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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 

   水戸市双葉台市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   平成２８年３月４日（金）午後３時００分から午後３時５２分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市双葉台市民センター 大会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

    吉野 孝，伏見 キイ子，宮田 和貴，嶌 裕子，栗田 定道，沼田 祐一郎  

（２）執行機関 

    谷津 宗一郎 

 

５ 課題及び公開・非公開の別 

（１） 平成２７年度市民センター事業実施状況について      （公開） 

（２） 平成２７年度市民センター利用状況について        （公開） 

（３） 平成２８年度双葉台市民センター事業計画（案）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回水戸市双葉台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 19 ページの綴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ください。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 27 年度 第２回水戸市双葉台市民センター

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   様から御挨拶を頂きたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

会長挨拶   皆さん，こんにちは。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。それでは，ただ今から市民センター運営審議会を開催いたし

ますので，よろしく，御審議の程お願いいたします。 

 

執行機関   ありがとうございました。 

   本日の，委員の出席状況を御報告いたします。 

委員数６名全員の委員に，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。 

 

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，その前に，本日の会

議の議事録署名人を   委員，   委員にお願いしたいと思います。 

それでは，報告事項 ①「平成 27 年度市民センター事業実施状況につ

いて」及び②「平成 27年度市民センター利用状況について」，事務局より

御説明をお願いします。 
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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。平成

27 年度市民センター事業実施状況については，１定期講座でございます

が，７教室で，書道・コーラス・ちぎり絵・艶歌カラオケ・着付け・男の

料理・健康ストレッチです。募集は，４月 10 日から 17 日にかけて募集い

たしました。募集人数・活動人数等については御参照願います。（２）教

養講座は，手話教室・手話クラブで例年どおりです。（３）クラブ，フレ

ッシュヨーガ・太極拳・絵画･とんぼ玉・エアロビクス・絵てがみ・英会

話・囲碁・ふたばウォーキング・陶芸・ヨーガの 11 クラブで募集し活動

いたしております。 

続きまして，２ページ ２の教養講座で （１）高齢者学級 ６月２日

に打合せ会議を開きまして，第１回６月 30 日講話「さくら前線おはなし

の国」について，開催いたしました。第２回７月 10 日講話「交通安全教

室」を，水戸市市民協働部地域安全課職員に講師を依頼いたしました。第

３回９月16日芸術音楽演奏会，茨城県警察音楽隊に依頼していましたが，

鬼怒川氾濫の為中止になりました。第４回 10 月 14日講話「火災教室」に

ついて，水戸市消防本部火災予防課職員に講師を依頼いたしました。第５

回 11 月 26 日移動学習 ミヤト製菓かりんとう工場を見学いたしました。

（２）レディースセミナー ５月９日打合せ会議を開きまして，第１回６

月 30 日に講話「セルフマッサージ＆メイク術」フェイシャル・エステシ

ャン   先生に依頼いたしました。第２回７月 13 日講話「上手な介護

保険の使い方」を開催いたしました。第３回８月 10 日健康講座「笑いヨ

ガ」を笑いヨガ講師   先生に依頼いたしました。第４回９月 30 日移

動学習「牛久市方面」で日本初のクリスタルガラス工場等を見学いたしま

した。第５回 10月 20 日料理講習会「デトックス野菜料理」ローフードマ

スターの   先生に依頼いたしました。 

次に，３ページに移りまして（３）夏休み子どもワクワク教室 第１回

７月 25 日親と子の料理教室を双葉台地区食生活改善推進員の皆様に御協

力を頂きました。第２回７月 30 日おもしろ理科教室「ドクター・ナダレ

ンジャーの自然災害科学実験教室」理学博士の   先生にお願いいたし

ました。第３回将棋教室ですが，お盆の時期を抜いて４回木曜日に日本将

棋連盟公認の   先生に御指導いただきました。第４回は絵画教室で７

月 28 日・29 日は低学年の部で，８月４日・５日は高学年の部で実施いた

しました。講師は，   先生にお願いいたしました。 

（４）４地区市民センター交流事業ですが，１月 24 日に常磐・石川・堀

原・双葉台市民センターの交流将棋大会を開催しました。前年度は，募集

人数が集まらなかったため中止とさせていただきましたが，今年度は，20

名の募集がありましたので開催することができました。（５）ふれあい学

級双葉台保育所と共催事業で，第１回５月 30 日親子ふれあい体操で１級

幼児体操指導者の   先生に依頼，第２回１月 30 日親子ふれあいコン
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サート 水戸ユースウインドオーケストラの皆さんで，市民センターのホ

