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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 

   水戸市笠原市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   平成 29年３月８日（水） 午後３時 00分から午後４時 30分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市笠原市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

   大竹 隆志，長岡  興，小林  茂，増田 年男，涌泉 延江，秋山 理恵 

（２）執行機関 

   井上 雄策，長洲 正子 

（３）その他 

     

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）報告事項 

① 平成 28年度市民センター事業実施状況について（公開） 

（２）協議事項 

① 平成 29年度市民センター事業計画（案）について（公開） 

② その他（公開） 

 

６ 非公開の理由    なし 

 

７ 傍聴人の数     ０人 

 

８ 会議資料の名称 

   平成 28年度笠原市民センター第２回運営審議会 
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９ 発言の内容 

  会長 報告事項①平成 28年度市民センター事業実施状況について，市民センター事務 

局から説明をお願いします。 

 

執行機関 平成 28年度市民センター事業実施状況について説明します。 

初めに，生涯学習活動推進事業ですが，１の定期講座（１）教室については，日本舞踊 

こども教室が８名，俳句教室が 10名で活動しました。また，11月にエンジョイ英会話教室

を新たに開講し，18名で活動しました。 

 

次に（２）クラブについて，講座名・活動人員を申し上げます。 

 茶道クラブは，活動 15名です。 

書道クラブは，活動 19名です。 

お菓子づくりＡクラブは，活動 11名です。 

 お菓子づくりＢクラブは，活動 16名です。 

シルバークッキングクラブは，活動 16名です。 

絵手紙クラブは，活動９名です。 

陶芸クラブは，活動 16名です。 

歌謡クラブは，活動 34名です。 

演歌舞踊クラブは，活動９名です。 

オカリナクラブは，活動 15名です。 

筝曲クラブは，活動 11名です。 

 大正琴クラブは，活動 13名です。 

ヨーガＡクラブは，活動 16名です。 

 ヨーガＢクラブは，活動 20名です。 

太極拳クラブは，活動 40名です。 

エアロビクス&ストレッチクラブは，活動８名です。 

 フォークダンスクラブは，活動 19名です。 

 さわやか卓球教室は，活動 14名でする 

英会話クラブは，多くの会員の退会等により 12月から休講となり，３月に閉講しました。 

  

 次に２の教養講座（１）いきいきカレッジについて，期日，内容，講師名，参加人員を申

し上げます。 

  第１回７月 13日，移動学習千葉県佐倉市「国立歴史民俗博物館」，参加 40名です。 

  第２回 10月 12日，茨城県警音楽隊「演奏会と交通安全講話」，参加 60名です。 

  第３回 12月 21日，ものづくり講座「しめ飾り作り」，栗田定道先生，参加 30名です。 

 

次に（２）女性セミナーについて，期日，内容，講師名，参加人員を申し上げます。 

 第１回７月 29日，移動学習東京都中央区「日本銀行本店他」，参加 42名です。 

  第２回９月 27日，大洗パークホテルでテーブルマナー講習会，参加 27名です。 

 第３回３月６日，味噌作り教室，講師長山勝紀・名澤久子先生，参加 23名です。 
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次に（３）夏休み子ども教室について，期日，内容，講師名，参加人員を申し上げます。 

８月３日，書道教室，大橋稔先生，参加２３名です。 

８月４日，絵画教室「花の絵をかこう」，別所恵子先生，午前低学年 35 名，午後高学年

31名です。 

 

次に（４）家庭教育学級（笠原幼稚園共催事業）について，期日，内容，講師名，参加人

員を申し上げます。 

   ６月３日，「親子で踊ろうみとちゃんダンス」，池田洋子先生，親子 138名です。 

９月９日，講演会「知っておきたい子どもの心と体の成長」，和田由香先生，保護者 80名

です。 

10月 20日，「親子で作ろうクリスマスツリー」，寺木久美子・柳橋かつ子・松本悦子先生，

親子１名です。 

 

