
 1 

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 

   令和４年３月９日（水）午後３時 00 分から午後４時 30 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，加藤木 忍，田崎 博文 

 

  （２）執行機関 

      青木 浩子， 野中 真理 

 

５ 課題及び公開・非公開の別 

 （１）報告事項 

・令和３年度 石川市民センター事業実施状況について     （公開） 

・令和３年度 石川市民センター利用状況について  （公開） 

（２）協議事項 

・令和４年度 石川市民センター事業計画（案）について （公開） 

・令和４年度 石川市民センター定期講座（案）について （公開） 

（３）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 

   令和３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１１ページの綴りになっておりますので，御確認をお願いいた

します。落丁等がございましたら，お申し付けください。よろしいでしょうか。 

 

（市民センター職員紹介） 

 

執行機関    

それでは，ただいまから，令和３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。 

また，市民センター条例第１２条第２項の規定により，審議会は委員の２分の１以上の出席

がなければ開くことができないものとなっておりますが，本日の会議につきましては，定数

６名のうち５名の出席がありますので，会議が成立していることを御報告いたします。 

なお，本日の会議ですが，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

として，事前に市のホームページで傍聴人を募っておりましたが，傍聴人はおりません。ま

た，議事録作成のため，録音しております。御了承ください。 

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。 

 

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ので，御協力をよろしくお願いい

たします。 

コロナ禍の中で，色々な集まり，行事の出来ない中，学校，幼稚園，市民センターの運営

審議会も 1年を振り返り，厳しい現実を踏まえて次年度に引き継げればと思います。限られ

た時間の中でスムーズに進行できればと思いますので，皆様よろしくお願いいたします。 

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２名を決めた

いと思います。  委員と  委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは，（１）報告事項について，事務局より説明をお願いいたします。 

 

執行機関     

(資料に基づき，事務局より説明) 
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議長(会長)    

ありがとうございました。報告事項の令和３年度石川市民センター利用状況について及

び令和３年度石川市民センター定期講座実施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。 

 

  委員    

 コロナ禍において，学校も市民センターも県の方針等に従って動いてきたと思いますの

で，可能な時期に計画に沿って実施できたことは素晴らしいと思います。学校においても，

なるべく可能なものは実施するという事で進めていましたが，人の出入りという事になり

ますので，中々厳しい状況の中，御苦労されたのかなと思います。 

 

議長(会長) 

ありがとうございます。 

 

  委員 

 図書室の図書の貸出数が去年より増えていますね。 

 

執行機関 

 今までですと，一人が借りていく本の冊数が少なかったですが，図書館の利用に制限があ

る中で，図書室を利用する一人当たりの借りる数が増えていると思います。 

 図書室を利用して学習している学生などもみられます。図書室は特にうるさくもなく，静

まりかえっているわけでもないので，落ち着いて勉強などに取り組めるようです。 

 

  委員 

 若い方が利用しているという事はいいことですね。 

 

執行機関 

 近くに住んでいるのでしょうから，センターに子どもの頃から馴染んでいて，足を運びや

すいのですね。それが将来的には，あの時市民センターを使ったという思いとして残って，

町内会や石川地区に還元されればいいなと思います。 

 

議長(会長) 

 図書の入替えや増冊などはどうしていますか。 

 

執行機関 

 本の入替えにつきましては，計画的に中央図書館が行っております。定期的に，分野ごと

に入替えをしています。 
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議長(会長) 

 一般の方の本の寄付は受け付けていますか。 

 

執行機関 

 一般の方の受付は市民センターで受け付けるのではなく，図書館の方にお願いしていま

す。市民センターで受け付けられない理由としては，市民センターでは蔵書の管理はしてい

ないからです。 

 本は，中央図書館でシステム上の管理をしていますので，他の図書館で探している本を検

索した時に，石川にあるのが分かれば，中央図書館にメール便で送ることもあります。 

 

議長(会長) 

そこまで管理されているのですね。わかりました。 

 

  委員 

 寿大学の明治安田生命との共催の企画は，明治安田生命からの提案ですか。 

 

