平成 30 年度第 3 回 朝日が丘児童センター運営委員会会議録(要旨)
開催日
開催場所

平成 30 年 6 月 26 日（火）

開催時刻

午後 7 時 00 分～8 時 20 分

朝日が丘児童センター
山本眞理子、小山美保、中西雅世、明田泰子、狩野啓子、

出席者氏名

安田忠子、徳木アサ子、宮本敦司、南場麻古、末廣裕子、藤田理恵、
髙田耕平、桒田智代、畠正知子、田中汎、詫間隆

欠席者氏名

里野善徳

事務局出席者

堀課長、安武主任、館長、児童厚生員 6 名（恒吉、早田、藤川、山本、丸岡、竹田）

公開・非公開の別

公開

傍聴者数

0人
１． 委嘱状交付
２． 運営委員紹介
３． 市職員及びセンター職員紹介
４． 案件
⑴ 会長・副会長の選任
⑵ 会長あいさつ

議題・案件

⑶ 5 月来館状況等の説明、報告
⑷ 5 月行事報告
⑸ 7 月行事予定
⑹ おたよりの配布について
⑺ 三館合同文化祭について
⑻ その他情報交換等
５． 次回運営委員会
１． 委嘱状交付

課長

＜名簿順に各委員に交付＞
＜あいさつ及び各委員の住所・電話番号名簿記載の了承＞
２． 運営委員紹介

主任

＜名簿順に運営委員の自己紹介＞
３． 市職員及びセンター職員紹介

主任

＜課長・館長・児童厚生員・主任の順に自己紹介＞
４． 案件
⑴

会長・副会長の選任

館長

児童会館条例施行規則 21 条より会長 1 名、副会長 2 名を委員の互選により定めるとなっ

委員

ております。選出方法ですが、何か意見はございませんか。
片山、山手の 2 地区から成る委員会ですので、それぞれの地区から選出してはどうです
か。また、片山小学校の子どもの来館が多いと聞いているので、片山地区から 2 名出すの
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はどうですか。
館長

他にございませんか？(少し待って)それでは只今の委員の選出方法でよろしいでしょうか。
（拍手で確認）
※片山・山手地区に分かれて代表を選出。その後、代表で会長・副会長を協議する。

館長

会長に桒田智代委員、副会長に山本眞理子委員・宮本敦司委員と決まりました。皆さまご
承認頂けますでしょうか。
（全員の拍手により確認）
⑵

会長

話しやすい雰囲気でいろんな意見が出る会にしていきましょう。
⑶

館長

会長あいさつ

5 月来館状況等の説明、報告

＜統計資料に基づき 5 月度来館状況等の報告、統計資料の見方の説明＞資料参照
学校行事や曜日によって来館人数にバラつきがあります。学校の家庭訪問の日には多くな
りました。また土日は父親との来館が多くなっており、乳幼児だけではなく小学生もお父さ
んと一緒に遊ぶ姿が見られます。

会長

14 日、21 日の専用使用というのは片山地区の福祉委員会主催の子育てサロンを月２回開
催しています。
⑷

厚生員

5 月の行事結果報告

＜5 月の行事報告に基づき報告＞資料参照
けん玉教室は日本けん玉協会関西支部より先生が来られ、ご指導していただきました。先
生の大技の披露の他に、ゲーム的なあそびもあり、初めての子どももけん玉に親しみを持て
るような教室になりました。最後に子どもも保護者も一緒になり、曲に合わせて「もしかめ」を
しました。先生に質問する姿もあり、けん玉への興味が深まった行事になりました。
おやこでわくわくの「おはなしびっくり箱」は厚生員による寸劇を行いました。子どもたちは食
い入るように見ていて、キャラクターが出てきたときは大喜びしていました。職員との掛け合
いも楽しく、年齢が 0～1 歳と低かったのですが、親子で楽しむ姿が見られました。
ドッジボール大会は 6 年生の参加が多く、低学年が早く当てられてしまったのでゲーム展開
も早くなりました。いろいろな学年の子どもが楽しめるようなドッジボール大会にすることが次
回への課題です。

