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様式第３号（様式第７号） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

   水戸市見川市民センター運営審議会 

 

２ 開催時間 

   平成２８年６月１０日（金） 午後３時３０分から午後４時３０分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市見川市民センター  集会室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

砂押 進，安藤 求，林 由香里，亀田 哲也，落合 悦子，小林 圭 

（２）執行機関 

海老澤 守，宗形 赫子 

（３）その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）平成２７年度施設利用状況等について       （公開） 

（２）平成２８年度行事及び関連行事等について     （公開） 

（３）平成２８年度定期講座受講生募集状況について   （公開） 

（４）地域における現代的課題について（継続審議）   （公開） 

（５）その他 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

   ０名 

 

８ 会議資料の名称 

   平成２８年度第１回水戸市見川市民センター運営審議会 

 

９ 発言内容 

  会長  それでは早速議事に入りたいと思います。平成 27 年度施設の利用状況等について

執行部より説明をお願いいたします。 

執行機関  （資料に基づき説明） 

  会長  ありがとうございます。今の説明に対して御質問等ありましたらお願いいたします。 
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  委員  防災訓練に関しては，ふれあいまつりでの展示，防災館への研修，あと定期講座開

講式後のＡＥＤ研修のみですか。 

執行機関  地区会賀詞交歓会後に，応急給水設備訓練を行いました。 

  委員  定期講座の救急救命研修は定期講座の代表しか参加できないので，誰でも参加でき

るようにしてほしいです。例えば毎年４月募集の時に回覧等で周知し，参加いただい

た方がよいのではないでしょうか。 

執行機関  周知の方法は検討させていただくとして，何らかの形で一般の方が参加できるよう

にします。 

  会長  コミュニティールームのことですが，変更したことにより子どもたちの本の貸出し

が少なくなったとかはありますか。 

執行機関  貸出しそのものが，もともと大人の方が数名利用していた状況でしたので，変更に

より減ったということはありません。参考に，部活の打合せをしたいという中学生や

小学生の女の子が来て，軽いおしゃべりをしていたということはありました。今後も

気軽に使ってもらえるようにしたいと思っています。 

  会長  他に何かございませんか。なければ（２）平成 28年度行事及び関連行事について

御説明お願いいたします。 

執行機関  （資料に基づき説明） 

  会長  ありがとうございます。今の説明に対して何か御質問等ありましたらお願いいたし

ます。 

  会長  ふれあいまつりの煙体験は，消防署が対応するということですか。 

執行機関  機材の貸出しをお願いしています。消防職員に来てもらうパターンと，物を借りて

地域でやってもらうパターンがあるそうです。今回は第６分団の皆さんなどに協力い

ただき，自主的な実施がよいと考えています。 

  会長  ふれあいまつりは学校で参加していただいているので，ここ２年はとてもにぎやか

ですよね。 

  委員  学校としても防災のための炊き出し訓練，地震体験，昨年はシートベルト，また今

年は新たに煙体験ということで，そういったコーナーを充実させていただければと思

います。やはり防災は学校だけではなく地域と一緒にやることが一番意味のあること

だと思いますし，結局震災は学校単位ではなく，地域も全部一緒ですから。そういっ

た状況の中でどんなふうに子どもたちを避難させ，また引渡しをするかといった訓練

もできたらよいと思いますが，その日はいろんな行事の関係で難しいですね。地域と

一体となった訓練は非常に意味のあることだと思っております。ふれあいまつりに関

しては，子どもたちも参加させていただき，地域の皆さんと交流をすることができて

本当に喜んでおります。学校側からお願いしたい要望としては，先日の遊び体験とか，

高齢者クラブの皆様との昔遊びでは一年生と交流もしていただいているので，そのコ

ーナーをもう少し広げてもらえると有り難いと思っています。子どもたちはパソコン

とかそういったものを使った遊びはできるのですが，手作りのおもちゃ作りやそれを

使って交流しながら遊ぶという経験が少ないので，もう少し広げてもらえると有り難

いという意見が学校内でも挙がっていました。 

  会長  今年は，市から活動補助を頂く予定です。高齢者クラブでいろいろ模索しています。
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昔遊びのほかに，芋ほり，オセロ教室にもぜひ参加させていただきたいと思っていま

