
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 31 年２月 25 日（月） 13 時 30 分から 15時 00 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市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   

     三代 弘美，長谷川 正一，鴨志田 隆，浜名 美恵子，木村 弘子 

 

（２）執行機関 

   永盛 光郎（所長），松原 かおり 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１） 平成 30 年度市民センター事業の報告について    （公開） 

（２） 平成 30 年度市民センターの利用状況について    （公開） 

（３） 平成 31 年度各種講座の開設計画（案）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 30年度第２回稲荷第二市民センター運営審議会 

 

 

 

 



９ 発言内容 

 

執行機関  本日は，お忙しい中御出席を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，御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思います。 

        よろしくお願い致します。 

＿＿会長   皆様こんにちは。本日は平成 30年度第２回稲荷第二市民センター運営審

議会に御出席いただき，ありがとうございます。この市民センターが意

義のある審議会によって，ますます利用度が上がり，発展しますようよ

ろしくお願い致します。 

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，会長に議長となっていただき議事の進行

をお願いいたします。 

議  長  それでは市民センター条例の規定により，議長を務めます。会議をスム

ーズに進めたいと思いますので，委員の皆様のご協力をお願いいたしま

す。では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をお願

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６名全

員の方に出席して頂いております。よって出席者は全委員数の２分の１

以上に達しており，市民センター条例第 12条第２項の要件を満たしてお

りますので，本日の会議が有効に成立することを報告いたします。 

議  長  ただ今の事務局からの報告のとおり，本日の運営審議会は有効に成立し

ておりますので，これより次第に従って進めてまいります。 

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） 

まず（１）の「平成 30年度市民センター事業報告について」事務局から

説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  執行機関  （説明） 

  議  長  ただいま事務局から（１）「平成 30年度市民センター事業報告について」

説明がありましたが，これにつきまして何か御質問等ございましたらお

願いいたします。 

  ＿＿委員  3 月の防災訓練はどのような形で行うのでしょうか。 

  執行機関  防災倉庫にコンボライフという応急給水ができる 1,000 リットルくらい

水が入るタンクがございまして，折たたまった状態で倉庫にしまってあ



ります。そちらと全く同じものを水戸市水道部の職員に持って来てもら

いまして，組み立てる作業を実地訓練という形で説明を受けようという

事で話を進めております。１つ 90キロほどあり一度，設置をすると動か

しづらい物ですので，このセンターの屋外のどのあたりに置いたら良い

かを教えてもらいながら。そちらを組み立てて災害時に水を補給して地

域の方が持ち帰るという事ができます。 

＿＿委員  定期講座ですが人数的には何名ほど集まると開催されるのでしょうか。 

執行機関  最低ラインは 10名となっております。 

＿＿委員 講座と名前の付くものは基本的に集まりが少ないですよね。しかし移動

学習となりますと集まりますね。この差は何なのでしょうね。 

＿＿委員 講座のお知らせは回覧版で回すんですよね。回覧版って夫婦二人とも働

いていたりすると片方が見たら次に回してしまう事があって。私もこの

高齢者講座と女性教養講座のラップブレスレットのチラシは見ていない

です。主人が家にいるので見て回してしまったのだと思います。 

執行機関  早く回さないとという思いがありますからね。 

＿＿委員  各家庭１枚ずつ取らないんですよね。最後の頃に回って来ると残ってい

たりしますよ。 

＿＿委員  まるっきり見ないで回してしまう家庭もあるかもしれないですね。 

＿＿委員  共働きの多い班ですと１日ずつ溜まっていってしまいますね。私は運動

会のチラシを見たのは運動会の後でした。チラシに抽選券が付いていた

ようで，当日に周りの人が持っていたので聞きましたらチラシに抽選券

が付いていたよと。 

＿＿委員  回覧を回す方向を２つにしないといけないかもしれませんね。 

議  長  班によって 20 人くらいになると２方向から回したりしているところもあ

りますね。私のところもそのようにしています。そうしないと企画が終

わってしまいますからね，半月以上かかりますので。百合が丘は２方向

から回しています。 

＿＿委員  市報も取らないで回してしまう人もいるみたいですね。 

執行機関  センターからチラシ類を回覧する時には２週間から半月前には出そうと

話していますが，それより前だと少し難しい面はありますね。 

＿＿委員  あまり早すぎても先すぎるからと処分されてしまってもね。 

  議  長  他に質問等ございませんか。特にないようでしたら，議題の（１）につ

きましては以上でよろしいですか。 

では次に参ります。（２）平成 30 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  ただいま事務局より（２）平成 30 年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。 

