよね。そういうルールは利用団体 

が勝手に決めたルールなのですから。 

 

執行機関    クラブの受講生には，何度か撤去を促してはいますが，宮西公民館 

時代からのものらしく，その当時に許可を貰っているようなことを言 

われます。機会があれば，話はしていきたいと思います。 

 

  委員    わかりました。 

今やっている人は、10 年以上も前の方々が，そのまま高齢化して続けて

いるので，若い年齢の方が新しく入っているかというと，そうではない

ですよね。それに，入ろうにも入りづらい雰囲気もありますけどね。 

 

議長(会長)    いろいろな話が出ましたが，校長先生何かあればどうぞ。 

 

  委員    特別ありません。小学校も幼稚園もいろいろとお世話になっており 

       ますので，来年もまたよろしくお願いいたします。 

 

議長(会長)    他に何かございますか。 

        事務局から何かありますか。 

 

執行機関    はい，それでは事務局から，今年度内原地区に，鯉淵市民センター 

が 10 月１日にオープンしております。ぜひ見学に行ってもらえれば 

と思います。また，３月１日に妻里市民センターがオープンする予定 

です。 

 

  委員    妻里市民センターはどこですか。 

 

執行機関    妻里小学校の脇です。国道旧 50 号線沿いです。 

また，４月１日から今の内原中央公民館が内原市民センターになる 

       予定です。 

続きまして，皆様にお配りした資料の中に，学校給食施設の見学に 

ついての資料があります。事前に予約していただいて，見学のみであ 

れば 60 名ほどが可能です。また，見学と試食ですと 10 名以上 40 名ほ
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どで，お受けできますとのことです。試食する場合は 250円かかるよう

です。 

 

  委員    小学校のＰＴＡは，まだ行っていないのですか。 

 

  委員    まだ行ってないと思います。 

 

執行機関    今年の４月からの受付になっております。 

 

  委員    小学校の保健委員会で行くといいですよね。 

 

議長(会長)    河和田のどこにあるのでしょうか。 

 

  委員    河和田小学校の裏側辺りです。 

 

議長(会長)    わかりにくいところにあるんですね。 

 

  委員    青少年育成会もよいのではないかと思ったのですが，平日なので難 

       しいですね。 

 

執行機関    あと，お配りした資料で，２月 28日に水戸市の一斉防災訓練がご 

       ざいますので，よろしくお願いいたします。また，第５回石川のひな 

まつり，第 32 回ふれあいまつりと２週続きますがよろしくお願いし 

ます。 

        また，お配りしました資料のススメ幸齢者ロードについては，水戸 

       市北部高齢者支援センターの事業ですが，石川地区コミュニティ連絡 

       協議会と市民センターも，協力して実施しています。今までは，年５回 

       又は６回，市民センターを利用して開催していましたが，来年度は 

       事業内容を見直してはどうかと声をかけ，１月にコミュニティ会長と 

       女性会会長や私と北部高齢者支援センターの職員を交えまして話合い

をいたしました。来年度は 10 回ほど定期的に開催して，お話会だけで

はなく，水戸市の出前講座や，歯科衛生士，薬剤師会，栄養士などのお

話会や相談会を入れて開催してはどうかと提案させていただきました。

それに，市民センターも協力するということで，お部屋を年間で使用す

るようにしました。 

 

  委員    北部高齢者支援センターは，大久保病院のところにある施設ですよ 

ね。北部高齢者支援センターの中にはこういうことをやる場所はない 

のでしょうか。 
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執行機関    おそらく事務室だけのようです。高齢者支援センターは中学校区で 

       作っていますので，渡里市民センターや国田市民センターなども使用し

ています。 

 

  委員    エリアがずいぶん広いようですが，渡里や国田の方でも事業をやっ 

       ているのですか。 

 

執行機関    そうです。しかし，参加している人数は少ないと伺っています。 

 

  委員    北部高齢者支援センターは場所がわかりにくい所にありますよね。 

 

議長(会長)    看取りがテーマですよね。 

 

執行機関    在宅介護のお話が非常に多いのですが，それだけでは飽きてし 

       まって参加者が減ってしまうので，いろんなテーマで実施してはどう 

かと提案させていただきました。 

 

