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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 30年２月 22日（木）10時 00分から 11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，大森 葉子, 會澤 保，蔀 ｼﾞｮｱﾝﾅ，川井 融顕，志賀 正章 

（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 29年度大場市民センター事業報告について（公開） 

   （２）平成 29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 30年度定期講座教室・クラブについて 

  （２）その他 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

  なし 

 

８ 会議資料の名称 

   平成 29年度（第２回）水戸市大場市民センター運営審議会 

 

９ 発言の内容 

 執行機関 ： 定刻になりました。皆様本日はお忙しい中,また,雪で足元の悪い中,お集まり

いただきまして大変ありがとうございます。また,日頃より市民センター事業に

御協力いただきまして大変ありがとうございます。ただ今から,平成 29年度第２

回大場市民センター運営審議会を開催いたします。なお,議事録を作成するため
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録音をさせていただきますので予め御了承ください。 

        それでは,議題に入ります前に会長の御挨拶を頂戴したいと思います。お願い

します。 

＿＿会長  :  ―――会長挨拶――― 

執行機関  : ありがとうございました。なお,会議にあたりまして議事録署名人を選出する

わけでございますが,順番で議事録署名人をお願いしておりまして,今回は           

副会長と  委員にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

委員一同 ： はい。お願いします。 

執行機関  : よろしいですか。では,お二方よろしくお願いいたします。 

それでは早速, 議題の審議に入りますが,市民センター条例第 12 条の規定に

より会長に議題の進行をお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

＿＿会長 ： はい。それでは早速, 運営審議会を開催したいと思います。議題に入りますが,

（１）報告事項について２件,ア平成 29 年度市民センター事業報告について,イ

平成 29 年度市民センター利用状況報告について事務局より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 29年度大場市民センター事業報告について（１から３頁）】 

平成 29 年度，前回の会議以降に実施した，大場市民センター主催，または共

催事業とその参加者数，及び関連事業を平成 29 年７月下旬から，本会議の月に

あたる平成 29年２月まで，各月ごとに分けて報告した。 

【平成 29年度大場市民センター利用状況報告について（４から７頁）】 

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１月まで報告し

た。さらに，図書，コミュニティルームの利用状況も各月ごとに分けて，１月ま

での合計利用人数と併せて報告した。なお，昨年度との比較ができるよう，参考

に，平成 28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１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 28年度の同様の資料を掲載した。 

＿＿会長 ： はい。以上で事業報告ならびに利用状況についての説明が終わりましたので, 

皆様何か御意見等ございましたらお願いしたいと思います。 

＿＿委員 ： 今の事業報告の中で,サマーキッズスクールの親子移動学習で,大場学区以外の

親子の参加者が全体として多いということで,２組だけが大場学区だったという

ことなのですが,他の学区というのは近隣のお子さんなのでしょうか。 

執行機関  : はい。大串にお住まいの方など稲荷１の学区の方が多かったです。 

＿＿委員  ： このお知らせというのは,学校を通して配布しましたか。 

執行機関 ： はい。大場小学校の全児童に学校の方から配布していただき,併せて大場地区
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の町内の方にも回覧しましたが,申込みが少なかったので,常澄ブロックの小学

