
様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

 

１ 附属機関の会議の名称 

水戸市桜川市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

  令和元年７月２日（火）午後２時 00 分から午後３時 00分まで 

 

３ 開催場所   

水戸市桜川市民センター  

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委員 

笹沼 慎一，吉原 孝則，久地岡 啓一郎，澤畑 清子，平戸 則子，君島 茂男 

(2) 執行機関 

五上 正嗣，豊田 千賀子 

 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 令和元年度桜川市民センター運営方針及び重点目標について（公開） 

(2) 令和元年度事業計画について（公開） 

(3) 令和元年度定期講座募集状況について（公開） 

(4) 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 

  令和元年度第１回桜川市民センター運営審議会 

 

 

 

 



９ 発言の内容 

執行機関   定刻となりましたので，ただいまから令和元年度第１回桜川市民センター

運営審議会を開会いたします。 

      運営審議会開催に先立ちまして新しい審議委員の紹介と委嘱状の交付をいた

します。 

執行機関   続きまして，会長から御挨拶をお願いいたします。 

笹沼会長   お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

本日も何名か関係者がおられますので改めて御報告いたしますが，河和田小 

学校児童の登下校時の安全の確保のため今年３月 30 日付けで河和田小学校ス

クールガードを立ち上げることができました。河和田小学校ＰＴＡや子ども会

育成会，河和田地区防犯協会などの関係機関や町内会の皆さんの御協力のお陰

で 68 人の会員を確保できましたことにお礼申し上げます。子どもたちを守る

ことは河和田地区の未来を守ることでもあります。そして河和田地区のまちづ

くりには市民センターの協力が不可欠です。 

       本日の審議会が円滑に進められますよう御協力をお願いいたします。 

執行機関   ありがとうございました。 

       それでは議事に入りたいと思います。会議の議長でございますが，市民セ

ンター条例第 12 条第１項の規定により，笹沼会長にお願いいたします。 

笹沼 議長   それでは，市民センター条例の規定により議長を務めさせていただきます。

議題に入る前に本日の出席状況を執行機関より報告を願います。 

執行機関   本日の出席状況について御報告いたします。委員，現在６名のところ，出

席者６名，欠席者０名でございます。よって，出席者が２分の１以上を達し

ておりますことから市民センター条例第 12 条の第２項の要件を満たしており，

本日の会議が成立していると報告いたします。 

笹 沼議長   ただいまの報告により，本日の運営審議会は成立しておりますので，これ

より会議次第に従って議事を進めてまいります。 

       なお，本日の議事録署名人につきましては，私笹沼と吉原委員で行いたい

と思いますがいかがでしょうか。 

（全員了承） 

笹 沼議長   了承いただけましたので，議事録署名人には笹沼と吉原委員が務めること

といたします。 

   それでは議事に入ります。本日御審議いただく案件はその他を含めまして

４件でございます。 

議題（１）令和元年度桜川市民センター運営方針及び重点目標について説

明を願います。 

執行機関  （議題１ 令和元年度桜川市民センター運営方針読み上げ後重点目標説明） 

 地域コミュニティ活動の活性化として河和田地区コミュニティプラン実現

に向けた取組や支援を行ってまいります。 

お手元の資料と別添の「ゆたかな河和田コミュニティプラン」も御一緒に



御覧ください。コミュニティプランには６つの大きな目標があり，地区会で

ある「ゆたかな河和田をつくる会」の部会がそれぞれの目標を実践していま

す。桜川市民センターといたしましても，各組織との連携強化やコミュニテ

ィ形成のための事業開催に積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

また，地域防災についてですが前年開催した河和田地区防災訓練の反省点

を踏まえ，河和田小学校や自治部会の防災委員会と十分協議してまいりたい

と考えております。 

澤 畑委員   説明の途中で申し訳ないのですが，今年度の防災訓練はどの程度の規模で

行いたいと考えているのでしょうか。前回の審議会でも話したと思うのです

が，女性防火クラブの参加人数の問題もありまして。前回防災訓練では５人

参加したのですが，非常食の調理がものすごく時間がかかってしまいました。

今年もあの規模で行うのですか。 

君 島委員   防災訓練では河和田小学校ＰＴＡも参加したのですが，事前の打合せに参

加していなかったものですから，当日はＡＥＤ体験くらいしか参加できませ

んでした。今年度は事前の打合せにも参加して，色々な訓練に参加したいと

思います。 

平 戸委員   ちょっと聞いたのですが，既に河和田小学校で５年生の子たちは５月ごろ

