
様式第 3 号（第 7 条） 

 

会  議  録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

   水戸市寿市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

   令和元年７月 17 日（水）  13 時 30 分から 14 時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

   水戸市寿市民センター 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

雨谷 精一 ・ 桐原 敏夫 ・ 皆川 日出子 

上松 智子 ・ 霜田 豊 ・ 高野 邦夫 

（2）執行機関 

浅野 一志 ・ 後藤 さゆり 

（3）その他 

 

５ 議題及び公開･非公開の別 

（１）平成 30 年度市民センター利用状況及び事業報告について（公開） 

（２）令和元年度市民センター運営方針及び重点目標について（公開） 

（３）令和元年度市民センター事業計画（案）及び関連事業（案）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 

   ０名 

 

８ 会議資料の名称 

   令和元年度 第１回水戸市寿市民センター運営審議会 

 

 

 

 

 



９ 発言内容 

執行機関   ただいまより，令和元年度寿市民センター運営審議会を開催いたします。本日は，何かと

御多用の中御出席いただきまして誠にありがとうございます。それでは皆様のお手元の表

紙の次第に沿ってこれから進めさせていただきます。 

まずは、２番目委嘱状交付ということで今回は  委員が新しく委員になられましたので委

嘱状を交付させていただきます。本来であれば市長からの交付になりますが，所用のため

私から交付させていただきます。1 年間よろしくお願いいたします。 

  委員 よろしくお願いいたします。 

執行機関 皆様の任期はあと１年間残っておりますので引き続きよろしくお願いいたします。 

それでは運営審議会資料を１枚めくっていただきまして委員の名簿がございます。  委員

も新たに入られたという事で上から順番に自己紹介をお願いいたします。よろしくお願いい

たします。 

 （委員から順に６名の委員の簡単な自己紹介） 

執行機関 ありがとうございました。私も変わりましたので、寿市民センターの職員もこちらから紹介さ

せていただきます。まず初めに今年の４月からこちらでお世話になっております，浅野と申

します。右におりますのが，３人嘱託職員がおりますが，運営審議会を担当しております，

後藤と申します。 

（他２名紹介） 

以上，４名で運営を行ってまいりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは続きまして，会長挨拶前に事務局のほうから今回出席状況の報告を先にさせてい

