
幸ヶ谷小 おやじの会 **月度議事録 

開催日時 2020 年 5 月 21 日   (土) 17 時０0 分〜18 時 40 分 

場  所 幸ヶ谷小学校 グリーン棟３階イングリッシュルーム+zoom 
出席者 

25 名 

出席者：（合計 25 名、敬称略） 

＜現地＞ 

出会長（海老澤）、副会長（平尾、大関）、会計（佐々木（直））、会計監査（高津）、IT（杉

山、藤津、和田（耕））、地域担当（國井）、書記（井上、池西、佐々木（亮））、鈴木

（圭）、須藤、中村（匡）、江藤、福山、是川、田中、小林（慶）、須藤 

＜オンライン＞山口、高橋、佐藤（賢）、鈴木（洋） 
議事 １．逃走中イベントについて（海老澤さん） 

＜リハーサルの報告＞ 

本日 AM にリハーサルを実施。1 グループあたり子供 25 人であれば運営上の支障はなさそう。ハンター

の捕獲強度も事前想定の通りで問題はなさそう。 

鉄棒にブルーシートをかけて隠れる場所を作ろうと思っている。最終的にはすずらんテープ二重張りで安

全を確保する予定。 

本番に参加を頂く予定になっているおやじには、来週火曜日までにリマインドを送付予定。ハンター役の

おやじは受付を実施頂くという案が出ており、集合を 8 時 45 分にしたい。 

 

＜事前申込受付関係＞ 

事前申込は、おやじの先行受付だけで 3～6 年生枠が 40 人中 29 人も埋まってしまったため、上限を急

遽 40 名から 50 名に変更。これまでのイベントの傾向では高学年の参加率が低かったのでこのような

人数設定にしていたのだが、今回は想定外。逆に言えば、イベントの種類や周知の方法を工夫すれば

高学年からもおやじの会のイベントに興味を持ってもらえるのだろう。 

フライヤーに申込スタート時刻を記載していなかったため、保護者からの問い合わせが多数あった。メー

ルでの問い合わせもあったが、おやじを通じての問い合わせも複数あった。特に人気のイベントには申

込開始時間の記載が必要。 

受付開始前にイベント登録を目論んだ人が誤って入会登録をされるケースが多発。同様に受付終了後も

多発。計 14 件の入会申し込みが入った。今日時点でうち 10 件は入会継続意思がないことが確認でき

た。ただ、一つ一つ意思確認をするのが大変になるので、事前受付時には工夫が必要。 

上記のような状況だったため、緊急的措置として新規入会申込フォームを取り下げていたが、逃走中の事

前申込申の受付期限が過ぎたので復活させる予定。 

おやじの先行予約についても、当日参加するおやじだけに絞るべきだったかもしれない。 

 

事前申込について、おやじ祭りにもはじかれた人のうちには、今回もはじかれてしまって「不公平だから抽

選にしてほしい」という人も居る模様。しかし、抽選にすると今度は抽選に対する不公平感も出てくると

思うので難しいところ。 

オペレーションが大変ならそもそも抽選にするというオプションは検討の余地なし。 

⇒IT チームの検討事項とする。 

 

＜おやじの会への新規会員登録とメーリングリストについて＞ 

新規会員登録とメーリングリストは連動していないので、入会申込受付後にメーリングリストに自動的に追

加されるわけではない。 

 

＜当日のオペレーションについて＞ 

子供は保護者に引率されて来ることになっているので保護者のスペース確保が必要。コーン（10 個）を体

育館から持ち出すか。 

綱引きを学校から貸し出してもらったが、かなり重かったので準備が大変そう。 

当日の子供は、持参してきた赤白帽子をかぶってもらうことになっているので、忘れないかどうかが心配。

重要事項が漏れていれば参加予定者に対して追加メールをしても良いとは思っているが、フライヤーに

も記載をしている内容なので、忘れず持参すること期待をしたい。 

 

２．おやじ縁日について（平尾さん） 

＜全体概要＞ 

今年は 7 月 30 日（土）で確定。イベントリーダーは平尾さん。体育館と校庭を使うイメージ。昨年度は参

加申し込みの上限をオーバーしてしまった関係で相当な人数の方が申込できなかったと思うので、参

加人数を昨年度から 50 名増やして 150 名にしたい。これに伴い、前回 8 ブースだったのを、9 ブース

にしたい。 



飲食は難しいとは思うが、お土産用でポップコーンを用意したい。 

前回人気のブースは残して新しいブースも新設したい。 

無料／有料のブース、天候に左右される／されないイベントをバランスよく配置すべき。昨年度のバラン

スは良かった。 

 

＜ブースの相談＞ 

▽フリマ ⇒見送り（クローバー祭りで実施想定） 

PTA からは 11 月のクローバー祭りでフリマ出店の依頼あり。そうすると、おやじ縁日でもフリマを実施す

るかどうかが論点。2 回分の商品が各家庭から出てくるかどうか。前年の売れ残り商品は段ボール 3

箱ほどある。 

低学年はフリマ出品しやすい商品が出やすいが、高学年になるとめぼしい商品が各家庭から出てこな

い。 

クローバー祭りでは特に、1～3 年のおやじの家庭からの商品提供にぜひ協力を仰ぎたいところ。 

 