  委員    在宅介護ということは，ある程度若い方が聞かないといけないです 

       よね，看取られる側ではなく。 

 

  委員    いえ，今は看取り看取られではないでしょうか，老老介護がありま 

       すから。 

 

  委員    なるほど，どちらがどうなるかわからないですよね。介護と聞く 

と，もう一世代若い方々に聞かせたいとイメージしてしまいますが， 

そういうターゲットではないのですね。 

 

執行機関    ケースによって違いますね。本来は，年１回くらいは専門のドクタ 

       ーに，講演してもらうなどがよいのではないかと，お話はしました。 

 

議長(会長)    以前，薬剤師の方が講演しましたよね。それとはまた別ですか。 

 

執行機関    それとはまた別です。 

 

  委員    ふれあいまつりに来ていただいて相談会もありましたね。介護で問題

を抱えている人の相談会があるといいですけどね。 

 

執行機関    来年度は，そういうことを含めて，いろんな方向から考えて計画し 
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       てみたらいいのではないかと話してあります。来年度については，第３ 

火曜日の午後，ホールを使用して開催する方向で進めています。 

 

議長(会長)    月１回ですね。 

 

執行機関    はい，今のところ８月の暑い時期と１月か２月はお休みにしようと 

       いう方向で進めています。年 10回の計画です。 

 

議長(会長)    ４月分の内容は決まっていますか。 

 

執行機関    北部高齢者支援センターで計画を立てるので，詳しくはまだです。 

 

議長(会長)    大体この月はこれをやるという年間予定ではないのですね。 

 

執行機関    はい，私の方から年間予定を検討してはどうかとお話しました。 

年１回，年度初めに年間事業予定を回覧し，その他何回かに分けて回 

覧で周知をするようにしてはどうかと話しました。 

 

  委員    話が変わりますが，採火式は楽しみですね。ハクキンカイロで取って

おくというのが少しイマイチですがね。せめてランタンぐらいにし 

       てほしいですね。 

 

議長(会長)    ハクキンカイロは我々の世代は知っているでしょうが，今の子は知 

       らないですよね。 

 

  委員    国体の聖火は県内を回るのでしょうか。 

 

  委員    私たちの頃は、ランナーが国道を走ったような気がします。 

 

  委員    学校で応援したような気がします。 

 

執行機関    ９月上旬辺りに，ケーズデンキスタジアムにおいて水戸地区全部 

の聖火を集めてから，点火式のようなものを開催することは，聞いて 

います。 

 

議長(会長)    ふれあいまつりでやるということは来月ですから，そこから９月ま 

       で取っておくのですよね。ハクキンカイロにいれて，取っておくのは 

難しいように思いますが。 
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  委員    ランタンにするにせよ，燃料は継ぎ足さないといけないですよね。 

国体にお金をかけなくなっていますしね。それでも，茨城国体はオ 

リンピックの前年なので注目もされるのではないでしょうか。 

 

  委員    オリンピックで活躍するであろう選手も出場しますからね。 

 

  委員    前哨戦のような感じもありますからね。終わってからでしたら，盛 

り上がらなったでしょうから。 

 

執行機関    今回予算が取れましたので，家庭教育強化事業でママのカルチャー 

  教室としてミニおひなさま作りを最後に企画しています。 

 

  委員    家庭教育強化事業はずいぶん増えましたよね。他の市民センター 

       に比べても多いのではないでしょうか。 

 

執行機関    そうですね。なかなか，講師やボランティアの方が見つからなくて 

       開催出来ないセンターが多いようです。 

 

  委員    市民センター自体，どうしても高齢者というか，お仕事を終えて時 

 間のある方に向けた生涯学習を提供しているイメージがあるので，こ 

ういう子育て支援の面がまだまだ知れ渡っていない気はしますね。 

 

議長(会長)    こういった子育て支援は，現役のお母さんたちにとっても，とても

ためになっているのではないでしょうか。 

 