委員

ボランティア行事のえほんの会はどなたが来られているのですか？

厚生員

吹田朗読パフォーマーさんが来られています。

委員

なかまあそびでのドッジボールは学年でハンデはつけるのですか？

厚生員

子ども自身が相手に合わせて投げ方を変えています。子ども自身で工夫しており、こちらか

委員

ら何かハンデをつけるということはしていません。

厚生員

去年、オセロで強かった低学年の子は今年も頑張っていますか？

委員

今年の大会でも何度か勝っています。他の子も触発され、いい刺激になっています。
⑸ 7 月行事予定

厚生員

＜おひさまだより 7 月号に基づき報告＞資料参照
7 月 20 日の小学校の終業式に合わせて、堺市にあるビッグバンが出張事業として来ます。
全館を使い 4 つのコーナーを作り、幼児からも楽しめます。クラフトはステンドうちわを作りま
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す。7 月 6 日より受付を始めます。小学生対象で各回 20 人ずつの計 4 回行います。当日
は図書貸出と返却は行いません。当日、大和大学のボランティアサークルより 4～5 人お手
伝いに来られます。運営委員さんの中から 5～6 人のお手伝いをお願いしたいと思っており
ます。
委員

ステンドうちわはいくらくらいでできるのですか？

厚生員

コストは 200 円ですが、費用はすべてビッグバンの負担です。
防犯教室としてゼロスショーをします。大阪のご当地ヒーローとしてエコ、防犯、公共マナー
について力を入れており、センターでは防犯として来ていただきます。
15 分ほどのショーのあと、写真撮影の時間をつくります。当日、写真撮影したい人は小学生
には保護者の方と来ていただくように伝えていきたいと思っています。
七夕の笹飾りでは片山地区福祉委員さんと地域の高齢者の方と一緒に作ります。笹のプレ
ゼントもあります。当日は大和大学のボランティアサークルの学生もお手伝いと七夕のお話
をペープサートで行う予定です。

会長

笹は福祉委員より提供させて頂いてます。福祉委員の高齢者事業として、地域の高齢者に
声を掛け、世代間交流として行っています。

厚生員

8 月行事で夏休みクラフトを行います。年中～小学生対象で定員 40 人程度で申込み制で
行う予定です。
おやこひろばは未就園児対象で実施しています。7 月 5 日のきつね・ねこたいむは七夕飾り
つくり、11 日、12 日のたぬきたいむ、きつね・ねこたいむそれぞれで水遊び行います。
なかまあそびでは異年齢の子どもたちで好きなあそびを楽しんでいます。
えほんの会は奇数月の最終週の水曜日に吹田朗読パフォーマーのボランティアさんが来ら
れていろいろな絵本や紙芝居を読んでくださいます。
トランポリンの日があり、遊戯室に終日設置しているので、好きな時にルールを守って跳ん
でいます。また職員は子どもたちが危険な遊び方をしていないか、巡回しながら見守ってい
ます。
7 月 18 日は将棋クラブがあります。6 月に計 3 回やっており、この日が最終日となります。
⑹ おたよりの配布について

館長

配布数、掲示用に変更や不足があればご連絡ください。
⑺

館長

三館合同文化祭について

＜三館合同文化祭等会議日程報告＞資料参照
10 月 27 日、28 日に三館合同文化祭があります。
10 月 18 日（木）は文化祭の全体会議があります。全員出席となりますのでよろしくお願いし
ます。その日に合わせて児童センターの運営委員会があります。いつもの火曜日開催では
なく木曜になりますのでご予定しておいてください。また、三館合同文化祭の会議に運営委
員より 3 名の出席依頼がありました。例年、会長と副会長の出席をお願いしていますがいか
がでしょうか？
（全員了承）
⑻

会長

その他情報交換等

18 日に発生した地震で大変な思いをされた方がいらっしゃったのではないでしょうか？
吹田市でも福祉協議会主催でボランティアセンターが立ち上がり、25 日までに 247 名のボ
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ランティア、159 件の活動をされています。
館長

各小学校の被害はどうでしたか？

委員

山手小学校に被害はありませんでした。

委員

片山小学校はプールのブロック塀を取り壊し作業が行われている為、プールの授業ができ
ない状態です。今週くらいまで工事と聞いています。

館長

児童センターは 18 日、19 日が閉館になりました。被害はありませんでした。

委員

水のにごりについて、HP でしか確認できなくて困りました。

委員

市内の 9 か所で給水ができたそうです。情報の共有方法について今後の課題でしょうね。

館長

事業計画について、ご確認をお願いします。
今年度より、運営委員会の会議録を市の HP に掲載して公開されることになりました。

会長

今日のようにこういった場でいろんな話ができるように、また各団体に持ち帰りセンターの様
子を話してもらえるといいですね。
5．次回運営委員会
平成 30 年 7 月 17 日（火） １９：００～ 遊戯室にて
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