2020 年度第 3 回（6/5）運営会議議事録
日 時

2020 年 6 月 5 日（金）18 時 00 分～20 時 00 分

場 所

二ヶ領せせらぎ館会議室

出席者

松井、升田、五十嵐、高木、橋本、安立、菅原、多藝、柘植、 ゲスト:流田 以上 10 人

欠席者: 池ノ内、齋藤、金澤、臼井、福田、吉田、(多摩川施策推進課:欠席)
司 会

升田副代表

添付資料 次第 別紙、2020 年度第 2 回運営会議摘録（2020-5-2）資料－1、事業活動申請書「かわさき
市民活動センター助成金ラフティングボート乗船体験」資料－2、6-7 月行事予定 資料-3、
多摩エコ決算報告 4-5 月 資料―4
議 題
１．あいさつ

松井代表理事

・新型コロナ感染拡大の中、3 月～5 月にかけて臨時休館を余儀なくされ、皆さんとの活動や会議も
思うに任せない時期が長かっただけにこういう風に本日会合を持てること大変うれしい。
・この臨時休館の間も近隣に住む理事・スタッフ皆さんや事務局が二ヶ領せせらぎ館の管理をしていた
だいたことに感謝したい。
・緊急事態宣言は解除されたものの今後も新型コロナ感染防止とは隣り合わせの活動になるが
皆さんと協力してイベントの開催もどうしたらやれるか模索して実施していきたい。
・本日はラフティングボートのイベント開催検討もあり詳しい流田さんにも出席してもらった。
２．確認事項 2020 年度第 2 回運営会議摘録（2020-5-2）の内容確認した

柘植 資料－1

３．報告事項
（1）事業活動報告書
・ COVID-19 のため 引き続き休業要請、外出自粛の中、緊急事態宣言もあり、二ヶ領せせらぎ館は
臨時休館が 5/31 迄続くためその間のイベント及び展示も開催をすべて中止した。
・ 又、5/23 の 2020 年度の多摩川エコミュージアムの総会も書面・電磁的方式で実施した。
升田

議事録も送付済み

これと合わせて三役と会員間の交流を兼ねて ZOOM 会議も開催し三役以下 13 名の参加があった。
（2）事業活動申請書
■7 月 19 日(日)及び 8 月 10 日(月・祝) 子ども夢基金「河童の川流れ」
新型コロナ感染防止の中、3 密を避けるためにも参加者を絞り込みたかったが、開催する以上は
子どもは 10 人以上(親を入れると 20 人以上)になってしまうこと、又、一方でラフティングボート
の体験乗船会の開催も同時期に計画されており、スタッフの確保も大変なので、今回は河童の川流
れは中止する案ことも考えている。
■7 月 11 日（土）、8 月 1 日（土）、9 月 12 日(土)

かわさき市民活動センター助成金

「親子でラフティングボートの乗船体験～多摩川の自然を楽しもう～」柘植・流田

資料-2

・助成金は満額 80 万円を取れたこともあり、3 密対策を実施した上で、当初の 5 月～9 月毎月 1 回
の計 5 回実施を 7 月～9 月の 3 回に回数もへらし、又参加数も各回親子 10 組に絞る案が提示さ
れた。
・この時期にラフティングボート内での乗船者・スタッフの接触はまぬかれない中、感染のリスク

がある中で、NPO 法人として果たして実施する価値があるか、実施して万一、感染者が発生した
時、NPO 法人として責任が取れるか、スタッフの確保についても不安を持つスタッフがいる中で
本当にやれるかの体制等取れるかのその実現性について多々指摘があった。
・当初の事業内容をラフティングボートの乗船時間を極端に短くして、川の中州で多摩川の自然
観察、浅瀬で河童の川流れを楽しんでもらう案に大幅変更して実施しできないかその可否を 7 月
シミュレーション体験の実施も含めて検討してその実現性を見極めるためにも 7 月の実施は
見送りとなった
・7 月のシミュレーション体験の実施結果に基づいてこの 8-9 月開催の可否判断をして理事会で
賛成得られれば実施。
・これで今回の助成金もらえるのかは柘植がかわさき市民活動センターに打診しておく
本検討録

別紙参照

*9/5(土)第 18 回夕涼みコンサート
参考 今年の生田緑地サマーミュージアムは中止、お日さまフェスは中止の案もあったが規模を縮小
して(映画の上映のみ)開催の方向
4.検討・協議事項
1) 開館にあたり二ヶ領せせらぎ館の COVID-19 感染防止対策マネージメント 升田