ールにおいて実施いたしました。（６）伝統民芸講座 12月 15日しめ飾り

作り   先生に御指導いただきました。 

次の４ページ（７）双葉台地区新春水戸郷土かるた大会１月 31 日に第

37 回水戸郷土かるた大会双葉台学区大会参加チーム 25チームで 120 名の

参加です。（８）郷土史講座６月 10 日に移動学習で「ツムラ漢方記念館

と水郷潮来史跡めぐり」を開催いたしました。ツムラ漢方記念館は漢方の

歴史を学び好評でした。（９）市民センター文化展，今年度も，２日間に

わたって発表を行いました。２月 13日土曜日２月 14日日曜日 活動団体

の展示が 12団体・発表が 20団体で開催いたしました。 

今年度は，新たに，成人講座といたしまして，大人が学ぶぬり絵教室・

健康で，元気にイキイキと暮らすためにシルバーリハビリ体操をやってみ

よう。この２講座を開催いたしました。 

続きまして５ページの関連事業（１）ふれあいフェア in双葉台 11 月 14

日，特別出演として，双葉台中学校吹奏部の皆様・水戸啓明高等学校ＢＩ

Ｇ・ＢＡＮＤ部の皆様に演奏をしていただきました。また，例年どおり，

模擬店コーナーなど行いました。（２）いきいき健康クラブ第１・第３火

曜日 軽い体操やゲーム 保健推進委員の皆様に担当していただきまし

た。（３）元気アップ・ステップ運動教室 毎週木曜に教室を実施いたし

ました。（４）子育て広場 第１から第４木曜日 子育て交流支援事業（親

子の集い・交流）といたしまして，実施しました。特別イベントといたし

まして，５月兜作り，７月七夕会，12 月クリスマス会，クリスマス会は，

盛大にできました。主催は双葉台住民の会・共催は双葉台女性会で行いま

した。 

       次のページ６ページをお開きください，平成 27 年度市民センター利用

状況について，団体別利用状況 １月末現在で市民センター331 件 7,670

人，社会教育団体 234 件 4,284人，市・県 172件 6,987 人，その他 954 件

11,473人で，合計 1,691件 30,414人に方に御利用いただきました。続き

まして図書利用状況でありますが，４月から１月までで 258人の方が 654

冊御利用いただきました。 

次７ページに移りまして，部屋別利用状況，ホール・会議室・和室・調

理室・図書室となっております。４月から１月にかけての合計は，ホール

623 件 13,573人，小会議室・大会議室合わせて 700件 11,018人，和室 325

件 4,947 人，調理室 34 件 527 人，図書室 258人の方が図書の貸出利用者

となります。 

以上です。 

 

議長(会長)  ただ今，報告事項①及び②の説明がありましたが，これについて何か，

御質問等がありましたらお願いします。 
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  委員   いいですか。図書室ですが，コミュニティルームができて，何冊ぐらい

減ったのですか。 

 

執行機関   はい，今参考といたしまして資料をお配りいたします。 

       ただ今，お配りいたしました資料を御覧ください。コミュニティルーム

の設置後の２月４日に中央図書館職員において，入替え整理をしていただ

きまして，平成 27 年４月１日と比較いたしますと，277 冊の減ではござ

いますが，3,568 冊となっております。 

 

  委員   図書室を半分に仕切ったので，心配していたけれど，思ったほど，減っ

ていなくて，とても良くできたと思います。3,500冊もあれば十分だと思

います。 

 

委員全員   十分だと思います。 

       

議長(会長)  よろしいですか。他に何かございますか。 

なければ，続きまして，協議事項 ①「平成 28年度双葉台市民センタ

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，それでは，平成 28 年度双葉台市民センター事業計画（案）につ

いて御説明申し上げます。８ページをお開きください。１の定期講座につ

きましては，４月 12 日から４月 19 日にかけまして，受講生の受付を行い

ます。応募内容につきましては，12 ページをお開きください。教室につ

きましては，８教室で，健康ストレッチ教室をクラブにし，教室として新

たにレディースストレッチと大人が学ぶぬり絵を開講することといたし

ました。大人が学ぶぬり絵については，成人講座として開催した際に非常

に人気が高く次回の開催要望が多かったので，講師と調整をして，教室で

開講することといたました。また，新たに，子供教室として，子供将棋教

室を開講します。子供将棋教室の講師は，ボランティアで指導していただ

くことになっております。クラブについては，健康ストレッチがクラブと

なり 12 クラブです。続きまして，２の教養講座につきましては（１）か

ら（９）の内容で実施してまいります。 

また，３の関連事業につきましても，下記の記載のとおり実施してまい

りたいと考えております。以上で説明を終わります。  

 

