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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   水戸市柳河市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時   平成 29 年２月８日（水） 午前 10 時から午前 11 時 10 分まで 

 

３ 開催場所   水戸市柳河市民センター 集会室 

 

４ 出席した者の氏名 

⑴  委  員   小田野 秋穂，江幡 弘，川崎 久子，武藤 礼子，飛田 身江子 

⑵  執行機関   宮本 一也，高橋 直美 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

⑴  平成 28 年度市民センター事業報告について（公開） 

⑵  平成 28 年度市民センター利用状況について（公開） 

⑶  平成 29 年度市民センター定期講座募集について（公開） 

⑷  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 会議の資料の名称   平成 28 年度第２回水戸市柳河市民センター運営審議会 

 

９ 発言の内容  

 

執行機関    定刻となりましたので，ただ今から平成 28 年度第２回水戸市柳河市民セ

ンター運営審議会を始めます。 

        本日は，御多用の中御出席いただきまして，誠にありがとうございます。 

        開会に当たりまして，  会長より御挨拶を頂きます。 

 

会  長    日頃より市民センターの運営等に御協力いただきまして，ありがとうご

ざいます。市民センターについては利用者拡大のため，駐車場の拡張や，

施設の建て直し等を希望しておりますが，本庁の建て直しがあるため予算

が回らない状況です。根気よく要求していきたいと思います。 

本日御審議いただく案件は，その他を含め全部で４件です。まず，議題

１の平成 28 年度市民センター事業報告について事務局より説明をお願い

いたします。 
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執行機関    まず，市民センター運営事業でございますが，本日を含め２回の市民セ

ンター運営審議会を開催しております。運営審議会においては，市民セン

ターにおける生涯学習活動の推進方策や地域コミュニティ活動の支援方

策等について，御意見，御審議等を頂く機会となっております。 

        第１回は６月 28 日に開催いたしまして，委嘱状交付の後，平成 28 年度

の市民センター運営方針及び重点目標（案）や事業計画（案）等について

提案，御審議を頂きました。 

        第２回の本日につきましては，平成 28 年度の事業報告，センター利用

状況及び平成 29 年度の定期講座の募集内容等について提案，御審議を頂

きます。 

  次に，学習支援事業でございますが，平成 28 年度におきまして，新規

教室については，27 年度に単発講座を開催し，継続要望のあった骨盤体操

教室及びセルフリンパマッサージ教室を開催いたしました。受講者が定員

一杯という状況ではありませんが，口コミによる評判で，最近においても

新たな受講者が加入している状況でもあります。また，現代的課題に対応

すべきものとしてパソコン教室を，さらに，男性の方々の生涯学習へ参加

促進を図るため，男の料理教室の２講座を継続開催するとともに，14のク

ラブ活動が展開され，受講生の自己啓発や仲間づくり等についての学習支

援を実施いたしております。活動に先立ち，４月 22 日には合同開講式を

実施いたしまして，津軽三味線の演奏を楽しんでいただきました。 

  次に，高齢者教育振興事業でございます。柳河地区高齢者クラブ連合会

との共催により開催しております。連合会の  会長を始めとする役員の

皆様と協議を重ね，高齢者が生活に生きがいを見い出すための学習や社会

の変化，現代的課題等に対応するための様々な問題について，座学や移動

学習で学ぶ機会を設けたものとなっております。今年度も５回の講座を実

施し，健康対策及び消費者対策，事故対策を含めた交通安全教室を実施い

たしました。さらに移動学習により見聞を広めるとともに，心の目を養う

ことを図ってまいりました。 

また，柳河地区高齢者クラブ連合会においては，柳河小学校との連携に

より，次代を担う子どもたちの「生きる力」を育むことを目的として，高

齢者と子どものふれあい事業を実施しております。４回にわたる事業で，

柳河小学校の運動会に合わせたふれあいスポーツ大会や七夕まつり，さら

に昔遊び，まゆ玉づくりなどを実施及び予定をしております。 

 次に家庭教育振興事業でございますが，子どもたちが健全に成長してい

くためには，良好な家庭環境や社会環境が必要とされています。そのよう

な意味で，柳河小学校ＰＴＡ研修委員会の皆さんと協議をし，今年度は，

クリスマスプチコース料理作りを実施いたしました。食を通した親子のコ

ミュニケーション，話題づくりをすることにより，会話のあふれる家庭環

境づくりが図られればと考えたものでございます。 
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        次に，女性教育振興事業ですが，柳河女性会との共催により開催してお

