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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    水戸市堀原市民センター運営審議会 

 

2 開催日時   令和４年２月 25 日（金） 午前 10 時 00 分から午前 10 時 45 分まで 

 

3 開催場所     水戸市堀原市民センター コミュニティルーム 

 

4 出席した者の氏名 

 (1) 委員     山内繁, 山﨑百合子, 江幡和代, 宇梶孝, 飯田孝男, 大内みち子 

 (2) 執行機関   加藤木長生，進藤美幸 

 (3) その他    なし 

 

5 議題及び公開・非公開の別 

(1)   令和３年度事業報告について（公開） 

(2)  令和３年度利用状況報告について（公開） 

(3)  令和４年度定期講座募集（案）について（公開） 

(4)  市民センター定期講座事業評価について（公開） 

(5)  その他（公開） 

 

6 非公開の理由 

 

7 傍聴人の数 (公開した場合に限る)   0 人 

 

8 会議資料の名称   令和３年度第２回水戸市堀原市民センター運営審議会 

 

9 発言の内容 

執行機関 ただいまから令和３年度第２回水戸市堀原市民センター運営審議会を開催いた

します。本日は，お忙しい中，御出席をいただきまして，誠にありがとうござい

ます。委員の皆様には，市民センターの運営等につきまして，率直な御意見等い

ただきますよう，よろしくお願いいたします。  

それでは，会議に先立ちまして，出欠の報告をいたします。本日は，委員６名

のところ６名の方に出席をいただいておりますので，会議が成立していることを

御報告いたします。  

続きまして，会長挨拶。＿＿会長，お願いいたします。 
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会  長 おはようございます。本日は何かと御多用のところ，当市民センターの運営審

議会にお越しいただきまして，ありがとうございます。また，皆様方におきまし

ては，当センターに対し御指導，御協力を賜っていますことに感謝申し上げます。

ありがとうございます。 

早いもので令和３年度もまもなく終わり，令和４年度の取組について事務局か

ら御説明があるかと思いますが，皆様方の御忌憚のない御意見をいただきたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

執行機関 ありがとうございました。 

次の議事につきましては，水戸市市民センター条例第12条の規定に基づき，会

長に進行をお願いいたします。 

議事録署名人につきましては，慣例により，＿＿会長と＿＿副会長にお願いし

たいと思います。  

それでは，会長，お願いいたします。  

会  長 それでは，水戸市市民センター条例の規定により議長を務めさせていただきま

す。皆様方の御協力をお願いいたします。 

審議会の資料に基づきまして，議事に入ります。 

まず，議題１の令和３年度行事報告について及び議題２の令和３年度利用状況

について，事務局より説明願います。 

執行機関 （令和３年度行事報告及び令和３年度利用状況について説明） 

会  長 ありがとうございました。議題１の行事報告並びに議題２の利用状況について

説明がありましたけれども，この件で何か御意見ありますでしょうか。 

＿＿委員 利用状況の中で，このコミュニティルームの利用については，数字的にはどう

なっていますか。 

執行機関 コミュニティルームの利用につきましては，この表の中では，集会室のところ

で，集会室，コミュニティルームを一緒にカウントしています。 

会  長 ２年度と比べると若干増えていますね。 

執行機関 そうです。２月，３月の数字がこれから入ってきますので，２年度に比べると

増えています。 

会  長 それが入るともっと増えるということですね。 

特にないようであれば，先に進んでもよろしいですか。それでは，令和３年度

についての報告は以上といたします。 

続きまして議題３の令和４年度定期講座募集（案）について事務局から説明願

います。 

執行機関 （令和４年度定期講座募集（案）について説明） 

会  長 ただいま，令和４年度の定期講座の募集についての御説明がありました。皆様

方の御意見をいただきたいと思います。 

コロナの影響がありますね。なくなった講座は一つだけですか。 
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執行機関 そうです。木曜日の夜間のダンススポーツクラブがなくなっていまして，新規

