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（３）その他（公開） 
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7 傍聴人の数(公開した場合に限る。)  ０人 
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執行機関 定刻となりましたので，ただいまから令和元年度第２回水戸市稲荷第一市民セ

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

報告いたします。 

     続きまして，会長あいさつ。会長お願いいたします。 

会  長 私から一言御挨拶申し上げます。本日は公私共にお忙しいところ，令和元年度

第２回目の稲荷第一市民センター運営審議会に御出席いただきまして，誠にあり

がとうございます。当市民センターは平成28年11月にオープンいたしまして，早

いもので３年３か月が過ぎようとしている状況でございます。こうした中，市民

センターの運営方針，事業計画等に基づきまして運営しているところですけれど

も，この間，さまざまな課題が山積している状況を踏まえまして，本日の議題に

沿って運営審議会を開催したいと思います。本日の議題は令和元年度の事業報告

及び利用状況，２番目には令和２年度の事業計画について，その他を含めまして

３点ほど審議事項がございます。御審議のほど，よろしくお願いいたします。令

和元年度の第２回目の運営審議会の開催に当たりましての挨拶といたします。 

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。議事録署名人としまし

て，慣例により，＿＿様と＿＿様にお願いしたいと思います。 

それでは，会長よろしくお願いいたします。 

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ます。会議を円滑

に進めたいと思いますので，委員の皆様の御協力をお願いいたします。まず，令

和元年度事業報告について，事務局より説明願います。 

執行機関 （令和元年度事業報告について説明） 

会  長 ありがとうございました。ただいま，令和元年度の事業報告について説明があ

りました。これにつきまして，何か御質問等ございましたらお願いします。 

一般教養講座の中で，いろいろございますけれども，講座を運営するうえで特

に感じた点とか，こうしたらいいとか，気づいた点はありますか。 

執行機関 来年度の事業計画にしてもそうですけれども，毎年同じような形で進めていま

す。地域の方の要望とか，そういったものが十分に把握できていない点もござい

まして，テーマのとらえ方が十分ではないのかもしれませんが，人が集まらない

ということがあります。来年度以降についても，大枠としては同じような形で進

めていきたいとは考えているのですが，他のセンターで行っていないような講座

などを，来年度は取り上げていければと考えております。 

会  長 そうですね。水戸市に34市民センターがございますけれども，その中でやって

いない事業とか，これを重点的にやろうかとか，これから新年度に向かって模索

したらいいと思います。他にございませんか。 

＿＿委員 夏休みと冬休みの子ども教室で，絵画教室と書道教室を開いていただいており



ます。夏休みの絵画教室ですと，花の絵がここに行けば作品が出来上がるという

ことで，本人にとっても保護者にとってもすごくありがたいと思っております。

また，書道教室についても，冬休みにまで開催していただいて，子どもたちも作

品づくりとか課題づくりにみんなと一緒にできるというのは，やはり，やる気も

出るし，専門の先生に教えていただくのはとってもありがたいと思っていますの

で，できれば来年も継続してやっていただければと思っております。 

執行機関 参考までに確認したいのですが，書道に関しての宿題が，来年からなくなるよ

うな話を聞きましたが，そうなのでしょうか。 

＿＿委員 どこからそんな話を聞いたのですか。 

執行機関 今年度の書道教室を開催する際に，そういう話があったということを聞いてい

ます。  

＿＿委員 三学期が始まってから，書初め会をやりました。その中で，学校の中で金賞と

か決めるのをやめるという話はでていました。授業参観などで授業を見にきた保

護者の中には，習字が得意な方がいて，こっちの金賞よりこっちのほうがうまい

のではないかという話があり，学校の中では金賞とか順番をつけるのをやめて，

みんな同じように作りましたという形で掲示するようにしましょうという話は出

ていました。やる，やらないの話は出ていませんでした。後で確認してみます。 