ります。女性会の  会長を始め役員の皆様方との協議を重ね，５回の講

座を実施しております。現在メディア等でも女性の時代というような言い

方をされておりますが，女性の皆さんが輝きながら，現代的課題への対応

等を学習するとともに，会員相互の絆を深めていただき，地域の活性化に

もつなげることができるよう取り組んでおります。実施講座としては，ポ

ーセラーツというオリジナル食器づくりや，ふれあいまつりの展示発表に

合わせた寄せ植え講座，女性の方々が大変な思いをしていると思われます

キッチンの収納術や，正月を彩るおせち料理づくりと併せ，移動学習で学

ぶ機会を設けたものとなっております。 

        次に，子ども向け事業につきましては，校外活動の一つとして，学校の

授業とは違い，幅の広い学年間で学ぶことにより，子どもたちの中の連帯

感を育むことや，現在，必要ではないかとされている，教え合う関係づく

り，そのようなものの一助となるような取組として，夏休みの期間を利用

して実施いたしました。今年度も，読書感想文教室，書道教室及び絵画教

室を開催いたしました。 

        青少年教育振興事業として，水戸郷土かるた柳河学区大会に合わせての

審判講習会を開催するとともに，柳河学区子ども会育成連合会及び柳河自

治住民の会生涯学習部によります柳河学区大会開催の支援を実施，子ども

たちが自分の郷土を大切にし，郷土の未来について考えられる心を育てる

よう，努めてまいりました。 

        次に生涯学習推進事業でございますが，成人教育として，２つの講座を 

       実施いたしました。光圀公の水戸藩においての生活等を垣間見る，黄門さ

んの足跡を訪ねてということで，座学による事前学習と，佐竹寺等ゆかり

の地を巡る移動教室を実施しております。また，地域の良き伝統や習慣を

学ぶということで，しめ飾り作り講習会を開催しております。さらに，柳

河ふれあいまつりにおいて，センターで活動している，各教室やクラブの

学習成果を発表する機会を設けさせていただきました。開催に当たりまし

ては，柳河小学校においても授業の一環として御参加いただき，地域力の

強化や地域の連帯感の醸成が図れたものと考えております。 

        

会  長    ただ今の説明について，御質問等ありましたらお願いします。 

     事業については，多方面で着々と進んでおります。来年度も引き続きお

願いします。 

    それでは次に，議題２の平成 28 年度市民センター利用状況について， 

事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関    まず，団体利用状況でございますが，市民センターとしての主催事業であ

ります各教室やクラブ活動を市民センター関係に，住民の会などを始めとし

た地区内の社会教育関係団体，市関係，県関係及びサークル活動などの一般
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団体という，５つの区分に分けて，昨年４月から今年１月までを集計してご

ざいます。 

        右下にあります合計の欄を御覧いただきますと，利用回数は 987 回となっ

ており，前年度と比較しますと，50 回の増となっております。演劇サーク

ルや子どもを中心としたダンスサークル等，一般のサークル等の利用が増加

したことが要因と考えられます。 

        また，利用人数につきましては，12,654 人と，前年度と比較しますと，

371人の増となっております。これは，先ほどの利用回数と比例したもので，

新しいサークル等の活動が増加したことが要因として考えられます。 

        なお，この利用状況の集計には，市民センター外で開催しました，市民運

動会を始め，市民センター主催となるゴルフクラブやグラウンドゴルフクラ

ブ等の活動は含まれておりません。 

        続きまして，部屋別使用状況でございます。 

        ただ今の団体利用状況の中の利用回数を，部屋別に集計したものとなって

おります。ホールを始め，各部屋においておおむね微増ではございますが，

利用が増加している状況になっております。 

 

会  長    ただ今の説明について，御質問等ありましたらお願いします。 

施設が手狭なので仕方ないのでしょうか。市民センターが広くなれば，利

用者も，もっと増えるのではないかと思います。 

 

委  員    図書室の利用件数が増えているのは図書利用ですか。それとも会議ですか。 

 

執行機関    本の貸出しについては，現在は，主にリクエストでの貸出しが多いため，

使用状況の数字は会議での利用がほとんどです。社協，女性会など，少人数

での会議に使用されています。 

 

委  員    図書のリクエストは，中央図書館に申し込めば市民センターに送ってもら

えるのですか。 

 

執行機関    そうです。地区内にお住まいの読書好きの方からも，頻繁にリクエストを

頂いています。 

 

