
様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

１ 附属機関の会議の名称 

水戸市稲荷第二市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

平成 30年２月 27日（火） 10時 00分から 11時 30分まで 

 

３ 開催場所 

   稲荷第二市民センター  学習室 

 

４ 出席した者の氏名 

  （１）委 員   

     黒澤 哲夫，磯崎 則男，北村 昭一，浜名 美恵子，木村 弘子 

 

（２）執行機関 

   永盛 光郎（所長），福原 宣子 

 

５ 議事及び公開・非公開の別 

（１） 平成 29年度市民センター事業の報告について    （公開） 

（２） 平成 29年度市民センターの利用状況にについて   （公開） 

（３） 平成 30年度各種講座の開設計画について      （公開） 

（４） その他                      （公開） 

 

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年度稲荷第二市民センター運営審議会（第２回） 

 

 

 

 



９ 発言内容 

 

執行機関   ただ今から，平成 29年度第２回稲荷第二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，御出席いただき誠にありがとうご

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審議を賜

りますのでよろしくお願いいたします。 

         それではまず，会長より御挨拶を賜りたいと存じます。よろしくお願

いいたします。 

＿＿会長    おはようございます。本日はお忙しいところありがとうございます。

今年度第２回目の運営審議会ということで，開会に際しまして皆様にお

伝えさせていただきたいことがございます。 

       昨年開催しましたいきいきまつりに近隣の方からのお褒めのお言葉を

いただきまして，市民センターの大事な行事でもありますし，クラブや

教室の発表の場でもありますので御紹介させていただきます。 

       毎年来ていただいている方がいらっしゃいまして，昨年は朝の開会式

から参加していただいたとのこと。非常ににぎやかに小学生や保護者が

たくさん来ていて，とても立派なおまつりができるというのは，地域の

つながりが非常によくできていて，市民センターのクラブや教室の活動

も活発に行われているのでたくさんの方が集まってくるのでしょうね，

とのことでした。とてもうれしいお言葉でしたので，御紹介させていた

だきました。 

執行機関   ありがとうございました。 

それでは，これより議事に入りたいと思いますが，水戸市市民センター

条例第 12条第１項の規定により，会長に議事進行をお願いいたします。 

議  長   それでは，規定によりまして議長を務めさせていただきます。委員の

皆様の御協力をよろしくお願いいたします。議題に入る前に本日の出席

状況の確認を事務局より報告お願いいたします。 

執行機関   本日の出欠状況を御報告いたします。委員数６名のところ本日は６名

全員出席いただいております。よって委員数の２分の１以上の出席がご

ざいますので，市民センター条例第 12条第２項の要件を満たしますので，

有効に会議が成立することを報告いたします。 

議  長   ただ今，事務局より御報告がありましたとおり，本日の運営審議会は 

有効に成立しておりますので，これより次第に沿って進めさせていただ

きます。なお，本日の議事録署名人を指名させていただきます。 

       （議事録署名人２名が決定） 

それでは，議事に入ります。（１）の「平成 29 年度市民センターの事



業報告について」事務局より御説明をお願いします。 

  執行機関  （説明） 

  議  長   ただ今，事務局より（１）「平成 29 年度市民センターの事業報告につ

いて」説明がありましたが，これにつきまして御質問などがありました

ら，発言をお願いいたします。 

  ＿＿委員   移動学習の参加者数はちょうどいい人数ですね。 

  執行機関   はい。バスの定員もあるので，４０名程度がちょうどいい人数ですね。 

議  長   定員が多いと人数を集めるのも大変ですよね。 

＿＿委員  以前は，なかなか定員に満たなくて苦労したこともあるようですが，

最近は募集してすぐにいっぱいになってしまうようなので，皆さんに浸

透されてきたのではないでしょうか。 

＿＿委員   一度参加してくださった方が，楽しかったので次回もぜひ参加したい

とおっしゃっていました。 

＿＿委員   評判がいいのですね。 

＿＿委員   キューピーの五霞工場は人気があって，なかなか予約が取れないと聞

きました。 

＿＿委員   企画もいいと思います。 

執行機関   皆さんに喜んでもらえるところでないと来ていただけないので，自分

たちも行きたいと思うようなところを企画しています。 

       特に工場見学は団体でしか参加できないところもありますので，興味

のある方はいらっしゃるようです。 

＿＿委員   参加したい方は早く申し込まないと，行きたくても行けないですね。 

  議  長   幼稚園の空手体験というのはどうでしたか。 

  ＿＿委員   園児のおじいさまで空手の道場を開いている方がいらっしゃいまして，

おじいさまと園児のお母さまのお二人で教えてくれました。 

  議  長   空手の体験はなかなかできないのでよかったですね。 

  ＿＿委員   おさかな体験は毎年行っています。谷村先生がずっとやってくれてい

ます。 

  議  長   園児も毎年楽しみにしているようですね。 

  ＿＿委員   とてもたくさんの魚を持ってきてくれていますね。 

  ＿＿委員   試験用に獲った魚を持ってきてくれているようです。 

  執行機関   売っているようなものではない珍しい種類の魚もいるようです。 

  ＿＿委員   定期講座のほうはどうですか。 

  執行機関   親子体操が当初開催が危ぶまれましたが，なんとか定員が集まりまし

た。小さいお子さんが来ると雰囲気が明るくなります。 

  ＿＿委員   昨日の高齢者講座はどうでしたか。 



  ＿＿委員   けっこうたくさんの方が参加されていましたね。 

