
様式第３号（第７条関係） 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

   水戸市見川市民センター運営審議会 

 

２ 開催時間 

   平成 29年６月８日（木） 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 

 

４ 出席した者の氏名 

（１） 委員 

安藤 求，砂押 進，林 由香里，深見 晋，落合 悦子  

（２） 欠席委員 

斎藤 浄則 

（３） 執行機関 

所畑 智美，松田 理恵 

（４） その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１） 平成 28年度施設の利用状況等について      （公開） 

（２） 平成 29年度行事及び関連行事（案）について  （公開） 

（３） 平成 29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（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 29年度第２回水戸市見川市民センター運営審議会 

 



９ 発言内容 

 

執行機関  定刻となりましたので，ただ今から平成 29年度水戸市見川市民センター運営

審議会を開催致します。委嘱状交付につきましては，資料のページをめくって

頂きまして，運営審議会委員名簿がございます。任期は平成 28年 4月 1日から

平成 30 年 3 月 31 日までとなっているところではございますが，人事異動によ

りまして，この度  様と本日御欠席ですが，  様が委嘱の事となりました。 

      委嘱状につきましては，直接本人にお渡ししておりますので，どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

全員    よろしくお願いいたします。 

 

執行機関  続きまして，こちらその下に見川市民センター職員名簿を載せてございます。

私，本年度から見川市民センター所長として着任いたしました  と申します。

運営審議会担当の  が本日同席しておりますので，よろしくお願いいたしま

す。では，ここで会長から一言御挨拶をお願いいたします。 

 

会長   (会長のあいさつ) 

 

執行機関  はい，ありがとうございます。それでは早速議事に入りたいと思います。議

長は市民センター条例第 12条の規定により会長が議長となるとなっております

ので，これより会長に議長をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

     

会長    では，早速議長を務めさせていただきます。よろしく御協力お願いいたしま

す。 

      本日６名中５名の出席がありますので，会議の成立要件である２分の１以上

の要件であることを御報告申し上げます。それから議事録署名を  さんと   

さんにお願いいたします。早速議事に入りますが，その前に市民センター運営

方針及び重点目標について執行機関から御説明をお願いいたします。 

 

執行機関  では，資料の方１ページをご覧ください。平成 29年度水戸市市民センター運

営方針及び重点目標の方を載せてあります。こちらについては，水戸市共通の

市民センターの運営方針となっております。運営方針につきましては，平成 28

年度と引き続きということになっておりまして，今回大きな変更はございませ

ん。重点目標の方ですけれども，１地域コミュニティ活動の推進につきまして，

28 年度までは地域コミュニティの支援ということになっておりましたが，本年



度から地域コミュニティ活動の推進ということに変更になりました。ただ内容

の方につきましては，28 年度と大筋については特に変更はございません。新た

に加わったのが（３）の地域防災活動との連携，こちらが新たに追加されてお

ります。ページをめくっていただいて，２ページ，こちら生涯学習活動の推進，

２ページと３ページにありますが，こちらは今までと特に変更はございません。

ですので，こちらの運営方針の方に乗っ取りまして見川市民センターでは１地

域コミュニティ活動の拠点としての機能，２地域防災活動の拠点としての機能，

３生涯学習活動の推進のこの３点を柱において，本年度の活動を進めていく考

えでいます。以上です。 

 

会長  はい。では（１）の平成 28年度施設の利用状況等について説明お願いいたし

ます。 

 

執行機関  （資料に基づき(１)平成 28年度施設の利用状況などについて説明） 

 

会長  特にございませんか。 

 

委員  施設外というのは，この外回りってことですか。 

 

執行機関  施設外はふれあい祭りとか運動会等です。 

 

委員  はい，わかりました。 

 

会長  他にございませんか。 

 

委員  いいですか。初めてなので。この 18,000人であるとか 9,500人っていうのは，

分けてはカウントしてないとは思うのですが，例えば，この内幼稚園生とか小

学生ってどれくらい利用してるのかなって，ふと思ったものですから。ざっく

りでいいのですが。 

 

