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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 

水戸市見和市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

平成 29年 2月 22日（水） 午後 1時 30分から午後 3時 30分まで 

 

３ 開催場所 

水戸市見和市民センター コミュニティルーム 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員  

岡山 伸行, 小池 貞, 平塚 美智子，田口 寿枝  

（２）執行機関  

藤枝 一典, 太田 広子 

（３）その他  

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）平成 28年度事業報告について                  （公開） 

（２）平成 28年度市民センター利用状況について            （公開） 

（３）平成 29年度定期講座受講生募集について            （公開） 

（４）その他                            （公開） 

                            

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る） 

0人 

 

８ 会議資料の名称 

平成 28年度第 2回水戸市見和市民センター運営審議会 
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９ 発言の内容 

 

執行機関    定刻になりましたので，ただ今より「平成２８年度第２回水戸市

見和市民センター運営審議会」を開催いたします。  

 本日の進行を行います見和市民センター所長の   でございます。 

なお，議事録作成にあたり会議の内容を録音させていただくこと  

を御了承願います。  

           まず，はじめに   会長より御挨拶を頂戴したいと思います。  

        会長よろしくお願いします。  

 

―――会長あいさつ―――  

 

  会長ありがとうございました。  

では，協議に入ります前に，報告事項について御報告いたします。

本日は委員定数の２分の１以上の４名の委員の御出席をいただき，

市民センター条例第１２条第２項に規定する出席定足数に達して

いることを御報告いたします。  

また，水戸市附属機関の公開に関する規定に基づき，会議録署

名人を２名以上置くこととされておりますので，議事録署名人を名

簿順により，  委員・  委員のお二人の方にお願いしたいと思

いますが，いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。  

では，市民センター条例第１２条第１項の規定により，会長に

会議の議長となっていただき，議事進行をお願いいたします。  

  

  会長    それでは議事に入ります。議事（１）について，執行機関より説  

明をお願いします。  

 

執行機関   （資料に基づき議事（１）平成 28 年度事業報告について（関連

事業含む）説明）  

        

  会長    先ほど報告があった中から，本日は１０事業を抜粋して事業の検

証を行いたいと思います。  

       では，執行機関より本日の検証の進め方について，説明をお願い

します。  

 

執行機関    （検証の進め方について説明）  

 

  会長    それでは，平成２８年度見和市民センター事務事業の評価をおこ
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ないます。  

まず「市民運動会」について執行機関より報告をお願いします。 

 

執行機関   （「市民運動会」事務事業について報告）  

  会長     続いて，私のほうから「市民運動会」視察内容を報告いたしま  

す。  

 

（「市民運動会」視察内容について報告）  

 

  会長     報告に引き続き，一つ伺います。「企画・準備」段階で市民セ  

ンターはどの程度関わったのですか。  

 

執行機関     「企画」段階では，会議の開催の支援，その他の事務手続き等  

については市民センターで行いました。「準備」段階としては， 

連合会スポレク部や市民運動会担当係の係長が中心となって準  

備が進められ，「準備」段階での市民センターの関わりは薄い  

ものでありました。極端に申し上げれば，市民センターは市民運  

動会の事務手続きを行ったと理解していただいてよろしいかと  

思います。  

 

  会長     市民センターとしては，現在の状況で良いとの認識ですか。  

 

執行機関     比較対象として正しいかはわかりませんが，「ふれあいまつり」 

「防災避難訓練」については，事務手続きについても各実行委員  

会が担っていますので，「市民運動会」についても実行委員会の  

体制整備を図っていただきたいと考えています。  

 

  会長     事務手続きの具体的な例を教えてください。  

 

執行機関     会議開催通知の作成・発送事務や，地区内への広報及び参加取  

りまとめ等も市民センターの業務として行いました。その他，来  

賓への開催案内・物品の借用申請・市担当課への補助金申請等も  

市民センター業務として行っております。  

 

  副会長    行政や学校等への事務手続き等において，市民センターの存在

は地域にとって心強いものではあります。それが膨大な量になっ

てしまって，市民センターの負担になってはいけないとは思いま  

す。もし，実行委員会で担える事務的な部分があるのであれば， 
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ぜひ遠慮せずお聞かせ願いたいと思います。  

 

  委員     今年度は，雨のため体育館での開催になりました。体育館の下  

駄箱が小さくて玄関に靴が溢れかえっている状況でした。改善策  

を考えなければいけないと思います。  

 