ＡＥＤの体験を行っているとか。 

君 島委員   親子学習という事業でＡＥＤ訓練を行いました。これは親と子で同じこと

を行おうといった試みで毎年テーマが変わります。防災訓練やＡＥＤ訓練は

何回やってもよいと思います。 

執行機関   大規模訓練については３年に一度くらいと考えていたのですが，やはり同

規模にやったほうがよいでしょうか。 

笹 沼議長   河和田地区防災訓練で参加された方ですが，「初めて小学校に顔を出した。

このようなことでもないとなかなか学校に顔を出す機会がない。」と話してい

ました。やはり地域が一体になるような事業を行ったほうがよいのではない

でしょうか。執行機関や防災委員会は大変でしょうが，せっかくすばらしい

訓練ができたのですから継続したほうがよいと思います。 

久地岡委員  訓練の時期ですが，やはり２月ごろと考えてよろしいのでしょうか。 

執行機関   場所が河和田小学校となりますと，１学期はもう無理ですし，２学期は地

区の運動会やお祭りもありますので，やはり３学期になってしまうかと思い

ます。令和元年度事業計画にも載せてありますが，１月の下旬から２月上旬

あたりしか開催できないかと思います。 

君 島委員   11 月には河小フェスティバルもありますので，２学期の開催は難しいと思

います。 

執行機関   河和田小学校と協議して，できるだけ早い時期に日程だけでも調整したい

と思います。 

笹 沼議長   よろしくお願いします。 

まだ説明が途中でしたね。続けて説明お願いします。 



執行機関   続きまして，生涯学習活動の推進でございますが，受講者や市民ニーズを

捉えた講習を開催するとともに，女性学級や高齢者学級等に現代的な課題を

取り扱ったテーマ等を開催したいと思います。 

６月 11日の女性セミナーでは移動学習を行い栃木県足利市に行ってまいり

ました。見学先としまして足利フラワーパークと香辛料工場のギャバンを巡

り大変好評のうち終了いたしました。 

 また，７月 12 日に寿学級の開催を予定しており，防災・危機管理課と水戸

警察署の協力で歩行シュミレータを使って高齢者の交通安全とニセ電話詐欺

の講演を行います。 

 家庭教育学級につきましては，親と子のコミュニケーション育成や子育て

に悩む親御さんたちのための事業や保護者同士が相談し合えるような場を提

供し，河和田小学校や幼稚園と協力しながら実施してまいりたいと考えてお

ります。 

次に学習の成果が生かせる環境づくりでございますが，市民センターを会

場にした「ゆたかな河和田ふれあいまつり」を今年度も開催いたします。時

期については 12 月の第１日曜を予定しています。 

また，運動会やスポーツなどをとおして三世代交流の場の提供など気軽に

違う世代が参加できるような事業を展開してまいりたいと考えております。 

事業評価に基づく事業の推進ですが，今年度は２つほどテーマを

考えました。一つは「ゆたかな河和田をつくる会」の部会の独自運

営の強化です。いくつかの部会は部会独自の企画を立て，独自に役

員会を開催し，新規の事業実施に向けて動いております。ただし，

スポレク部会などは旧態依然の考え方が強く，市民センターに頼る

部分が多いため，独自運営できるよう協議してまいります。 

続きまして二つ目ですが，町内会・自治会への加入促進を上げま

した。町内会・自治会への加入率が上がらず，逆に今まで加入して

いた方が役員をできないので脱会するといった話をよく聞きます。

 高齢や健康上の理由などさまざまなケースはあるようですが，周

りから孤立してしまう危険性もあります。 

吉 原委員  私の町内会でも高齢で役員ができないから町内会を抜けたいと

いった方がいました。町内会の話し合いの中で役員ができなくても

抜けなくてもよいと言ったのですが，本人が遠慮してしまっている

のです。何とか止めていますが，これからもそのようなケースが多

く出てくると思います。 

笹 沼議長  若い方などは町内会に入りたくないという方も多いですね。 

君 島委員  小学校ＰＴＡでも役員になりたくないとの理由で加入を拒否す

る方もいらっしゃいます。それと子ども会育成会のほうも加入率が

よくないそうですね。育成会長さんもぼやいていましたよ。 

笹沼議長   河和田地区は育成会への加入率は６割くらいだと聞いています。



それでも他の地区に比べればよいとのことです。中にはなくなって

しまった地区もあるくらいですから，子ども会離れも深刻な問題で

すね。 

澤畑委員  子ども会のなくなってしまった町内会は運動会にも出てきません

よね。昔は多くの町内会が運動会に参加していましたね。 

執行機関  今月末に運動会のプログラム検討会がありますので，町内会参加

だけでなく一般参加の協議も検討したいと思います。 

吉原委員   町内会加入促進の対策などはどのようなものを考えているので

すか。 

執行機関    加入促進チラシなど市民センターに配置してありますが，町内会

加入のメリットが今一つ読み取れませんので，加入した際のメリッ

トや近所付き合いの大事さなど簡単にまとめたリーフレット程度

のものを市民センター窓口において，一般のお客様に読んでもらお

うと思います。また，開発行為などで新たに住宅地をつくる際には

町内会設立を指導できるようにしたいです。 

吉原委員   確かにチラシを配っているのは町内会加入世帯なのであまり意