次に（５）笠原地区水戸郷土かるた大会について，期日，内容，参加人員を申し上げます。 

  １月 29 日，第 38 回水戸郷土かるた笠原学区大会，主催：笠原学区子ども会育成連合会，

参加 11チーム，33名です。 

 

次に活動の成果発表と地域交流事業について説明します。 

（１）市民センター文化展については，11 月５日・６日に，地区会・関連団体で実行委

員会を構成し「笠原いきいき文化祭」と名称を改め実施した。これまで同様の市民センター

定期講座から 20団体が参加し，展示の部，作品展示，活動写真展示，発表の部にあわせて，

地域交流部門として，模擬店・子ども餅つき体験・子ども輪投げ大会，特別公演として水戸

市立笠原小学校金管バンド部・歌声広場「メモリーズ」・笠原水神太鼓「子ども太鼓」の演

奏会を行った。来場者は参加者を含め約 750名です。 

 

次に地域コミュニティ活動支援事業について説明します。 

１の多世代交流事業について，期日，内容，参加人員について申し上げます。 

（１）第 19 回笠原ふれあい夏まつり ８月 20 日（土），内容として笠原音頭，盆踊り，

模擬店，特別出演として，笠原水神太鼓，笠原小学校児童による「よさこいソーラン」，ミ

ュージックデュオ「まきぴこ」の演奏が行われた。会場は笠原小学校校庭，参加者約 1,400

名です。 

 

次に（２）第 55 回水戸市体育祭関係事業について，期日，内容，参加人員について申し

上げます。 

  10月９日，笠原地区市民運動会，会場は笠原小学校校庭，参加者約 1,500名です。 

  11月 23日，笠原地区市民歩く会，コースは逆川緑地・千波湖往復，参加者 60名です。 

 

  次に２の地域防災強化推進事業として，11月 18日（金）に笠原小学校において実施され

た笠原地区防災訓練について説明します。 
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  訓練内容は，今年度も笠原小学校児童と笠原幼稚園児の参加があり，地区内６ブロックの

町内会ごとの集団避難訓練，水戸地区救急普及協会の指導により心肺蘇生法とＡＥＤの使い

方訓練，停電時を想定して発電機に電気炊飯器とカセットコンロに土鍋と薪を使用した炊飯

訓練，水戸市消防本部による消火器使用訓練とてんぷら鍋消火訓練，はしご車の展示，煙疑

似体験，起震車による震度体験，水戸市地域安全課による簡易トイレ組立訓練，簡易担架作

成訓練，水戸市水道部による「コンボライフ」を使用した応急給水訓練を行い，参加者は

400名です。 

 

以上で，平成 28年度市民センター事業実施状況の説明を終わります。 

 

  会長 報告事項の説明が終わりましたが，この件で質問がありましたらお願いします。 

 

  委員 郷土かるた大会，子どもの参加が少なくなった。小学校児童数は増えているのに 

子ども会への加入が減少しており，残念である。 

 

  会長 質問・意見がなければ，次の協議事項 平成 29年度市民センター事業計画（案） 

について，市民センター事務局から説明をお願いします。 

 

執行機関 平成 29年度市民センター事業計画（案）について，説明します。 

 初めに，生涯学習活動推進事業について説明します。 

 １の定期講座の募集については，４月 10日（月）から４月 21日（金）まで行います。 

募集内容については，８・９ページを御覧ください。クラブについては，講師の先生は 28

年度と同じで，継続者を除いた人員を募集いたします。 

なお，空き待ちとなっている箏曲・卓球クラブについては，募集はいたしません。 

 

次に２の教養講座（１）いきいきカレッジについて，期日，内容，講師名，募集人員を申

し上げます。 

   第１回７月，移動学習 かすみがうら市「予科練記念館」他，募集 43 名で実施する予定

です。 

 第２回 10月，音楽鑑賞会と詐欺予防講習，茨城県警音楽隊，募集 70名で実施する予定で

す。 

 第３回 12 月 22 日（金），ものづくり講座「しめ飾りづくり」，栗田定道，応募 35 名で実

施する予定です。 

 