会  長    図書室までも会議に使用しなくてはならないほど，地域が活発になってい

るということではないでしょうか。 

それでは次に，議題３の平成 29年度市民センター定期講座募集について，

事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関    29 年度は，継続の教室として骨盤体操，セルフリンパマッサージ，男の

料理教室及びパソコン教室の４講座を計画しております。４教室のうち，骨
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盤体操及びセルフリンパマッサージ教室は今年度開講したもので，骨盤体操

については，年齢を重ねるに合わせ，体のゆがみによる各種症状が出るよう

ですが，骨盤周りの筋肉をほぐすことにより改善が図れるとのことで，男女

を問わず参加いただけるように計画してございます。セルフリンパマッサー

ジについては，手軽にできるリンパのマッサージ方法について学習します。

また，継続事業の男の料理教室については，男性の生涯学習への参加促進と

併せ，調理室の利用促進も兼ねまして計画しております。パソコン教室につ

いては，日常の中での情報取得方法の習得や，生きがいづくりを兼ねるとと

もに，今年度までは初心者レベルの内容が中心でありましたが，ワードやエ

クセル等も，より実践的な応用編を学ぶこととし，日常生活の中で活用でき

るようなプログラムで計画しております。 

        さらに，自主運営となるクラブにつきましては，昨年度と同様に，14 ク

ラブでの活動を計画しております。 

 

会  長    ただ今の説明について，御質問等ございましたら，お願いします。 

 

委  員    卓球についてですが，募集人数は１名なのですか。 

 

執行機関    継続者が多いため，多数を受け入れることができません。募集人員が０人

というわけにもいかないので，１名としました。 

   

会  長    市民センター利用案内は町内回覧をするのですか。 

 

執行機関    定期講座募集チラシと両面印刷にして，全戸配布いたします。 

 

会  長    コミュニティルーム設置で図書がなくなってしまうのに，利用案内に載せ

るのですか。 

 

執行機関    数は少なくなりますが，市民サロン側に書棚を設け貸出用の本を置きます。

また，リクエストによる貸出しもあるので掲載しました。 

 

委  員    部屋使用後の掃除についてですが，次に使う人が気持ち良く使用できるよ

うにしてほしいと思います。先日は，外履きに履き替えることなく，上履き

のまま外を歩いている人を見ました。市民センターの使い方について，団体

に説明をしていますか。 

 

執行機関    基本的には，定期講座合同開講式で説明しています。一般団体については，

毎年の登録時に説明し，さらに，部屋使用後に提出していただく確認票にも，

掃除，消灯，戸締り等のチェック欄を設けてあります。私どもも，全てとは

いきませんが，エアコンの消し忘れなどあった時には，その場で，または，
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次の使用時に注意をするようにしております。 

 

会  長    それでは最後に，議題４のその他について，事務局から何かありますか。 

 

執行機関    その他として，お知らせとお礼がございます。一つ目として，予算付けが

なされ，現在の図書室にコミュニティルームを設置することになりました。

予定では，今週金曜日に工事を開始することとなっております。今後，住民

の会を中心にコミュニティ推進の核として，御利用いただければと考えてお

ります。また，工事に伴いまして，図書の整理を行わなければなりません。

事前に  会長にはお話しさせていただきましたが，図書には中央図書館所

有の図書と寄贈図書がございます。寄贈図書については，だいぶ古い本もご

ざいますので，処分をさせていただきたいと考えておりますので，御理解い

ただきたいと思います。なお，一部図書については，市民サロン側に書棚を

設けて供用したいと考えております。 

        二つ目が，28 年度におきましても，住民の会生活環境部や高齢者クラブ

連合会の皆様に，それぞれの事業の中で，市民センターの除草作業や樹木の

剪定を実施していただき，また，季節の家庭料理クラブの皆様には，調理室

のレンジ周りの油汚れを落とす作業等を実施していただき，市民センター利

用者が，快適な環境で気持ち良く学習活動等に取り組めますこと，本当にあ

りがとうございます。この場をお借りして，お礼を申し上げたいと存じます。 

 

会  長    ただ今の説明について，御意見や御質問などございましたらお願いします。 

    今の説明にもありましたが，図書の整理については，かなり古いものがあ

ると相談を受けました。台帳もなく，現代に内容がそぐわないという点から，

処分ということで御理解いただきたいと思います。 

 

委  員    良いことだと思います。 

 

会  長    以上でよろしいでしょうか。 

        それでは，本日予定をいたしました議題が全て終了いたしましたので，以

上をもって議長の役を解かせていただきまして，平成 28 年度第２回柳河市

民センター運営審議会を終了いたします。 


