
様式第３号（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 30年２月６日（火） 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 
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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年度第２回水戸市見川市民センタ

ー運営審議会を開催致します。それでは，  会長から一言お願い致します。 

 

会長    （会長のあいさつ） 

 

執行機関  はい，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

長をお願い致します。よろしくお願い致します。 

 

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

     今日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

要件であることをご報告申し上げます。それから議事録署名を  さんと     

さんにお願い致します。それでは早速議事に入らせていただきます。 

      最初に１号議案平成 29年度施設利用状況及び事業報告について，執行機関よ

り説明お願い致します。 

 

執行機関  はい。では，表紙をめくっていただいて１ページをご覧ください。 

      まず最初に平成 29 年度 12 月までの見川市民センターの施設利用状況を載せ

てあります。こちら合計の下に前年度の数字も載せてありますが，全体として

は，前年度比 85件，459人の利用増となっております。 

      団体利用別では社会教育団体の利用が 26件，110名利用増となっております。 

     こちらは今年度新しく始まった事業として，東寿クラブが中心となって高齢者

クラブの方で月に１回映画会を始めました。また９月には高齢者クラブでオセ

ロクラブを立ち上げまして月１回活動しています。それらの関係で利用増とな

ったと考えられます。その他の方でも 48件，220名利用増となっております。 

     これはサークル等の部屋貸しが増えたためです。サークルや同好会的な団体が

月に何回も活動するためにいろいろな市民センターを借りているようで利用増

となっております。そのため，ホールは毎月空いている日がほとんどない状態

となっております。 

      施設外の活動でも運動会等で昨年より参加人数が増加したため，施設外利用

人員も含めると前比＋886名の利用増となっております。 

      続きまして，ページをめくっていただいて３ページをご覧ください。 

      こちらに平成 29年度市民センター事業の一覧をまとめました。 

      まず，NO.１，クラブと教室について御説明致します。 



教室・クラブについては，ページをめくっていただいて４ページに定期講座

受講内訳を載せております。29年度の参加人数も記載してあります。 

講座・クラブの方は予定通り全講座が開設されております。 

      教室は幼児，ラッコだっこ教室，新教室のソフトエアロ＆ストレッチ教室の 3

教室を開設しました。幼児教室は年度当初は参加人数が少なく後期の開催を検

討しようかと考えたのですが，徐々に人数が増えて講師を２人から１人にして

なんとか 1 年間継続することができました。センターでやっている女性会のボ

ランティアによる子育て広場のように予約も料金もフリーというスタイルも最

近は人気があるようですが，決まった時に来れば必ず知っている顔に会えると

いうスタイルもあったほうが良いという声も根強いので，こちらは継続致しま

す。ソフトエアロ＆ストレッチ教室は定員いっぱい人数も集まり，参加者の方

たちからも楽しいとの声をたくさんいただいております。 

      クラブの方は 20講座全部開催しましたが，ヨーガＢは人数が減ったため休止

にしたいということで９月から休止しております。メンバーの方はヨーガＡや

健康体操などに移行されました。来年度はヨーガＡとヨーガＢを統合する形で

ヨーガ１クラブにしたいと考えております。 

      書道と新舞踊もかなり人数は少ないんですけれども，特に新舞踊の方はメン

バーも高齢者の方たちばかりなので，来年度からは高齢者クラブの中のサーク

ルとして活動していただく方向で代表者や講師から了承を得ております。 

     以上で定期講座の説明を終わりに致します。 

      ３ページのほうに戻っていただいて，ＮＯ．２寿大学については，内容につ

いては高齢者クラブの役員の方たちと一緒に検討し，各回ごとに高齢者クラブ