す。先日の小学生との「まち探検」も参加した方たちが本当に喜んでいました。 

  委員  いろんなところで学校としても，地域の皆様，ボランティアの皆様に先生になって

いただいて，地域の学習であったり，体験をしたりというのは子どもたちにとっても

意義のあることですので，大事にしていきたいと思っております。 

  会長  よろしくお願いします。他に何かありますでしょうか。 

  委員  中学校卓球部の参加について先ほど話がありましたが，フェスティバルに巻き込も

うとしても，中学生になると，どうしても自分から手を挙げてくれる子は本当に少な

いと思います。できれば他の部活とかにも声をかけていただきたい。ふれあいまつり

で小学校の金管の発表がありますが，中学校吹奏楽部は発表ないものですから。 

  委員  市民運動会も，会場が小学校になりましたからね。 

  委員  今までは，敬老会の時に体育館での発表がありました。福祉委員のお茶出しがあっ

た時も，自分たちから手を挙げてはやらないのですが，「係員として来てください」

と言われると結構「楽しかった」と答えが返ってくるので，団体ごとに卓球部，吹奏

楽部とか，ソフトボール大会があればソフト部とか，部活単位や委員会単位で要請が

あれば，中学生も出てきてくれると思います。演劇部，美術部も要請があれば，作品

展示も喜んでやると思います。 

  委員  一週間展示できるので，ぜひ美術部とか他に展示できるものも考えたいですね。 

  委員  発表できる場所や時間があれば，中学校へ申し出ていただいて，ぜひ中学生を巻き

込んでいただきたいと保護者としては思います。 

  会長  ふれあいまつりに来たジュニアリーダーは頑張ってくれました。 

  委員  子ども会でお世話になった子たちが，高校生会とはまた違う見川中学校のジュニア

リーダーとして働いています。 

  委員  中学校の部活を全部把握できてないのですが，このホールでちょっとだけ発表でき

る部活はありますか。 

  委員  吹奏部はどうでしょう。 

  委員  それは音が大きすぎるんですよ。 

  委員  アンサンブルでも対応できます。 

  委員  漫才クラブとか，生涯学習フェスティバルの芸能発表会でできそうなものがあれば

参加してほしいです。 

  委員  吹奏楽部の何人かでアンサンブルのコンサートが 11月頃にあるので，その前後に

なると思いますが，何チームか参加できると思います。美術部も可能です。あと中学

校でバザーもあります。昨年から 12 月開催ですが，告知があまり浸透していなくて，

ポスター等貼り巡りはしているのですが，できればチラシをこちらに置いていただい

て，市民センター利用者へ配布なんかを行っていただけると盛り上がるのではと考え

ています。今年度は授業参観に合わせて 12 月 3 日（土）にありますので，新校舎を

お披露目ってわけではないのですが，皆さんに見ていただきたいと思います。 

  委員  いつお披露目の日があるのかと思っていました。この間，理事会のときは引渡しが

終わってなくて，ぜひ見たいと話はしてきました。例えば「学校へようこそ」みたい

な日はありますか。 
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  委員  あります。11月にあるはずです。 

