
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   水戸市千波市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時   平成 28 年３月 16 日（水）午後１時 30分から午後２時 28分まで 

 

３ 開催場所   水戸市千波市民センター 研修室 

 

４ 出席した者の氏名 

 （１）委  員  益子 隆，後藤 昇，大髙 正志，笠井 悦子，蔀 律子，綿引 静夫 

 （２）執行機関  山田 和久，青山 敏江 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 （１）平成 27 年度事業報告について（公開） 

 （２）平成 27 年度施設利用状況について（公開） 

 （３）平成 28 年度定期講座受講生募集について（公開） 

（４）その他（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数   ０人 

    

８ 会議資料の名称   平成 27年度第２回水戸市千波市民センター運営審議会 

 

９ 発言内容 

執行機関   ただ今より，平成 27年度第２回水戸市千波市民センター運営審議会を開

会いたします。 

開会に先立ち   会長より御挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

執行機関   ありがとうございました。 

なお，議事進行につきましては，水戸市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長をお願いいたします。 

    

会  長   平成 27年度第２回目の運営審議会となりますが，過去一年間を振り返り

市民センター等の主催事業について，各委員の皆様から前向きな御発言をお

願いいたします。 
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会  長   それでは，議事に入りたいと思います。最初に，議題（１）平成 27年度

事業報告について，事務局より説明願います。 

 

執行機関   会議資料に基づき，平成 27年度事業報告について説明する。 

    

会  長   ただ今，事務局より議題（１）についての説明がありましたが，何か御

意見，御質問等ございましたら，御発言いただきたいと思います。 

 

委  員   歴史講座に代わって一般教養講座の移動学習を実施し，参加者も多く人

気があったようですが，今後は歴史講座の教養講座は実施しないのですか。 

 

執行機関   歴史講座単独での教養講座は，実施いたしません。 

今年度実施した移動学習の中にもあるように，博物館や美術館・資料館・

寺社など歴史に関する訪問先を館外移動学習の中に含めてまいります。 

 

委  員   定期講座の受講生を対象に実施した普通救命講習会は，継続して実施し

てほしいですね。また，講習を受けた皆さんの反響はいかがですか。 

 

執行機関   普通救命講習会の開催は，平成 25年度から取り組んでいます。当市民セ

ンターにもＡＥＤが設置されていますが，平日の夜間や日曜・祝日で職員

のいない時間帯に利用者が不測の事態に陥った場合，やはり応急手当に関

する知識と実技を身に付ける必要があります。 

１回の講習会で 20名の受講は，決して多い人数とは言えませんが，今後

は一般の住民も対象とした，普通救命講習会の開催も検討してまいります。 

また，年配の講習会受講者にとって３時間の講習は，負担になるとの意

見もありましたが，年齢構成を考慮しながら指導員のお二人が親切・丁寧

に御教示くださったので，特に大きな問題点はありませんでした。 

 

会  長   他に御意見・御質問等ございませんか。 

 

副 会 長   平成 28年度の千波ふれあいまつりの開催時期は決定したのですか。 

 

執行機関   正式には，千波ふれあいまつり実行委員会の席上で決定しますが，平成 

28 年度は 11 月最後の金曜・土曜・日曜日の３日間で開催する予定です。 

これまでの経過として，平成年 27 年５月と 11 月の２回にわたり千波ふ

れあいまつり検討委員会を開催しました。 

  検討委員会の構成メンバーは，故郷千波を創る協議会の役員並びに作品 

展示や芸能発表会に参加する定期講座の代表者に出席していただき，意見 

を述べてもらいました。 
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定期講座の各代表者は，従来どおり一年の活動の成果の発表の場として 

２月の開催が望ましいという意見が大半でしたが，故郷千波を創る協議会 

の役員の中には，２月は１年を通して最も寒い時期であり身体的な負担も 

大きいので，もう少し暖かい時期に変更してもらいたいとの意見もありま 

した。 

他の市民センターで実施している平成 26年度のおまつりについて開催実

績を調査しましたが，年内中におまつりを開催している市民センターも 10

か所程度ありました。 

 すなわち，各団体・代表者の意見を集約した結果，平成 28 年度の千波ふ

れあいまつりは，11 月下旬に開催することと決定いたしました。 

 

委  員   ただ今，千波ふれあいまつりの来場者数の報告がありましたが，初日の 

作品展示会の人数が 180 名と少ないように思われますが，十分な周知はさ 

れているのですか。 

 

 執行機関   平成 26年度初日の来場者数は，150 名なので前年比較 30 名の増です。ま

た，今年度は，従来の作品展示会と合わせて２階研修室でひな人形の展示

も行いました。 

 千波ふれあいまつりの周知方法ですが，Ａ４サイズ両面刷りのチラシを

町内会に加入している約 4,200 世帯を対象に千波学区内に配布しました。

その他には，作品展示協力団体の県立水戸聾学校の児童・生徒や千波幼稚

園の児童にもお子様を通して各家庭にも配布しております。 

また，地区内にある老人福祉センター葉山荘の利用者や私立葉山保育園

の園児にもチラシを配布しました。 

 

会  長   他に御意見・御質問等ありませんか。 

 

 委  員   千波ふれあいまつりの反省会などは，実施しているのですか。 

 

 執行機関   今回も含めて，今までも反省会は実施しておりません。 

 

 委  員   せっかくの機会ですから，千波ふれあいまつりの小・中学生を対象とし 

た作品展示について述べさせていただきます。 

 通路の壁に展示してある小学校１・２年生の硬筆ですが，鉛筆書きなの 

で高い位置に展示してあると文字が細くて見づらいのと通路全体が薄暗い 

と感じました。 

 必ずしも学年順で掲示しなくても，文字の太い毛筆の作品を高い位置に 

展示するなど工夫を凝らし，作品を見に来る方の目線で展示できれば理想 

なのですが。 
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執行機関   御指摘のとおりですが，限られた展示スペースの中で来場者が見やすい