執行機関  今現在，子ども向けの講座を開いているのが８月の夏休みのこども講座，あ

とは幼児教室と赤ちゃん向けのベビーマッサージ，それぐらいしか子どもが来

る利用はないですね。正直なところ。あとは年代層的には，高齢者の方が多い

状況ですね。 

 

委員  はい。分かりました。 



 

会長  他にございませんか。それでは続きまして，（２）の平成 29 年度行事及び関

連行事について所長から御説明お願いいたします。 

 

執行機関  （資料に基づき(２)平成 29年度行事及び関連行事について説明） 

 

委員  ふれあい学級というのは幼稚園と共催ということですけど，場所はあっちで

やったりこっちでやったりするのですか。 

 

執行機関  はい，基本的には幼稚園ですが，親子で楽しむヨガ教室は幼稚園では手狭な

ので，見川小学校の体育館を貸していただいて小学校の方で行う予定です。 

 

会長  他に何かございませんか。では，（３）の平成 29 年度定期講座受講生募集状

況について御説明をお願いいたします。 

 

執行機関   （資料に基づき(３)平成 29年度定期講座受講生募集状況について説明） 

定期講座につきましては，６月２日に第１回代表者連絡会議が終了しており

まして，市民センターの利用状況ですとか諸注意，経費等の負担，11 月のフェ

スティバルについての協議をしております。それから，９月 12日にＦＭぱるる

んの方で放送があるのですが，今年，男の料理教室がクラブになったので，男

の料理教室，あとソフトエアロ＆ストレッチを立ち上げたので，新講座ソフト

エアロ＆ストレッチなどに出演していただくのはどうかと考えているのですけ

れども，ちょうど今代表者の方がいらっしゃるので，いかがでしょうか。でも

もし他に何か御提案があれば是非お聞きしたいのですが。 

 

委員  ＦＭぱるるんでは，高齢者のあのオセロ大会はまだやったことがないのでは

ないですか。 

 

会長  それはやってないね。実は高齢者の方でクラブを立ち上げたいと思ったので

すけど，今度８月８日にオセロ教室があるので，その時は高齢者も一緒にやら

せていただこうと考えています。 

 

委員  子ども会の方と一緒にかるた大会の後，オセロ大会を地区でやっている所は

多分ないと思うのですよ。水戸市ではありますけれども，たぶん市民センター

でやっているのは，今のところ聞いたことはないので，そっちのＰＲの方が楽

しそうかなと思うのですが。 



 

執行機関  今年度についてはオセロの方はまだ夏休みの時のオセロ教室一回しか予定と

してはないのですか。 

 

委員  でも，２月にかるた大会がありますよね。 

 

会長  かるた大会の時はやる予定です。 

 

委員  だから，それをＰＲしてはどうでしょうか。 

 

会長  それは生涯学習部や子ども会ともよく打ち合わせしないと。      

 

委員  子ども会の会長さんにもちょっと打診してもいいかなと思います。 

 

執行機関  放送が９月 12日なのですよね。 

 

委員  うーん，そうですね。 

 

執行機関  オセロ大会，１月なのですよね。10 月位にオセロ大会があるのだったら，ち

ょうどいい感じなのですけど。 

 

副会長  オセロ大会のＰＲを兼ねて。 

 

委員  そうですよね，なんかあのふれあい祭りの中でやるとか。 

 

会長  ふれあい祭りの中で去年もやらせてもらって，結構オセロ，人気だったので

すよね。 

 

委員  去年やったのですよね。見川がオセロを頑張っているっていうあっちこっち

でアピールして。 

     男の料理とソフトエアロじゃちょっと年齢層が高いから。 

 

会長  エアロストレッチはどうなのですか。 

 

委員  見川も頑張っているのだけれども，ありきたりのものになるので，やっぱり

見川らしさはオセロかなと今思っているのですけれども。 



 

会長  実際おしゃべりサロンの時，オセロは結構やっているのですか。 

 