  会長       細かい所ではありますが，実行委員会でしっかりと詰めておく  

部分だと思います。市民センターからのアドバイスをお願いした  

いと思います。例えば，荒天時マニュアルのようなものを一度作  

ってしまえば済む話ではあるのですが，それを市民センターが作  

ってしまっては自立にはつながらないので，上手に進めていって  

いただきたいと思います。  

 

  副会長    市民センターにはこういった情報が集まりやすいですが，役員

や係員の耳にはなかなか入りにくいものです。大変でも，センタ

ー長と役員等が一緒になってマニュアル作りを行える体制が築

ければ良いのではないかと思います。  

        新しい市民センターができて各種行事は市民センターで行う

ことが増えてきました。各実行委員会では，各種行事用物品のあ

る場所等についてもしっかりと把握していく必要があると思い

ます。  

 

  委員     子ども会連合会では，市民運動会の雨天時の対応についての申

し送り一覧の様なものはあります。  

        また，市民運動会の参加者がいつも一緒の方になっている印象

があります。もっと多くの方に参加していただきたいと思います。 

 

  会長     例えば，競技内容を再考することで，新たな参加者を掘り起こ

していくとか，それは，実行委員会でしっかり検討をしていただ

くことが必要であると思います。  

 

  副会長    役員が家族を誘って参加するとか，住民の協力もより必要にな  

ってくるのだろうと思います。  

 

  委員     子ども会自体も会員が減っていて，子ども会対抗種目等も参加

者が減少しているようです。  

 

  会長     私の町内会の例ですが，会員に参加要請を出したところ，今年
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は「玉入れ」への参加が殺到しました。ただ，団体種目には年齢

制限があって出場できない人の方が多くなってしまって残念な

思いがありました。参加しやすくする工夫も必要なのかと思いま

す。  

        こういった行事は，新しく住民になった方が町内会の他の住民

の方と知り合いになる良い機会にもなっています。大事に続けて

いただきたいという思いです。  

        では，「市民運動会」については以上にしたいと思います。  

        続きまして「女性教養講座」について検証を行います。執行機

関より報告をお願いします。  

 

執行機関    （「女性教養講座」事務事業について報告）  

 

  会長     続いて，私のほうから「女性教養講座」視察内容について報告  

いたします。  

 

（「女性教養講座」視察内容について報告）  

        

  会長     女性教養講座には，     委員が実際に参加されたので御意見  

を伺いたいと思います。  

 

  委員     「冬の寄せ植え」については，寄せ植えそのものは短い時間で

終わってしまったのですが，その後も，花に虫が付いた時の対処

法とか肥料の与え方等の説明もしてくださったので，興味のあっ

た方には非常に好評だったと思います。  

 

  会長     生涯学習の観点からも非常に有意義な講座であったとの感想

を持ちました。  

        他に御質問はございますか。  

 

  副会長    ２４人の参加と報告がありますが，参加者の人数制限はされた

のですか。  

 

執行機関     当初は３０人で募集を行いました。  

 

  副会長    梅が丘女性会の加入人数はどれくらいですか。  

 

  委員     会員数は５０人程度です。以前は１００人以上いたと聞いてい
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ます。高齢化が進み徐々に会員数が減ってきている状況です。  

 

  会長     「目の健康」の講演会はいかがでしたか。  

 

執行機関     眼科医の   先生を講師としてお招きしました。  先生の講

演を聞きたいと申し込みをされた方もいらっしゃいました。お蔭

様で５０人の参加があり会議室が満員となりました。  

 

  委員     高齢化に伴う眼病についてのお話がありました。それについて，

多くの方からの質問がありました。  

 

  会長     企画は女性会でされたのですか。  

 

  委員     女性会の担当者と市民センターで企画しました。  

 

  会長     この事業の課題はありますか。  

 

執行機関     本事業については，特に目立った課題はありませんでした。  

この事業の様なコミュニティ関連団体との共催という形での

事業運営は多くなってきています。この運営方法は市民センタ

ー運営方針でもある地域コミュニティ活動の支援と生涯学習活

動の推進を一体的に進められているものと認識しています。ま

た，共催のメリットとしては，学習者が直接，企画に関わるこ

とで学習ニーズに合致した学習を企画できていると考えていま

す。  

 

執行機関      本事業に参加された女性の方は，非常に学習熱心な方が多い

ため，今後，どのような学習を企画していけば喜んでいただける

のかがこれからの課題だと感じます。  

 

