2021 年度第 1 回（4/3）運営会議(Zoom 会議)議事録
日

時

2021 年 4 月 3 日（土）16 時 00 分～18 時

場所

リアル&Zoom 会議 司 会:柘植

出席者

松井、五十嵐、升田、高木、安立、多藝、福田、柘植 ゲスト:流田さん、大井さん
金澤(ZOOM)

議

以上 11 人

題

１．あいさつ

松井代表理事

川崎市人事異動(4/1 付) 磯部課長、大村さんら移動(大村さんは多摩川施策推進課内異動)
二ヶ領せせらぎ館担当として大村さん→田中さんに交代
２．確認事項

2020 年度第 12 回運営会議摘録（2020-3-6）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
3/22 2020 年度下期受付スタッフ研修会の ZOOM 開催結果

柘植 資料－2

・毎回参加率が 40～50%に推移業務委託上、受付案内のスタッフのレベル維持のためにも
年 2 回の研修会参加は義務付け事項。もっと参加率向上に努力すべし。
・今回コロナ禍でオンラインで実施できたのは特筆できる。
・受付スタッフのアンケートばかりでなく来館者のアンケートを取ることがもっと先決では。
3/27 第 16 回多摩川桜のコンサートの中止 →YouTube 配信(3/30)の実施

升田 資料－3

今回は時間のない中で出演者の協力に加え、撮影者など全面的協力があって YouTube が流せた
のは特筆に値する。本企画者に加え関係者に感謝する
3/29 ニケ領用水クリーンアップ協議会会議の開催結果報告
（2）事業活動申請書

升田

→下記 3 件の活動申請いずれも承認された

・2021 年度かわさき市民活動公益活動助成金ラフティングボートの体験乗船会 2 年目 5-9 月実施
升田・流田 資料-4
・4/10(土)

春の野草観察会の開催

松井 資料-5

・４月実施 当番の日報について(パソコンによるデータ入力化・自動集計)

升田 資料-5-②

4.検討・協議事項
1) 柘植 4 月からの事務局退任時の今後の体制について

担当資料-6

升田事務局長のもと流田さん(新年度理事就任予定)に担当してもらう
事務局当番 まずは週 1 日分、ラフティングボート体験乗船会のイベント実行事務局長等
2)

エコ・たまがわ情報誌担当理事 五十嵐さんの交代・後任選びたまがわびと、多摩川の輪の各掲載一覧表 資料-7

後任選びに先立ち、現在の情報誌担当業務の負荷軽減策として下記の項目につき具体的に話し合わ
れ、その上でまとめ役としての編集長選びになったが結論までに至らず。
① 面毎の編集テーマに沿って担当分担 ②多摩川の輪、多摩川人の 1 本化又は交互に掲載
② 隔号ごとに編集面数縮小(4 面→2 面)等

1

まずは当面の 137 号については提示された事務局案のもとで準備することになった
137 号発刊スケジュール
3)

原稿あつめ 4/末

5/25 発刊

５月 「多摩川 138km ウォーキング写真展」→「第 1 回多摩川オンライン講座の活動写真展」
(既に五十嵐さんから後日吉田さんに協力取り付け済み)
６月 多摩ボタニカルアート展 緒方さん 7 月 細密画展(清田さんの延期連絡を受けて 4→7 月

4) 年度末川崎市からの新パソコンの購入・提供と館内運用開始

升田

館内来館者への案内に活用(環境学習等)、来館者数の毎日入力積算等(多摩エコ運用とは切り離す)
5) ラフティングボートの運搬車の製作のための支出の承認

升田・安立 資料－8

6) 二ヶ領せせらぎ館の奥の部屋の多摩川図書室の準備状況報告と提案

安立 資料－9

多摩川図書室(準備室)開設連絡 まずは館内にあることをホームページ掲載にすることは承認
7) 第 20 回記念トムソーヤースクール企画コンテストへの参加の件 安藤スポーツ食文化振興財団
第 20 回記念 支援金 10 万→20 万

応募しただけでチキーンラーメン 30 食

小・中学生が参加するユニュークで独創性にあふれた自然体験活動の企画への応募
5 月末申請締め切り→担当 柘植としていたがまだ未着手。申請するなら作成者指名対応の要
5.連絡・確認事項
1) 事務局関連
・2021 年度第 1 回理事会 5 月 1 日(土)16 時～17 時 30 分 終了後 5 月度運営会議→2021 年度総会
・たまずんの貸し出しの実施

4/2

貸し出し期間 9/30 迄

・2021 年 3 月までの多摩エコ収支報告 理事会で報告済み

菅原・升田 資料-10

・2021-3-19 日本女子大 久東先生が正式に退職挨拶に星名とご一緒に来館
五十嵐さん、多藝さん、金作さん、清水さん、流田さん、柘植で対応
日本女子大人間社会学部 心理学科情報教育研究室「2020 年 Annivasary！」冊子 10 冊贈呈受ける
・4/13(火)10 時 多摩川施策推進課(人事異動後初)との定期連絡協議の開催予定
・2020 年度下期消防点検 3/19 実施済
・二ヶ領せせらぎ館会議室利用団体登録名簿の更新 令和 3 年度 36 団体(内 5 団体未更新)
・ふれあいネットカード(公的施設の使用予約)の更新 有効期限 2022 年 12 月 11 日なるも
2022 年度からシステムが代わり、団体から個人予約に変更予定
2) かわさき市民活動助成金関連
①「ラフティングボートの体験乗船会」の申請・報告日程

柘植

2021 年度申請書提出 3/3 済 助成金 80 万円、総額 100 万円

柘植

資料-11

ほぼ昨年のフルバージョン案 但しコースは宿河原堰上 ワンド→多摩川水道橋コース→ワンド
5～9 月の毎月第 2 土曜実施(但し 7,8 月は 20 組その他の月は 10 組)
5/16
③

2 次審査会

流田さんに担当してもらう

2020 年度活動報告書提出締め切り→ 3/24 提出受理された

助成金 80 万に対して返金額 46.7 万 助成金 33.3 万
支出総額 41.6 万→助成金 33.3 万 多摩エコ支出 5.8 万、参加料 2.5 万
4/11(日)報告会

流田さんに担当してもらう
2

3) 3 月せせらぎ館来館者集計

橋本

資料-12

4) 4-5 月行事予定

柘植

資料-13

5)

多摩川オンライン・シンポジウム （第 1 回・3 月） 2021/03/20（土）13：00－14：30

6.その他

<多摩川施策推進課>

次回 第 1 回理事会 5/1(土)16 時 →17 時
終了後

5 月運営会議

参考
マスクを着けたたまずん 缶バッチ用(安立氏作成)
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五十嵐さん

