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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 

   水戸市大場市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   平成 29年３月９日（木）午後１時 30分から午後３時 15 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市大場市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委  員 小野瀬 茂雄，會澤 保，柳瀬 優子，川井 融顕，吉川 明宏 

（２）執行機関 鈴木 克明, 辰見 久美 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  報告事項 

（１）平成 28年度大場市民センター事業報告について（公開） 

  （２）平成 28 年度大場市民センター利用状況報告について（公開） 

  （３）その他 

協議事項 

（１）平成 29年度定期講座教室・クラブについて 

  （２）その他 

 

６ 傍聴人の数 

  なし 

 

７ 会議資料の名称 

   平成 28年度（第２回）水戸市大場市民センター運営審議会 

 

８ 発言内容 

 執行機関 ： 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。ただ今か

ら,平成 28年度第２回大場市民センター運営審議会を開催させていただきます。 

本日の運営審議会に当たりまして,  委員さん,本日御都合により欠席,  

＿＿委員さん,公務の関係でそちらが終わり次第到着されるということで,御連

絡が来ておりますので御報告いたします。定足数の関係でございますが,委員６

名のところ４名の御出席を頂いておりますので,定足数に達しておりますので，

会議が成立することを御報告させていただきます。 
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それでは,皆様のお手元にございます資料を基に，会議を進めさせていただき

ます。会長の御挨拶を頂きたいと思います。  会長よろしくお願いいたします。 

＿＿会長  :  ―――会長挨拶――― 

執行機関  : ありがとうございました。それでは,議題の審議に入りますが,水戸市市民セン

ター条例第 12 条により,  会長に本会議の議長をお願いしたいと思いますの

で,よろしくお願いします。また,本日の議事録署名人ですが,  委員と  委

員にお願いしたいと思いますので，よろしくお願いいたします。では,  会長

お願いいたします。 

＿＿会長 ： それでは早速, 議題に入りまして,（１）報告事項,ア 平成 28 年度市民センタ

ー事業報告について,イ 平成 28 年度市民センター利用状況報告について説明よ

ろしくお願いします。 

執行機関 ： ―――資料に基づき説明――― 

      【平成 28年度大場市民センター事業報告について（１～３ページ）】 

平成 28 年度，前回の会議以降に実施した，大場市民センター主催，又は共催

事業とその参加者数を，平成 28 年８月から，本会議の前月に当たる平成 29年２

月まで，各月ごとに分けて報告した。 

【平成 28年度大場市民センター利用状況報告について（４～７ページ）】 

大場市民センターの利用状況について， 

団体別利用状況として市民センター，社協団体，市，県，その他，これらの合   

計を，各月ごとに分けて２月まで報告した。さらに，図書室，保育室の利用状況

も各月ごとに分けて，２月までの合計利用人数と合わせて報告した。なお，昨年

度との比較ができるよう，参考に，平成 27年度の同様の資料を掲載した。 

室別利用状況については，集会室，和室，学習室，調理室，これらの２月まで

の合計を各月ごとに分けて報告した。また，昨年度との比較ができるよう，参考

に，平成 27 年度の同様の資料を掲載した。 

＿＿会長 ： 事業報告と利用状況について御説明がありましたが, 皆様何か質問,お気づき

の点があればお願いします。 

＿＿会長 ： 利用状況等は,昨年度と比べると増えていますね。３月も足せばもっと増えま

すね。 

執行機関  : はい。 

＿＿会長 ： 昨年の３月の合計人員は 13,009 人でしたが,今年度は,２月までで 13,180 人な

ので事務局のＰＲが良いということですね。 

執行機関 ： 理由はよく分かりませんが,新しい利用団体が目立って増えているということ

もありませんし,とすれば一つ当たりの団体の人数が少し増えてきたのかなと思

います。 

＿＿会長 ： この社教団体というのは,民生委員か何かですか。 

執行機関 ： 資料５ページの※印のところに記載してありますが,子ども会,育成会,高齢者

クラブ,女性会,地区会等になります。 

＿＿委員 ： 高校生会の利用はあるのですか。 

執行機関 ： 高校生会の利用は大場市民センターでは,ありません。 
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＿＿委員 ： 高校生会はあるのですか。 