  会長     総合的に見ますと，この事業は非常に上手くいっている事業で

あることがわかりました。  

続きまして「日吉寿大学」について検証を行います。執行機関  

より報告をお願いします。  

 

執行機関    （「日吉寿大学」事務事業について報告）  

 

  会長     続いて，私のほうから「日吉寿大学」視察内容について報告い  
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たします。  

 

（「日吉寿大学」視察内容について説明）  

 

  会長     日吉寿大学について，委員のみなさまから何か質問はございま

すか。  

        市民センターの担当の方からは何かありますか。  

 

執行機関     日吉寿大学は，震災後，休止していた事業で２年前から再開し

ました。震災前は年間６回の講座を実施していましたが，共催の

高齢者クラブ連合会の意向もあって，年間３回の実施になってい

ます。参加された方の中には，もう少し回数を増やしてほしいと

の要望もあるようです。  

 

  会長     第１回目の講演内容はどういったものでしたか。  

 

執行機関     講話の他に講師と一緒に歌う等といった内容でした。  

 

  会長     第３回の講演内容はどういったものでしたか。  

 

執行機関     第３回目は，南部第２高齢者支援センターの業務内容について

の講演と見和市民センターで活動されているサークルの方の演

奏の２部構成でした。  

 

執行機関     女性教養講座と日吉寿大学の学習内容の選定にあったては，現

代的課題を積極的に取り扱っていくこととしていますが，この２

つの事業については，事業の位置づけそのものが現代的課題に対

する対応策となっていると考えています。  

 

  会長     歌を聴くこと・歌うことがレクリエーションとも受け取れてし

まい，生涯学習プログラムとしては弱いと感じます。生涯学習活

動としての目的が色あせないよう企画を進めていただければと

思います。  

        他に御質問はございますか。  

 

  副会長    日吉寿大学は，以前から非常に熱心に取り組まれていたのを記

憶しています。高齢者が学習を通していきいきと活動していくこ

とが，高齢者医療費対策等の一助になるものと感じます。  
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  会長     続きまして「梅が丘地区三世代交流芸能発表会」について検証  

を行います。執行機関より報告をお願いします。  

 

執行機関    （「梅が丘地区三世代交流芸能発表会」事務事業について報告） 

 

  会長     続いて，私のほうから「梅が丘地区三世代交流芸能発表会」視  

察内容について報告いたします。  

 

（「梅が丘地区三世代交流芸能発表会」視察内容について報告） 

 

  会長     本事業については，運営審議会委員のみなさまにも多大なる御

協力をいただいたことに感謝申し上げます。  

        何か御意見がありましたらお願いします。  

 

  副会長    小学校・幼稚園にとっても，地域に発表の場があるということ

はありがたいと感じているようです。三世代交流の観点から，子

どもから高齢者までの方たちで，１曲でも２曲でも一緒に演奏な

どできたら，良い交流の場となると思います。  

        あと，財源についてですが，出演者からは負担金を徴収してい

ますか。  

 

執行機関     団体単位で負担金を頂いています。出演者個人からの負担金は

頂いていないです。  

 

  会長     運営に関わってみて分かったことですが，財源的に厳しい状況

なのは確かです。本来であれば，お手伝いいただいた方には飲み

物や賄等提供したいところです。今後，財源確保策を検討いただ

きたいと思います。  

 

  副会長    役員や係員は準備から後片付けまで御尽力いただくわけです

から，何か差し上げるべきでしょう。  

        カラオケの機材の手配や設置などもありますよね。  

 

執行機関     通信カラオケの機材を利用団体から提供いただき，その講師の

方に設置から操作までをお願いしている次第です。そういったこ

とから，講師の方には予算措置して謝礼をお支払いしています。 
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  副会長    出演いただいた児童や園児へは何か謝礼はあったのですか。  

 

  会長     やはり予算措置してお菓子の詰め合わせを差し上げました。  

 

  副会長    プログラムの編成についても難しい課題ですね。子ども達も忙

しいですから，長時間拘束するのは難しいでしょう。  

 

  会長     そういった課題もありますが，三世代が交流できる演目等を考

えていきたいところです。  

 

  副会長    例年，非常に活気のある発表会となっているのも確かです。非

常に多くの方に参加やご来場いただけています。  

 

執行機関     会場の関係もありますが，立ち見の方も多くいらっしゃいます。 

 