＿＿委員 冬休みの書道教室は，人数的にも６名だから，参加者は少ないですね。 

＿＿委員 冬休みは，家も忙しいので参加者が少ないのもかもしれません。 

＿＿委員 今年は６名ですが，去年はもっと人数が多かったような気がします。 

執行機関 去年は11名参加者がいましたので，今年は約半分です。 

＿＿委員 書道や絵画は継続してやってほしい。家ではなかなかできない。 

＿＿委員 学校としてはとてもありがたい。保護者もありがたい。実はうちの子どもが小

学生の時に，花の絵の作品づくりをやっていたので，毎年参加させていました。

そうすると，作品が出来上がって，とてもありがたかった。 

＿＿委員 家でも毎年参加させていただいています。家ではなかなか，汚すだけ汚して，

満足に書けない。 

＿＿委員 家だと，どうしても集中力が切れてしまう。 

会  長 書道は集中力です。書道は流れでやらないとだめです。 

では，この件については，よろしいですか。それでは承認ということで，よろ

しくお願します。 

続いて，利用状況について説明願います。 

執行機関 （利用状況について説明） 

会  長 ありがとうございました。去年から見ると10％ぐらい伸びています。いいこと

ですね。 

執行機関 昨年と比べると利用件数，人数ともに10％～20％程度増えています。 

会  長 この利用状況はどうでしょうか。質疑等があればお願いいたします。 

ないようであれば，次に令和２年度の事業計画について事務局から説明願いま

す。 

執行機関 （令和２年度事業計画について説明） 



会  長 説明がございましたけれども，これについては何かございますか。 

＿＿委員 皆様に自慢したいことがございまして，報告させていただきます。定期講座の

みんようキッズが始まって３年になります。みんようキッズで，県の芸術祭と市

の芸術祭に参加させていただきました。県の芸術祭は常陸太田の大きな舞台でや

りました。練習の時には，とても手に負えないような風景ですけれども，市民セ

ンターで，みんようキッズのマークと一人ひとりの名前のシールを作っていただ

いて，それを制服がないので，黄色いシャツを買ってきて着せて，みんようキッ

ズのマークを背中に，名前を胸に付けるとピシッとします。 

もう一つ自慢したいことがあります。磯節の全国大会の小学１年生から６年生

までの子どもの少年少女の部に，みんようキッズ10名のうちの２名，４年生の子

を出しました。全国大会の予選ではなく，決勝のほうに出場しまして，東京都の

人が１位で優勝しました。みんようキッズの城東小学校４年生が２位になりまし

た。３位が常陸太田の方です。参加者12名で準優勝をとりました。自分の名前が

呼ばれるとは思わないので，本人もびっくりしていました。私もびっくりしまし

た。ここに参加したのは，今年が初めてです。他の出場者は毎年出ている子です。

磯節全国大会の決勝だから，文化センターの大ホールが満員になるくらいのお客

さんの中で，舞台に上がり一人で歌いました。そして２位になりました。 

会  長 ＿＿委員も運営委員になっているのですね。 

＿＿委員 そうです。稲荷第一小からも小学生が出て，どうどうと歌っていました。もっ

と参加してくれる子どもが増えてくれるといいと思っています。アトラクション

として，大工町の芸者さんとか民舞協会の人，歌の上手な人を二人呼びましたけ

れども，その中に，みんようキッズを出していただきました。一度でいいから見

にきてほしい。 

＿＿委員 子どもの可能性はわからない。民謡なんてと思っていても，やると好きな子も

でてきます。 

＿＿委員 子どもは，集中力がない。学校の先生はたいへんだと思います。何時から何時

まで，ここを２回練習したら休憩，自由遊び，また何時からやって自由遊び，そ

れがきちんとできなかったら，いつまでたっても，時間だけ過ぎてしまってでき

ない。時間を区切ってあげるとちゃんとやります。そうすると，どういうわけか，

お姉ちゃんが休憩時間に問題をだして，算数やあいうえお，漢字の勉強をさせた

りしています。ただ遊んでいるのではない。だから，こういう集団でやるのもす

ばらしいと思います。うちの子は特別引っ込み思案です。保育園から引っ込み思

案でした。だけど民謡をやらせてからは，自信をもって大きい声で話すようにな

りました。民謡をやらせるようにしたら，すごく変わりました。人前で話すこと

ができるようになりました。 

会  長 やっぱり，動機付けが大切です。動機付けがあれば，その子も伸びます。それ

と一緒に学問も伸びます。 

＿＿委員 今では自分の意見を言えるようになりました。 

会  長 考え方が，受動的じゃなくて能動的になります。 

＿＿委員 だから稲荷第一の子も，民謡を好きな子がいて，やってもらえるといいなと思