執行機関 ： 随分前になりますが，５～６年前はあったはずです。現在活動されているかは

未確認です。 

＿＿委員 ： 図書室の利用は極端に少なくなってしまいましたね。図書の入替えはないので

すか。 

執行機関 ： 今年度,中央図書館が耐震補強工事に入りまして，図書の移動が困難な状況だ

ったので，そういう関係もあり，今回入替えがなかったようです。 

＿＿会長 ： 他に何かありますか。 

よろしいでございますか。 

では，次に報告事項のウ その他は何かありますか。 

執行機関 ： 報告事項のその他は特にありません。 

＿＿会長 ： 特にないということですが，ここの夜間管理人さんの件をここで報告してくだ

さい。 

執行機関 ： はい。分かりました。では,この場で報告させていただきます。大場市民セン

ター夜間祝祭日管理人を選任して,御協力いただきました  さん御本人から,

今年度をもって交代させていただければと申出がございまして,３月 31 日まで

は引き受けてくださるということで,今年になってから近くにお住まいの方で管

理人さんをしていただけそうな方を何件か当たっていたのですが,その中でこの

施設の南側になるのですが  商店さん,ガソリンスタンドと雑貨屋さんを兼ね

て営まれている方で  さんとおっしゃるのですが,こちらの方が引き受けてく

れるということでしたのでお願いすることになりなした。契約的にはまだ正式な

契約書は取り交わしてないのですが,今月中に手続を済ませて４月１日（土）午

後から利用する団体は,  さんのお宅から鍵を借りてきていただくというふう

に進めていくことで,４月利用者は３月１日から利用予約の受付をしているので

すが,その利用申請を頂いた方々に,今お話しした旨のチラシを作りまして,差し

上げて周知を図っているところです。管理人さんの話は以上です。 

＿＿会長 ： ４月からは,  さんから鍵を借りるということで，よろしくお願いしたいと

思います。 

＿＿会長 ： その他の件は以上でよろしゅうございますか。 

       では,（２）協議事項ア 平成 29 年度定期講座教室・クラブについて，事務局

の方から説明お願いしたいと思います。 

執行機関 ： ―――資料に基づき説明――― 

【平成 29年度定期講座教室・クラブ（案）について（８ページ）】 

昨年度からの継続となる４つの教室，11 のクラブを開催することを，また名

称,終了時間の変更等がある講座があることを説明した。その他にお知らせとし

て,「つるし雛教室」で作成した皆さんの作品を３月 17日（金）から 24日（金）

まで学習室に展示することを報告した。 

__＿会長 ： はい。定期講座について今説明がありましたが，何か御質問等ございましたら

お願いします。 

＿＿委員 ： はい。この間,市高連主催でオセロ大会を行ったんですが，そこでオセロ教室
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の募集があったのですが，大場地区ではそういった講座がないので，是非やって