味がないですね。 

笹沼議長   町内会加入促進は大きな問題ですので，市民センター任せにせ

ず「ゆたかな河和田をつくる会」でも考えていきたいですね。 

他に御質問や意見はありますか。なければ議題（２）令和元年

度事業計画について説明願います。 

（議題２ 令和元年度事業計画説明） 

笹沼議長   今の説明で何か質問や御意見はありますか。 

澤畑委員   ゆたかな河和田七夕祭りが今年は７月 27 日になったのですね。

水戸黄門祭りと重ならなくてよかったです。黄門祭りのパレード

に河和田女性防火クラブの参加依頼があるため毎年大変でした。 

執行機関   ８月のサマースクールについて久地岡委員さんにちょっとお伺

いします。サマースクールでは絵画教室を開催しているのですが，

河和田小学校児童の参加が少なく，逆に周辺の小学校の保護者の

方から参加してもよいかと，よく電話がかかってきます。河和田

小学校児童の関心を呼ぶのには他の事業を考えたほうがよいので

しょうか。他の市民センターでは絵画教室は夏休みの課題もあり

大変盛況なところが多いのですが，河和田小学校は絵画の課題が

ないのでしょうか。 

久地岡委員  いえ，他の学校と同様に課題はあります。本校は美術系の課題

と読書感想系の課題の両方がありますので特に変わった部分はな

いと思います。 

      絵画教室についてはどのように児童たちに知らせているのでし

ょうか。 



執行機関   夏休みの児童を対象とした事業については，終業式までに学校

にチラシを届け，先生から児童たちに配布していただいています。

来週中にはチラシを学校まで届ける予定です。 

君 島委員  子どもたちは夏休みでも塾やスポーツ少年団などに通っている

子もいますので，なかなか日程が合わないのかもしれません。 

笹 沼議長  絵画教室の先生は別所先生ですか。 

執行機関  そうです。２年前から別所先生にお願いしています。子どもたち

に対してよく指導してくれました。去年は別の学校の児童ですが，

絵画教室で描いた絵が絵画コンクールで上位入賞できたことから，

先生にお礼を言いたいということがありました。 

笹 沼議長  私も一緒に仕事をしたことがありますが，子どもたちに絵を描か

せることが大変上手な方です。とても熱心な方ですので河和田の

子どもたちもぜひ参加してほしいですね。 

他に御質問ありますか。なければ（３）令和元年度定期講座募集

状況について説明願います。 

（議題３ 令和元年度定期口座募集状況について説明） 

執行機関     カラオケクラブですが，今年５月の開講に都合で辞める方が数名出てしま

い講師の高野先生とクラブ員との話合いにより，カラオケクラブが解散とな

りました。受講生には他のカラオケ教室に移行してはどうかと提案いたしま

したが，移行した方はおりませんでした。 

また，和裁クラブでございますが，講師から高齢のため講師を辞めたいと

の申し出があり，現在代わりの講師となられる方と交渉しております。７月

の和裁クラブで受講生と新しい講師が話合う予定になっております。 

笹 沼議長     今の説明でなにか質問や御意見はありますか。  

平 戸委員     教室からクラブに移行したものはありますか。 

執行機関     今年度はありませんでしたが，上記教室のうち絵手紙，フォークダンス，

カラオケ，編み物，３Ｂ体操は在籍者数が十分自主運営の規格を満たしてい

ることから次年度からはクラブに移行していただく予定です。 

君 島委員     市民センターのホールで球技はできるのでしょうか。実は私はミニバス

の指導員をやっていまして，市民センターで子どもたちを対象にした球技の

クラブとかがあればいいなと思ったのですが。 

吉 原委員   ドッジボールの河和田ボンバーズやミニバスのレッドウルブズは小学校の

体育館で練習やっているんでしたよね。 

君 島委員    はい，最近は河和田の子どもたちだけでなく他の地区の子どもたちも来

ています。もっと河和田の子どもたちが来てくれるといいです。 

執行機関     球技ではないのですが，以前他の市民センターに在籍していた時にその

地区の中学校の剣道部ですが，体育館が改修中のため市民センターのホール

で練習したいと申出があり貸し出したことがありました。ですが，やはり体

育館と市民センターのホールは違うようで，構造上クッションが効いていな



いため足を痛める部員がおり市民センターでは練習しなくなりました。 

君 島委員    桜川市民センターの運動系のクラブは卓球と健康体操だけですか。 

執行機関     それと空手教室があります。幸い空手教室からは足を痛めたといった報告

はありません。 

笹 沼議長  他に御質問はありますか。なければ議題（４）その他について何

かありますか。 

執行機関  今年４月１日から職員の土曜執務が無くなりました。土曜日によ

くセンター利用許可申請を提出に来ていた団体から苦情があるか

と思いましたが，市民センターの趣旨を理解してくださり，特に

苦情等は入っていません。今後も電話での問合せや仮予約があっ

た際には丁寧に説明してまいりたいと思います。 

笹 沼議長    使いやすい市民センターであることを希望します。 

      他に御意見はありますか。ないようですので，以上で令和元年度

第１回運営審議会を閉会します。皆さんお疲れさまでした。 

 