に持ち回りで担当して司会進行していただきました。今年度は第３回の水戸ホ

ーリーホックや第４回の水戸の魅力発信では２０代の若い講師においでいただ

き好評でした。また第６回の閉講式では，見川幼稚園の園児たちに参加しても

らい，お菓子釣りやスーパーボールすくいで一緒に遊んだり歌と踊りを発表し

てもらったりと多世代交流も図れました。 

      ＮＯ．３ レディースセミナーでは，こちらは全３回のセミナーでしたが，

整理収納やカラーセラピーなど最近カルチャースクールやテレビなどでも人気

のあるテーマを選びました。 

      ＮＯ．４ ふれあい学級では，園児からおうちの人が来て一緒に活動するの

はうれしいとの感想をいただきました。昨年度，県では家庭教育強化事業の条

例が制定されたことを踏まえ，市でも家庭教育強化事業に力を入れており，ふ

れあい事業も来年度はより充実したものになるよう力を入れていきたいと考え

ております。 

      次ＮＯ．５ 子ども教室は，今までは申込書を学校提出にしていましたが，



今年度から市民センターで一括受付に変更しました。ですが，トラブル等もな

くどの講座もちょうど定員くらいの応募人数で収まり，スムーズに受付するこ

とが出来ました。また，夏休みだけでなく冬休みの書道教室を希望する声が多

かったため，冬休みにも書き初め練習をする書道教室を開催しました。 

      ＮＯ．６ 子育て広場は見川女性会の全面的協力を得て運営しております。

今年度より子育て広場の中で，センターの家庭教育強化事業とタイアップした

教室を開催しております。前後してしまうのですが，ＮＯ．１２家庭教育強化

事業の中で，親子のふれあい体験教室を２回開催することとなりました。10 月

にハロウィンが実施済みで，３月にひな祭りを開催する予定です。 

      ＮＯ．７ おしゃべりサロンは社会福祉協議会見川支部の全面的に支援をい

ただいて，毎月開催致しました。 

      ＮＯ．８ 生涯学習フェスティバルですが，昨年に引き続き見川中学校の卓

球部の１年生に卓球体験に参加いただきました。それから吹奏楽部の３人にフ

ルートのアンサンブルを演技発表の際，ゲスト出演していただき演奏していた

だきました。展示コーナーには見川幼稚園生が作成した見川市民センターをモ

チーフにした塗り絵と見川小学校４年生が授業の中で作成した見川新聞を展示

しました。子供たちの参加も少しでも増えるようにと企画致しました。 

      ＮＯ．９ 成人講座では見川市民センターでは開催したことがなかったので

すが，新たな教室の発掘をしたいということで，他のセンターでも人気のある

ちぎり絵教室を初めて開催しました。 

      ＮＯ．１０ 郷土かるた大会と共催のオセロ交流会は高齢者クラブのオセロ

クラブにご協力いただき，小学生と高齢者のオセロ交流戦を行いました。市で

もオセロ発祥の地として今後オセロ事業に力を入れていくということですし，

センターでも来年度からはもっと組織的にオセロクラブを展開していけるよう

サポートしていきたいと考えております。 

      ＮＯ．１１ 短期講座は現在開催中ですが，３月末か４月初めの桜のライト

アップに向けて，見川小学校４年生から６年生の希望者１２名が集まりまして，

大正琴教室をやっております。桜のライトアップだけでなく地域の活動に参加

してもらおうということで，２月に行われる見川地区の高齢者芸能発表会にも

ゲスト出演していただく予定です。 

      ＮＯ．１２ 家庭教育事業ですが，平成 28 年 12 月に「茨城県家庭教育を支

援するための条例」が制定されたことに伴い，今年度より市でも今まで以上に

保護者や学校と連携して，保護者が家庭教育を行うための良好な地域環境の整

備に努めるための事業展開をしていくこととなり，10 月に見川小学校の就学前

健康診断の際に，茨城県水戸生涯学習センターの職員に講師としてお越しいた

だき，健康診断の際に配る家庭教育ハンドブックを使用して講演会を開催致し



ました。先程，子育て広場で触れましたが，親子のふれあい体験教室を今年度

中に 2回開催する予定です。 

      各事業の報告は以上になります。 

 

会長    どうもありがとうございました。 

     今，御説明ありました件で、御質問がありましたらお願い致します。 

 

委員    子ども教室の 8月 17，18日の学習コーナーで参加人数がゼロというのは誰も

来なかったということですか。 

 

執行機関  そうなんです。開催したのですが，参加者はいませんでした。 

 

委員    寺子屋の方に皆行ってしまった。 

 

執行機関  そうですね。 

 

委員    やっぱりね。はい，わかりました。 

 