みてはどうですか。 

執行機関 ： 定期講座としては開催しないで，年に数回，一般教養講座としての対応は考え

られますので，その中で考えていただいてはどうでしょう。 

＿＿委員 ： コーチは来ていただけますので，人数と場所があればオセロ盤は持ってきてい

ただけるので，是非やってもらいたいと思います。 

執行機関 ： 内容的にはどういった感想をお持ちになりましたか。 

＿＿委員 ： オセロは，私もよくは分からないのですが，水戸市が発祥の地で世界的に有名

になってきてますよね。大場地区の高齢者クラブの方でやりますか。 

執行機関 ： 企画，計画の中で検討させていただければと。 

＿＿会長 ： 高齢者クラブの方でやってもいいんじゃないですかね。頭の回転もよくなって。 

       あと,「ふれあいまつり」の時など，外でもできますよね。では，よく検討し

てあげてください。 

執行機関 ： はい。御意見ありがとうございました。 

＿＿会長 ： 他に何かございませんか。 

       書道クラブは月２回ではなかったのですか。 

執行機関 ： はい。チラシでは第１土曜日のみだったのですが，講師の先生の御好意で月１

回のところ２回対応させていただいて，ただ正式な募集内容としては月１回とい

う形ですね。新年度からは初めから月２回という対応で進めていけそうな流れが

できたので，月２回と明確に記載させていただきました。 

＿＿会長 ： 他に何かありますか。 

＿＿委員 ： つるし雛の展示の話ですが，立て看板等でもっと周知してはどうですか。 

執行機関 ： はい。そうですね。 

＿＿会長 ： では，以上でよろしいですか。 

       予算の関係でなかなかうまくいかないこともありますね。 

       では，イ その他として所長の方からいろいろ生涯学習の件について御説明が

ありますので，所長よろしくお願いします。 

執行機関 ： 平成 29 年度に向けて定期講座の御協議をいただいたわけですが，一般教養講

座というのがありまして，事業報告にもありましたが，成人セミナー，高齢者大

学，女性教養講座，児童講座もろもろ，定期的に月何回ではなく随時行っている

ものが一般教養講座なんですけども，これにつきまして，水戸市全体の市民セン

ターの運営方針が今月２日のセンター所長会議で示されました。この中で，市民

センターが地域コミュニティの支援と生涯学習活動の推進，これらが大きな２本

柱ということで進められているのですが，生涯学習事業について近年，公民館か

ら市民センターに変わってから，生涯学習事業が少し弱くなってきているのでは

ないかというような声が聞かれるようになっているということで,28年度に生涯

学習課の方が様々な機会を捉えていろいろ検討されて，29 年度の市民センター

の取組については，このように考えてはどうかということでの運営方針が示され

たわけです。 

       「生涯学習活動を充実させていきましょう。」ということなんですけども,「市
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民センター所長ワーキンググループ」というものが，平成 28 年度の１年間に数

回に分けて開催されております。これは，私は出席しておりませんが，市民セン

ターの所長さんの代表が現況について話し合って，今後の対応を検討されたわけ

なんですが，指摘を受けているとおり市民センターの生涯学習事業が後退してい

ると感じていると。定期講座は質，量とも満たしている。一般教養講座の方は，

行政機関がそれぞれの問題について積極的に講座などを開催するようになって

きている現状がある中で，市民センターでは何をやったらよいのかということに

なりまして，例えば乱暴に言ってしまえば環境問題は環境課，ごみ問題はごみ対

策課，それぞれの課が自分たちの問題について学習機会を作ってきている，こう

いった中で市民センターでは何をしたらよいのか，ということなんですね。そう

しますと，家庭教育に関することと現代的課題の解決に向けた学習，これが他の

行政機関ではまだ取り組まれていないので，市民センターではここに力を入れて

いくべきではないかという結論に達したそうです。 

       家庭教育学級についてですが,今まで市民センターでは限られた予算の中でと

いうことだったんですが,生涯学習課の方で別に予算を取りますということです

ね。今,議会中なので正式な決定はされていないのですが,議会の方で承認をいた

だいて予算をつけるということになりまして,３月の終わりの頃には具体的にい

くらと形で示されてくると思います。 

       また，県の条例で，家庭教育に関する条例が昨年 12 月に施行されたというこ

とを踏まえての家庭教育の充実ということです。具体的には，未就学児や小学生

低学年を持つ親に対して，家庭が本来取り組むべき役割を見つめ直して,親の役

割，子どもの心の理解，しつけなど家庭での教育について学び合う，そういった

講座を開催するということです。これは願望的な話といいますか，生涯学習課の

方では，全市民センターで必ず１回は取り組んでいただきたいということでして，

これを大場市民センターに当てはめた時に，現状としては夏休みのサマーキッズ

移動学習といったものがあるんですけれども，その中で先ほど報告させていただ

いた「アイスクリーム工場見学」がこれに近かったり，また，大場小学校の新入

学児童説明会の時に貴重な時間を頂きまして，  校長先生から家庭教育の大切

さについての御講話いだだいている，こういった機会があるんですけれども，こ

れを更に充実させて目的が達成されるようなものを目指してくださいというよ

うなお話が来ております。 

それと，生涯学習事業の実施に係る目的の明確化ということで，これについて

現代的課題の解決に向けた生涯学習が大切ですよというふうに言われているん

ですが，昨年行った成人セミナーの移動学習の東京タワーと国会議事堂見学，ま

た「ふれあいまつり」内での生涯学習講演会，これは吹奏楽団の演奏を頂いたわ

けなんですけども，これらは一歩突っ込んで現代的課題の解決に向けた学習など

に範囲を広げられないかというようなことで，それぞれ 28 年度に行ったものに

ついては，目的を明確にして学習成果があるものなのかどうか，この辺りを見極

めながら進めていきましょうということです。 

また，生涯学習の予算ですので，その学習成果が出るような講座へのお金の使
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い方をしていきましょうということです。 