作品展示を出展団体の意見も取り入れながら，検討してまいります。 

 また，通路全体が薄暗いとのことですが，本来市民センターの通路は，

作品を展示する前提で照明が設置されているわけではありません。 

照明設備の改善は，難しいと思われますので御理解願います。 

 

委  員    もう一つ気が付いた点がありました。 

個人のモラルの問題だと思いますが，作品展示の通路に個人の荷物や 

段ボール箱などが置かれており，作品を見に来る来場者にとっては，余 

り気持ちの良いものではありませんでした。 

 荷物の大きさによっては，展示してある作品が隠れているケースも見 

受けられました。 

 

 執行機関    今回の反省点の一つとして，ふれあいまつり開催期間中は，市民セン 

ター利用者及び協力団体等の皆さんにも御協力をいただき，通路に荷物 

を置くことのないよう働きかけてまいります。 

御助言ありがとうございました。 

  

執行機関    なお，小・中学校の作品展示については，ふれあいまつり開催期間中

に足を運べない家族や地域の皆さんもおりますので，２月 26 日（金）ま

で展示しましたので御報告いたします。 

 

会  長    他に何かございませんか。 

ないようでしたら，議題（２）平成 27年度施設利用状況について，事

務局より説明願います。 

 

執行機関   会議資料に基づき，平成 27年度施設利用状況について説明する。 

 

会  長   ただ今，事務局より議題（２）についての説明がありましたが，御意見・

御質問等がございましたら，御発言をお願いいたします。 

 

委  員   施設利用状況一覧の市民センターや社教団体等の区分を具体的に説明し 

てください。 

 

執行機関   市民センターの区分は，市民センター主催事業で定期講座・女性学級・

寿大学講座・千波ふれあいまつりや本日開催の運営審議会も含まれます。 

次に，社教団体の区分は正式には社会教育団体を指し，子ども会育成連

合会・高齢者クラブ・女性会や地区会などの利用です。 

また，その他の区分は，民生委員児童委員合同の定例協議会や社会福祉

協議会・サークル活動の団体や町内会の利用も含まれます。 
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委  員   市民センターの利用区分は，市民センター主催事業とその他の利用団体 

が大半を占めているのが解りました。 

 当市民センターは古い施設ですが，利用する団体・個人が利用しやすい 

雰囲気・環境づくりを職員の皆様に改めてお願いしたいと思います。 

 

会  長   他に何かございませんか。 

ないようでしたら．議題（３）平成 28年度定期講座受講生募集について， 

事務局より説明願います。 

 

執行機関   会議資料に基づき平成 28 年度定期講座受講生募集について説明する。 

 

委  員   新規講座のパン作り教室は，募集定員が 20名ですが受講生は集まりそう

ですか。 

 

執行機関   先ほどの事業報告で御説明したとおり，短期講座の米粉料理講習会を開

催した結果，受講生からの評判も良く，是非パン作りの教室を立ち上げて

ほしいという要望が多かったので，平成 28 年度の募集要項に含めました。 

既に，定期講座受講生募集のチラシを地区内に配布しておりますが，市

民センター利用者の個人・団体にも働き掛け，最低でも二桁の受講生を確

保したいと思います。 

 

会  長   他に御質問等ありませんか。 

ないようでしたら，議題（４）その他で何かございませんか。 

事務局で何か連絡事項がありましたらお願いします。 

    

執行機関   千波市民センターの備品購入関係について御報告します。 

２月下旬にホール専用のパイプ椅子 35 脚が新規で納入されました。購入

費用は 1脚 3,200円で総額 112,800円です。 

古いパイプ椅子と合わせると 100 脚以上になりましたが，順次古いパイ

プ椅子は更新する予定です。以上，御報告します。 

 

執行機関   次に市民センター運営審議会委員の任期について御報告します。 

現在６名の委員の皆様の任期は，平成 28 年３月 31 日を以て満了となり

ます。平成 28年４月以降は，新たに委員の委嘱をお願いするところですが，

但し，６年間継続して委員をされた方は，規定により再任することができ

ません。すなわち，４名の委員の皆様が該当しますので，御了承願います。 

 

 委  員   後任は，決まっているのですか。 
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執行機関   会長にも相談した結果，故郷千波を創る協議会の地区会から２名，民生 

委員児童委員協議会から１名，子ども会育成連合会から１名を依頼し内諾 

を得ております。 

 また，高齢者クラブ連合会長と千波小学校長には，平成 28 年４月以降も 

再任として委員をお引き受けいただければ幸いです。 

 

 委  員   年齢要件について，規定はないのですか。 

 

 執行機関   各種審議会において，委員着任時 75歳未満の規定はありますが，市民セ

ンター運営審議会については，各地区の地域の実情を考慮して７５歳以上

でもやむを得ないとの判断なので，該当する委員の方も引き続きお願いし

ます。 

 

会  長   他に何か御意見・御質問等ございませんか。 

 

（会議録署名人の指名） 

 

会  長   他にないようでしたら，以上をもちまして平成 27 年度第２回水戸市千波

市民センター運営審議会を閉会いたします。 

貴重な御意見そして長時間にわたり御審議ありがとうございました。 

 

執行機関   今回の運営審議会を以て任期満了となり退任される委員の皆様には，大

変お世話になりました。今後とも市民センターを運営する上で，お気付き

の点がありましたら忌憚のない御意見・御要望等を引き続き事務局までお

申し出いただければ幸いです。 

長期にわたり，本当にありがとうございました。 

    