執行機関  学習コーナーは，市民センターの集会室を開放して，好きな時に勉強して好

きな時に帰るという場所だけを提供するものだったんです。 

      寺子屋の方は，ジュニアリーダーの子達が小学生に勉強を教えてくれるんで

すけれども，学習コーナーは自由に来て自由に勉強してくださいという仕組み

だったので，今年はたまたま全く来なかったですね。やっぱりジュニアリーダ

ーがいた方がいいようですね。 

 

会長    他に質問ございませんか。それでは続きまして(２)の平成 30年定期講座募集

要項(案)ついて御説明お願い致します。 

 

執行機関  はい。定期講座の募集要項なんですが，後ろから２枚目の表と裏に 30年度定

期講座の案を作成しております。来年度の実施要項において，皆様にお諮りし

たい点が３点あります。 

１点目は，９月から休止となっているヨーガＢをヨーガＡに統合し，ヨーガ

クラブを１つにするということです。 

      ２点目は，人数が少なくメンバーが高齢者のみとなっている新舞踊ですが，

来年度より高齢者クラブ連合会のクラブとして活動していただく，つまりセン

ターのクラブではなくサークル扱いとする点です。これはクラブと講師に打診



し，了承を得ているところでございます。ただ高齢者クラブの扱いなので，お

部屋の利用はこちらで確保する，定期講座の規定で決まっているので，クラブ

からサークルに移行した最初の年は，定期講座の案内で募集をかけるというこ

とになっているので，来年度の募集要項には載せてあります。これにより,新年

度は２クラブ減の 18クラブの募集をかける予定です。 

      ３点目は，新規の短期講座として，２つ講座を立ち上げたいと考えておりま

す。１つは，平日夕方子供向けのキッズイングリッシュ教室ともう１つは，土

曜日昼間のビューティーストレッチという講座を短期で立ち上げたいと考えて

おります。前回の運営審議会の現代的課題で触れましたが，市民センター利用

者に子どもや若い人が少ないので，そういう方の利用を少しでも促せればとい

うことで企画しております。キッズイングリッシュ教室は，見川小学校の３年

生から６年生を対象に募集をかける予定でおります。ただ会話だけではなく，

中学校に向けて，読む・書く・聞く・話すの４技能を並行して伸ばしていける

ようなカリキュラムにするということで，講師の方と協議する予定です。５月

から３か月，４か月ぐらいのスパンで，短期講座をやってみて継続希望が多け

れば，何回かやって 1 年間繋いで来年の定期講座に繋げたいと思います。あと

もう１つビューティーストレッチですが，アクティブ系の運動のヨガなのです

が，今センターでやっているのヨガは，どうしても先生がご高齢ということも

あって、大分穏やかな感じのヨガで，ちょっと見学に来られた若い方もなかな

か入会に繋がらないということもあります。逆に他の市民センターでは，アク

ティブ系のヨガが人気があるようで，センターによっては２クラブ，３クラブ

に増やしているところもあるそうです。ですので，見川の方でも是非という声

があったので，こちらは若い方向けのアクティブ系のストレッチヨガというこ

とで，土曜日の昼間でまだ午前か午後か決まってはいないのですが，対象年齢

も若めの方で，アクティブ系のヨガ教室を開催しようと思っております。こち

らも最初は５月から３か月くらいの短期講座を何クールか開催し，継続希望が

あるようでしたら，31 年度から定期講座の教室として運営できるように準備し

ていきたいと考えております。 

      補足として，幼児教室とラッコだっこ教室は，来年度より家庭教育強化事業

の１つという形で事業展開をしていきたいと思いまして，家庭教育強化事業と

いう文言を付けることにしました。 

      説明は以上です。 

 

会長    ありがとうございました。今の説明について，御質問ありましたらお願い致

します。 

 



委員    キッズイングリッシュを立ち上げて下さるということですが，他の子ども教

室も入ってますよね。学校と連絡を取っていただいて，いい日と時間等を聞い

ていただいて，決めていただけたらなと思います。 

 

執行機関  はい。一度，小学校に問合せして，どうしても月曜日以外は皆さん６時間授

業であり４時まで学校があるということなので，ただ大正琴教室を見てみると，

皆さんどうも学校帰りにそのまま来てしまうようで，ちょうど学校帰りに寄る

ことが出来る４時半くらいからの設定で５時１５分に終わって帰宅できるよう

な時間帯に設定したいと考えております。 

 