事業実践集というのがありまして，そちらに過去の講座の開催要項が記載され

ておりますが，それぞれ一定の目的に従った講座が実施されているということで,

今後はこのような内容を進めていくようにというようなお話です。 

今お話ししたような内容を基に，29 年度の生涯学習事業は今やっていること

はもちろん続けながら，新たにこういった物も進めていきましょう，と。また，

お金の使われ方になってくるんですが,生涯学習の予算を使うものなのか,そう

ではないものなのか,その辺りをしっかり見極めをして進めていくということを

考えていきながら，29年度事業をまとめ直したいと思います。 

それと,人権教育講演会というのがありまして,29 年度は大場地区を含めて市

内数か所が担当地区となりまして,人権教育について大場地区でも取り組んでい

ただきたいということです。具体的には，先月 18日に笠原地区が 28年度の担当

地区だったということで,  先生を招いて,幸せについて考えようと 90 分間の

講演を頂いたそうです。こういった講演会に限らず大場地区に勤めさせていただ

いて,何か講演会や講座を企画した時に,なかなか多くの人に集まっていただく

のが非常に難しいのかなと実体験の中で感じました。 

そういった中でこれからやる時に,この地区で皆さんが活動されている関係団

体,関係機関と共催させていただきながら,一定の人数にお集まりいただいて事

業に取り組みたいと思っております。 

これについては,先のさわやか大場をつくる会の役員会が開催された時にお話

しさせていただいたんですけども,新年度事業計画する時にはそういった協力も

求めていこうと思っております。 

あとはコミュニティルームの設置というものがありまして,これは生涯学習事

業とはまた別なんですけども,コミュニティ活動の支援・推進こういったものが

市民センターの役割にありますが,このコミュニティの話になります。 

現在,入口を入っていただいて正面が保育室になっておりますけども,こちら

の方をコミュニティルームという部屋に改造していこうということで,当初来年

度の工事の予定でしたが，急遽 28 年度内に工事が対応できるということになり

ました。今，床がカーペット敷きなんですが,これをビニールシートに張り替え,

そこに机と椅子を配置する予定です。棚を付けていただいて,その他に書類ケー

スを少し用意していただく,この辺りまで対応していただけるということで,今

月中に工事の予定です。 

考え方としては,市民センターの部屋を使用したい時には使用申請書というも

のを出して許可を受ける事務手続が必要になるんですが,コミュニティルームに

つきましてはその申請を必要としない,使いたい時に空いていれば使うことがで

きる,例えばさわやか大場をつくる会の幹事会をやるとか,子ども会の役員会を

やるとか,高齢者クラブ連合会の役員会をやりたい,これが急に決まった場合と

かあまり日がなくて集まりたいといった場合には,市民センターに御連絡いただ

ければ使っていただける部屋になるということで設置されてます。 

ただ,実際のところ，運用の中で,事前に市民センターに御連絡を頂いた方が別
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の団体とかち合ってしまうということが起こり得ないとも限りませんので,電話