ただきます。本日の出席状況は委員現在数６人のところ出席数６名という事でございます。

よって出席者は全員の２分の１以上に達しておりますので市の市民センター条例第 12 条

第２項の条件を満たしております。本日の会議が有効に成立することをまず御報告申し上

げます。 

それでは次第４番会長挨拶，  会長よろしくお願いいたします。 

会長 皆さんこんにちは，本日はお忙しいところ令和元年度第一回寿市民センター運営審

議会という事でお越しいただきありがとうございます。準備につきましては、センター

長，後藤さん準備いただきありがとうございました。今回の次第につきましてもいろいろ

お世話になりました。今日は５項目ございますので，次第に沿って進めていきたいと思

いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

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。まず，会議の議長でご

ざいますが，市の市民センター条例により，会長にお願いしたいと思います。では，議

長の  会長よろしくお願いいたします。 

会長 はい。この度，議長を務めさせていただきます。慣れないため，不手際があるとはあるかもし

れませんが，皆様の協力をいただきまして進めてまいりたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

ただいまの事務局からの報告通り，寿市民センター運営審議会は有効に成立しておりま

す。これから，会議次第にしたがって議事を進めさせいただきます。また，本日の議事録署

名人につきましては，  委員と  委員のお２人にお願いいたします。よろしくお願いいた

します。 



それでは，議事に入りたいと思います。本日御審議をいただきます案件はその他を含め

て全部で５件でございます。 

まず，議題の(１) 平成 30 年度寿市民センター利用状況及び事業報告について，事務局

から説明をお願いいたします。 

執行機関  はい。それではお手元の資料の２ページでございます。平成 30 年度寿市民センター利用

状況及び事業報告について御説明いたします。初めに団体別利用状況の下に区分という

のもがございまして，その区分に市民センター・社協団体・市・県・その他と書いてありま

す。これは市民センターの主催として定期講座などの教室やクラブ，そういった定期講座

関係のものが市民センターになります。次に社協の団体につきましては，住民の会をはじ

め高齢者や女性会などの地区内にございます各種団体の利用団体としてまとめておりま

す。また，市・県につきましてはその通りでございまして，市や県の関係のかたがたの利用

件数になっております。最後にその他ということがございますが，このその他はいわゆる市

民センターで定期講座以外のお部屋貸しですね，皆さんがセンターに登録して楽しんでい

る団体の利用件数と人数となっております。こちらは平成 30 年の４月から平成 31 年３月と

いう事で集計がされております。一番上のますの右下ですね，こちらが合計という事で

17,609 という人数と 1,062 という件数の数字とございます。こちらが平成 30 年度の合計にな

ります。その下に二段で別で枠がございますが，こちらは，平成 29 年度との比較のために

表示させております。件数につきましては，本年度が 1,062 に対して昨年度が 1,076 とほぼ

変わっておりません。人数につきましても 17,609 に対しまして前年度は 17,521 と年度で利

用件数や人数がほぼほぼ横ばいというのはやはりこういう地域性もあるのかなと，他の市民

センターではこの辺の利用人数件数が変動しますが，それだけこの寿市民センターは借り

られる団体さんがほぼ一定になっているので，飛び込みで来るかたは少ないのかなと感じ

ます。次に，その下に部屋別利用状況という事で，これを件数・人数表示しております。こ

ちらにつきましては，先程私のほうでお話しした総利用件数と人数をこのセンターの中の部

屋ごとにホール・和室・会議室・調理室・図書室とそれぞれに分けて出した集計でございま

す。これにつきましては，後程資料をお目通しいただければと思います。合計の件数は一

緒でございますので御理解いただければと思います。 

では，続きまして３ページをめくっていただきまして図書コーナーの利用状況について御報

告申し上げます。こちらも比較できるように平成 29 年度を入れております。平成 30 年度に

つきましては，４月から３月までの合計で 186 冊，人数が 60 人という事で，その脇に比較が

ございます。本につきましてはその時で利用人数に変動があるとは思いますが，これは中

央図書館のほうから計画的に入れ替えしながら図書の管理をしておりますので，これらに

つきましては利用状況の報告という事で御理解いただければと思います。 

続きまして，平成 30 年度寿市民センター事業報告について，御説明いたします。左側が

事業名で分けております。寿ふれあい学級から最後が家庭教育強化事業という事でそれ

ぞれ人数を記載しております。ふれあい学級につきましては３回，女性セミナーについても

３回，高齢者大学につきましては４回という事で，一般教養用講座と世代間交流事業という

事で大臣表彰まで受けた寿地区の親子サイクリングをはじめとして女性会が主でやってい

ただいている子育て広場まで一年間を通して実施しております。親子サイクリングにつきま

しては昨年表彰を受け，私も初めて今年４月に寿に来て，この親子サイクリングに参加させ



ていただいたんですけれども，やはり普通に事業を行う内容とは少し違うなと，大臣表彰を

されるだけはあるなと感じました。地域と学校が連携して学校のグラウンドや市民センター

で事業を行うというのはどこの市民センターでもやっていることなんですが，地域と学校とが

エリアを出てあれだけの危ない道路沿いを走って水戸市から茨城町まで走るというのは，

私もお尻が痛くなってまいっちゃうくらいの距離でしたけれども，それを 40回という回数を続

けてきたというのはやはり地域の人のバックアップ，学校の御理解などがあって成り立って

きたんだなと，私も４か所目の市民センターではございますが，これだけはまず他に例がな

い事業だと思いますので，是非頑張って今後も続けていただければと思います。事業につ

きましては，一つ一つお目通しをいただいて御理解いただければと思います。続きまして，

平成 30 年度の寿市民センター定期講座の事業報告になります。こちらについては，寿市

民センターはクラブしかないのですね，本来，センターによっては教室という名称の定期講

座とクラブという名称での定期講座がありますが，寿市民センターはクラブだけで 22 団体そ

して 351 人が一年間講師のもとで学習をされました。定期講座のここで教室がないのにつ

いては，お集まりの運営審議会のかたがたの御意見を出していただければセンターといた

しましては，新しい教室を作っていきたいと思っております。行事やクラブ活動が盛んなセ

ンターなので新しい講座を作るのは難しいとは思いますが，センターとしては前向きに教室

開催に向けて動いていきたいと思いますので，きたんなく御意見等言っていただければと

思います。今年度は難しいですが来年度の新しい開催に向けては新しい教室も含めて努

力していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上で(１) 平成 30 年度寿市民

センター利用状況及び事業報告についての説明を終わりにいたしますので御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