委員    はい。 

 

会長    はい。他に何かございませんか。 

 

委員    今の小学生の大正琴とかキッズイングリッシュというのがすごくいいことで，

今まで学校帰りにここへ来て，勉強して帰るということを勧めていたので，そ

れが最初は全然できなかったんですね。学校の帰りにここへ来て勉強して帰る

っていうのが１回家に帰らせてからでないとその子の親たちが駄目だっていう

厳しいことがあったので。でも，こうやってちゃんとした教室に来るとなると

そのまま来ても大丈夫ってことになれば，もっともっと増やせるのかなと思い

ました。何年か前までは，そういう話だったので，１回家に帰ってランドセル

をちゃんとおろしてからでないと出かけられないというのがあったので，こう

いうのが出来れば，もっともっと出来るんじゃないかなと。宿題なんかも全部

ここで出来るんじゃないかと思います。 

 

委員    小学校の開放学級は条件が決まっているので，その高学年の子が家でお母さ

んが帰ってくるのを待っている。そう考えたら，センターの中を通ってこう帰

ってくる外を出ないで帰ってくるといいなとすごく安全面も安心で，集団下校

して 30人ぐらいでできれば。学童のようなことが出来れば，すごくニーズが上

がるんじゃないかと思います。 

 

委員    ここだったら安心できるし。 

 

委員    そう。ここだったら迎えに来てくれて，1時間でもいてくれるんだったら安全

というか安心だと思う。 

 



委員    大正琴は，保護者の方がここにお迎えにいらっしゃるんですよね。 

 

執行機関  自分で帰る子もいます。自転車で来て自分で帰ってしまう子もいます。 

 

委員    それは近い子なのかもしれませんね。 

 

委員    まだ明るいうちは帰れますもんね。大きい子はね。 

 

執行機関  月曜日は３時ごろには終わるので，皆早くて，３時 15分ごろにはここに来て，

４時まで自主練してるんです。 

 

委員    それで，ここで宿題やったんですか。昨日。（ホワイトボードを見て） 

 

委員    昨日大正琴の子がここで宿題をやったんだなって思って。いやすごくいい傾

向だなって思って見ていたんです。 

 

委員    居場所づくりにいいですよね。 

 

委員    確かに，あんまり人数が増えてくると，見守りボランティアが必要なんじゃ

ないかなっていうのはあるんですけれど，自然に増えたらどうにか出来るので，

とてもいい傾向だなと思って。 

      学区内は子ども達は一応何処でも行っていいんですよね。学区内は。明るい

うちは。 

 

委員    そうですね。 

 

会長    25日の芸能発表会の時，大正琴をやって下さるということなんですが。 

 

委員    いいことです。 

 

会長    今のところ時間がはっきりしてないんですが。 

 

委員    さくら祭りの練習になってちょうどいいですね。リハーサルに。 

 

会長    他に何かございませんか。では，次に(３)地域における現代的課題について

御説明お願い致します。 



執行機関  はい。少子高齢化・核家族化が進む中で，見川も例外ではなく，その中で住

みよい見川をつくる会会長がよくおっしゃっているのが「見川は大きな一つの

家族」という言葉で，その理念のもとに見川では他の地区と比べても多世代交

流に力を入れていると思います。その地区の方が道探検や昔の暮らしなどで小

学校の授業にも関わっていらっしゃいます。そういう流れの中で，市民センタ

ーも世代交流の機会を作るとともに，若い方や子供の利用者を増やしていきた

いと考えております。今年度は寿大学閉講式に見川幼稚園園児に来てもらった

り，社協のおしゃべりサロンでも見川幼稚園園児を招待して来てもらったりし

て交流しました。また先程お話ししましたが，今月末に行われる高齢者芸能発

表会では，夜桜祭りに向けて練習している大正琴教室の小学生にゲスト出演し

てもらう予定となっております。また昨年に引き続き，夏休みのこどもオセロ

教室と先月開催されたオセロ大会，子供と高齢者がオセロで交流しました。少

しずつでも，小さな事業でもいいので，多世代交流に貢献できればなと考えて

おります。 

      以上です。 

 