委員  まだそこまでは。でも，ただオセロの話をどんどんしていくと，見川でオセ

ロができるのだっていうことになり，いろんな所でできるのじゃないかなと。

まぁもうちょっと考えながらすすめたいと思います。 

 

会長  去年は市の方で世界大会やったりね。でも，今年は市の方もオセロの熱が冷

めたというか。でも，ＦＭぱるるんに出演するのは，所長が出演されるのでし

ょう。 

 

執行機関  今までのを聞いてみると，所長ではなく，それぞれの方が。 

 

委員  うん，私も何回か出たことがあります。 

 

会長  去年は鈴木さんがでたのかな。 

 

執行機関  おしゃべりサロンで出てますかね。 

 

委員  はい，出てますね。 

 

執行機関  サケの稚魚の放流とか。 

 

委員  ＰＴＡ会長さんにも出てもらったこともあるし。 

 

執行機関  では，それはまた後日検討していくということで。 

      それ以外に何かございますか。 

 

会長  では，続きまして(４)の地域における現代的課題について御説明をお願いい

たします。 

 

執行機関  はい。ここ数年少子高齢化，核家族化という中で，見川地区では多世代交流

に力を入れてまいりました。住みよい見川をつくる会，社会福祉協議会，高齢

者クラブ，女性会の御協力のもと，小学校や幼稚園と連携をしていろいろな事

を試みて，私もこちらに来てまだ２か月なのですけれども，今までの行事関係

の資料を拝見させていただいたところでは，大分見川では世代交流の流れがで



きているのではないかと感じております。なので，せっかくそのように出来て

きた流れを大事に育てていけるようにセンターとしても，その軸となるような

方向性を探っていきたいところでございます。ですが，私はこちらに来てちょ

っと感じていることがあるのですが，先程校長先生の方からもちょっとお話が

あったのですけれども，実はセンターの若い方の利用が少ないのではないかな

と感じているんですね。定期講座などもとても平均年齢が高い講座が多く，幼

児教室とか子育て広場で来て下さる以外は本当に住民票とか証明書とか申請に

来る方ぐらいしか若い方をお見かけしない状況でございます。で，他のセンタ

ー長にも聞いてみたのですけれども，やはり今，市民センターどこも利用者の

平均年齢は高いということなのですね。でも，何とか 30 代 40 代の方とか，小

学生・中学生とかがセンターを利用したくなるような取組みが何か必要なので

はないかなとちょっと感じております。ただそういう 30 代とか 40 代の方がセ

ンターに来られる時間帯というと，お仕事されている方もいて遅い時間帯なの

で，結局休みの日とか夜とかになると思うんですね。実はセンターの定期講座

をみたんですけれども，今のところ小学生の講座は夏休みの講座以外には設け

ておりませんし，夜の講座もカラオケクラブが１つのみという状況になってい

るんですね。なので，なんとか子どもとか 30 代，40 代，50 代が来てくれるよ

うな講座をちょっと検討していければなと考えております。講座に参加すれば，

11 月にはフェスティバルにも参加していただけますし，子どもが来れば必然的

に親世代もセンターに来てくれますし，親世代が何か講座をやっていて，フェ

スティバルに参加すれば必然的に子ども世代も来てくれますし，どうしても手

薄になっている若い世代の生涯学習の場が提供できるのではないかなと考えて

おります。他の市民センターの取組みをご紹介します。夜の講座を今設けてい

るのは 32センターの中で，８センターでございます。どういうのがあるかとい

うと，茶道，ソフトエアロ＆ストレッチ，手話，フラダンス，パソコン，セラ

ピー体操，ティラピス，陶芸ですね。子ども向けの講座を設けている市民セン

ターは全部で６センターありまして，どんなものをやっているかというと，子

ども将棋，日本舞踊，子ども書道，キッズイングリッシュ，子ども絵画そのよ

うなものをやっております。 

      なので，ちょっと見川市民センターでもそういうものは今まで開催したこと

がないので，そういうところから検討していこうかなと考えているのですけれ

ども，もし，何か御意見とか御提案があれば，お聞かせ願いたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