執行機関 

 明治安田生命が水戸市に提案いたしまして，市町村との協働事業といった感じです。 

色々なコースがありますが，その中からやりたいものをセンターが選び，明治安田生命から

の提案の講座などを打合せですり合わせ，３種類の講座が決まりました。 

 

  委員 

 いいですね。こういう講座も。 

 

執行機関 

 はい。寿大学第 1回目で使用した「思い出ノート」を本屋で購入しようと思うと，500 円

以上はします。今回は，毎日新聞と明治安田生命が共同で作ったノートを提供していただい

て，さらに，ちょっとしたお土産もいただきました。 

 

  委員 

 私もおおむね 60 歳ではじめて参加しましたが，とても良かったです。 

 

  委員 

 企業から来てもらえるのは，目新しいものが聞けるからいいですね。 

 

執行機関 

 市が考えると定型になって代わり映えしないものになってしまうところ，ちょっと目線

が変わるので，面白いかなと思い計画しました。今年度はこういう内容でやりましたが，他

にも何種類かありまして，年度途中に追加された中には，若い世代に向けての講座もありま
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したので，そういった世代の講座を設けるのも一つなのかなと思いました。 

 

  委員 

 参加者の感想としてですが，相続対策は高齢の方が聞いても勿論いいですが，それよりも

子ども世代が聞いた方がいいと思いました。相続を理解するにはどちらかというと相続を

残す側より，相続手続をする側の人が聞いた方がいいのかという印象を受けたからですね。

「思い出ノート」はとても楽しかったです。 

 

議長(会長) 

 「思い出ノート」は，エンディングノートとは違うのですか。 

 

  委員 

 違いました。地図に自分の行った事のある場所があったら印をつけるなどしました。 

 

執行機関 

 自分史づくりに近いですね。 

 

  委員 

 そうです。小学校の頃の記憶に残っている事は何かとか，そういった事を書き，大雑把で

はあるけど，今までの自分の人生を振り返るようなノートでした。楽しくてあっという間の

２時間でした。第２回の睡眠講座は日程が合わず，参加できなかったのが残念です。 

 

議長(会長) 

 毎回講師は違いますか。 

 

執行機関 

 基本は，同じ講師です。明治安田生命の職員で，基本はメインの方がいますが，その方の

都合が合わないときは，他の職員も対応できるという感じです。 

 今年は，市内の２か所の市民センターだけでという事で始まったので，石川と山根の２か

所が手を挙げて実施しました。 

 

  委員 

 企業側がレジメなど用意してくれて，今言ったとおりお土産のようなオマケも用意して

くれて，話も面白いし，いいですよね。 

 

  委員 

 最後には，話が保険につながりましたね。そういう意味では，企業側にもメリットがあり

ますね。 
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  委員 

 相続はお金で持っていると税金が取られてしまうから，保険として残しておいた方がい

いですよ，という事で相続税対策できますからね。 

 

  委員 

 第２回の睡眠講座も健康に直結するような内容だから，ちょっとずつ関わっていますね。 

 

  委員 

 子育て関係ですが，まん延防止が出ている中でも，案外参加してくれます。 

クリスマス会の前後の時は７割位が新規じゃないかと思うくらい参加があり，大変忙し

かったです。そういう事もあるので，３月の子育て広場も来ないと思っても集まりすぎてし

まうことも考えられるし，２月も使えていない状況で，やはり子ども同士を密にしないとい

う事はものすごく難しい事なので，３月の子育て広場が中止なのは，仕方ないのかと思いま

す。 

 ママのカルチャースクールですが，今年度は２回やりまして３名，４名とわりと少なかっ

たです。今までは１０人近くいましたが，その年の参加しているメンバーの雰囲気が年ごとに

違っていたりして，今年の人数を見ているとあまり需要がないのかなと思いますが，令和４

年度からは，参加するメンバーも代わると思うので，とりあえずは今までどおりやっていき

たいと思います。ですが，こういうコロナ禍でお子さんを預かるのは難しいです。 

 

議長(会長) 