います。 

＿＿委員 知らないお母さんたちも多いと思います。 

＿＿委員 多いでしょうね。 

会  長 磯節が普及したのは，昔いた常陸山という相撲取りが，巡業する時に磯節の人

を連れて日本全国を回ったことがきっかけだと聞いたことがあります。 

＿＿委員 その安中さんの由来が，パンフレットにも出ています。常陸山は城東の出身だ

そうです。 

＿＿委員 専売公社の脇の所です。何年か前に白鵬が来ました。 

会  長 巡業にいくと，茨城だから磯節でＰＲしていたのでしょう。そういう意味では

常陸山は立派です。 

＿＿委員 安中さんは，目が不自由だったようです。それで，マッサージ，あんまさん，

そういう方だったみたいです。そういうことをわからない人が多い。 

会  長 そういうことをよくわかれば，ルーツがわかってきます。 

＿＿委員 いずれにしても，いろんな講座とかクラブとか，だれか引っ張ってくれる人が

いないとたいへんです。＿＿さんのような人がいるから，少しでも伸びてくる人

がでてくるかもしれない。これをまとめていくのはたいへんです。講座をやって

いく中で，定期講座の俳句ではないけれども，みんな高齢化して，ほんの２～３

人になって，講座をやめてしまう。講師なしでやっているところもあるけれども，

やはり誰かがまとめていかないとなくなってしまう。特に町中では，交通機関を

使わなくても，歩いてこられる人が市民センターなどに集まることができる。地

域性でなかなか田舎の集会所は難しい。そういう中で，少しでもまとめていける

ように，たいへんだと思うけれども，市民センターとか，そういう人が増えると

いいと思う。 

＿＿委員 カラオケクラブもそうです。カラオケも民謡もみんな車ができない人が多い。

年をとると，家族に自転車に乗って歩くなと言われるから，送り迎えをしてあげ

ている。 

＿＿委員 いまの若い人は遊んでいないから，年寄りの面倒をそこまでみてくれる家庭ば

かりではない。このへんはなかなか難しいのではないかと思う。 

＿＿委員 だから，送り迎えをすればここに来られる。そういう状態です。 

＿＿委員 そうすると高齢者も元気でいられます。いろいろな人たちとお話しするとね。 

＿＿委員 高齢者はいても，なかなかそういう人ばかりではない。そういう人が少しでも

増えてくれればいいと思う。 

会  長 私はこの２月から，古事記とか日本書紀の古事記を親しむ会の会員になりまし

た。会員が60歳から80歳ぐらいの人で，それで友達が誘われて入りました。水戸

市の八幡宮で，毎月第４土曜に，20人ぐらい集まります。だから，古事記，日本

書紀をよく読んできた。昔の神代文字をたどってみると，奈良時代の古事記がで

きたのが712年の頃です。そのあと720年に日本書紀ができた。古事記で天照大御

神の頃からの歴史を，約１年かけて研究します。 

＿＿委員 昔を知らないと，今を語れません。 

会  長 律令・摂関政治の前に白村江の戦いがありました。そこで，日本は負けてしま



いましたが，天皇は国防を考え，その後に古事記と日本書紀が作られました。明

治維新と同じです。それで日本の律令制度ができた。今の社会と似ているような

気がする。先生が言うのには，漢文で読むのではなくて，皆さんが700年の時代の

人間となって，どういう社会構造なのかを研究しましょうということです。古事

記，日本書紀を読むのではなくて，我々日本民族のルーツ，それを研究しましょ

うということで，なるほどと感心しました。 

＿＿委員 教えるということは，自分が勉強しないと教えられない。お互いに勉強になっ

ていいのではないか。 

会  長 古事記とか日本書紀を見ると，日本の成り立ち，日本ではなくて世界の始まり

を現しているのではないかと思う。その頃は，キリスト教が生まれて700年経って

いる。そういう影響があって，天孫降臨ができたのではないか。キリスト教は140

0年頃にザビエルによって来たわけではない。景教といって，イスラエルから日本

に来て，そこから，古事記とか日本書紀ができたという学説もあります。そうい

うことも踏まえて勉強している。そこから日本人のルーツもわかってくるし，す

ごく勉強になります。古事記とか日本書紀を全国的に広めようということです。 

＿＿委員 そういう話が好きな人もいると思う。 

会  長 古代のことについては，皆さん興味があります。 

説明がありました議題の２についてはいかがでしょうか。よろしいですか。で 

    はその他についてお願いします。 

執行機関 現在の稲荷第一市民センター運営審議会の委員の任期は令和２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，＿＿委員と＿＿委員は今期限りとなります。いろ