  会長       委員には駐車場係で御協力いただきましたが，何か御意見  

はございますか。      

 

  委員     子どもたちに出演の募集を行ってみるのはいかがでしょうか。 

       ダンスなど習い事でやっている子たちの成果の発表の場にもな  

るし，幼稚園児や小学校金管バンド以外の子どもたちも参加でき  

るようになるのではないでしょうか。小学校のクラブ活動の発表  

の場になっても良いと思います。小学校ともっと連携して事業を  

実施できると良いと思います。  

 

  会長     抜本的に変えていこうと思えばいくらで変えられると思いま  

す。文化展も含めて考えれば，今の規模であれば同日開催も可能  

ですし，さらに規模を膨らませようと思えば分離開催が必要です。 

        議論を総合しますと，経費の問題と抜本的な事業の見直しの可  

能性が今後の課題といったところでしょうか。  

続きまして「梅が丘文化展」について検証を行います。執行機  

関より報告をお願いします。  

 

執行機関    （「梅が丘文化展」事務事業について報告）  

 

  会長     続いて，私のほうから「梅が丘文化展」視察内容について報告  

いたします。  
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（「梅が丘文化展」視察内容について報告）  

 

  会長     茶道教室のお茶会がありましたが，やはり体験ができるのは非  

常に良いことだと感じました。文化展で体験して興味を持った方  

が，教室を受講して講座が活性化すれば，生涯学習の推進にもな  

りますし，コミュニティの活性化にもつながるのではないかと感  

じました。  

文化展をＰＲの場として活用いただければよろしいのではない  

かと感じました。  

               

  委員     お茶会は土曜日のみの開催になっていて，同日開催の芸能発表  

会に携わっている方は誰も行けない状況です。開催日を御検討い  

ただけると良いのではないかと思いました。  

 

    会長     茶道の方たちもやはり同様の感想をお持ちのようでした。  

 

  委員     あと，開催期間が３日間となっていますが，月曜日に見にいら

っしゃる方がいるのか疑問に感じました。  

 

  会長     アンケートにも同様の意見はありました。土日のみの開催を望  

む声は少なからずあるようです。私の個人的な意見ですが，効率  

性を考えすぎると，期間がどんどん短くなってしまうのではない  

かと危惧しています。  

        いずれにしても，芸能発表会と文化展が盛況に行われることは， 

地域の魅力に繋がる等あらゆる面で地域にプラスになると思う  

ので，上手く活用できる方策を考えていただきたいと思います。 

 

  副会長    お茶会は１回につき何人を何回行っているのですか。  

 

執行機関     １回１０人で３回だったと記憶しています。  

 

  副会長    人数や回数を増やすと経費が増えますね。経費は教室の方たち  

の負担ですか。  

 

執行機関     市民センターの生涯学習振興関係経費からの支出です。  

 

  会長     文化展には財源がなくて，市民センターからの現物支給という  

形で必要経費を賄ったところです。財源確保については，これか  
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らの課題として検討が必要になります。  

 

執行機関     文化展の財源確保については，先日開催した「定期講座代表者  

会議」の席上において，文化展の開催に係る負担金を，参加団体  

より徴することも考えられることを御説明させていただいたと  

ころです。  

 

  会長     以前は負担金をとって文化展を開催していたようです。その当  

時に比べて参加団体も減っている状況にあります。  

 

執行機関     「定期講座代表者会議」でも，今年度，文化展に参加いただけ  

ていない講座には来年度の参加を検討いただけるようお願いし  

ています。その際，作品が増えた場合の展示スペースについても  

今後検討していく必要があります。  

 

  会長     続きまして「サマーキッズスクール」について検証を行います。 

執行機関より報告をお願いします。  

 

執行機関    （「サマーキッズスクール」事務事業について報告）  

 

  会長     続いて，私のほうから「サマーキッズスクール」視察内容につ  

いて報告いたします。  

 

（「サマーキッズスクール」視察内容について報告）  

 

  会長     参加者数を見ますと，第１回以外は定員を割り込んでいますの  

で，執行機関の説明の中で「ニーズが高い」との評価には違和感  

を感じます。  

 

執行機関     説明を補足させていただきますと，３回の事業がありますが，

受講を申し込めるのは一人１回までと制限を設けております。こ

の制限がなかった当時は一人でいくつもの講座を受講して多く

の希望者が受講できなかったという問題が発生したためこのよ

うな措置を講じたところでございます。そのため，事業そのもの

へのニーズは高いと評価したものでございます。  

 