会長 ただいま，市民センター長から御説明いただきました。こちらにつきまして，御質問あるい

は御意見はございますでしょうか。 

  委員 質問ではないんですけれども，生け花教室の岡見先生にはセンターでクラブが終わった

後に小学校の玄関に生け花を生けていただいております。子どもたちが日本文化に触れる

とてもいい機会をいただいております。 

  委員  毎週ですか。 

  委員 月１回ですかね。暑い日も寒い日も綺麗に生けていただいおります。寒い日などは暖房

をつけますかと聞くんですけど花が痛むからと寒い中生けていただいておりますね。 

  委員 定期講座についてですが 22 団体もありますが，新たに新しい教室・クラブを作るスペー

スがあるんですか。 

執行機関 まだ，全ての部屋・時間が埋まっているわけではないので，ございます。 

  委員 分かりました。 

会長 委員は何か質問などございますか。 

  委員 この子育て広場について利用者は何人くらいなんですか。 

  委員 ３組くらいですかね。せっかく開いたのですけれども，来てくださるお子さんが１歳未満の

子が多いんですよ。赤ちゃんを連れてくるんです。おもちゃで遊ぶなんていうお子さんは少

ないですね。 

委員 お母さん同士は交流はあるんですか。 

  委員 お母さん同士は，お話などして交流されていますよ。クリスマスの時期などは 10 組くらい



集まったりもしましたが，普段は３，４組ですかね。まだまだ地域のかたがたに根付いていな

いのかなと思います。 

  委員 年に何回やっているんですか。 

  委員 年に何回というよりは，毎月第３木曜日に開催しています。 

  委員 回覧は回っているんですよね。 

  委員 回っています。４月の初めに回していただきました。 

執行機関 ただ，子育て広場も寿市民センターは去年開設されたという事なんですけれども，私もこ

こが４か所目ですが何か縁があって，柳河市民センターで開設して，城東市民センターで

開設して，２か所開設させてもらったんですけど，どちらもまだまだ月に１回ずつです。柳河

などは地域性があるので，どんなに広報を回してもやはり小さいお子さんが少なかったで

すね。ですが，ここはたくさんアパートあるので情報が入れば来たいお母さんはいると思い

ます。子育てで悩んでるお母さんもいると思うんですね。もちろん女性会のかたがたは見守

りボランティアです。お母さんたちがどんどんお話していいですよ，そのかわりお子さんのこ

とは見守ってあげるよという場なので，どんどん来てもらっていいんですけどね。 

  委員 やはり回覧は見ないんですかね。 

  委員 あとは町内会に入っていないという可能性もありますね。 

執行機関 そうなんですよ。町内会への世帯の加入率が寿は 49％なんです。4,500 世帯も平須はあ

るんですが， 2,200 世帯しか入っていないんです。でも，そういうかたがたってだいたい子

育ても終わって高齢のかたが多いとか子育て広場に来るような小さいお子さんがいないよう

な家庭が多いと思うんですよ。回覧は回らないんだけれどもアパートに住んでいるかたは逆

で，小さいお子さんが沢山いると思うので広報するとき工夫が必要だと感じます。 

  委員 たとえば小児科にチラシを置いてもらうとか，幼稚園の保護者のかたに渡すとかすると，

少しでも宣伝になるのかなと思います。若いかたは SNS とかメール等使って広がりますから

ね。 

執行機関 センターの事業の中に「子育て広場」ももちろん入っておりますので，もう少し回覧の仕

方ですとか工夫して周知できればと思います。 

  委員 あとはスーパーとかにポスターを貼らせてもらうなどの周知の仕方もあるとおもいます。 

会長 ありがとうございました。子育て広場に関してはセンター長も広報配布に力を入れてくれ

るとのことですから，変化が見えると思います。他に質問等ございますか。 

特にないようですので，(１) 平成 30 年度寿市民センター利用状況及び事業報告につき