校と市民センターにもチラシの方を置かせていただきました。 

＿＿委員 ： 今回２２名参加していますけども,定員というのは最大でもうちょっと余裕は

あるのでしょうか。それとも,もうこれが限界なのでしょうか。 

執行機関 ： 定員４０名まで募集の方をさせていただきました。 

＿＿委員 ： 少し小学校の方でも宣伝した方がいいのかなと感じました。なかなか子ども達

もいろいろな習い事だとか,親子となると親御さんの御都合だとか他のスポーツ

の練習だとかと重なってしまうことがあるかもしれませんが,小学校としても,

せっかくこういった事業を市民センターで立ち上げていただいているので,でき

るだけ周知して,参加できる子が,少しでも増えて,大場地区からの子ども達の参

加を促せるような努力を小学校もしなくてはならないなというふうに感じまし

た。 

執行機関 ： ありがとうございます。 

＿＿会長 ： 貴重な御意見ありがとうございます。 

       学校には,チラシの配布をお願いしに行ったんですよね。 

執行機関 ： はい。 

＿＿会長 ： これからも頑張ってやってください。 

＿＿委員 ： よろしいですか。 

＿＿会長 ： はい。どうぞ。 

＿＿委員 ： １０月２８日に高齢者大学で,～誰にでも起こりうる脳の病気～「認知症とそ

の予防法」ということで,認知症サポーター養成講座を開催したということです

が,ちなみに受講された方は,高齢者大学なので高齢者の方だけですか。 

執行機関 ： 一応,名目は高齢者大学なのですが,関心のある方はどなたでも受講できるよう

に募集をしたので,何名か成人の方もいらっしゃいました。 

＿＿委員 ： そうですね。認知症というのは地域で支えるというのが,そこがとても大事な

ことで,認知症になっても地域の中で生活ができるということが大事なので,是

非,認知症サポーター養成講座を受講していただいて,大場地区全体でそういう

方々に理解やサポートができるようになれば良いなと思います。 

＿＿会長 ： 色々御意見あろうかと思いますが,また気付いたことがありますれば,市民セン

ターの方へ今日でなくても結構ですので,どんどん御意見をいただければ有難い

なと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

       この件について,報告事項については,以上でよろしいでしょうか。 

委員一同 ： はい。 

＿＿会長 ： ウその他というのは,特に無いですか。 

執行機関 ： はい。ございません。 

＿＿会長 ： では,（２）協議事項ということで,平成 30 年度の定期講座教室やクラブにつ

いて事務局の方から御説明願います。 

執行機関 ： はい。 
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―――資料に基づき説明――― 

【平成 30年度定期講座教室・クラブ（案）について（８頁）】 

初心者が中心となって進めるものについては,５講座の教室,経験者がある程

度できてきて,更に今後はサークルに移行してもいいかなと思われる１１講座は

クラブになるわけです。教室の「みそづくり」について,年１回成人セミナーと

して大場市民センターでは開催しておるところですが,こちらを定期講座に加え

まして,回数は年１回なのですけども,成人セミナーから定期講座という形にす

ることを考えております。「和小物づくり」ですが,こちらは開講してから２年が

経過したところです。「来年度継続して参加されますか。」と,受講生の皆さんに

問い合わせをしたところ，全体の中の２名の方だけが「継続を考えています。」

ということでした。サークルに移行するお話の中で, １０名を下回った時は,定

期講座の開催よりも自主活動,サークル活動が望ましいのではないかということ

がございますので,教室もしくはクラブから外れてしまうことがあるかもしれな

いということです。クラブの「クッキング」ですが,こちらも継続希望者が２名

ということで,この後市民センターとクラブの代表等とで検討を重ね,サークル

への移行も含めて検討していきたいと思います。 

また,「フォークダンスクラブ」は，活動時間の変更がありました。 

 本日は,皆様方に「みそづくり」について定期講座として取り組むことの御意

見と,開講が難しいと思われる「和小物づくり」と「クッキング」特にこの点に

つきましての御意見を頂戴できればと思います。また,その他につきましても御

意見をいただければと思いますが,その他の講座につきましては,平成 30 年度も

同様に実施が可能かと思われますので,その点も付け加えさせていただきつつ説

明させていただきました。 

【定期講座（教室・クラブ）生徒数及びクラブ移行状況（９頁）】 

       その時代にあったものがあるようで,現在も継続している教室・クラブ，また,

休止して現在開講していない教室・クラブがあることを説明した。 

__＿会長 ： はい。では「みそづくり」と「和小物づくり」と「クッキング」についてどう

しようかということなのですね。「みそづくり」は年に１回しかやらないのです

よね。 

執行機関 ： はい,そうです。 

＿＿会長 ： それを定期講座の教室にするの。 

執行機関 ： はい。できれば教室という形で。 

＿＿委員 ： 今回の参加者は２１名。毎回この位は参加しているんでしょ。 

執行機関 ： こういう例があるのですけれども,定期講座にする前に一般教養講座で年数回

実施して,参加人数がどの位いるのか。また,それを続けたい方がどの位いるのか

を見極めたうえで，定期講座に移行していくということがあります。それは，大

場市民センターにおいては「ナイトピラティス」であったり「和小物づくり」で

あったりしているわけです。こういった取り組みをしたうえで定期講座に移行す
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ることがあります。これにならって「みそづくり」も定期講座に移行してもよろ