ありがとうございました。 

続きまして協議事項です。令和４年度 石川市民センター事業計画（案）について及び令

和４年度 石川市民センター定期講座（案）についてです。それでは，（２）協議事項につ

いて，事務局より説明をお願いいたします。 

 

執行機関 

(資料に基づき事務局より説明) 

 

議長(会長) 

ありがとうございました。協議事項の令和４年度石川市民センター事業計画（案）及び令

和４年度石川市民センター定期講座（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 

 囲碁クラブの現在 39 名で募集２名というのは人数が多いようですが，活動はホールです

か。 
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執行機関 

 和室です。 

 

  委員 

人数が多いようですが，大丈夫ですか？ 

 

執行機関 

 和室ですが，30 人を超える場合は,大会議室というような形で今年度に関しては２部屋を

抑えていましたが，朝から帰りまでずっといるわけではなく，入れ代わり立ち代わりになる

ので，基本的にはそこまで密にはならないと思います。登録人数は多いですが，出席しない

方もいます。これは，すべての講座に言えることですが，登録した人数が全員毎回参加する

とは，言えないです。 

 あとは時間ですが，添付書類の定期講座受講生募集の用紙を御覧ください。基本時間は午

前９時から午後４時までという事ですが，ここに☆印が付いておりまして，感染症対策のた

めに午後１時に終了となっています。コロナ禍になる前は午前９時から午後４時までお昼

を食べて活動していましたが，今は正午終了という事で対局の都合を含め，午後１時終了と

なっています。 

 コロナが落ち着いたときは，午後４時までに戻したいという事で，このように記載してい

ます。 

 

  委員 

 館内で飲食ができるようになったら，午後４時までに戻すという事ですね。 

 

執行機関 

 飲食ですが，一定方向を見て会話なしでできるなら，となっていますが，なかなか黙って

飲食するのは難しいようですね。クッキングクラブにも同じようにお話ししましたが，難し

いようなので，持ち帰りにしているところです。 

 あとは，女性会の方々が朝から午後まで利用するときがありますが，そのときは，ホール

で輪になって外を向いて食べるなど上手く工夫しているところもあります。 

 食べたい物がある時は事務室に相談してくださいというお話はしています。そうします

と，最終的にはみなさん食べない事が多いです。子ども会で利用の際も，飲食や１ｍの間隔

がとれるかの確認をしています。 

４月からですが，麻雀サークルの利用の申込が入っているので，１ｍの距離をとれるのか

心配しています。 

 

  委員 

 麻雀サークルは駐車場のルールが守れないから，１団体の台数上限を超えていても関係

ないところがありますね。 
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執行機関 

 昨日は，駐車場が満車でした。 

定期講座と民協と北部高齢者の講座がありまして，断るに断れない団体の利用があると，

どうしてもそうなってしまいます。だいたいの場合はどこに停めればいいですかと確認を

してくれますが，麻雀サークルはそういった確認もなく，使用許可している時間よりも１時

間も早く来て，車を停めてしまっていました。 

 

議長(会長) 

 新しい駐車場はいつ頃から使えますか。 

 

  委員 

 来年度中に完成する予定です。  

 

議長(会長) 

 予算は，来年度の予算ですか。 

 

執行機関 

 隣の駐車場につきましては，今年度が設計で来年度が工事となっています。 

しかし，発注の具合とか物資の問題でいつ完成するかは，はっきりとお示しできない状態

ですので，来年度中の完成と考えていただけるとよろしいのかなと思います。 

 

  委員 

 もうひとつ定期講座のことになりますが，水墨画は２人しかいないので，８人募集してい

ますが，もし応募がなかった場合でも継続されるのですか。 

 

執行機関 

 今，入りたいと言っている方がいるらしいですけど，その方が長く続くかどうかもわから

ないですね。もし，入ってこない場合は廃止になる場合もあります。 

 

  委員 

 講師の先生も２人では，月２千円しか謝金が入ってこないですよね。 

 

執行機関 

 そうです。センターの講師の謝金は，１回５千円というのが基本ですが，それを割り引い

ているようになっている講座がいくつかあります。やはり，人数が少ない講座は，先生の善

意で開催できているところもあります。ただ，先生自身が市民センターでやっていることを

楽しみにしている方や誇りに思っていただけている方もいます。 
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  委員 