委員  いいですか。やっぱり，夜って厳しいのですか。月に２回，カラオケしかな

い。 



執行機関  クラブは自主運営なので，クラブの皆さんが御自分の都合がよい時に活動時

間を設けていると思うのですね。どうしても高齢者の方が多いので，平日の昼

間っていうのが多いのではないかと思います。 

 

委員  若いっていうか 30代，40代ぐらいになると，やっぱり土日ですかね。 

      親子で出来る何か，例えば小学生を対象にできる親子での何かって感じなの

ですけど，親子でなんかレクレーションみたいなものだったり，なんかこう楽

しめるものがあるといいですね。 

 

執行機関  それは小学生向けですか。幼稚園児向けですか。 

 

委員  幼稚園児でもいいと思うのですけれども，小学校低学年ぐらいまででしょう

ね。４年生以上になるとちょっと難しくなりますよね。 

 

執行機関  そうですよね。いろいろ忙しくなりますよね。 

 

委員  土曜日とかに親子向けのお料理教室も夏休みに水戸市でやるやつしかないじ

ゃないですか。ああいうのも，親子でなんか定期的にお菓子作りとか親子クッ

キングみたいな土曜日月１とかにやっていただければ，多分利用状況が何か違

うのかなと思います。 

 

執行機関  そうですか。子ども向け講座，先程御紹介したものもほとんど土曜日でした

ね。 

      キッズイングリッシュ，これは，定期講座ですね。１年間を通してやってお

ります。キッズイングリッシュは１つだけ夕方の時間帯にやっているのですけ

れども，それ以外は全部土曜日ですね。年間を通して，絵画と書道は月１回で

す。でも，英語とかは月２回でやっていますね。 

      常磐のソフトエアロ＆ストレッチの夜は結構受講者の方はいらっしゃるので

すか。 

 

委員  分からないですね。毎年言っているのは，日曜日にやっている将棋教室はも

う少し子どもが入れるようにされればいいかなといつも思います。おじいちゃ

ん達がやっているので，子どもだけで来られるので。やっぱり何人か子どもが

いたら入れると思うのですけど，今高齢者ばっかりでやっているので，ちょっ

と入りづらいのかなとは思うのですよね。だから，この部屋は子どもでも一緒

にやっていいのですけど，少し子どもにＰＲする形で，小学生だったら子ども



だけで来られるので，ここにまず入ったらどうかと。まぁ絵画クラブなんかも

そうなのですけれど，絵画も少し先生に言って小学生もどうでしょうかと，一

緒に教えてもらえないでしょうかという形で入るのは楽だと思います。 

      将棋は言っているのですけど，なかなか子どもたちが集まらない。だから，

ＰＲの仕方が悪いのじゃないかな。特に将棋は，今一番いいかなって思うので

すけど。 

 

執行機関  中学生１人はよく来てる子がいますね。 

 

委員  もうちょっとＰＲして，何人か来ればいいですよね。 

 

執行機関  絵画クラブは実は小学生が入りたいというお問い合わせがあって，絵画クラ

ブの先生と代表者の方にご相談したのですけれども，子どもは絵以外の部分で

ちょっと面倒を見きれないので，これは成人限定でお願いいたしますというこ

とでした。 

 

委員  それはちょっと絵画の人何人かで見られるでしょう。面倒みてあげればいい

のにね。幼稚園生だったらちょっと大変だろうけどね。小学生以上だったら，

自分で出来るもんね。 

 

委員  実際問題，土曜日の講座，絵画と将棋って，結構定員埋まってるんですよね。 

 

執行機関  将棋は結構人気がありますね。 

 

委員  将棋は結構人気ありますね。部屋は十分あるので，こっちの部屋も使って，

あっちも使って，子ども向けでね。 

 

執行機関  なるほどね。 

 