しいかなという考えが１つあります。また,年１回で定期講座というより，もう

少し回数があるものの方がよろしいかなという意見があるとすれば,以前通り成

人セミナーとして取り組むのも１つかと思います。１つ申し加えさせていただき

ますと,成人セミナーなり一般教養講座で実施する場合は,諸々の準備を市民セ

ンターが主体的に実施しておりますが,定期講座になりますと，自主運営という

形に変わってきますので，参加される方々の御協力を一層求めたいというところ

になるところです。この辺りも併せて御説明させていただいた上で御意見いただ

ければと思いますのでよろしくお願いします。 

＿＿会長 ： 「それならやらなくてもいいや。」とか,皆引っ込み思案になってしまうのでは

ないか。参加者が少なくなってしまうのではないか。大丈夫かな。 

＿＿委員 ： みそづくりで初心者の方優先となると,新しい方っていらっしゃるんですか。 

執行機関 ： ほとんどの方がリピーターという形です。 

＿＿委員 ： １回だけで定期講座にするというのはどうでしょうか。 

＿＿会長 ： １回だけの教室にするか。どうするか。 

＿＿委員 ： 先生はいつも  先生なのでしょうか。 

執行機関 ： 現在  先生で,定期講座にする時も市民センターが依頼するということで，

皆さん参加しやすい先生を選んでいきたいとは思っておるんですけれども。 

＿＿委員 ： 年に１回お馴染みの顔で,毎年の。年に１回の講座が定期と言えるのかどうか。 

      でも,この時期にやりますよというのが定期なのでしょうか。 

＿＿会長 ： まあ,その点をよく検討してセンターにお任せしたいと思います。 

執行機関 ： はい。別紙資料の中に,１年間を通して開催する教室・クラブのことを連想し

てしまいがちだが,定期講座とは,住民の学習要求に応えるため,また,現代的課

題の解決に向けた生涯学習活動の支援を目的に,文字どおり定期的に開催する講

座であって,固有の内容を指すものではないと。毎月２回と決めて実施するもの

にとらわれることもないということでもあります。参考までに御説明させていた

だきました。 

＿＿会長 ： この教室というのは,市から何か補助金か何かでるの。 

執行機関 ： 教室の段階ですと,市の方からの予算で謝礼金を執行してよろしいということ

なんですが,クラブになりますと先生の報償金は参加者からお願いしますという

ことになります。ただ,教室であっても会計予算で参加されている方々の会費の

みで謝礼金が賄えるようであれば,市民センターが全額をお支払するということ

にはとらわれていません。 

       １つの目安として定期講座は,毎月１回実施したとすると年１２か月のうち４

月と８月はお休みになりますので,年１０回,これが毎月１回の実施の時の回数

です。それで,人数が目安として１０人ということになります。それと,講師先生

の謝礼は定期講座の場合は１回あたり５，０００円で，市の方で目安を出してお

ります。年間１０回の講座を行うと，５０，０００円になりますので，１人当た
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り参加費５，０００円で１０名で実施が可能と。もし参加者が５人になってしま