での確認だけはしていただいた方がよろしいのかなと考えてます。具体的な運用

方法については,その工事の完成に合わせてもう少し詰めていきたいと思ってま

す。 

前半,生涯学習の部分についてのお話をさせていただいたわけなんですけど

も,29 年度の事業内容について具体的なものについては,これから検討し，計画

していくわけですが,皆様運営審議委員さんにお示しするのは会議のスケジュー

ルからいうと,大体７月くらいになるかと思います。運営審議委員さんに集まっ

ていただく機会としては,今と,その７月ということになりますので,今日，少し

これらに関してのお気づきの点を市民センターの方に教えていただいて,４月に

なりましたら事業計画を少し具体的に固めていきながら,できるところから始め

ていこうと思いますので,御意見を頂ければと思います。 

以上よろしくお願いします。  

＿＿会長 ： はい。所長の方から説明がありましたので,何かお題について皆さん考えがあ

れば出していただいて検討したいと思います。 

バスは,来年度は生涯学習部の事業は，市からはもう駄目なんだね。 

執行機関 ： 生涯学習事業であれば,市バスとして最初の２台を借りることは可能です。 

今御質問があったことを説明しますと,この大場市民センターでバスを使った 

移動学習と呼ばれるものには三通りありました。一つは市バスを使った移動 

学習,もう一つは高齢福祉バスを使った移動学習,もう一つは民間の借上げバス

を使った移動学習,この三つなんです。資料にもありました北茨城のガラス工房

に行ったものと,夏休みのアイスクリーム工場に行ったものは市バスを使ってま

す。歌舞伎鑑賞教室で東京に行ったのは高齢福祉バスを使ってます。それともう

一つ,東京タワーと国会議事堂，これは借上げバスを使ってます。 

それぞれの予算の出所がまちまちになっているんですけども,市バスは基本バ 

スを借りるだけなので,（参加者や共催団体が負担するバス代の）お金は発生し 

てないです。高齢福祉バスについても基本お金は発生していない。ただ,高齢福 

祉バスについては,生涯学習という目的でなくても，これは高齢者のための事業 

であれば結構ですと。それがたまたま大場市民センターで高齢者クラブ連合会と 

共催事業という形で，生涯学習事業も兼ねて使わせていただいてきているもの 

で,生涯学習に関係していたと思うんですけども,その内容的に，もう一歩踏み込 

んではどうかと。もう少し生涯学習目的を強くということです。そうすると,反 

作用的な形で難しい内容になってしまって,参加しづらいということが起こり得 

る。 

最後に，会長からも御質問があった東京タワーの件ですけども,これは純粋な

生涯学習の予算で市の方がバス代を出してくれたものなんですね。できるなら移

動学習の前に２～３回（事前学習の）講座を段階的に開いて,その内容を確認し

に行くために出かけていくのが移動学習で,単独で１回だけでここに行ってそれ

を見てくるというのは，生涯学習の現代的課題の解決の事業としてはどうなのか

なとなるわけです。 
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そういうことで,新年度計画する際に,昨年度借上げバスを借りた予算につい

ては,今年度予算組みをする段階で,バス代が年々上がり,市から使わせていただ

けるバス代が限られている状況もあり,借上げバスに関する予算は 28 年度をも

って終わりにしたいと考えました。これについては,さわやか大場をつくる会の

生涯学習部さんと部会の中でお話しする機会があって,その中でもし不足が生じ

る場合には,参加費等にこれを乗せてどこかへ向かうのも可能ではないかという

意見も頂きましたが,最終的にはそのような事業としてバスで出かけていくこと

は終わりにしようかなと私の方で考え,成人セミナーの去年の東京タワー国会議

事堂に行ったもののような移動学習はなしということにしたいということです。 

御意見の中で,例えばこういうものがあってこれを見に行ったらいいんではな

いかということで，市バスを使ったりすることもできると思うので,完全に移動

学習をやらなくなるとか,そういうふうには考えていただかなくていいと思うん

ですけども,ただ結果として 29 年度の事業を計画した時に,少し今までよりも固

くなったかなと印象を持たれる方は多いかもしれないですね。 

＿＿会長 ： まあ,基本的には今までのような内容なら喜んで参加するのでしょうが,勉強会

となるとなかなか参加しなくなってしまうのではないかと。難しい問題ですね。 

       家庭教育学級についても,大場だけでは難しいかと。ある程度何地区か集まら

ないと無理じゃないかと。ここだけでできますか。 

執行機関 ： なかなか正直厳しいかなと。 

この話が出てからまだそんなに時間が経っていないので,私の頭の中でもまだ

整理されていない部分もあるんですけども,これについては全市民センターに話

があって,そうするとやはり世帯数の少ない地区が幾つかあると思うんですけど

も,どこも似たような問題を持つと思うんですよね。そうすると,この事業自体が

ブロックを単位として，そういう形を考えれば大場地区に事業を一個というふう

に考えないで,ブロックで,幾つかやるものを数回できると考えてもいいのかも

しれない。そうすると範囲が少し広い中で取り組めば,結果としてこういうもの

ができるのかなという気もしているんですけども,これはやってみないと正直分

からない。 

＿＿委員 ： 常澄ブロックで協力してやってみるとか。 

＿＿会長 ： これは大場地区,これは  地区と担当を分けて。 

＿＿委員 ： 同じ人が何回か参加するわけですね。会場を変えながらやってみるのはいいか

もしれないですね。 

＿＿会長 ： そういう予算は充実してありますよということなんですね。 

執行機関 ： そうです。 

＿＿会長 ： 人集めも大変ですね。 

執行機関 ： 先ほど説明で,アイスクリーム工場へ行った 16組のうち大場地区の方は３組だ

った。歩く会では,昨年度は潮来の方に行ったそうなんですけど,担当が大場地区

だったそうで，子ども会さんと連携して多くの大場の参加者がいらっしゃったと

聞いてるんですね。今回は  地区が担当だったんですけど,大場から行かれた

のは一家族二人だったんです。 
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やはり,声のかけ方とかいろいろあると思うんですが,その進め方がうまくか