  会長     そういった背景があったのですね。分かりました。  
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  副会長    水戸農高へは市バスを利用したのですか。  

 

執行機関     貸切バスを利用しました。  

 

  会長     全員が乗馬体験をできたのですか。  

 

執行機関     全員が乗馬体験を行いました。実習も含めてですが，水戸農高

の生徒さんたちの子どもに接する姿は非常に手慣れた印象を受

けました。  

 

  会長     「おもしろ理科教室」というタイトルは，子どもたちにどのよ

うに映ったのだろうかと感じました。学校の授業の延長の様ない

ささか堅いタイトルに見受けられます。  

 

  委員     過去にサマーキッズスクールを学校の夏休みの宿題の場に活

用していたこともありましたね。  

 

  会長     自由研究や絵画の宿題などを行える企画等，そういったニーズ

もあるでしょうね。  

 

  委員     絵画の宿題に対応した企画がありましたが，最近は企画されな

くなりましたよね。  

 

執行機関     ここ数年は実施していません。  

 

  委員     人気のある企画でしたよね。  

 

執行機関     大変人気があるようです。夏休み期間中に，多くの市民センタ

ーで実施されました。  

 

  会長     参加者を集めて絵を描かせるだけなのですよね。  

 

執行機関     内容としてはそうなってしまっているのかもしれません。ただ，

人集めをしたい市民センター側のニーズと，夏休みの宿題に絵画

をしたい参加者のニーズが，上手く合致した結果，人気のある事

業となっているのも事実です。  

        当市民センターでは，ここ数年，絵画を採用してこなかったの

ですが，それは，事業を実施してみたらその学習効果やその後の
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発展であったりを考えたときに，疑問を感じた部分があったのだ

ろうと推察しています。  

 

  副会長    私が当時勤めていた市民センターでは，縄文土器を作るという

企画を夏休みに実施していました。何年か実施した後，地区内の

福祉作業所に協力してもらって湯飲みや茶碗を作る内容に推移

していきました。５年以上続いて参加者にも好評の事業でした。 

 

執行機関     当市民センターが実施しているような内容というのは，現代の

子どもたちが不足している直接体験を補完するという視点で企

画したものですが，また別の視点で事業を企画した場合，絵画教

室を実施することになったのだろうと思います。  

 

  副会長    現代の子どもたちに色々な体験をさせてあげることも大事な

ことですよね。そういった視点では，このサマーキッズスクール

は大変有意義な事業だと思います。  

 

  会長     学校での学習がすべてではないので，学校では体験できないこ

とを市民センターが実施するというのは大変良いことです。子ど

もたちにとって，新たな可能性が生まれることにもつながるので

はないでしょうか。  

 

  副会長    私が市民センター勤務当時に，夏休みに自衛隊が実施している  

小学生を集めてのキャンプに地域の子供たちが参加したこともあ  

りましたよ。良い体験だったろうと思います。  

 

  会長     「サマーキッズスクール」については以上でよろしいでしょう

か。  

続きまして「作ってあそぼうスペースシャトル」及び「親と子  

の料理教室」について検証を行います。  

執行機関より報告をお願いします。  

 

執行機関    （「作ってあそぼうスペースシャトル」及び「親と子の料理教室」 

事務事業について報告）  

 

  会長     続いて，私のほうから「作ってあそぼうスペースシャトル」及  

び「親と子の料理教室」視察内容について報告いたします。  
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（「作ってあそぼうスペースシャトル」及び「親と子の料理教  

室」視察内容について報告）  

 

  副会長    最近は，男の子も家の手伝いで料理はやっているようですよね。 

 

  委員     男の子でも料理が好きな子は結構います。うちの子も良くやっ

てくれますね。  

 

  副会長    台所は女の根城だから，男は入らないといったそういう時代で  

はないですよね。  

 

  会長     家庭教育や生涯学習を，地域の教育力が支える良い事業であっ  

たと思います。  

続きまして「ウィンターキッズスクール」について検証を行い  

ます。  

執行機関より報告をお願いします。  

 

執行機関    （「ウィンターキッズスクール」事務事業について報告）  

 

  会長     続いて，私のほうから「ウィンターキッズスクール」視察内容  

について報告いたします。  

 

（「ウィンターキッズスクール」視察内容について報告）  

 

  会長     日程的にはどうでしたか。  

 

執行機関     終日の学習として県近代美術館に依頼しました。  

 