いますと１人１０，０００円払わないと講座として成立しない。その人数と謝礼

金の関係などがあります。これについて，例えば１０名での参加がスタートは難

しいが，年度途中で１０名になりそうだと，当初２か月分だけ助成しましょうか

といった形とか，年度の後半で抜けてしまう方がいて，年間続けていくのに助成

しましょうとか，市民センターの補助という考えはそういう形になります。もう

１つ例を申し上げますと，老人福祉センターの方でも教室・クラブというのを実

施されております。私が聞いている範囲ですと，教室については全額無償で参加

者の方はお支払しなくても取り組みができると。ただ，３年間を過ぎますとクラ

ブに移行してしまうので，その時には参加者が必要な会費を払って続けていきま

しょうということで，取り組みをされているようです。 

＿＿会長 ： 「和小物」と「クッキング」は人数が居なければできないんでしょ。継続希望

が２名では。 

執行機関 ： 募集をかけて，そこに新しい方が８名入っていただけると１０名になるので，

そうなればまた新たなメンバーを加えた形で実施していけるかな，ということが

ございます。 

＿＿会長 ： では，一応募集はするということなんですか。 

執行機関 ： 方法としてはそういうことも可能です。先生にお願いするにあたって，継続希 

望の生徒さんは，この先生だったら実施したいけども新しい先生だとやっぱりち 

ょっと不安があるので，参加に二の足を踏んでしまうということも考えられるん 

ですね。継続希望というのは，前提として同じ先生に続けていただいたとして継 

続しますかというふうに，皆さんそうとっていらっしゃると思うんです。その中 

で「和小物づくり」の方は，先生も人数が少ない場合は講師を引き受けることが 

難しいようです。 

「クッキング」の方は「キッズクッキング」の方と同じ先生にお願いしてます 

ので，こちらの方は募集をかけてみて，人数が揃えば今まで通り続けたいと思う

し，もし難しい場合，開講しないということはやむを得ないかなということで，

お話を聞いておるところです。 

本日までに，講師の先生とか参加者の方との意見の整理が間に合わなかったも

のですから，はっきりこれについては開講しないということでお話がございます

とか，こちらについては開講したいという意向がございますとか出せればよかっ

たんですけれども，もう少しお時間を市民センターの方にいただきまして，その

上で最終的に市民センターの方で決めさせていただければありがたいと思いま

す。 

運営委員の皆様方としては，この募集チラシを目にされるのが３月の中旬頃に

なるかと思うんですけれども，その際にこちらの資料と照らし合わせていただい

て，もし教室として開講していないものがあったとすれば，また，クラブとして

開講しないものがあったとすれば，そういった事情の中で，開講が難しかったか
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なというふうに思っていただければと思います。今回はそのような中で御意見を

いただいて，市民センターの方である程度方向を出させていただければと思う次

第です。 

＿＿会長 ： まあ,そういう状況ですので，事務局にお任せしてよろしゅうございますか。 

委員一同 ： はい。 

＿＿会長 ： あと出来ればね，みんなが参加出来る教室を，来年度辺りはどういう教室をや

りたいかなどアンケートでもとってみたらいいんではないですか。 

執行機関 ： はい。 

＿＿会長 ： そういうことでどうでしょう。 

無ければ，協議事項は以上で終わりにしてよろしいですか。 

  委員，何かございますか。 

＿＿委員 ： はい。結構です。 

＿＿会長 ： では，協議事項のイその他で何かあれば事務局の方で。 

執行機関 ： はい。利用状況の中で，数値的に昨年度に比べますと全体に利用がちょっと減

っている部分がございます。数字の取り合いの関係もあるかもしれませんけども，

概ね１月末現在で１割減少しているという形です。１０人の参加のところに９人

になってしまえば，１割減という形になります。具体的に調べてみたんですけど

も，昨年度利用と今年度の利用の中で，全体にやはり利用者数，１つの団体の利

用者数が少なくなっている傾向がみられることと，吹奏楽で利用されている団体

が多いんですけれども，そのうちのいくつかのサークルが大場市民センター以外

のところを利用され，大場市民センターは使われなかったようなことがあったと

いうことです。 

ただ，１月から，新たなサークルとして大場市民センターを使わせてほしいと

いうところも出てきていまして，そちらの方に部屋をお貸し出来ている現状もご

ざいますので，増減についてはそのようにとらえていただければと思います。 

＿＿委員 ： 市民センターの利用の人数には，例えば小学校を会場にして家庭教育講演会を

２月９日に開催していますが，市民センターの事業としてやっているということ

で，例えばこの１８名というのは，利用には入るのですか。 

執行機関 ： はい。こちらは，市民センターのお部屋を利用した人数になっているので，市

民センターの利用状況には館内と館外がありまして，統計をとって報告をしてい

ますが，館外の方には含まれるのですが，こちらの利用には含まれません。 

＿＿委員 ： この施設の利用という考えなんですね。 

執行機関 ： はい。そういうことです。 

＿＿委員 ： この家庭教育講演会は，学校としては学校以外の教職経験者から学校の立場を

少し考慮しながらお話をしていただくというのは，非常に有難かったですね。市

民センターでやるとなると，現在，新入学児童保護者説明会の冒頭に行っている

ことから時間の制約もあり，次に行う学校の説明がまたやり辛いので，やっぱり

学校でやっていただくのがいいのかなと思いますね。 
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       少しでも市民センターの利用状況が，減らないようにするための協力としては，