 やはり，定期講座の年齢層は高いですか。 

 

執行機関 

 はい，高いです。介護サービスを休んでくる方や，タクシーでいらっしゃる方もいます。

若い方はお仕事で忙しいというのがあるので，難しいでしょうね。 

 

  委員 

 きっと，高齢者の方は楽しみなのでしょうね。 

 

執行機関 

 そうだと思います。だから，人数が減っても続けたいと思うのでしょうね。 

この後に御意見伺うのもあるのですが，そのときに使う資料として，定期講座の担当者が

作成した定期講座のアンケートがあります。 

 

議長(会長) 

他に何かありますか。 

 

  委員 

 先ほどと同じような内容になってしまいますが，コロナ禍の中で時間，人数などの制限が

ある中で開催し，たくさんの参加者を募っている又は募りたいという状況ではありますが，

こういった状況がありますから感染症予防対策を考えながら，来年の計画づくりに取り組

んでいる部分で，御苦労を感じるなと思います。 

 

  委員 

 ふれあいまつりが３年出来ていないので，ちょっと寂しいので，何とか来年度は，展示だ

けでもできればというのはあります。カラオケや踊りの講座の方もやりたいだろうなとは

思います。しかし，そうは言ってもコロナの感染の予測は難しいので，時期をうまく考えて，

何とか発表の場を持てたらいいなと思います。 

 企画展のようにして，各講座で時期をずらして，コミュニティルームの前あたりで展示す

るなど，一度に人を集めない方法を考えてもいいかもしれませんね。 

 

  委員 

 この前，水戸駅の中のタワーレコードで，偶然にライブをやっているのをみかけました。 

その時に客席と演者の距離はとても近かったです。でも，ビニールのカーテンを上から下

まで全部引いていました。だから，お客さんに飛沫は絶対飛ばないです。そういう事を考え

ると，お客さんとの間の遮断はできるかもと思ってみていました。 
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  委員 

 コミュニティで高性能な空気清浄器を購入するのはどうですか。そういう対策もできま

すよね。 

 

執行機関 

 今回ひなまつりは中止でしたが，ひなまつりと合わせて作品展示ができるブースを作る

かアンケートで定期講座に意向を伺いました。その中で，作品を展示すると係員も付いてい

ないといけないし，係員が感染しても困るし，そういった事を考えると，御遠慮しますとい

う意見が多かったです。 

 オカリナクラブは４月に発表会的なものを講座の中で考え，チラシを作成してセンター

に掲示する事を考えたりしています。絵画クラブも講座の中で，お互いの作品展示などをし

て，受講生だけの展覧会をやっていますが，一般のお客さん達が来ないですね。やはり，お

まつりという形式にならないと，大勢の方の来場は見込めないですね。 

 

議長(会長) 

ありがとうございました。協議事項の令和４年度石川市民センター事業計画（案）及び令

和４年度石川市民センター定期講座（案）についての質問は以上です。 

 

（３）その他 何かありますか。 

 

執行機関 

好文カレッジから，定期講座についてのアンケートをとってください。そして，運営審議

会で話合ってくださいという事でしたので，お手元の資料を御覧ください。 

 

  委員 

こうして見ると，年代的には圧倒的に 70 代ですね。20 代がゼロ，30 代もゼロ，40 代が

２名いたのも知らなかったですね。 

 

執行機関 

あとは，加入期間が長い方も多いですね。 

 

  委員 

 こうやって見ると５年以上と 10 年以上を足すと７割くらいがそうなりますね。 

講座を始めたころは 50 代でも 20 年たったら 70 代ですからね。皆が仲良くやっている所

に新しい人が入るというと，そこに馴染むのは大変ですよね。せっかく入って来ても，１年

か２年で辞めてしまわないかが心配です。 

あとは，講座に在籍中の方の知り合いじゃないと，入るのも難しいですよね。石川地区に

いるからといって，すぐに入れるかといったらやっぱり，難しそうですね。そう考えると，

定期講座のチラシを全戸配布するのは，効果がありますね。 
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 例えば，65 歳で退職して平日に時間ができたときに何か始めたいという時に，広報紙と