ましては以上で終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

御異議がないようですので，次に進みたいと思います。 

続きまして，（２）令和元年度市民センター運営方針及び重点目標についてであります。市

民センター長から御説明をよろしくお願いいたします。 

執行機関 はい，それでは令和元年度市民センター運営方針及び重点目標について御説明いた

します。この運営方針及び重点目標は 34 ある市民センターでまず同じ目標で同じ地域や

生涯学習活動について頑張っていきましょうということで作成されているものです。そうは言

いましても地域地域によって若干違いますので，全てが同じというわけではございません。

寿市民センターにつきましては，今から大事な部分だけお話しして，運営方針及び重点目

標の説明に代えさせていただきます。 



まず，運営方針という事で，近年，人口減少社会や超高齢社会の到来をはじめ，都市化

の進展，価値観の多様化，生活圏の拡大など，市民を取り巻く状況は大きく変化している。

こうした状況にあっても，市民が安心して暮らし，幸せを感じられるまちを形成していくため

には，今後ますます地域コミュニティ活動と生涯学習活動の推進が必要となる。寿市民セ

ンターにおいては，地域コミュニティ活動の拠点として，その継続や発展に向けた支援に

努めるとともに，生涯学習活動の拠点として，その充実や成果を生かす環境づくりに努め，

さらには，東日本大震災での経験を踏まえ，地域防災活動の拠点としての機能充実を図っ

ていくものとする。これが運営方針という事になります。 

続きましてその下，重点目標ということで，１地域コミュニティ活動の推進。地域コミュニテ

ィというのは，まさに地域のためにいろいろな，寿地区自治連合団体を始めとする関連団体

の活動やその他の関連団体の活動を支援していくとうたっております。（１）に地域コミュニ

ティの活性化という事で，アからエまでございます。読んでいただければと思います。ただ

やはり特に大事にしていかなくてはいけないのは１点，ウなんですが，町内会・自治会への

参加意識や自治意識の高揚を図るため，地域団体や関係機関と連携強化を図り，地域コ

ミュニティ活動内容を積極的に発信するとともに，寿地区自治連合団体の基盤である町内

会・自治会の加入率の向上に努める。これがまず今先程も別件でお話しいたしましたけれ

ども，4,500 世帯あるうちの 2,200 世帯しか町内会に加入していないという事自体が，どこの

町内会も同じような現状に変わりありませんけれども，やはりどの町内会・自治会もこれは大

きな問題として取り上げているところではございます。特に寿市民センターというのはやる気

は私が今まで経験した他の３市民センターよりも突出しております。やる事業も多ければ地

域の関わりも厚いし，また地域のかたがたが独自で動く動きかたもまるきり違います。そうい

う意味では，町内会や自治会が新たに増えたり，世帯が増えたりするのは大切なことだとは

思うので，センターとしても加入率が少しでも上がる様に発信していきたいと思っておりま

す。続きまして，（２）地域コミュニティ活動環境の充実という事で，ここでは１点一番下段の

右のほうに狭あい駐車場の解消に努めるという事で，この駐車場であっても足りません。他

に駐車場を借りながらなんとか事業を回しているというのが実情です。もちろん寿市民セン

ターよりも狭あいなセンターは沢山ありますが，生涯学習をやり地域コミュニティをいろいろ

なお祭りをやるとはいいましても，センターに来るかたがたの駐車場の確保をしないと，そ

れぞれのお祭りって盛り上がりませんから，そういった意味では駐車場を御厚意でセンター

に貸していただいて大変助かっておりますので，この場を借りてお礼申し上げます。続きま

して（３）地域防災活動との連携ということで，こちらについても学校と連携しながら防災活

動を行っております。 