  委員    お母さんが，安心して子供を連れて行ける場所がないと特に感じま 

       すね。狭いアパートの一部屋などで煮詰まってしまう親子関係の中で，

連れてきて広いところで遊ばせたり，親同士の情報交換をしたりできま

すからね。しょっちゅう来ているお母さん同士は仲良くなって，仲良く

なったお母さんたちがかぼちゃまつりや，ひなまつりなどの地区のイベ

ントに行ってみようというように，ほかの行事に広まっているというの

があります。こういうところから地域に馴染んでいくというのは良いこ

とだなと思いますね。徐々に若い人たちが自治会や町内会に入っていく

ことに繋がればいいなとは思います。 

 

執行機関    昨年の同じ時期から比べると，子育て広場の人数は延べ人数で 

130 名ほど多くなっています。 

 

  委員    今年度はコンスタントに参加してくれていますね。いま問題になっ 
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       ている虐待とかもあるので，少しでも親がいろんなところに目を向け 

たり，知識を向けたりする場になるといいなとは思うのですが。 

 

執行機関    地区によっては未就学児の子どもがいないのに，子育て広場を開く 

       のもどうなのかというところもあります。西部地区ですと，上中妻や 

山根などは危惧しているようです。 

 

議長(会長)    本当にいないのでしょうか。 

 

執行機関    地域によっては，子どもは少ないようですよ。 

 

  委員    実際子どもが小さいうちは，実家に入らずアパートなどで家族だけ 

       で過ごす人が多いので，どうしても街中に来るのでしょうね。子ど 

もも小学校に上がり親が完全に働きたい，おじいちゃんおばあちゃん 

の手を借りたいときに実家に入るので，なかなか旧内原の方とかは小 

さい子は少ないのではないでしょうか。 

 

  委員    お母さんの個性によって，いろいろな方と交わりたいと思う人もい 

       れば，少ない人数でまったり遊ばせたい人もいて，石川は人数が多く 

て苦手な人もいるかもしれないですね。なので，人数が少ないからよ 

くないわけでもないと思いますね。 

 

  委員    人数が少ないところも必要ということですね。 

 

  委員    多様性が必要な時代なので。どういった場所に行きたいかは，行く 

       人が選べばいいだけの話じゃないかと思います。 

 

  委員    お母さんが人の多いところが苦手なのに，多いところに無理に行く 

       とお母さんにとってストレスを感じるでしょう。 

 

  委員    見ているとどんどん知り合いを作っていくお母さんもいれば，よそ 

       のお母さんと交わらずに子どもと遊んでいるタイプのお母さんも中に 

はいますね。なので，私たちも様子を見ながら声かけをするようにし 

ていますね。今いろいろな人がいますから，市民センターそれぞれの 

特色があってよいのではないかと思います。 

 

  委員    昔はそういう自分の思いを主張できない時代でしたよね。親御さん 

も同じように家族だけで生活して育ってきたのであれば，大人数で動 

くことが自分の経験の中にないとも考えられますから。いろいろなこ 
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とをやってあげることが，意外といいのかもしれないですね。 

 

  委員    人数にはこだわらずに来年度もやっていこうと思います。 

 

  委員    石川のクリスマス会は，ほかの市民センターよりもとても人気があ 

       ると聞きました。 

 

  委員    いろいろなところから補助金をもらうなどして，財源を確保していま

す 

       から。 

 

  委員    それもあるのですが。今回聞いたのは，一緒に踊りたかったなどの声

ですね。 

 

  委員    なるほど。今回はピアノの生演奏をやったのですが，好評だったの 

ではないかなと思います。 

 

  委員    喜ばせよう楽しませようという姿勢でやっているので，それがお母 

       さんたちに伝わるのでしょうね。 

 

議長(会長)    他に何かございますか。特にないようですので，以上で本日の会議

にかけられました案件の審議は全て終了しました。それでは，進行を事

務局にお返しいたします。 

 

執行機関    ありがとうございました。 

  会長さんには，長時間にわたり議事進行，誠にありがとうござ

いました。また，各委員の皆様にも，協力をいただきありがとうござい

ました。 

        以上をもちまして，平成 30 年度第２回水戸市石川市民センター運営

審議会を閉会いたします。 

 

       本日はお忙しい中，ありがとうございました。 

 
 

 

                       

 