の講座の予定はありません。 

＿＿委員 クラブを新しくやりたいといった話はあるのでしょうか。また，そういう話が

あった場合は，どのようにセンターに伝えればよいのでしょうか。 

執行機関 具体的な話として，新しくクラブをやりたいという話は聞いてはいません。も

しやりたいというものがある場合，そういう方がいる場合は，一度御相談に来て

いただきたいと思います。新規で定期講座を始める場合は，この運営審議会に諮

ってということになっています。 

＿＿委員 そうすると，事前準備はしっかりしないといけないということですね。 

執行機関 運営審議会は年に２回の開催ということになりますので，すぐにやりたいとい

っても，運営審議会に諮って了解をもらった上でということになりますので，時

間的にはかかってしまうと思います。 

＿＿委員 一番新しい講座はどれになるのですか。皆さん長くやっていますよね。 

執行機関 昨年，新規で始めました着付とマナークラブです。 

＿＿委員 昨年からですか。 

執行機関 クラブとしては昨年からです。それ以前は，堀原市民センターを利用して，県

の事業であたご塾というものがありまして，そのあたご塾でやっていたものを引

き続き市民センターの定期講座としています。 

＿＿委員 着付とマナーは審議会に諮りましたよね。 

＿＿委員 話合いをしました。新たに立ち上げるというのは大変ですよね。どんな趣旨で

やるかとか。何人か集まらないとだめですか。 

執行機関 講師をお願いするときに，講師への謝礼金を皆さんの会費からお渡しする形に

なりますので，ある程度人数が集まらないと講師への謝礼金が賄えないため，ク

ラブの運営ができないということになります。 

＿＿委員 例えば，＿＿さんが市民の法律について講座を開きたいといった場合，報酬な

しだったら，別にいいですよね。 

＿＿委員 それで成り立つとすれば，それは自主運営という形になるのでしょうか。皆さ

んで勉強会をやるのであれば，そんな感じですかね。 

＿＿委員 それはクラブとは別ということですか。そういう人は結構います。私も時間が

あったら，源氏物語講座とか，そういうものをやりたいと思います。 

執行機関 定期講座としてではなくて，一般の部屋貸しという形で市民センターを利用し

てやることもできます。 

＿＿委員 私たちは定期的に 10 人ぐらいで道徳講座をやっているのですけど，それは定期

講座という形ではなく，月初めに抽選で部屋を取って行っております。 

＿＿委員 毎月抽選ですか。 

＿＿委員 毎月抽選で会場をとって，10 人ぐらいでやっています。 

＿＿委員 やっぱり知りたいという人はいます。今聞いたから，そういう活動があるとい
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うのは分かるけれども，なかなか知る機会がない。 

＿＿委員 名称は令和の会としてやっています。あまり広く声掛けをしているわけではな

いのですが，道徳教育についてやっています。 

＿＿委員 なんで聞いたかというと，＿＿委員さんと同じで，＿＿先生の空手，非常にい

いというか，たくさん子どもさんが来ていて，指導者の方も４～５名いらっしゃ

いまして，じっくり見てはいないですけれど，しっかりやられているようです。

子どもさんのこうした活動はものすごく減っているので，私も一部別のところで

やっているのですけれども，もう消滅の危機です。センターの講座は必ず年１回

は広報してくれるということはものすごく大きい。我々もチラシを作って，セン

ターに置いてもらったりはするのですけれども，全然違う。それと＿＿委員が言

っているようなやり方もあります。広く集めたいときは広報してもらうとずいぶ

ん違うのかなと思います。 

会  長 ＿＿委員から話が出た道徳の講習会の対象はどうなっていますか。 

＿＿委員 それは特にありません。麗澤大学関係の機関誌，市民センターにも置いてもら

っていますが，その機関誌に基づいてやっています。従来は歴史館を借りて，何

十人と人を集めてやっていたのですけれども，コロナの関係で使えなくなったの

で，ここだけで結成しようということで，この地区の先生とか賛同者を集めた。

募集も何もしていないので，10 人ぐらいで活動しています。 

会  長 講師の先生は決まった方がいるのですか。 

＿＿委員 いないです。その機関誌を基に朗読して，それについて語り合う。＿＿さんと

いう会社の社長さんがリーダーシップをとって始まりました。 

会  長 広く知れ渡るといいですね。 

＿＿委員 女性だけでも五軒の市民センターでやっていました。でも，体力的な問題で消

滅しました。＿＿さんの奥さんがやっていて，私も手伝っていました。 

＿＿委員 会費を集めて，もっときちんとやろうということもありましたけど，そうする

と，きちんとしないといけないということで，機関誌とか新聞の記事とかで話し

合っています。非常に盛り上がります。 

＿＿委員 講師料はいらないですよね。資料代ぐらいですか。 

＿＿委員 本当は定期的に講師の先生を呼んでやれば，講座形式になるのでしょうけれど

も，細々とやっています。＿＿さんがパイプ役になって，麗澤大学関係者の道徳

教育の機関誌を利用しています。 

＿＿委員 私，そこの高校の教師をしていました。麗澤大学の先生は来てくれるのですか。 

＿＿委員 来ないです。 

＿＿委員 場所の関係もありますから，無限にはできないでしょうけれども，こういう活

動はすごいです。長く続けてほしいです。 

会  長 そうですよね。実際には，ここに載っていない団体で活動しているものは何組

ぐらいありますか。 
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執行機関 数えたことがありません。 