資料送付済み

「ニヶ領せせらぎ館」 及び「会議室利用」各チェックリスト （新型コロナウイルス感染症対策用）等
受付スタッフに周知徹底を図ること
2)エコ・たまがわ情報紙 131 号(5/25 発刊)パスと「かわら版」の発行、132 号の発刊編集計画
131 号は新型コロナ感染拡大のため欠番とする。132 号は「二ヶ領せせらぎ館 20 年の歩み」を一面
五十嵐
3) 臨時休館中にあって「自宅で出来る多摩エコ活動について」の着手と開館後の対応方針の件
升田
4/25 に三役会議を実施して当面の対応方針を決定した。現在下記の 2 件を川崎市に提示して
実施予算を休館による委託費の返上相当の予算付けを川崎市に依頼し委託手当の確保検討中。
・「散策こみち」の販売ベストシリーズの WORD 化、その他の冊子のスキャナー取り電子媒体化
現在第 1 集、11 集、12 集の 3 集計 12 セットのワード化終了済み

安立理事

・ワンド河原の植生回復定点観察調査(松井、清田さん、五十嵐さんら)
4)堀さん所有のカヌーの購入(価格 1 万円)の件 川の中のイベントに活用したい→買取承認
常時は単なる倉庫保管でなく来館する子どもにもまたがって遊べるように陳列工夫したい
→子供さんがまたがって遊んでもけがをしないように陳列することで承認
5)せせらぎ館のインターネット網強化済 WI-FI 強化(2.4 万円)事務所＋せせらぎ館、会議室も使用可
6)せせらぎ館来館者集計

3 月、4 月、５月も休館,
年間継続性のあるデータなので記録は累積整理している 橋本(資料省略)

7) 6-7 月行事予定

柘植 資料-3

7/7 七夕まつりの実施 竿の確保、今年はカードは書いてもらえない、飾りと竿を準備の事
8/8 二ヶ領一斉清掃 6/12(金)協議会の会合予定、都合のいい方出席されたし 升田理事
5.連絡・確認事項

0) 多摩エコ決算報告 4-5 月

菅原 資料―4

特記事項:諸謝金 4 月 3.9 万円/5 月 1.5 万、5 月にブランド推進事業払い込み 20.1 万円
1) 二ヶ領せせらぎ館の休館中のメンテ管理

升田

休館に伴う諸連絡・表示、受付当番の逐次対応
ホームページの逐次更新
魚の水槽の飼育・メンテ管理
二ヶ領せせらぎ館周辺の人出状況定点観測(写真)の要請が川崎市
二ヶ領取水口のゴミつまり対策(ゴミ除去作業とオイルフェンス設置要請)
二ヶ領せせらぎ館への取り付け道路の両側雑草刈り取り(安立さん、吉無田さんらで一部)実施)
2) かわさき市民活動センターの助成金(総枠 100 万うち 80 万円)申請審査結果

柘植

COVID-19 感染拡大の中、公開プレゼンテーションもなく、審査員からの事業内容に関する質問所
への回答のやり取りがあったが 5/19 に交付金 80 万円の満額回答があった。
但し、新型コロナ感染防止の中、事業内容の見直しもあると思うので見直しした結果の希望交付
額を 6/10 迄に提出求められており本日の検討ベースで市民活動センター相談会に臨む予定
3) トヨタ財団への国際交流事業の助成申請について(申請を 1 年遅らせる)
4) 6-8 月館内展示計画

五十嵐 連絡済
升田・柘植

6 月 植物画展
7 月 精密画展
8 月 「かわさきつれさん会」写真展
*空きスペースで夏の風物詩イベント(川流れ・ラフティング体験乗船会の開催 PR
5) 二ヶ領せせらぎ館及び周辺
館への取り付け道路の利用側雑草刈り取り作業→6/15 川崎市が植栽管理で実施予定
6) 6/2 開館あけせせらぎ館来館者 70 名余、リトミックは野外開催 6 組 12 名参加
次回 7 月からは新型コロナ感染対策として従来通り会議室で事前予約制(7 組)で実施予定
7)「エコ★カップいかだ下り」の本年度からの開催中止の連絡済み(ホームページ掲載、各方面連絡)
6.その他

<多摩川施策推進課>

本日は欠席

次回 7 月運営会議 7 月 4 日（土）16 時 司会 五十嵐副代表