議長(会長)   ただ今，協議事項 ①の事業計画（案）について説明がありましたが，

これについて何かありましたらお願いいたします。 

 

議長(会長)  マージャンについては，相変わらずのようだが。あれは教室ではないの

ですが。 
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執行機関   はい，健康マージャンの件だと思いますが，市民センターの教室ではあ

りません。健康マージャンを始めマージャンの団体は３団体ありまして，

全て，お部屋貸しの団体です。 

 

  委員   毎回，駐車場を占領して他の団体の利用者が駐車できない状況ですので，

何とかなりませんか。健康マージャンがある日は止めるところがないので，

非常に皆さん困っています。 

 

執行機関   はい，私どもも何度か注意をしていますが，守っていただけないのもで

すから，この健康マージャンを推進している，県の高齢者はつらつ百人

委員会に連絡し，注意をいたしましたら，健康マージャンの代表の方が

来ましたので，説明をして注意いたしましたが，注意を受けた次の時だ

けで元に戻ってしまいました。 この健康マージャンの団体には，今後も

使用時間を守ることと，車の乗合せについての呼びかけは続けなければ

ならないと思っています。 

 

議長(会長)  貸さないことはできないのだろうから，注意をしていってください。 

 

  委員   最低限のマナーは守ってもらわないと，他の団体にも迷惑がかかるので，

厳しく注意をしてもいいと思いますよ。 

 

執行機関   はい，分かりました。  

 

  委員   市民センターに関係のない車も大分止まっているようだから，有料駐車

場にでもしたらどうですか。 

 

執行機関   なかなか有料駐車場とすることは難しいですが，確かに当市民センター

の駐車場は，商店会に来る人，近隣公園に来る人，又は，事務所や住宅

に来る人が駐車していきます。常に監視しているわけにはいきませんの

で，常習犯については張り紙や注意をしていますが，きりがないのが実

情です。 

 

議長(会長)   他にないですか。ないようですので，次のその他でございますが，何か

ございますか。 

 

執行機関   はい，なければ，事務局から報告したいことがありますので，よろしい

ですか。 

 

議長(会長)   はい。 
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執行機関   それでは，その他でございますが，別紙にて折りたたみ式応急給水器具

についてですが，12 月末日に市民センターの防災倉庫に２台入りました。 

       この給水器具は，災害時に水道部から給水車により水を運んできて，こ

のタンクに入れ住民に供給(給水)するものです。ちなみに，１台 1,000ℓ

入ります。組立て式になっておりますので，住民の会・防災対策本部の役

員さんに組立て方法を覚えていただかなければなりません，組立て訓練を

今年度内にと，水道部と調整を行っておりましたが調整がつきませんでし

たので，来年度８月の防災訓練で，より多くの役員さんや住民に訓練して

いただければと考えております。また，この件については，既に水道部に

も話しております。組立てについては，４，５人の男性がいれは組み立て

られます。 

 

  委員   備蓄用ではなく，緊急用だね。 

 

執行機関   はい，災害時に組み立て，使用する物です。 

 

議長(会長)  防災訓練で，みんなに訓練してもらうのはいいと思う。 

       これは，水道部が教えてくれるわけだね。所長は訓練したの。 

 

執行機関   はい，水道部の職員が指導してくれます。私も他の地区で行われた防災

訓練で経験してきました。また，その時に，住民の会の役員１名にも参加

していただきました。 

 

  委員   衛生面はどうなのですか。 

 

執行機関   はい，中は使い捨てタイプの内袋，ビニール袋になっておりまして，連

続して２，３回使用しても問題はないそうですが，間を置いてしまった時

などは交換した方が良いそうです。袋については，水道部が用意してくれ

ます。 

 

議長(会長)  他になければ，私から，以前にお話をしましたが，図書室を利用しての

コミュニティの部屋を作ってほしいと申入れをしていた件について，年度

内に作っていただき，誠にありがとうございました。おかげさまで，２月

の 10 日に開所式をいたしましたので，皆様もこれから大いに活用してい

ただきたいと思います。 

  

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しました。それでは，進行を事務局に

お返しいたします。 


