
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 30年２月 23日（金） 午前 10時から 11 時 30 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    小林 由美 

飛田 身江子    岩上 賀子 

 ⑵  執行機関    水越 健一     住谷 さおり 

 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

⑴ 平成 29 年度市民センター事業報告について（公開） 

 ⑵ 平成 29年度市民センター利用状況について（公開） 

  ⑶ 平成 30 年度市民センター定期講座募集について（公開） 

 ⑷ その他 

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 29 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    お待たせいたしました。定刻になりましたので，ただいまから「平成 29年

度第２回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，御出席をいただきまして誠にありがとうございます。

開会にあたりまして，会長より御挨拶をいただきます。 

 

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。今回も皆様に御提案，御審議いただきまして，スムーズに進行できま

すようよろしくお願いいたします。又，３名が任期満了ということで，運営

審議会最後の顔合わせとなり，後任の人事につきましては，市民センターの

方で進めていただいていることと思います。来年度第１回目は新しい３名を

迎えての審議会になりますので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。それでは，市民センター条例の規定により，議

長を＿＿様にお願いしたいと思います。 

 

会  長    本日，御審議をいただく案件は「その他」を含め４件でございます。 

       まず，議題１の平成 29年度市民センター事業報告について，事務局より説明

をお願いします。 

        

執行機関    それでは，資料 １ ページをお開きください。 

          平成 29年度に市民センターにおいて実施した各種事業及び実施予定事業を，

表としてまとめさせていただきました。 

市民センター運営事業，学習支援事業，高齢者教育振興事業，家庭教育振興

事業，女性教育振興事業，子ども向け事業，青少年教育振興事業，生涯学習推

進事業というような分類で整理をさせていただいております。 

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，御審議等をいただく機会となっております。 

第１回は，６月 22 日に開催いたしまして，委嘱状交付の後，平成 29 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）等について御提案，

御審議をいただきました。 

第２回の本日につきましては，平成 29 年度の事業報告，利用状況及び平成

30年度の定期講座の募集内容等について御提案，御審議をいただきます。   

次に，学習支援事業でございますが，平成 29 年度におきまして，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

ジ教室を本年度も継続して実施いたしました。また，現代的課題に対応すべく

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の参加促進を

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作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 21日には合同開講式を実施し，クラシック演

奏を楽しんでいただいたところです。 

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。連合会の会長をはじめとする役員の皆様方と協

議を重ね，高齢者が生活に生きがいを見出すための学習や，社会の変化，現代

的課題等に対応するための様々な課題について，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，歴史・文化講座

及び交通安全対策，さらに，最近頻発しております災害への防災対策，備えを

含めた防災対策講座を実施いたしました。さらに移動学習により見聞を広げる

とともに，心の目を養うことを図ってまいりました。講座の内容や参加人数等

におきましては，資料をお目通しいただきたいと思います。 

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，小学４年生

の児童及び保護者を対象として誕生学プログラムを実施いたしました。水戸こ

どもの劇場の皆様を講師としてお招きし，誕生のプロセスや実際の赤ちゃん，

お母さんとの触れ合いをとおして，命の大切さと神秘を学ぶとともに，親子の

愛情について見直す機会となるよう実施いたしました。 

３ページを御覧ください。 

本年度から家庭教育強化事業が新たに始まり，これに伴い，柳河女性会の皆

様に御協力をいただき，千波桜並木の皆様を講師としてお招きし，シャドー劇

及び読み聞かせを開催いたしました。詳細は資料をお目通し願います。    

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。女性会の会長をはじ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，国においても企業における女性の役付職員 30％を目標に増

やすことなどを努力目標として掲げており，本市といたしましても女性が活躍

できる社会を目指すところでございます。そのような中，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，ふれあいまつりにおいて展示もいただいた，ポーセラーツ

というオリジナル食器づくり，女性の方々が大変な思いをしているといわれま

す，タンスなどの片付け術講座等と合わせ，移動学習で学ぶ機会を設けたもの

となっております。詳細につきましては，資料をお目通し願います。 

次に，４ページを御覧ください。 

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，子ども達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，教えあう関係づくり，そのようなものの

一助となるような取り組みとして，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。詳細

につきましては，資料をお目通し願います。 



青少年教育振興事業として，水戸郷土かるた柳河地区大会に合わせての審判

講習会を開催するとともに，柳河地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地区大会開催の支援を実施，子ども達が，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。詳細につきましては，資料をお目通し願います。 

５ページをご覧ください。 

次に，生涯学習推進事業ございますが，成人教育として，２つの講座を実施

いたしました。御存じのとおり，現在本市において水戸城大手門，二の丸角櫓

の復元に取り組んでおりますこともあり，本市歴史文化財課職員を講師として，

「水戸の歴史と文化財」についての講座を実施いたしました。また，地域のよ

き伝統や慣習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。また，開催にあ

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。詳細につ

きましては，資料をお目通し願います。 

６ページを御覧ください。 

市民センターとして係わりが深い，柳河自治住民の会，柳河女性会，社協柳

河支部等の実施しました地域コミュニティ関連事業を一覧にしたものでござい

ます。市民運動会をはじめ各種スポーツ大会，花苗の配付などによる生活環境

関連，子育て広場やエンジョイ柳河ワールドなどが実施されております。詳細

につきましては，資料をお目通し願います。以上でございます。 

 

会  長       ただいまの説明について，何か御質問等はございませんか。 

特に無いようでしたら，次の議題にすすめます。議題２の平成 29 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    資料７ページを御覧ください。 