委員  もう１人先生を入れればいいのですかね。子ども担当の先生を入れれば。 

 

執行機関  そうですね。外にも結構出てますので，やはり子どもの面倒をみるのは大変

かもしれません。 

 

委員  その時は，親もどうぞって言ってくれればいいのにね。 

 



執行機関  専門的でもう長い方が多いので，なかなか初心者からやっていくのは。 

委員  そうなのですよ。みんな長いのですよ。 

 

会長  レベルの高い方が多いですよね。 

 

委員  だから，ちょっと排他的なところ，閉鎖的なところがある。 

      閉鎖的ってのは問題ですね。 

 

委員  やっぱり，皆さん長くやってらっしゃるから，突然ポッと入ると疎外感感じ

ますよね。 

 

委員  そうやってね，ダメって言われたら，余計にね。そういうことになると，も

う個人でやってくださいってなりそうなんだけどね。でも，市民センターだか

らね。 

 

執行機関  将棋は，せっかく日曜日にやっているので，なんか短期とかでもいいから，

教えてくれる人をつけて，こっちの部屋でやるとか出来たらいいですね。 

 

委員  そうそうそう。将棋とかだったら，結構子どもの方が覚えるの早いですよ。 

 

執行機関  そうですよね。覚え始めたらね。はい，わかりました。 

 

会長  最初に，教えるっていうか駒の動かし方を教えるところからですね。 

 

委員  おじいちゃん達，みんな教えるの好きでしょ。 

 

委員  楽しそうに教えてますよね。 

      本当に教えてくれるおじいちゃん，おばあちゃんがいればいいのになって思

うのだけど。 

 

委員  校外学習なんかでも，この見川地区は，とても関わって下さるのですよ。丁

寧にお話してくれるし，とんでもない質問なんかも飛んでくるのだけれども，

丁寧に返してくださる。だから，教えることはきっとね，喜んでくれるのじゃ

ないかと。 

 

委員  それが生涯学習なのですよ。 



      教えることをしないと，ここだけでは自分たちで好きな事やっているだけで

は，生涯学習にはならないので，やっぱり教えていかないといけない。 

 

執行機関  中学校には将棋クラブとかってあるのですか。 

 

委員  無いです。 

 

執行機関  やっぱり無いですね。 

 

委員  なんか去年とかは，中学生を呼び込もうと言って，１１月にフェスティバル

で卓球をやったのですよ。去年言った気がするのですが，全員を呼べなくても，

吹奏楽のアンサンブルぐらいなら，とれるんじゃないかって言ったのですけど。 

 

執行機関  音ってどれくらいなのですか。吹奏楽の音ってどれくらいなのですか。 

     実はですね，この市民センター，音に敏感な方がご近所にいらっしゃって，ち

ょっとカラオケの音が大きかっただけでも，お電話がかかってくるのですね。 

 

委員  防音の設備がない感じなのですね。 

 

執行機関  そうなのです。だから，暑くても，必ずエアコンをかけて窓は閉めてという

形で，どこのクラブにもお願いしているんです。 

 

委員  だから，遅くまでできないんです。だから，夜やる人が嫌がってるんですよ。 

 

委員  だと吹奏楽部の音はうるさいかもしれませんね。厳しいかもしれませんね。 

 

執行機関  せっかくだからそういうのをやっていただけると，うれしいんですけど。 

     フェスティバルも，内輪で盛り上がっていて，なかなか地域の方を取り込みき

れてないというような形で，ここは何とか考えていきたいなとは思っています。 

 

会長  そうだね。フェスティバルだって，子どもの作品なんかは展示してないもん

ね。 

 

委員  幼児教室の方がね，前で歌ってくれればいいのだけど，なかなか参加されな

いもんね。 

 



委員  なんで幼児教室，６組しか集まらなかったのですか。 

 

執行機関  今の若いお母さんたちは，定期的に来る講座とかよりも，わんパーク水戸と

かに単発とかで開いている講座とか，あとは女性会でやっていただいてる子育

て広場に来ていますね。 

 