続きまして７ページです。こちらは地域コミュニティとは別に２生涯学習活動の推進という

事で（１）学習機会の充実という部分だけ読ませていただきます。生涯学習活動の拠点施

設である寿市民センターにおいては，「個人の要望」する学習による生きがいづくりを進め

るとともに，家庭教育への支援や青少年の健全育成，少子高齢化への対応などの「社会の

要請」に応じた，現代的課題を取り扱った学習機会を提供する。これが先程お話したように

来年に向けて何かしたいことの意見をセンターへ遠慮なく言っていただくのと，寿市民セン

ターで子どもたち向けに行っている事業を絵画教室のみになります，あとは親子料理教室

などは小学校児童のみのを対象にしておりませんのでもう少し幼い子どもたちもいるので，



もし小学校で書道をやってほしいですとか夏休みの講座に書道があったらいいなどありま

したら，参考までに提案していただければと思います。そういう意味での生涯学習機会の充

実という事で市民センターといたしましても教養講座・定期講座合わせて学習機会の提供

に努めてまいりたいと思います。努めるにあたってはア・イ・ウのように市民のニーズや現代

的な課題ですね，何が課題だというと難しいんですがそういうことを踏まえながら学習の機

会を作っていきなさいという事です。次に（２）学習の成果を活かす環境づくりという事で，こ

ちらについてはアからエまでございます。特に，イの学習活動の成果を発表する場の創出

というところでは，こちらは３月に市民センターを会場にしてふれあいのつどいという事で定

期講座の展示・発表の場を合わせて地域のかたがたのお力を借りて模擬店などをして，楽

しい場所を提供しているという事です。どこもが同じようなことをしている訳ではなく，これだ

け素晴らしい寿ふれあいのつどいは地域の協力がなければできないわけですし，続けてい

くために生涯学習活動をやるのも大切ですが，やったことを見てもらうという事も意欲が出る

ことです。やはりいろいろなかたに来てもらうことが大事ですから，私どもも一生懸命努力し

ますので，今まで同様地域のかたそして運営審議会のかたも協力していただければと思い

ます。 

最後になります，（３）学校，家庭，地域の連携の強化という事で，こちらについては子ど

もたちですね，なにか学習の機会を与えてほしいという事になります。こちらについては先

程の事業報告にもありました，幼稚園と合同で行うふれあい学級，夏休みのチャレンジ教

室で絵画教室をしたり子どもたちとお菓子作り教室をしたしております。こちらにつきまして

も，他に提案がございましたらどんどん提案していただければと思います。これが寿市民セ

ンター運営方針及び重点目標としているところでございます。以上御報告申し上げます。 

会長  ありがとうございました。センター長から寿市民センター運営方針及び重点目標につい

て御報告がございました。こちらについて何か御質問ございましたらお願いいたします。 

  委員 新しい事業計画でパソコンというのはいかがでしょうか。高齢者を対象に行っていただけ

ると大変助かりますが。 

  委員 何年か前に一度行ったと思いますよ。 

  委員 かなり前になりますけど，単発で行いました。 

  委員 最近はスマホも普及し始めてよくわからないものが多いですね。 

  委員 そうですね。最近はスマホやタブレットが増えていますね。 

  委員 学校もパソコンはタブレット型ですね。 

  委員 今は，ネットからのウィルスですとか詐欺メールなどもありますから，もそういうのも講習し

てくれると助かりますね。 

執行機関 今はいろいろなメーカーでタブレットなどを使って単発で講習を開くというのは意外と受

け皿があります。不慣れなかたがたがタブレットやスマートフォンに慣れたいということです

ね。皆さんが持っているのはだんだんとスマートフォンになりつつあります。普通に使ってい

るには大丈夫ですが，危険もいろいろとありますから，定期講座とまではいきませんが，１回

２回のシリーズでの講座ならできますので，参考として考えていきたいと思います。 