一緒にチラシをみて，という事でチラシが本当にいいですね。このチラシも見やすくていい

ですね。 

 

執行機関 

 そうです。Ａ３の両面になっています。今まででしたら，ひととおり見て興味がなかった

ら，チラシを捨てられていたかもしれませんが，裏面に市民センターの案内があると，とっ

ておいてあとで講座に気付いてくれる事もあるかなと期待して，こういったつくりにしま

した。 

 

  委員 

 講座に対する意見の中で，「畳が硬くて長時間の正座がきついです。」とあるので，これは

茶道ですかね。 

 

  委員 

 あとは，囲碁ですか。 

 

執行機関 

 正座しているのは，茶道だけだと思います。あとは，座布団があるので。茶道のお稽古の

ときに座布団は使わないので。安い畳でしょうし，浸水でもしない限り畳床まで変えないで

しょうから，ずっと昔のままなのでしょう。 

 

  委員 

 普通にお茶を習いにいった場合に比べて，だいぶ安い月謝になりますから,そこは我慢し

てもらうしかないですね。 

 

議長(会長) 

 色々な意味の喜びがあっていいのかと思います。タクシーでわざわざいらっしゃる方も

いるぐらいですからね。 

 

執行機関 

 一方で，定期講座があると定期的に部屋が使えないので，市民センター主催行事を組み立

てする部屋の空きが少なくて大変です。一方，皆さんの続けたいという意見を尊重している

ので，板挟みといったところです。 

 

  委員 

 「生きがいづくり」と「生活に役立っている」という方が多いから，結果的にはいいので

はないですかね。 
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  委員 

 仕事を辞めて，高齢になってから仲間や同じ趣味を持つ人を作るっていうのは難しいで

すから，同じ趣味っていうのは，とても大事ですよね。 

 

執行機関 

 オカリナクラブも募集のチラシなど出したいが，チラシなどアナログの方法しかないで

すよね。インターネットを利用するなど，デジタル媒体を活用して募集すれば，もう少し広

く募集できると思います。 

 

  委員 

 アンケートの結果をみてもホームページがきっかけの人はいないですね。年齢層が高い

からしょうがないですよね。 

 

執行機関 

 子育て広場に来ている人は，市のホームページをみたり，先生のブログをみたりして，来

ているようです。中間層は知っていても仕事があるので来ないですね。 

 

  委員 

 定期講座は，平日に開講の場合は，高齢者が来る事が多いからチラシを回覧するなど，人

づてがいいのかもしれないかもないですね。 

 

議長(会長) 

 センターによって講座の内容は違いますか？ 

 

執行機関 

 違います。 

 

  委員 

 私も他のセンターでピラティスを習っています。曜日や時間が合わない場合は，他のセン

ターを利用する場合もありますね。ピラティスやヨガは女性に人気ですよね。 

 

執行機関 

今回出た意見をまとめて，みと好文カレッジに報告いたします。 

 

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

の審議は全て終了いたしました。 

なお，今回の任期満了をもちまして，３名の委員さんが退任されることとなりました。 

これまでのお力添えに心から感謝申し上げますとともに，これからも石川市民センターに 
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変わらぬ御厚情を賜りますよう，お願い申し上げます。それでは，今回が最後となる方々 

に挨拶をいただきたいと思います。 

 

 ＜挨拶＞ 

ありがとうございました。 

以上をもちまして，令和３年度第２回石川市民センター運営審議会を終了いたします。 

 

執行機関     

  会長には，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，御協力をいただきありがとうございました。令和４年度からの

任期となる新たな委員さんにつきましては，現在，市に内申しております。今回の任期満了

をもちまして，３名の委員さんが退任されることとなりましたが，これまでのお力添えに心

から感謝申し上げますとともに，委員という立場を外れましても，御意見等がある場合は，

市民センターまでいただければと思いますので，引き続き皆さまの御協力をお願いいたし

ます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