委員  金曜日とかは来ていただいているんですよ。 

 

執行機関  やっぱり，講座に入ると，代表者をお願いするとか会計をお願いするとかの

役員をやらなきゃならないという縛りがあって。どうしても小さいお子さんが

いるから，毎月第２第４の水曜日とかってちょっと体調が悪かったり，行けな

かったりしても会費は基本的には欠席でもお支払いいただくようになっている

ので，その辺なんですよね。今のお母さんシビアなので，欠席だと返金してい

ただけるのかという話がでるくらいなので。 

 

委員  金曜日の無料はくると，何にも支度しなくてもいい無料ってのが１番。 

 

執行機関  なかなか決まったメンバーで，決まった日にっていう方よりは，フリーに行

ける方が好みって方が多いのですかね。 

 

委員  あとさっきの子どもの方で卓球も，中学生は卓球部もあるからいいけれど，

小学生の卓球すごく楽しそうだなと思うので，土日でホールが空いている日が

あれば日曜日は空いているんですよね。土曜日に絵画と踊りがあるので，日曜

日にそのホールの方で卓球が自由に出来るっていうような形で，もし空いてい

るなら。 

 

執行機関  お教室とかではなく，自由に出来るものということですか。 

 

委員  本当はお教室にしたいと思うのですけれども，なかなか難しいのであれば，

だれか管理者がいれば，卓球ぐらいなら出来るのではないかと。 

 

執行機関  そうですね。卓球ね，タダでね，体育館だとお金がかかりますからね。 

 

委員  そうそうそう。ただね，見守りのボランティアは必要でしょうけれども。 

 

会長  今何台くらいあるんですか。 



委員  結構あるとは思うですけど，６台くらいあります。 

 

委員  卓球も今チャンスですよね。 

 

委員  そうですよね。中学生はクラブがあるからいいけれど，小学生は多分楽しい

かなと思うんですよね。私，実は自分の家に卓球台があるものですから，子ど

もたちがやろうやろうっていうんですよね。だから，多分ここに卓球台が自由

に使っていいよってすれば，結構楽しんじゃないかと。 

 

会長  お金払って卓球場に行くんであれば。 

 

委員  ここだったら近くだし安心して子どもだけで来れるし，親も安心かなと。日

曜日，開放時間を決めて，だれがボランティアするかだよね。これは地区会の

生涯学習部の仕事ですよね。 

 

委員  住みよい見川をつくる会，生涯学習部がこう毎週日曜日の午前中２人ずつ順

番にだして，見守りボランティアの当番表を作れば絶対できないことはないと

思います。管理だけだから。開けて，台出してしまうだけだから。卓球やって

る人達も少しお願いしてもいいし，そういうやっぱり，高齢部と生涯学習部が

ちょっとやって，こう定期的にやるっていうのはすごく大事な事なので，単発

の行事よりも。 

 

委員  なるほどね。 

 

委員  そうなんです。ボランティアは必ず１人２人は必要になってくるんですよね。

あの特に日曜日はここの職員がいないので，職員がいる時だったらいいんだけ

れども。生涯学習部に言ってみます。 

 

委員  あのこれ，最初始める時に体験ってできないんですか。 

 

委員  できる，できるよ。 

 

委員  お問い合わせをしてですよね。 

 

執行機関  そうですね。１回試されて。 

 



委員  あとは，お便りを出していただいて，これを開講するっていう。ただ若いお

母さんが体験できるのは，ないんですよね。 

 

委員  ソフトエアロ，若いですよ。若いって言っても若くないけど。先生は若いけ

ど。 

 

委員  あれ行ったけど私場違いだったかなと思わないような講座をちょっと作って

いただけたら，多分きっとお菓子作りであったり，パン作りだったり，興味が

ないわけではないので，いいと思うんですけどね。 

 

執行機関  お菓子作りは若いですよ。 

 

委員  料理関係は若いです。 

 

執行機関  ただ平日の昼間になっちゃうんだよね。お仕事をされている方はなかなか難

しいので。 

 