会  長 結構ありますよね。個人で借りてグループで活動しているもの，それこそ会費

はとらないで，手前味噌でやっている。ただ，なかなかセンターが空いていない。 

執行機関 ここは定期講座が結構入っています。例えばホールですと，空きはそれほどな

い状況です。ホールでは，定期講座でも卓球は入っていますけれども，定期講座

以外でもたくさんの卓球のグループがあるようで，よく利用されています。 

会  長 卓球は多いですね。 

執行機関 どこの市民センターでもそうだと思いますが，卓球は多いです。 

会  長 午前中に入れ替わりで早い時間からやっています。 

＿＿委員 コーラスも良く聞きますね。クラブだけではなくて，歌っている方もいますよ

ね。 

執行機関 高齢者クラブでも，さくらの会で利用しています。 

会  長 これとはまた別で，高齢者クラブでさくらの会というクラブを作ってやってい

まして，年に１回，大きな発表会がありますので，練習しています。 

     他に何かありますか。なければ先にいきたいと思いますけれども，よろしいで

しょうか。 

それでは，議題の４市民センター定期講座事業評価についてというタイトルが

ついていますが，アンケートを取ったようですので，その内容について事務局か

ら説明願います。 

執行機関 （市民センター定期講座事業評価について説明） 

会  長 ありがとうございました。ただいま定期講座の事業評価ということでの御説明

で，アンケートによる，その内容の集計かと思いますけれども，この 240 名とい

うのは堀原市民センターだけの人数ですか。 

執行機関 そうです。 

会  長 何か御意見はありますでしょうか。 

年齢層もかなり高い方がほとんどのようです。講座の満足度も 97％ぐらいで，

ほぼ 100％に近い数字ですね。一番最後のページにいろいろ書かれていますね。月

２回を月４回にしてほしいとか，いろいろ書かれておりますけれども，何かあり

ますか。 

     地域の歴史に関する講座があるといいという話もありますけれども，昔我々は

ふるさとの歴史を学ぶ会としてやっていたものがありまして，会長さんがこの地

区の歴史に詳しい方だったので，ずっと続けていられたのですが，その方が引退

されてからは会長さんを引き継いでくれる方がいなくて，やめてしまった。それ

でも出前講座で歴史館の先生方が来てくれて，地域の歴史，水戸徳川家の話とか，

そういったいろいろな話を聞くことができたので，とても参考になった。やめる

のは口惜しかったのですが，会長さんを引き受けてくれる方がいなくて，やめて

しまったという経緯があります。 
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出前講座は無料で来てくれる。歴史館の偉い先生方が来て，わずか十数人しか

いない人に説明してくれている。もったいないですよね。もっともっと大勢の方

に来ていただいて，聞いていただけることができればいいのですが，本当に先生

方のお話を定期的に聞けるというのはいいことだと思います。今度，センターで

も，歴史館の先生あたりを，水戸徳川家については＿＿先生が専門家でよく御存

じなので，あの先生も偉くなってお忙しいでしょうけれども，お願いしてみては

どうでしょう。  

執行機関 地区の広報誌「生き活き堀原」でも，地域の昔の話についての記事の掲載や，

情報があったら教えてくださいということが載っていました。地域のことですの

で，興味のある方，昔はこうだったということを知りたい方は多くいらっしゃる

ようです。いろいろな御意見をいただいておりますが，せっかくいただいた御意

見ですから，全部というのは難しいですが，これらの御意見を参考に講座を進め

ていきたいと考えております。 

＿＿委員 「生き活き堀原」の話で，タイミングよく今月号に，昔のこの地域の状況を＿

＿さんが上手に思い出して書いています。この辺りは練兵場が続いていて，塀な

ど全然なくて，海岸まで見えたという内容です。近く「生き活き堀原」に出ると

思います。地区の歴史の話を聞きたいということで，タイミングがいいと思って

聞いていました。 

＿＿委員 堀原小学校はもうすぐ 50 周年ですか。 

＿＿委員 37 年です。今度の卒業式は 37 回です。 

＿＿委員 ＿＿さんは 50 周年に向けて準備している。 

会  長 まだ先の話ですね。 

＿＿委員 今から資料を集めなければ，資料はなくなってしまうし，知っている方も亡く

なってしまうので，いまから集めておこうという＿＿さんの意思があって，火の

国の話も全部整理したいとか，彼女は壮大な構想を持っているようです。子ども

たちにも知ってもらうため，火の国や堀原の歴史について紙芝居を作ったりして

います。 

＿＿委員 ＿＿さんは，会うと昔はここはこうだったというお話をしているので，＿＿さ

んにこういう人がいるよと言ったら，では書いてもらおうということで書いても

らった。それでこういう文書になりましたということで，私に送ってきました。

昔の歴史を知っているああいう方がいるのですね。 

会  長 歴史を学ぶ会でも，最初の頃はこの地元のことについてやっていて，すぐ近く

に住んでいる方と一緒に，この辺りを歩いて，ここは何川，ここは何川，今は全

部蓋をしてしまったから川が見えないのですが，そういう説明を全部してくれた。

そういう資料を持ってはいるけれども，全体的なものではない。だんだん生字引

がいなくなっている。だから，元気なうちにいろいろ話を聞きたい。確かに，堀

原のことについては，皆さん興味があるみたいです。 
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＿＿委員 前の「生き活き堀原」で，堀原というのは戦前から使われていた地名だという