  ＿＿委員   昨日防災無線でも流れていましたが，オレオレ詐欺は今も多いのでし

ょうか。 

  ＿＿委員   いろいろな手口でだますようですね。茨城は多いと聞いています。 

  議  長   電話で言われてしまうと，相談することもできないで，だまされてし

まうようですね。 

  ＿＿委員   昨日は催眠商法の話がありました。 

  議  長   新聞の勧誘なども強引な場合があるので，高齢の方は断れずに契約し

てしまうようです。 

  ＿＿委員   脅迫めいたことを言われることもありますね。 

  議  長   報復が怖くて断れない，というような事例もあるので，気を付けない

といけませんね。 

  議  長   では次に参ります。（２）平成 29 年度市民センターの利用状況につい

て事務局から説明をお願いいたします。 

執行機関  （説明） 

議  長   ただ今，事務局より（２）平成 29度市民センターの利用状況について

の説明がありました。これについての御質問がありましたらお願いいた

します。 

＿＿委員   「図書室」という名称をほかの名称に変更してはどうでしょうか。 

執行機関   名称の変更は確認してみないとわかりませんが，「図書室」を前面にも

ってくるということではなく，実態に合った利用の仕方をするというこ

とがよいと思います。 

議  長   放課後に小学生が利用していますね。 

執行機関   はい。利用してもらっています。 

＿＿委員   学校から帰って自宅に大人がいないお子さんなどは，ここで友達と遊

んでいたほうが安全でいいですね。 

議  長  「さくら広場」でボール遊びをしている姿をよく見かけます。 

＿＿委員  「さくら広場」はボール遊びをしても安全ですが，ボールが道路に出て

しまって危ない公園もあるので，学校のほうからも注意してもらえると

いいと思います。 

  議  長   次の議題にうつります。（３）平成 30 年度各種講座の開設計画につい

てお願いいたします。 

  執行機関  （説明） 

  議  長   ただ今，事務局より（３）「平成 30年度各種講座の開設計画について」

説明がありましたが，これにつきまして御質問などがありましたら，発

言をお願いいたします。 



  議  長   フラ＆ストレッチというのはフラダンスですか。 

  執行機関   フラダンスではなくて，フラのやわらかい動きを取り入れた体操なの

で気軽に参加していただきたいとのことです。 

   ＿＿委員   骨盤体操はなぜなくなってしまうのですか。 

  執行機関   夜間の骨盤体操は受講者が減っているのと，地区内の方がいなくなって 

しまったので，先生から近隣の講座と統廃合したいという申し出があり，

夜間の講座は廃止といたしました。 

昼間の骨盤体操はサークルに移行しているので変わりありません。 

  議  長   男性の参加はどうなのでしょうか。 

  ＿＿委員   体操なので参加できるのではないかと思います。 

  ＿＿委員   茶道教室はいきいきまつりに参加してくださっている先生ですね。 

         前々から希望されていましたね。 

  議  長   このほかにも，稲荷第二市民センターで講座を開設したいという方は 

        いますか。 

  執行機関   今のところはありません。 

  ＿＿委員   稲荷第二は，駐車場が広くて施設もきれいなので人気があるようです

ね。 

  議  長   以前にこちらを会議で使用した時にも，参加者の方からお褒めの言葉

をいただきました。 

  ＿＿委員   施設内がいつも明るくて，イラスト入りの案内板もいいですね。 

  ＿＿委員   手入れが行き届いている感じがします。 

  ＿＿委員   草刈りが毎年大変なようですが。 

  執行機関   近隣の方が自主的に御協力してくださって，とても助かっています。 

         また，シルバー人材にも委託しています。 

  議  長   他に御質問等はありませんか。 

         それでは，その他の項目で説明をお願いいたします。 

  執行機関   市民センター子育て広場の資料を御覧ください。 

        （説明） 

  議  長   ただ今，説明がありました子育て広場の件につきまして，御意見等が

ありましたらお願いいたします。 

  ＿＿委員   これは昨年あたりから話が出ていた件ですね。 

  執行機関   はい。主管課の子ども課と昨年より協議を重ねてまいりました。 

         地区の役員会でも御説明をさせていただいています。 

  ＿＿委員   県のほうでも就学前教育ということを進めていまして，その一貫でも

あるかと思います。 

  ＿＿委員   これはこどもを預けるというのではなくて，親子でここにきて遊ぶと



いうことですね。 

  執行機関   はい，そうです。地区も限定ではないので，どこにお住まいの方でも

利用していただけます。 

  ＿＿委員   飲食に関してはどのようになりますか。 

  執行機関   お子さんですので飲食が必要なときは，別にスペースを設けて対応し

たいと思います。 

  ＿＿委員   年齢的には乳幼児からということですか。 

  執行機関   はい，そうです。 

  ＿＿委員   お母さんたちもお友達作りができますね。 

  議  長   来年度の幼稚園の新入園児は何人ぐらいなのですか。 

  ＿＿委員   ９人の予定です。２クラスで２０名になります。 

         小学校は来年度の新一年生は３６名です。少し減っていますね。水戸

市全体でも減っているようです。 

  ＿＿委員   今は公立幼稚園ではなくて保育園に行く方や私立の幼稚園に行く方が

増えていますね。 

  ＿＿委員   保育園は空きがあっても，通勤や場所など便利なところに人気が偏っ

てしまうようです。 

  議  長   それでは本日の議題につきましては，これですべて終了いたします。

委員の皆様には長時間にわたり慎重な御審議，御意見を賜りましてあり

がとうございました。 

執行機関   ＿＿会長ありがとうございました。また委員の皆様にも，貴重な御意

見をいただきましてありがとうございました。 

今後とも市民センター運営に関しまして，お気づきの点，御意見をい

ただければと思います。以上を持ちまして，平成 29 年度第２回水戸市稲

荷第二市民センター運営審議会を終了いたします。ありがとうございまし

た。 

 

 

 