会長 今では銀行もスマート決済なども行っていますからね。今日もニュースになっていますけ

れども仮想通貨も普及してきています。北欧などは仮想通貨が普及して紙幣を使っている

のは観光客だけらしいですからね。このまま仮想通貨が発展していくと高齢者が使えない



なんてことも起きるかもしれません。そういう状況になったら大変ですから単発でもいいので

講習を行っていただけるといいですね。前に見学に行った竹園などは小学校の頃からタブ

レットを使っていました。授業で使うようで，皆タブレットをもって授業を受けてましたよ。そう

いう意味でも講習会があると助かりますね。 

執行機関 運営審議会の意見は，市民センターの諮問機関でございますからどんどん提案してくだ

さい。それはやはり重きを置いて調べ，来年度に向けて反映していくのが運営審議会です

ので，今日に限らず市民センターにみえたときに，ちょっとでも言っていただけると助かりま

す。 

  委員 今話に出たネットの安全の件ですけど，今は携帯ショップでもそういった講習はやってく

れますからね。タブレットなども持ってきてくれて簡単なお話や映像もありますので大変わ

かりやすいと思いますよ。 

会長 他に質問等ございませんか。 

  委員 チャレンジ教室の中に工作とかはいかがでしょう。ふれあいのつどいで， さんが木の木琴

を作るとか竹で笛を作るとかいろいろしてくださっていて，子どもたちもたくさん集まって喜

んでいます。夏休みのチャレンジ教室に，絵画だけではなくて工作教室とかあるといいで

す。小学校に，まだ夏休みの宿題に工作はありますよね。 

  委員  昔ほど盛んではないですけれど，まだあります。 

  委員  そういう事も取り入れてやっていただけるといいかなと思います。すごく小さな子が一生懸

命楽しそうに作っていたのが印象的でした。 

  委員  そうですね。楽しみながら宿題ができるならいいですね。 

  委員  親も嬉しいでしょうしね。 

  委員  絵画教室だけでも親は助かっていますからね。 

  委員  小学校と言えば，敬老会ではしおりなどの協力をいただいてありがとうございます。あれ

は，おばあさんおじいさんが涙こぼすほど嬉しいと大喜びです。わざわざお手紙をくださる

かたもいるくらいなんです。 

  委員  小学校にもお手紙くださるかたがいらっしゃいますよ。 

  委員  本当に喜んでいただけるから続けていきたいですね。 

会長  ありがとうございます。小学校と地域の関わりが多い地域ですからね，スクールガードなど

も細かく立っていただいておりますから。 

  委員 スクールガードは今年は 86 名の御協力をいただいておりますので，小学校としてもあり

がたいと思っています。 

会長 私は防犯をやっておりますが，やはり地域にお孫さんがいるかたがスクールガードに参

加されてることが多いですよね。皆さん喜んでやってくれてますから，家が近い人なんかは

小学校まで行って一緒に帰るなんて人もいますから，これが楽しみと言ってやっている人も

多いですからね。そういった面では安全面は確保されてるのかなとは思いますね。 

他に質問等はありませんか。 

  委員 少し関係ないですが，寿小学校では英語は何年生から始めるのですか。 

  委員  寿小学校は１年生からです。水戸は平成 17 年から，授業は１年生から始まっていま

す。授業中は英語だけでやっています。ALT のネイティブな先生もいますから皆抵抗なく

先生に話しかけています。 



会長 幼いほうが覚えも早いですからね。我々が始めるなんかよりも吸収が早いでしょう。他に

はございませんか。ないようでしたら寿市民センター運営方針及び重点目標につきまして

は以上で終わりにいたします。 

それでは続きまして（３）令和元年度市民センター事業計画（案）及び関連事業（案）につい

て，センター長よりお願いいたします。 

執行機関 はい，それでは９ページでございます。（３）令和元年度市民センター事業計画（案）及び