委員  本当に来たい人は，ちゃんとサークルでやってるんですよ。 

 

委員  あー自分たちで。 

 

委員  そう自分たちで，ここでやってますね，ママ体操とか。自分たちで部屋を取

って，やりたい人たちはやってるんですよね。若いお母さんたちが。 

 

委員  このお値段で参加できるのは，安いと思うんですよ。月１回５００円なので，

ただお料理系は１回１０００円位かかっちゃうかもしれませんけれども。材料

費込なんですよね。 

 

執行機関  そうですね。材料費込です。 

 

副会長  材料費が半分くらいいっちゃうから。 

 

委員  結局先生の講師料がかかるってことなんですよね。だから，ゆうゆう卓球と

か卓球なんていうのは，２５０円っていうのは結局講師料がないので，安いん

ですよ。 

 



委員  なるほど。 

 

委員  サークルでママさんたちがママ体操とか借りてるのは，お金が０ですね。結

局。講師がいない，自分たちがやっている限りでは部屋がタダなので，そう思

うと役員にもならなくてもいいので，そういう形でやっているのもありますよ

ね。 

 

委員  どう呼び込むかですよね。30代 40代親子で参加したりとか，卓球であれば皆

で１度体験会をやって，「実はね，こういうのをやっていてね」って伝えられる

と思うんです。 

 

委員  誰でも自由に参加できるね。とりあえず，１年間やってみてですかね。 

 

委員  小学校なり中学校でもお便りを配っていただければ，必ず，保護者の方も見

ると思うんです。 

 

執行機関  ラケットはセンターにはないと思うですけど。 

 

委員  ラケットは持参ですよね。そんな高い物じゃないから。 

 

執行機関  １００均ショップでも売ってますからね。 

 

委員  マイラケット持参にすれば。 

 

会長  確かにね，若い人を呼び込みたいよね。市民センターにね。今年は，寿大学

の閉講式は 11 月 29 日ですが，この間，加藤先生にお願いして幼稚園生に何か

やっていただこうかっていう話がでた。楽しみにしてるんですけどね。ですか

ら，幼稚園生が来れば，ママさんたちも顔出してくれるんじゃないかっていう

話があって。まだ具体的には決まってないんですけれども，少し練って，ママ

さんたちにも是非顔を出してもらえるような事を考えたいと思ってるんですけ

ども。 

 

委員  あと，違う話でもいいですか。 

 

会長  はい，どうぞ。 

 



委員  重点目標の中に今年，地域防災活動との連携というのが新しくなったという

ことで，あの防災関係の方，作る方でふれあい祭りの時に一緒にやったりとか，

そういうのはやってるんですけれども，毎年定期的にこの市民センターで必ず

やることがあった方がいいんじゃないかなと思うんですね。基本的には防災訓

練とか今までやってきたＡＥＤの操作だとか，まぁ簡単ものを。 

 

執行機関  はい。それはセンターでってことですか。 

 

委員  そうですね。そういうのを。高齢者が多くなるとは思うんですけれども，市

民センターで必ず年度初めにやるとか年度末にやるよっていう形のものがあっ

た方がいいんじゃないかなと。 

 

会長  なんか１回やったことありましたね。 

 

委員  １回講座の方で，開講式か代表者会議のときやりました。ただそれだと講座

の代表者だけなんです。だから，市民センターとして，誰でも来ていいよって

いうような形で，人数少なくても毎年やってるよっていうような実績があった

方がいいんじゃないかなと思っているんですけども。 

 

執行機関  開催したら，実際来ますかね。 

 

副委員  最初は少ないかもしれない。 

 

委員  何か毎年こうやってますよっていうもが有るのと無いのでは違うかなという

気がするんですけど，限られた人ではなく，やりますから来てください，とい

うような感じが，何かと抱き合わせでもいいんですけど。フェスティバルの時

とか，市でも何とか訓練とかありましたよね。 

 