      御質問がないようですので私の方からよろしいでしょうか。私の家内が

こちらのセンターでスポーツダンスを習っているのですが，ここが一番

良いと言っています。近いのもありますが市街から来られる方も来やす

いと。入り口もセンター内もとても綺麗にされていますし，入りやすく

て明るいです。駐車場も広くて停めやすいですね。 

執行機関  確かに国道から見えるので場所の説明はしやすいですね。 

議  長  センター長も他の職員の方も対応が良いですしね。 

＿＿委員  確かに私も聞きました。ここは入りやすい，明るい，綺麗ですと。 

＿＿委員  とても良い状況が揃っていますね。 

  議  長  それからこちらのセンターは特に栗崎の地域の方のお手伝いがあって，

駐車場の雑草やら植木など色々と手入れをしてくれていますので，とて

も綺麗に保てるんだと思います。 

  執行機関  そうですね。とても助かっておりますし，ありがたいです。 

  議  長  こちらは市内の利用状況と変わらないんじゃないですか。 

  執行機関  市内の中間くらいのところと利用者数は変わらなかったと思います。 

  ＿＿委員  人数が少なくなっているのは子どもの数も減ってきているのだから仕方

のない事でしょうね。 

  ＿＿委員  子育て広場も始まる前までは来て頂けるのかなと心配もありましたが，

始まってみましたら人数のばらつきはありますが良好だと思います。 

  ＿＿委員  市街ですとこのような場はあると思いますが，ここみたいな田舎では子

育て広場のような場を設けてもらえると嬉しいと思いますね。 

        私も以前，孫を数日間ですが預かった事がありまして。最初は良かった

のですが，あの頃このような場所があればと思いました。 

  執行機関  預かっている時に来て頂けたら少しは間が持つかもしれませんね。 

＿＿委員  利用者数を見ると７月の七夕と 12 月のクリスマスのイベントの時は普段

よりも人が集まっていますね。ただ遊ばせるよりも時々このようなイベ

ントと企画してくれるとお母さん方も喜んでお子さんを連れてきてくれ

そうですね。 

＿＿委員  楽しくて帰りたくないと泣いたお子さんもいらっしゃいましたね。 

＿＿委員  年齢的にはどうなのですか。何歳くらいから来られるのですか。 

執行機関  １歳代の子が多いですね。そして上の子と一緒に赤ちゃんも連れられて

遊びに来ています。 

＿＿委員  ハイハイする下の子が，ここで第一歩を歩いた子もいたりしますね。 



＿＿委員  子どもって歩き始まる最初は広くて危険のない場所だと安心して歩き始

めるんですよね。家庭の中だとテーブルや椅子など物があると大人の目

から見て広く感じていても子どもにとっては危険がいっぱいですしね。 

議  長  12 月は常磐大学の保育学科の先生と学生さんが来られて賑やかだったよ

うですね。こちらのセンターで頼んだのですか。 

執行機関  ちょうどそのような話が先生からありまして，こちらとしても是非お願

いしたいという事で話を詰めて実現しました。 

＿＿委員  どうしても今よそのお子さんと触れ合う機会が少ないですよね。 

執行機関  そうですね。近所に同じくらいの子がいなかったりしますしね。 

      保健推進委員さんがボランティアで来て頂いています。皆さん朗らかに

接してくださるので安心してお願いできます。 

議  長  水戸市の方から遊具は頂いているのですか。 

執行機関  補助金という形でいきいきコミュニティの方へ出て，こちらで玩具を購

入しています。 

      来ているお子さんは地域内よりも地域外の子の方が多いかもしれません。 

      あちこちでＰＲしているので口コミで拡がっているのでしょうね。 

＿＿委員  時間的にはどのくらいやっているのでしょうか。 

執行機関  10 時から 12 時までですね。終わりの頃はお片付けの時間があるのですが

皆さん子どもたちも一緒に手伝ってくれます。 

  議  長  他に何か質問等ございませんか。特に無いようでしたら，議題の（２）

については以上でよろしいでしょうか。 

それでは次の議題にうつります。（３）平成 31 年度各種講座の開設計画

(案)について事務局より説明お願いいたします。 

  執行機関  （説明） 

  議  長  ただいま事務局より（３）平成 31 年度各種講座の開設計画(案)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。 

        なければ私の方から質問よろしいでしょうか。定員が何名と記載されて

いますよね。こちらは従来クラブを続けている人で埋まってしまうので

しょうか。 

  執行機関  例えばピラティスですと定員 30名のところ新規募集が７名と記載されて

いるので 23 名の方は来年度も残るという事になりますね。 

  ＿＿委員  年々，体力が落ちているのがわかるのでこのようなクラブが沢山あるの

は良い事ですね。 

  ＿＿委員  ピラティスや太極拳などは良いと思いますよ。 

  ＿＿委員  新しく始まるパン教室に興味があります。第２木曜日は仕事お休みして



通おうかしらとか考えますね。 

  執行機関  私はレシピをいただいて家で２回ほど作りましたが，子どもにも好評で

した。発酵も簡単で常温か冷蔵庫で２時間くらいです。 

        簡単にフライパンや魚焼きグリルでも焼けます。パン作りいうと大変な

イメージがありますが，そうではないという事を伝えたい教室のようで

す。チラシもありますので宜しければ是非ご参加ください。 

  ＿＿委員  このクラブの生徒さんは地域の方ですか。 

  執行機関  この地域だけではなく他の地域から来ているようです。 

  ＿＿委員  この辺りは卓球が盛んなようですね。 

  執行機関  サークルさんとしてお部屋を借りている団体が多いです。卓球の団体は

多いですね，人気です。 

  ＿＿委員  スポーツ吹き矢も健康には良いですよね。肺活量がないと的に届かない

ですからね。何でもやってみると楽しいです。 

  議  長  他に御質問等はありませんか。特にないようでしたら，議題の（３）に

つきましては以上でよろしいでしょうか。 

        ありがとうございました。以上で（１）～（３）までの議事が終了いた

しましたが（４）その他として皆様から何か御意見ございますか。 

        なければ私から一つよろしいでしょうか。講座の先生は水戸市の方で紹

介してくれるのですか。それともセンターで探すのですか。 

  執行機関  それは情報収集してこちらで探しています。楽しくて為になると皆様に

集まっていただけるような講座を企画していきたいと思います。 

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

の皆様には長時間にわたり慎重な御審議，御意見をたまわりましてあり

がとうございました。以上で議長の役を終わらせて頂きます。 

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

いただきまして誠にありがとうございました。 

以上を持ちまして，平成 30 年度第２回の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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        