いろとお世話になりました。その他の委員につきましては，継続してお願いした

いと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

会  長 その他にございませんか。 

＿＿委員 台風に関連した話で，ちょっと耳に入ったことがあります。寝たきりではない

のですけれども，母を連れて市民センターに避難した方がいて，そのお母様は，

誰かの手がないと，起き上がるのがたいへんです。だから，難しいでしょうけれ

ども，エアベッドのようなものでもあれば楽だという意見を耳にしました。地べ

たに寝たのでは，起き上がれない人がいます。皆さんエアベッドを欲しがると思

うのですが，ベッドがあるといいのよねという話がありました。 

＿＿委員 エアベッドでは，やはり誰かの介助がなければ，一人で起きるのは難しいと思

う。エアベッドは多少揺れます。いざとなったら，三つぐらいだったら，台を利

用して，マットを敷くという方法もあります。 

執行機関 下に直接寝ると，起き上がりの時にたいへんだということですね。 

＿＿委員 二人ぐらいで持ち上げたということを言っていました。 

＿＿委員 よほど空気を入れておかないと，エアベッドは揺れます。 

＿＿委員 では，子どもたちが使うマット，硬いマットのほうがいいのですか。 

＿＿委員 これぐらいの台にマットを敷いたらいいのではないですか。 



＿＿委員 人数分用意するのはたいへんでしょうね。皆さんそちらに行きたがるでしょう。 

＿＿委員 ダンボールでベッドをつくりますよね。 

＿＿委員 高さが必要です。 

＿＿委員 足がつけば，何とかなる。床に寝ていたのでは，起き上がれない。 

＿＿委員 今年は台風が来ないことを願っています。 

執行機関 市の担当課に，そういう要望があることを伝えておきます。 

＿＿委員 ここのセンターには，ダンボールベッドは置いてありますか。 

執行機関 ダンボールベッドは置いてありません。 

会  長 災害用にはありますよね。 

＿＿委員 災害用にはあるけれども，ここには保管されていないということです。 

＿＿委員 学校にもないです。 

＿＿委員 避難しても，体育館だとかそういう所で，床に寝かせられる。 

＿＿委員 我々だって，床に寝せられていたら，起き上がるのはたいへんかもしれない。 

執行機関 その避難された方は，ここのセンターに避難された方ですか。 

＿＿委員 そうです。娘さんが連れてきて，一緒にいたのでしょうけれども，針供養の時

にそんな話がでました。全部ではなく，段差がある場所とかコーナーとかがある

と，そこにつかまって立ち上がることができます。マットを積んで横に並べてお

くと，そこを利用して立ち上がることができます。 

＿＿委員 床に並べておくと，そこにつまずいて，転んで怪我することになる。 

＿＿委員 そこは課題です。災害がなければいいのでしょうけれども，増える可能性はあ

ります。 

＿＿委員 部屋の端に折り畳みのベッドでもおいて，いざという時に，すぐに組立てられ

るといいですね。 

＿＿委員 一ヶ所でも，そういうコーナーがあれば，そこに連れて行って起き上がれば，

あとは補助する人が連れていけるということを言っていました。一つ一つ課題を

解決していけばよくなっていくと思います。 

＿＿委員 ここの市民センターは，川の水位が高くなると閉鎖しますよね。去年はそうで

した。 

執行機関 ここの避難者は，高台の常澄中学校へ移ってもらいました。 

＿＿委員 移動も大変だったと言っていました。こっちに来たら，今度はあっちに行って

と言われて，たいへんだったそうです。 

執行機関 ここは朝の６時頃に移ってもらいましたが，下大野に避難した人は夜中の３時

頃に移されたと聞いています。 

＿＿委員 食べ物についても話していました。テレビで見ると，避難所に行くとお茶とお

弁当が出るというイメージがあるらしく，避難所に行っても何もないから友達に

持ってきてもらったと話をしていました。 

＿＿委員 そういう話は私も聞いている。行ったけど何もない。 

＿＿委員 この地域では，初めての経験です。 

＿＿委員 学校にあるのもクラッカーだけです。あとはお水。水も今回使いました。２リ

ットルのペットボトルです。結局，おばあちゃんとかは，それでゴクゴク飲めな



いから，職員室にある紙コップを渡しました。 

＿＿委員 各家庭で飲み水は持参して，避難したほうがいいと伝えておいたほうがよいで

しょう。 

＿＿委員 ちょっとした水や食べ物は持ってこないとダメです。避難所に行けば，ちょっ

とした水や食べ物はあると思いますが，学校にも，あまりありません。 

＿＿委員 避難するときは，水と食料を持参してくださいということ周知したほうがよい。

今年は災害がないのを期待します。 

会  長 今年は新型のウイルスが流行っている。今月ぐらいに終息するといい。もう怖

くてどこにも行けない。 

＿＿委員 東京まできています。 

＿＿委員 那珂市で一人いたという話がありました。噂でしょうけど，そういう話があり

ました。 

会  長 聞いた話だと，医療センターと日赤が指定病院になったようです。 

＿＿委員 テレビでやっていましたね。 

会  長 聞いた話では，二月いっぱいで終息するような話でした。 

＿＿委員 暖かくなると違ってきます。 

会  長 インフルエンザと同じだから，暖かくなればウイルスが死んでしまう。 

＿＿委員 体が弱っている人は，病院にも行けない 

会  長 普通の病気でも行けなくなる。血圧の薬をもらいに行くだけなのに，たいへん

です。 

＿＿委員 マスクするといっても，売っていない。 

＿＿委員 家に在庫があるので，人混みにでるときはマスクするようにしている。この１

月に予防接種をしたばかりです。 

会  長 病気を持っている人にとっては嫌ですよね。 

＿＿委員 そうです。それだけ体が弱っている。 

会  長 免疫力が落ちています。 

私からは以上でございます。慎重なる御審議をいただきまして，まことにあり

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，令和元年度第２回水戸市稲荷第

一市民センター運営審議会を終了いたします。委員の皆様，大変お疲れ様でした。

ありがとうございました。 