  委員  その時って見せてもらえますよね。 

  委員  もちろん一般公開ですので。 

  委員  新しい校舎見たいですよね。 

  委員  そうですよね。見ていただきたいと思います。一般開放日は，多分小学生の中学校

訪問が 11月 18日，６年生が見学に来る日があるので，その日に合わせて一般公開も

あるはずです。 

  委員  連絡を市民センターの方へください。 

執行機関  そのＰＲ，バザー等含め，御相談いただければ何らかの対応を考えます。 

  委員  ありがとうございます。部活動の巻き込みも含めてお話しさせていただきたいと思

いますので，よろしくお願いいたします。 

執行機関  私の方からも中学校へ御相談させていただきます。 

  会長  他に何かありますか。 

  委員  中学校のお母さん方から，ソフトエアロビがすごく良かったと聞きました。 

  委員  昨年の 12 月頃でしたよね。 

  委員  今回のレディースセミナーの教室もまだ大丈夫です。 

  委員  分かりました。10人くらい大丈夫ですか。 

  委員  10人はないけど何とかなります。 

  会長  新校舎は２学期から使えるんですか。 

  委員  6月 24日です。24・25・26日で引越しをして，子どもたちは 27 日から使います。

市民センターに近くなり，騒がしくなるかと思います。    

  会長  よかったです。中３の孫が楽しみにしているんです。それでは（２）はよろしいで

しょうか。続きまして，（３）平成 28年度定期講座受講生募集状況についてよろしく

お願いします。 

執行機関  （資料に基づき説明） 

  会長  ありがとうございます。何か御質問等ございますか。お菓子作りクラブ，申込み多

いのかと思っていましたが，少ないですね。 

執行機関  お菓子作りさんと相談させていただいたところ，材料費が結構かかったりとか時間

が長くかかったりとかがあって，若い人たちに敬遠されているのかなと話されていまし

た。言葉だけではなく，写真を撮って掲示するとかの方が効果的ではないかと思いまし

て，ポスターの作成を依頼しているところです。 

  会長  平日だから若いお母さんたちは忙しいんでしょうね。 

  委員  皆さんお仕事されていますから。 

  委員  昼間は手が空くと仕事へ行くし，でなければ託児がある講座じゃないとなかなか厳

しいかもしれませんね。 

  委員  託児を使ってもなかなか集まらないんですよ。中学生の若いお母さんたちの興味の

あるものってなんでしょう。 

  委員  食べるものは好きですよ。美味しいもの食べに行くことはよくしています。 

  委員  パン作りは５人新規で入っているんですね。５人入ればいい方ですね。 

執行機関  固定化しないように，必ず新規募集してくださいということにしています。 
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  委員  平日の夕方とか夜は開講しないんですか。 

執行機関  民謡カラオケのみですね。 

  会長  カラオケも年々減ってきていますね。カラオケ桜だけが残っています。 

  委員  新しいもの作ることもできるかもしれない。18時半から 20時くらいならどうでし

ょう。 

  委員  18時から 20時だと，子どもが部活から帰って塾の送り迎え等で現実問題厳しいで

すね。 

  委員  子どもを持つ親世代が一番忙しいですね。 

  会長  （３）についての議題はよろしいでしょうか。では（４）地域における現代的課題

（継続審議）について説明お願いします。 

執行機関  （資料に基づき説明） 

  会長  ありがとうございます。 

  委員  大正琴を子どもたちが弾くってことですか。 

執行機関  練習の成果次第ですが，今まで地域の大人のみで演奏していたので，小学生とコラ

ボした形でやりたいと考えています。 

  委員  いいと思います。オカリナとかでも子どもすぐ吹けるのでね。普通の笛でも大丈夫

ですしね。 

  委員  日本の伝統音楽を体験できるということで，実は学校でもやっています。中学校で

琴を持っていますので，それを借りてきて，桜の間という和室でそれぞれ６年生対象

に音楽の教員が指導していまして，桜の演奏は昨年の６年生は体験しています。です

からそのように導入して，さらに桜のライトアップの時発表しようということを，市

民センターでやっていただけるのであれば，子どもたちも参加できると思います。 

  会長  金管バンドや大正琴など，子どもたちの参加がいいですね。 

  委員  学校でも子どもたちにいろんな体験をさせまして，琴の体験，音楽の体験では和太

鼓の体験，これも面白いです。 

  会長  小さい時に体験しないとやる気がなくなっちゃいますよね。 

  委員  あと学校では，地域の方に来ていただいて茶道体験教室を和室でやっています。 

  会長  茶道クラブは，市民センターでもやっていますよね。 

執行機関  クラブではなく，自主的なサークルで活動しています。 

  委員  お茶を淹れてお点前を披露して和菓子を食べて，やはり日本の伝統文化について，

社会科でもちょうど６年生は歴史勉強しておりますので，体験が必要です。 

執行機関  日常生活にはない世界ですからね。 

  委員  私の考えとしては，教室で勉強しているだけよりも体験を通して学ぶことが勉強に

なるので，教室授業も大事だけれど，それ以外にもそれに関連した体験をできるだけ

仕組んでいこうかと考えています。このたくさんの講座を市民センターでやっている

ってことを子どもたちに紹介したいと思います。 

  委員  日曜日に将棋やっていますので，子どもに言ったんですが，なかなか日が合わない

んです。親が連れて行かないとなかなか来ないのですからね。 

  委員  子どもで将棋クラブ参加している子はいますか。 

  委員  今はいません。だけど，一応了承いただいているので，最初は無料体験か何かをさ
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せてみたいと思っています。 