執行機関  水戸市では毎年２月ごろにやってますよね。 

 

委員  そういうのと抱き合わせでもいいので，それを兼ねてやるとか。そういう防

災的なことを少しこの市民センターとして，毎年その防災のことを必ずやるっ

ていうのがあった方がいいかなとちょっと思ってるんです。 

 

執行機関  はい。 

 



委員  内容はちょっといろんな事をやればいいと思うんですけれども。 

 

執行機関  わかりました。 

 

委員  他のところで，やってるかどうか毎年定期的にやってる所があるのかどうか。 

 

執行機関  あんまり聞かないですね。職員の避難訓練は年に２回やることになっている

ので，職員はやっています。 

 

委員  じゃあ，それと一緒に。 

 

執行機関  センター利用者がいる場合は一緒にやってもらうようにしてますが，なるべ

く利用者が少ない夕方とかにやっていて，避難訓練はセンターの中で，年２回

やらないといけないことになっています。 

 

委員  それでいいです。あの急に言っていいと思うんです。ビーって鳴らして，講

座もやってる時に。 

 

執行機関  じゃあ，人数が多いときに。 

 

委員  そうそう。そういうのってやっぱりやらないですか。学校って必ずやります

よね。だから，市民センターも必ず定期的に何かやるような形にしていった方

がいいかな。 

 

執行機関  はい。わかりました。 

 

委員  小学校と中学校でこの地区で，小中合同の一環で避難訓練，今年度あります

よね。何かと重ねて，ここって避難所になってないんですか。 

 

執行機関  なってます。避難所指定ですね。ここに避難所ができます。 

 

委員  学校はもちろん避難所なんですけど。 

 

執行機関  ここは，防災の拠点になっていかなければいけないので。 

 

委員  それの確認とか非常食を試食するとか。 



 

執行機関  食べてますね。ふれあいまつりの時に。 

 

委員  ふれあいまつりがあるときね。備蓄品の確認とかの作業をしなくちゃいけな

いし，職員だけではなく，皆で。 

 

執行機関  市民センターでは，賞味期限が切れないように食べ物は管理，確保してあり

ます。それは東日本大震災の経験をいかして，かなりきちんと準備してありま

すね。震度５以上の地震の時は何名かの職員がここに来てとかの体制も出来て

いるので，逆に言うと，それが出来ているからセンターと地区でなんとかやろ

うと体制自体はきちんと整備されている。 

 

会長  トイレなどは。 

 

執行機関  トイレもダンボールでかなりちゃんとしてあります。トイレが一番大変だっ

たという話なので，それもかなり備蓄してあります。 

 

会長  今日は本当に色々話が出て，まとめるのが大変だけれども。 

     では，一応この辺で締めたいと思います。 

 

執行機関  では，（５）その他ということで，１つ付け加えさせて頂くんですが，施設の

管理面につきましては，市内全部の市民センターに防犯カメラを設置すること

になりまして，見川市民センターの方にも５月に防犯カメラの方が設置されま

した。玄関の出入り口と事務所の発行窓口が全部映るというようになっており

ます。 

     こちら１週間分のデータが記録されております。あとはですね，これは前から

のことなんですが，ホールの床が継ぎ目の部分のところが剥がれてきてしまっ

て，穴みたいになっていて，テープとかで修正はしているんですけれども，こ

れにつまずいて怪我をしたら危ないので，これは市民生活課に修繕の要望書を

出す予定としております。あと利用者から自動販売機の要望が多いので，これ

も本年度中は無理かもしれないのですが，市民生活課の方に要望は出しており

ます。 

      説明の方は以上です。 

 

会長  何かありますか。なければ，一応これで締めたいと思います。 

      すべての議事が円滑に進みましたことにお礼を申し上げます。 



      今日は本当にありがとうございました。 

全員    ありがとうございました。 

 

執行機関  ではこれで，第１回水戸市見川市民センター運営審議会を終了いたします。

本日はお忙しい中，お集まりいただいて，ありがとうございました。 

 

 