何か出来るといいなと思います。 

＿＿会長 ： ありがとうございます。 

＿＿委員 ： 保育室は，しばらくは休眠状態でしたけれども，コミュニティルームはいつで

も使えるということで，そういうことを皆さんにお伝えするといいのかなと。特

に申請をしなくても自由に使えるんですよね。あと，本の方なんですけど，なか

なか難しいですよね。本の中身の入替とか。常澄図書館に私も行ってみたら，本

当にすごいたくさん本の数もあるし，コンシェルジュの方もいらしておもてなし

をしていただいたりしたんですけど，やっぱり市民センターの図書の入替とかは

なかなか難しいところがあると思うんですけど。 

＿＿会長 ： センターの図書の方はなかなかね。どうしても大串の常澄図書館の方がね，蔵

書もたくさんあるからね。 

＿＿委員 ： そうですね。 

＿＿会長 ： 最後ですが，校長先生何か学校の状況等ありますれば御報告していただければ

ありがたいなと。 

＿＿委員 ： はい。「教育茨城」という県の教育委員会が発行した広報誌なんですが，表紙

に載っている子は大場小学校の１年生の女の子で，今回は，県内の子ども達の体

力づくりということをテーマにした特集が組まれていて，本校が，茨城県の教育

委員会から学校体育研究推進校として３年間研究推進の指定を受けてきて，今年

が完結だったんですが，そういうこともあって，県の教育委員会から取材を受け

まして，今回このような形で全県の学校に通われる保護者の方すべて，３６万部

印刷されて，昨日学校に届いて家庭に配布したものなんですが，残部がありまし

たので是非，お子さんのいらっしゃらない家庭にはなかなか届かない広報誌で，

大場小学校のことについても２～３ページに取り上げていただいていて，本校は，

上手にするためより，運動が好きで運動に親しんで，子ども達と仲良く関わり合

いを大切にしながら，体力を伸ばし，人間関係を良くするということを狙いにや

っているので，これは，本校の特色ある教育として今後も継続していきたいと思

いますので，是非，地域の皆様にもこういったことを宣伝したくてお持ちいたし

ました。茨城県の教育委員会のホームページを開くとトップページに写真がスク

ロールするんですが，そこにも本校１年生の授業の写真が掲載されました。今，

全県にこういうことを発信されるいい機会になっていると思うので，今後ともよ

ろしくお願いいたします。以上でございます。 

＿＿会長 ： はい，ありがとうございます。 

新入生は何人位なんですか。 

＿＿委員 ： 現在確定しているのは１９名です。 

＿＿会長 ： １９名ですか。 

＿＿委員 ： はい。この間の新入学説明会の時の実績で言いますと，１９名のお子さんは間

違いなく入るということです。 
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＿＿会長 ： 卒業生より増えるんですね。 

＿＿委員 ： 卒業生は１１名で，１９名入ってくるので８名増えますね。 

＿＿委員 ： 卒業式もね，少人数だから一人ひとりが凄くよく分かって，対面の凄くいい卒

業式だと本当に思うんです。大きいところだと背中しか見えないわけですよね，

遠くの方で。でも，それが目の前で行われて，それがずっと受け継がれていて本

当にいい式だとずっと思っておりました。 

＿＿委員 ： ありがとうございます。 

＿＿委員 ： 特色ですよね。 

＿＿委員 ： そうですね。やはり，小規模の学校の良さを生かして，それは伝統として残し

ていきたいと思います。 

＿＿会長 ： では，この辺で終わりにしたいと思いますが，よろしいでございますか。 

委員一同 ： はい。 

＿＿会長 ： また何かありましたら市民センターの方へ，御意見等をお届け下さればありが

たいというような考えでおります。 

今日は本当に忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。

これで，閉会したいと思います。どうもありがとうございました。 

執行機関 ： ありがとうございました。 

                                

 