のを初めて知って，びっくりしました。 

会  長 古い地図，ほとんど野原の時代の地図があって，そこにも堀原は出てきている。 

＿＿委員 堀原という伝承が先なのか，新原が先なのか。どちらが先でしょうか。 

＿＿委員 新原は後です。東原ができて，西原ができて，新原ができた。新原は新参者で

す。堀原が一番古い。 

会  長 この辺一帯が全部堀原といいますか，堀原練兵場といいますか，徳川時代に追

鳥狩りをこの辺りでやったという記録があるみたいです。相当広い野原だったと

思いますよ。 

＿＿委員 そういう話ばかりですね。本当に山また山で，薬きょう拾いをしたとか，そう

いうことを＿＿さんはとうとうと話をしてくれます。ああいう方を呼んで話を聞

くのもいいかもしれない。 

＿＿委員 ＿＿さんのおしゅうとさんはすごいでしょう。＿＿さんのところに書庫があっ

て，資料がたくさんあると言っていました。以前に火災に遭ったから，火災に遭

っても大丈夫なような書庫，資料室が家にあって，整理が大変だと言っていまし

た。 

＿＿委員 すごい歴史を作った方ですものね。 

＿＿委員 そういうのはもったいないと思います。 

＿＿委員 小学校１，２年生の頃，＿＿さんは杖をついて散歩をされていた。ちょうどテ

レビで水戸黄門が始まった頃で，水戸黄門だと子どもながらに見ていた。     

たまたま伯母が同級生で，その部屋に入らせてもらったことがある。南側がガラ

ス戸になっていて，それ以外は３面全部書庫になっている。それでびっくりして，

小学生でしたけど，思わず正座をした。すごかったです。 

会  長 その時代にそれだけ本があったということはすごいことです。 

＿＿委員 昭和 37，38 年です。東京オリンピックの前です。 

会  長 今でもそっくり残っているのかな。 

＿＿委員 あるといっていました。一回焼けたけど，残っているという話をしていました。 

＿＿委員 私もその頃，この辺りでちょろちょろザリガニ取りなどをしていたので，＿＿

さんがおっしゃったことはなんとなく記憶で分かっている。 

会  長 ふるさとを学ぶ会を始めるきっかけは，ここの 20 周年の記念誌を作りたいとい

う意向があって作った。センター長も２，３年で移動したので，それは作らなか

った。 

＿＿委員 市民センターも 60 年ぐらいになりますか。 

執行機関 ここができたのが昭和 62 年ですから，34～35 年です。 

会  長 小学校とほぼ同じです。 

＿＿委員 小学校ができたからセンターができた。セットですね。 

＿＿委員 ＿＿さんの文書によると，ここの桜の木もその頃植えたようです。 
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執行機関 このセンターができたときに桜を植えたということで聞いています。 

＿＿委員 もっと古そうな感じですね。 

会  長 50 年ぐらい過ぎている感じはします。 

＿＿委員 元々あったのかと思っていました。 

会  長 植え替えたのかな。 

＿＿委員 この辺りは拘置所の前から桜並木でした。 

＿＿委員 そういうのを知ると，もっと知りたいと思います。 

会  長 いろいろ話を聞かせていただきました。 

それでは，最後になりますけれども，その他について説明願います。 

執行機関 現在の堀原市民センター運営審議会委員の任期は，令和４年３月 31 日までとな

っています。水戸市の附属機関の設置及び運営に関する指針では，委員の在任期

間は３期以内又は６年以内のいずれか短い期間とするという規定がございます。

その規定に基づきますと，＿＿委員，＿＿委員，＿＿委員は今年度に任期満了と

なります。長期間にわたり，市民センター運営審議会委員として，市民センター

の運営に御協力をいただきまして，ありがとうございました。その他の委員につ

きましては，引き続き来年度も運営審議会の委員として御指導いただきますよう

お願いいたします。 

会    長  本日予定した議題も全て終了いたしましたので，以上をもちまして議長の任を

解かさせていただきます。御協力，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。委員の皆様には貴重な御意見をいただきまして，誠

に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回堀原市民セン

ター運営審議会を終了させていただきます。本日は，ありがとうございました。 

 

 

 

 

 