会長    はい，ありがとうございました。確かに地区会長は多世代交流に力を入れて

下さって，ここ２，３年随分と交流が出来るようになりましたよね。高齢者も

非常に喜んでいるので，この事業にもっと力を入れてやっていけたらと思って

おります。 

 

執行機関  小学校や中学校の先生方に本当に協力していただいて，他の市民センターと

話しても，そんなに学校が協力してくれるのって言われてしまうぐらい協力し

ていただいて，ありがとうございます。 

 

会長    何かございませんか。 

 

委員    はい。先程ホールの方がほとんど空きがないとおしゃっていたので，あと若

い女性の方のためのビューティーストレッチが土曜日の昼間に入るってことで

すけど。全体的に今空いてる時間というのは，夕方の３時から５時っていうの

はどこも大体空いてるんですか。 

 

執行機関  はい，そうですね。午後に入っているクラブが終わると大体は。 

 

委員    ３時過ぎですよね。あとほとんどは，集会室や和室は空いてるんでしょうけ

ど。ほとんどホールの空きはないんですよね。 



 

執行機関  ホールは月曜日しかほとんど空きはないですね。ビューティストレッチもホ

ールの空きがないので，和室でやる予定でおります。 

 

会長    それは女性が主なんでしょう。 

 

執行機関  そうですね。 

 

会長    他に御質問ありませんか。それでは，(４)のその他に入りたいと思うのです

が，これについてはいろいろ御意見お願いしたいと思います。 

 

執行機関  その他ということで，施設の設備面では，来客用の駐車場の白線がほとんど

消えかけてきてしまって危ないとのご指摘を受けたので，こちらは白線を引き

直すことにしました。今月中には白線をきれいに引き直す予定でおります。そ

れに合わせて手前の方に身障者用のスペースと窓口用のスペースを 1 台ずつ設

けることにします。 

 

会長    駐車場ももっと広いといいんですけれどね。 

 

執行機関  見和はね，とてもきれいで，真四角にきちんとなっていますよね。 

      あれは，うらやましいですね。 

 

会長    そうですね。 

 

委員    建て替えなんてまだまだできないでしょうしね。今防災の倉庫がありますよ

ね。あれの向こう側って空きですよね。あそこをどうにかして，ホールの倉庫

がありますよね。そこを壊して，もうちょっと広げるっていうのが出来れば，

倉庫がもうちょっと大きくなりますよね。今卓球台が置いてあるところね。あ

そこをもうちょっと奥まで壁をちょっとやって，防災の向こう側が空いてるの

で，もったいないので，あそこに倉庫を作ってもう１つドアをつくってもいい

けれど。繋げるようにできれば，なんかうまく考えて倉庫をもってこられれば，

もうちょっとホールの椅子とか片づけられると思うんですね。それぐらいだっ

たら，安いお金で出来るんじゃないかなと思います。そこだけもったいないの

で，何かいい方法がないか市の方で考えてもらってください。 

 

会長    確かに空いていますよね。 



他に何か御質問ございますか。なければ，一応これで議題を終わりにしたい

と思います。よろしいですか。 

 

執行機関  何か御意見ございましたら，お聞かせ頂けるとありがたいです。 

 

委員    玄関のところの子ども達がちょっと遊べるスペースがありますよね。そこで，

事故的なものがありましたよね。あそこの周りにもうちょっと危なくないよう

な形にできないかなと。車いすがちょっと横に置いてあったりするので，ちょ

っとお金が掛かったりするかもしれないけれど，何とかして欲しいなとは思っ

てはおります。どんどん狭くなるんで。 

 

執行機関  車いすもたまに利用される方がいらっしゃるので，完全に移動させてしまう

のは，難しいですね。 

 

委員    図書室が無くなってから，玄関が狭くなりましたよね。 

      図書の利用もかなり減りましたよね。 

 

執行機関  そうですね。ほとんどないですね。 

 

会長    サロンが出来たおかげで，高齢者のフェスティバルで作品を飾るには非常に

良くなりましたけどね。 

      よろしいですか。それでは議題については終わりにしたいと思います。 

      御協力ありがとうございました。 

 

全員    ありがとうございました。 

 

 

                     