  会長     簡単に内容を教えていただきますか。  

 

執行機関     学習プログラムとしては，ろうそくのろうを使って手作りクリ  

アファイルを作ろうというプログラムでした。また他にも，当日  

は企画展を開催していまして，５人グループに１人のボランティ  

アさんに付いていただいて展示を鑑賞しました。  

       余談ですが，当日のボランティアさんの中に梅が丘地区在住の方  

がいらっしゃいました。その方は梅が丘地区のイベントに参加し  

たことがないということでしたので，地区のイベントにもボラン  

ティアのご協力をお願いしてきました。  
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  副会長    バスを利用したということですが，市バスを利用したのですか。 

 

執行機関     市のマイクロバスを利用しました。  

 

執行機関     この企画は，県近代美術館が作成した学習プログラムを活用し  

た形で実施しました。非常によくできたカリキュラムで，県近代  

美術館スタッフの方が良く指導してくださり，良い企画だったと  

思います。  

 

  会長     これからもぜひ活用していきたいですね。説明ボランティアの  

解説が付くと理解が一層深まりますよね。学習機関の行うこうい  

ったサービスは，団体でしか利用できないものもありますから， 

市民センターとしても今後どんどん活用していった方が良いで  

すよね。子どもたちもとても喜んだのではないですか。  

        

執行機関     大人でも楽しめました。  

 

  会長     続きまして「梅が丘キッズランド」について検証を行います。 

執行機関より報告をお願いします。  

 

執行機関    （「梅が丘キッズランド」事務事業について報告）  

 

  会長     続いて，私のほうから「梅が丘キッズランド」視察内容につい  

て報告いたします。  

 

（「梅が丘キッズランド」視察内容について報告）  

 

  委員     私も何度か当番で参加したのですが，少しでも多くの方に参加  

いただこうと読み聞かせや音楽などのイベントを企画するので  

すが，参加する子が小さすぎて理解できていないことが多くあり  

ます。市内１４か所で実施しているとのことでしたが，地域性な  

のか，梅が丘キッズランドに来るお子さんは，小さいお子さんが  

多いようです。  

 

  会長     小さいお子さんの場合おもちゃを口に入れてしまう等，衛生面  

も特に気を使いますから大変ですね。  
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  委員     そういったこともあるので，おもちゃは使用前・使用後に必ず  

消毒が必要です。  

 

  会長     参加されたお母さんにお話を伺うと，知り合いが地域に少ない  

方には良い機会となっているようです。  

 

    副会長    未就園児といっても個人差がありますからね。イベントを行う  

にも，対象が難しいですね。お母さん同士の交流ができるという  

のを，目的にするしかないですかね。  

 

  会長      以上でよろしいでしょうか。長時間にわたり，それぞれの事  

業について検証をいただきありがとうございました。  

        これまでの意見等をまとめていただいて，市民センター運営に  

役立てていただければと思います。  

続きまして，議事（２）について，執行機関より説明をお願い  

します。  

 

執行機関    （資料に基づき議事（２）平成 28 年度市民センター利用状況  

について説明）  

 

  会長      他の市民センターに比べていかがですか。  

 

執行機関      例年，３番目か４番目に多い利用状況だったかと記憶してい  

ます。  

 

  副会長     ロビーはカウントしないのですか。  

 

執行機関      ロビーはカウントしていません。理由としては，申請いただ  

いて貸し出しをするといった場所ではないので，把握が難しい  

ためです。  

 

  会長      以上でよろしいでしょうか。  

続きまして，議事（３）について，執行機関より説明をお願  

いします。  

 

執行機関    （資料に基づき議事（３）平成 29 年度定期講座受講生募集に  

ついて説明）  
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  会長      クラブについては空きができた人数の募集をかけるという

ことですか。  

 

執行機関      御指摘の通りです。  

 

  会長      他に皆様から御意見ございますか。  

         では，最後に私のほうからのお願いになりますが，来年度も

委員の皆様には，ぜひ見和市民センター主催事業を視察といっ

た形で見ていただいて，どのような様式でも結構ですから，報

告書という形で市民センターに御提出いただければと思いま

す。多くの皆様からの意見を，市民センターに上げたいと思い

ますので，御協力をよろしくお願いします。  

以上をもちまして，平成２８年度第 2 回水戸市見和市民セン  

ター運営審議会を閉会いたします。  

   ありがとうございました。  

 

 