まず，アの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月までを集計をしてございます。

なお，前年度欄については平成 28年４月から平成 29年３月までの１年間の合計

となっておりますので，御承知おき願います。 

さて，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 1,015回と

なっており，前年度同月（987）と比較しますと，28 回の増となっております。

台風や降雪等による天候不順に伴う中止等もありますが，やや増加傾向にあると

考えております。また，利用人数につきましては，12,195 人と，前年度同月

（12,640）と比較しますと，445人の減となっております。これは，利用人数が

多い講座等が天候不順で中止になったことと併せて，少人数での利用が増えたこ



とや水戸市のがん健診等が本年度は実施されなかったことなどが，利用回数が増

えつつも利用者数が減少した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，イの部屋別使用状況でございます。ただいま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。前年度同月までの集計

と比較しますと，ホールをはじめ，概ね各部屋において，微減となっております

が，コミュニティルームの利用が約２倍に増加している状況になっております。

以上でございます。 

 

会  長   ただいまの説明について，御質問等ありましたらお願いいたします。 

       無ければ，議題３の平成 30 年度市民センター定期講座募集について事務局よ

り説明をお願します。 

 

執行機関   資料８ ページを御覧ください。平成 30年度市民センター定期講座の募集につ

いてでございます。 

本年度は，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講座のうち，骨盤体操に

ついては，年齢を重ねるにつれ，体の歪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で，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，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合わせ，調理室の利用促進も兼ねまして計

画しているものです。パソコン教室については，今日多くの情報がツイッター等

の SNS やホームページ等で提供されていることから，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，日常生活の中で活用できるよう計画しており

ます。 

さらに，自主運営となりますクラブにつきましては，今年度と同様に，14  ク

ラブでの活動を計画しております。残念ながら年齢が高齢になった方も多く月２

回の活動は難しいということで，月１回での活動となっているところが生じてい

る状況でございます。方策を考えていければと思っているのですが，中には，車

で来るのも難しいという方もいらっしゃいまして，残念ながら１回の活動になっ

ているところでございます。募集内容の詳細につきましては，資料をお目通し願

います。なお，９ページにつきましては，受講生募集のチラシの裏面に掲載する

市民センターの利用案内でございます。合わせて，お目通しをお願いいたします。

以上でございます。 

 

会  長   ありがとうございました。募集につきまして事務局から御説明がありましたが，

高齢化が叫ばれる世の中になってきてしまっている。私もセンターに来る機会が

多いのですが，見てますと若い方の利用がないように思います。若い方は仕事を



しているので参加できない状況であるかなと。夜の講座もありますが，仕事が終

わってからというのもなかなか時間的に余裕がないのかなと，考えてみるといい

案が浮かばない感じがいたします。募集について皆さまから何かございますでし

ょうか。このようにしたらいいのではないかという御提案はありますか。 

 

委  員   太極拳についてですが，10名いたところ５名になってしまうので，どうしよう

かと考えていましたら，月１回ではどうでしょうかとアドバイスをいただいたと

聞きました。このチラシには２回になっていますが１回にはならないのですか。 

 

執行機関   御相談はさせていただいたのですが，その後１回にしたいというお話がなかっ

たものですから２回になっておりますが，まだ配布するまでに日にちがあります

ので月１回にしたいということであれば御相談させていただきます。 

 

委  員   わかりました。 

 

会  長   それでは，太極拳につきましては，よく御相談いただければと思います。他に

ございませんか。無ければ議題４のその他にうつらせていただきます。お配りし

た資料の中に，柳河市民センター運営審議会会長宛てに高橋靖市長からの文書が

２枚あるので御覧いただきたいと思います。前回の運営審議会において，柳河市

民センター増改築及び駐車場の拡張整備に関する要望書を提出しようというこ

とになりまして，運営審議会として平成 29年７月 22日付けで提出しましたとこ

ろ，回答がきました。増改築については，水戸市市民センター総合管理計画を策

定しているという事ではありますが，いつという明記はございませんでした。駐

車場については，近隣の方との交渉を進めているという事ですが，土地の所有者

の協力が今のところいただけていない状況であるという回答なのかと思います。

要望書は提出しましたが，実現にはまだ時間がかかりそうでございます。 

       議題４まで終わりましたが，何かございますか。 

 

執行機関   その他といたしまして，ここで事務局よりお礼がございます。29年度におきま

しても，資料のコミュニティ関連事業の一覧の中にもございますが，住民の会生

活環境部などの皆様に，それぞれの事業の中で，市民センターの除草作業や樹木

の選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

食器や調理道具の整理や消耗度合い等の確認作業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，気持ちよく学習活動等に取り組めますようお手伝

いいただきましたこと，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。最後になりましたが，３期６年という長きにわた

り本市民センター運営審議委員をお勤めいただき，今回を最後の審議とし任期満

了となられます皆様，誠にありがとうございました。心より感謝・御礼申し上げ

ます。運営審議委員の職からは，離れられますが今後とも変わらず御指導・御鞭

撻をいただきますようお願いいたします。以上でございます。 



 

会  長   ３名の方，本当にありがとうございました。これからも地域住民の為に御尽力

いただければと思います。 

       他にございますか。 

 

委  員   市民センターにおきまして，様々な行事等を開催していただきありがとうござ

います。夏休みに子供達が参加できるような教室があり，夏休みの作品となって

反映している事ありがたく思っております。また，郷土かるた大会では，沢山の

子供達が集まって楽しそうにやっている，地域の中で育っていることが非常に嬉

しく思います。それから，家庭教育学級では，４年生の学年行事という形にして

いただきまして，命の始まりを学び，赤ちゃんとふれあう事もできました。学校

でやりたくても予算的に無理な事もありまして，家庭教育学級として出来たこと

ありがたく思っています。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

会  長  以上でよろしいでしょうか。 

 

執行機関  それでは，以上をもちまして平成 29 年度第２回水戸市柳河市民センター運営審

議会を終了いたします。本日は誠にありがとうございました。 

 

 

 