  委員  結局，土日になってしまいますよね。 

執行機関  そうしたことを含めて，できればフェスティバルの体験コーナーに参加いただきた

いと思います。 

  委員  これ夏休みとかってオープンスクールみたいにしてはどうですか。８月は休講です

か。 

  委員  実施しているところもあります。 

執行機関  結構お盆の関係なんかもあるんでしょうけれど，原則では休みです。お問い合わせ

いただければその状況に応じて対応はしたいと思います。 

  委員  お菓子作りとかね。 

  委員  書道とかは，小学生の教室とかがありますよね。 

  委員  小学校によっては，そういうお祭りがあるんですよ。常磐地区では市民センターと

体験をするお祭りの日があります。一日お祭りを学校でやるんです。学校が主催で団

体を呼んで来るんですよ。それと，ふれあいまつりがあります。 

  委員  私もこれからの形として，昔遊びをもう少し広げていただけたらと思います。それ

と同じ感覚で，いろいろなこの講座を体験できる形に持っていければよいと思います。

ただ今のところ，子どもたちは自分の特技発表を非常にやりたがる子どもも多くいて，

これも外せないんです。いろいろなコーナーを作って，教室で地域の方を講師にして

体験を積めるような形もいいかなと思っています。一日公開の形にしてとも考えがあ

りますが，今のお祭りの形にした場合に午後まで引っ張れない。模擬店をたくさん作

っていただいてるんですが，子どもたち全員に食べさせる数，保護者に食べさせる数

を考えるとちょっと難しいところがありまして，子どもたちはお昼で帰さざるをえな

いと思っておりますので，今の形あるいはその発表をなくせば講座をたくさん入れて

いただける。 

  委員  実施するには他の日に別口で２，３月にやらないと大変だと思います。常磐はそう

いう形でもう一本やっています。 

  委員  ２回ですか。 

  委員  地域のお祭りとは違うんです。体験のお祭りみたいな，一時間くらいで好きな所へ

行ってそこでやります。私は，オカリナやっていますが，プラスチックのオカリナを

使って体育館に集まって発表もします。 

  会長  高齢者クラブで子どもとのふれ合い事業も，センター長にいろいろ助言していただ

いてやりたいと思っているので，これからいろいろとお世話になります。 

  委員  話は変わりますが，親子の子育てとかあるじゃないですか。孫育てとかやったら盛

り上がるのかと思います。話を伺っていて，今の子育てと昔の子育てって違うじゃな

いですか。お孫さんを預かってどうしたらよいのかと思う方もいらっしゃると思いま

す。おじいちゃんおばあちゃん向けに今はこんな子育てしているよ，お孫さんお預か

りしてもお嫁さんが求めているものが違うらしい等，世代間のギャップがあると思い

ます。 

  委員  子育て広場がそれに一番近いと思います。女性会の 60代以上のお当番の方３，４

人で見守っているんですけれど，そこまで立ち入りません。どちらかというとママ友
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を作ってほしい。やはり世代の考え方がかなり違うので，子育ての仕方がまるっきり

違うので口出しできません。見ていてあげるくらいはしますが，見てもらうのが嫌な

お母さんもいたりしますからね。 

  委員  これはどちらかというとお母さんたちが交流する場ですね。 

  委員  子どもたちも一緒に遊んでいますけど，１・２歳児なので，ママ友を作るのが一番

の目的です。 

  委員  何かをやってくれるんですか。 

  委員  時々保育園の先生を呼んで，皆で遊んだりしています。幼児教室になってはいけな

いので，公園と同じです。今は公園に行っても遊べなかったりするので，ここだった

らクーラーも効いているから安心ですので，参加者も多いですよ。20組くらいは来て

います。 

  委員  何かやってもらう方がよいのでは。 

  委員  それが嫌だっていう意見が多いんです。結局何もなく自由に遊べて，お母さんたち

が友達を作る目的でやっています。 

  委員  おもちゃがあって雨の日とかでも遊べれば喜ばれますよね。 

  会長  （４）地域における現代的課題についてはよろしいでしょうか。では，最後の（５）

その他について説明をお願いいたします。 

執行機関  （「市民センターにおける生涯学習の状況」調査票について説明） 

  会長  質問はございますか。なければ本日の予定は全て終了いたしました。御協力ありが

とうございました。 

 