み合えば何とか事業としてやっていけることもあるのかと，結果から考えられま

す。その中で,やはり地域性というのがあるとすれば,事業の中でこれは皆関心持

たないけど,これだったらできそうだというのがあるのかもしれないので,この

内容に限らず，アイデアとかがあれば参考にしたいと思います。 

＿＿会長 ： 家庭教育学級というのは学校でもやっているんですか。 

＿＿委員 ： 学校によってやっているところもあります。 

例えば,一定の保護者を対象にやっています。ＰＴＡの学年委員とは別に家庭

教育学級担当の委員が公民館に相談して,年３回から４回学習会と称してやって

います。 

執行機関 ： 一つ参考意見として,私もこの地区について十分把握していない部分もあるん

ですが,家庭教育事業の取組としては，幾つかのジャンルに分類しているような

んですね。その中には,あまりそういうものに関心がない方とか,保育園,幼稚園

に子どもを通わせてない方,こういった方についても行政なり市民センターなり

の声が届いて参加してもらえるような何かをしよう，というのがあるんですね。 

この前,新入生説明会の後に講演会をさせていただいた時,ほとんどの保護者

がお越しいただいたと思うんですけども,何か学校の行事を開いた時に，大場に

関して参加が少ないといったことが一般的なのでしょうか。 

＿＿委員 ： 大体皆さん参加してくれます。今回の新入生説明会は出てきて当たり前で,来

ないのはまずいわけですが。参加者が少ないからといろいろ言っていると，絶対

広がらないよね。少ない参加者を大事にした方がいいと思います。リピーターを

大事に。 

       家庭教育学級は,小さい子を対象にしていると思うんですが,それを言ったら

大場に幼稚園はないし,あちこちに行ってしまってます。そういう所で大場とし

て人を集めるというのは厳しいですよ。 

       地元に幼稚園とか保育園とかがあれば,そこと協力してやればいいんでしょう

けど,100％集めようとするから難しくなってしまうわけで。現状としては難しい

です。 

       生涯学習とは逆ですね。大人になって,年寄りになることを見越して子どもの

頃からやっていく学習が生涯学習。女性会等が集まって何かやろうとすればそれ

だって一つの生涯学習だと思うんですが,そこにお金を出そうとするとなかなか

難しくなる。 

＿＿委員 ： 教育文言をつければ予算が取りやすいんでしょうね。その代わり,固い内容に

なってしまいますよね。このとおりにやってしまうと。 

＿＿会長 ： そうすると,人が集まらなくなってしまう。 

＿＿委員 ： 人が集まらないなら教室・クラブの人を対象にするとか。 

執行機関 ： はい。ありがとうございます。 

       意外と年配の方ってオセロ好きの方いらっしゃるんですか。 

＿＿委員 ： 知らない人いないんじゃないかな。 

執行機関 ： まだ小学生はやらないですか。 
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       一時期流行ったころの年代の方がやっているとか。 

＿＿委員 ： 一応,水戸が発祥の地だから。 

＿＿会長 ： 今,流行ってるのはゲームだよ。 

       まあ,あんまり無理な事業は組まなくてもいいかなと。 

執行機関 ： どうしても,小学校区単位に市民センターが設置されているということが頭の

中にあって,対象が大場の方だけっていう考えで固まっていたので,今  委員

さんの話を聞いて「なるほどな。」と改めて思いました。 

＿＿委員 ： その地域性だと思うんだよね。 

大場はまだまだ農村だし,子どもは少ないし,お年寄りって言ったって家に居

るし,なかなか人は集まらないし。 

＿＿委員 ： せっかく来てくれた人たちを大事にしてあげないと。 

＿＿会長 ： 興味を持つようにしないと集まって来ないな。 

       十分検討して,できるだけ皆さんが集まれるような講座ができるようにやって

いきましょう。 

       あとは,その他では何もないですか。なければ以上で終わりにしたいと思いま

すが,よろしゅうございますか。 

では,今日の会議はこれで終わりにしたいと思います。 

執行機関 ： それでは,本日は貴重な意見ありがとうございました。 

       以上をもちまして,第２回の大場市民センター運営審議会を閉じます。大変あ

りがとうございました。 