関連事業（案）についてという事で御説明いたします。もうすでに開催されております事業も

ございますが，そちらにつきましては人数ですね，右から２番目になりますが１番上が 68 な

ど人数が書いてあるものもございます。そちらの事業は運営審議会前に既に実施済みとい

う事で人数まで書かせていただきました。例年同じような内容で，上からふれあい学級から

家庭教育強化事業まで，昨年同様進めてまいりたいと思います。内容につきましては，そ

の時その時にふれあい学級は幼稚園と協議をしながら，女性セミナーは女性会と協議をし

ながら，高齢者大学は寿クラブと協議しながら進めております。一般教養講座につきまして

は先程からお話させていただいております，寿地区親子サイクリング大会，つい最近終わり

ました男の料理教室でカツオ料理ですが終わっております。計画通り開催するように努力

していきたいと思います。 

続きまして，令和元年度寿市民センター定期講座の事業計画（案）という事ですが，こち

らにつきましても５月から定期講座を開催しております。左の１から 22 の番号がふられてお

りますクラブは，こちらは昨年と変わりありません。時間や講師の先生も変わっておりませ

ん。こういった中で，最終的に寿ふれあいのつどいで成果として，展示や発表を楽しくでき

るように，センターといたしましても，この22クラブのバックアップをしていきたいと思います。

最後になりますが，一番最後のページは，９ページの活字で表しているのと若干違って月

ごとにまとめております。こちらには毎月の月ごとの事業がのっております。こちらについて

も後程お目通しいただければと思います。１つだけですね，特別講座というものが下から２

番目にございますが，こちらは市民センターばかりではなく共催している団体について括

弧書きで表示しております，一緒にこういった団体と行っておりますよということです。本日

の午前中に寿地区ボランティア体験講座は社協と一緒にやっていますという事で括弧に社

協が入っていたり，10 月の遊びの王国については育成会とやってますよと，郷土かるた・ふ

れあいフェスタについても育成会ですよと，いろいろな団体と関連しているのですけれど，

こちらは育成会とかは特別に一緒にやっているところなので付け足しております。後は何も

書いていないのは自治連合団体など密接な関係がある団体と毎年共催で行っております

ので括弧書きの記載はいたしておりません。以上で令和元年度市民センター事業計画

（案）及び関連事業（案）についての説明を終わりにいたします。御審議の程よろしくお願い

いたします。 

会長 ありがとうございました。センター長から令和元年度市民センター事業計画（案）及び関

連事業（案）についての説明がありました。何か質問等ございましたらよろしくお願いいたし

ます。特にないようですので令和元年度市民センター事業計画（案）及び関連事業（案）に

ついては御異議なしとして終わりにいたします。（４）その他といたしまして何かございますで

しょうか。 

執行機関 特にありません。 



会長 私からですが年２回の運営審議会はもう決定という方向ですか。 

執行機関 いえ，あくまでお願いです。 

会長 という事ですが，皆さんいかがでしょう。 

  委員 昔は３回ありましたかね。私も異議はないです。 

会長 皆様年２回開催という事でよろしいですか。異議なしという事で，進めていただくという事

で宜しいですね。 

執行機関 はい，会長ありがとうございました。また，委員の皆様にも長時間にわたり慎重な御審議

をいただきましてありがとうございます。市民センターといたしましても皆様の御意見を参考

に致しまして，令和元年度の事業を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。それ

では以上をもちまして令和元年度第１回寿市民センター運営審議会を終わりにしたいと思

います。本当に長い時間ありがとうございました。 

 

 