次に（２）女性セミナーについては，例年どおり３回の実施で現在検討中です。 

 

次に（３）夏休み子ども教室について，期日，内容，講師名，募集人員を申し上げます。 

  ８月上旬，親と子の料理教室，食生活改善推進員会笠原支部，募集 親子 16組です。 

 ８月２日（水），書道教室，大橋稔，募集各 20名です。 

 ８月３日（木），絵画教室（午前：低学年，午後：高学年），別所恵子，募集各 30名です。 
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次に（４）家庭教育学級（笠原幼稚園との共催事業）について，６月・９月・11 月の３

回で現在検討中です。また，昨年 12月 28日に茨城県家庭教育を支援するための条例の公布・

施行に伴い，笠原小学校と連携協力し，就学時健康診断や入学説明会などの機会に「家庭教

育講演会」開催する予定で検討していきます。 

 

次に（５）笠原地区水戸郷土かるた大会については，１月下旬に開催予定です。 

 

次に活動の成果発表と地域交流事業について説明します。 

（１）市民センター文化展については，11 月 11 日（土）・12 日（日）の２日間で開催す

る予定です。来年度も今年度同様，市民センター定期講座の年１回の貴重な発表の場を設

けるとともに，地区会・関連団体の協力を頂き，多くの来場者の下，地域交流の推進に努

めたい。 

 

次に地域コミュニティ活動支援事業について説明します。 

１多世代交流事業，（１）第 20回笠原ふれあい夏まつり ８月 19日（土），会場は笠原小

学校校庭です。 

 

次に（２）第 56 回水戸市体育祭関係事業については，10 月８日，笠原地区市民運動会，

会場は笠原小学校校庭です。11月 18日，笠原地区市民歩く会が実施される予定です。 

 

  以上例年同様支援してまいりたいと考えております。 

  

  次に，２地域防災の強化推進事業（１）笠原地区防災訓練等については，未定です。 

  

  以上で，平成 29年度市民センター事業計画（案）の説明を終わります。 

 

  会長 協議事項の説明が終わりましたが，この件で質問がありましたらお願いします。 

 

  委員 来年度の文化祭へも，日程が合えば金管バンド部を出演させていきたい。また，

家庭教育学級について，笠原小学校と連携協力し，就学時健康診断や入学説明会などの機会

に「家庭教育講演会」開催する予定との説明があったが，就学時健康診断と入学説明会のど

ちらかで１回の開催予定なのか。できれば，多くの保護者が集まる機会が少ないので，就学

時健康診断と入学説明会の２回の開催を検討していただきたい。 

 

執行機関 予算の関係や学校行事の都合もあると思うので，予算については市の担当課と協

議し，学校行事を考慮して進めていきたいと思います。 

 

  委員 地区防災訓練については，年度初めに小学校の意向を踏まえ，実施の可否を協議，

決定していきたい。実施に際しては，これまでの内容を検証し，更に実践に即した訓練にし
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ていくよう検討していきたい。 

 

  委員 駐車場の狭隘化を何とか解消できるといいですね。何か改善策はありますか。 

 

執行機関 駐車場狭隘化の解消策として，市民センターに隣接する土地を駐車場として借用 

できないか，主管課へ要望しておりますが，予算等の関係でなかなか進んでいないのが現状 

です。しかし，平成 26年度に定めた水戸市コミュニティ推進計画（第３次）の中にある地 

域コミュニティ活動環境の充実として，市民センターの施設の長寿命化に基づく改修と狭あ 

い駐車場の解消等に取り組むことが盛り込まれていることから，今後明確な解消策が提示さ 

れると思います。 

 

  委員 施設の内外が，以前に比べて整備され,美観・機能面でとても使いやすくなって 

いると思う。 

 

  会長 他に意見がないようでしたら，以上をもちまして運営審議会を終了いたします。 

 本日は，御苦労様でした。 