▽クレーンゲーム（高津リーダー、村山さん機械提供） ⇒実施確定 

昨年はかなり行列ができてしまい、子供によっては 30 分も待った子供がいた。商品が取れればそれまで

だが、取れない場合は 90 秒間を丸々使うことになるので、リーダーは気を回さないといけない。昨年度

設定した「90 秒/人」は長すぎたかもしれない。1 回 50 円のところを 1 回 100 円にする等して、並ぶ子

供の数を制御しても良いのかもしれない。 

前の子供は良い商品を取れたが、自分の時には難易度が高い積み上げになっていたりすると、子供から

も保護者からもプレッシャーがくるので、商品の難易度を子供ごとに揃えるのがポイントであり大変。対

応策としては、景品は全部をごちゃまぜにするのではなく、「景品の種類ごとにエリアを決めて、自分が

取りたい商品を極力狙えるように難易度を揃える」方が良い（例えば、4 商品であれば、設置個所を 4

象限に分ける、など）。 

ただ、クレーンゲームを動かしっぱなしにするというオペレーションは通常のゲームセンターでは考えられ

ないので、機械に負荷がかかっているのではないかが心配されるところ。 

 

▽割りばし射的（是川リーダー） ⇒実施確定 

昨年度も好評だったのでぜひ実施。 

 

▽E スポーツ（リーダー保留） ⇒実施確定 

昨年はインターネット接続をして機器をつなぐのが結構大変だったが、一連の設定はマニュアルとして残

しているので、オペレーションを覚えてしまえば簡単だと思う。昨年はコントローラー不調が出たが、そ

れ以外のコントローラーでは特段不調は見られなかった。 

リーダーは引き続き募集中。 

 

▽謎解き（鈴木（圭）リーダー） ⇒実施確定 

各ブースの待ちの時間でできるので、貴重な位置づけにある。今年もぜひ実施したい。 

 

▽○○すくい（お菓子・スーパーボールなど）（井上リーダー） ⇒実施確定 

昨年は是川・藤津が担当したが、赤字だった。かなりすくわれてしまったこともあって、当日、お菓子を追

加購入するという対応もしたこともあり、さらに赤字が膨らんだ。やるとすれば赤字前提ではないか。す

くい方を検討する等した方が良い。 

結構行列ができていたので人気ではあった。 

出店でよく見かける水を流してポイですくうようなことができると、雰囲気が出て良い。 

スーパーボールが良いという声もあるが、女子にウケるかどうか。そのあたりも含めて、企画メンバーで検

討をしてほしい。昨年の反省も踏まえて、ひと工夫加えて欲しい。 

昨年の反省を踏まえると、「○○すくい」と「他のブース」は連携をしない方が良い。 

 

▽おやじステージ（海老澤リーダー） ⇒実施確定 

▽大だるまさんが転んだ（新規）（海老澤リーダー） ⇒おやじステージの中で実施 

 

▽紙ヒコーキ ⇒見送り 

意外と根強い人気がある。おやじステージ開始のために、紙ヒコーキを早めにクローズできたのは良かっ

た。 

ただ、もう少しゲーム性を持たせられると良かった。 

今年はストラックアウトを試すこととして、開催は見送りとする。 

 



▽ストラックアウト（新規）（大関リーダー） ⇒実施確定 

インターネットで下調べをしてみたところ、自作できそうだった。 

 

▽早押しクイズ（新規）（須藤リーダー） ⇒実施確定 

テレビ番組「新しいカギ」で複数人が早押しに参加できるような簡易装置が使われていた。1 万円で購入

できる模様。 

OYGs をクイズにするとか、地域のクイズを出してみるといった、若干学び要素も居れた内容にしてはどう

か。 

 

▽ポップコーン（江藤、佐々木（亮）リーダー） ⇒実施確定 

縁日感が出るので出店を作りたい。その場で作って渡すのではなく、お土産として持たせる形にするか。 

 

＜それ以外のブース案＞ 

▽おやじと対決ドッジボール（新規） 

以前キャンプ企画の際にドッジボールをやったことがある。楽しくできたが、場所を広めに使うことになる

ので、オペレーションに検討事項がありそう。 

▽シャボン玉 

▽輪投げ 

 

３．地引網について（海老澤さん） 

地引網を 9 月に開催したい。イベントリーダーは石橋さんにお願いした。イベント経験者のおやじは適宜

フォローをお願いしたい。 

 

４．プール清掃について（大関） 

6 月 4 日 10 時～12 時でプール掃除を実施。掃除内容は現在松永先生と調整中（昨年はデッキブラシ清

掃、ビート板の清掃、日よけの設置）。 

現在 11 名が調整さんに登録（去年は 15 名参加）。 

 

５．必要備品購入について（海老澤さん・大関さん） 

＜救急箱＞ 

先月承認を頂いた救急箱を購入 3 セット購入。逃走中イベントには間に合うように手配中。 

 

＜プロジェクター＞ 

コロナ禍になり、定例会で企画書を画面に映して読み上げることが多くなってきたので、ペーパーレスとい

う観点からもプロジェクターの購入を検討したい。1 万ルーメン程度のもので十分だというのが現在の

結論で、そうであればだいたい 1.5 万円～2 万円が相場。 

ホワイトボードは反射するかもしれないので、紙スクリーンがあると良いかもしれない。 

おやじの会のメンバーに対してシェアリングする仕組みにして、「1 回○百円の利用料を支払えば貸し出

す」といった形で投資回収の仕組みを作っても良いかもしれないが、引き続き検討。 

→購入について、承認された。 

 

６．PTA から（海老澤さん） 

PTA からクローバー祭りへの参加協力依頼があった（11 月 19 日開催予定）。11 月 19 日は定例会開催

予定日なのだが、当該日時で確定だとすると、定例会の日程調整を再度実施しないといけないかも。 

今年のクローバー祭りは感染症予防の観点から、AM と PM の 2 回に分けて実施する予定とのこと（例年

は AM のみ）。 

ただし 11 月 19 日は栗田谷中学のバザーと重なってしまっているかもしれないので、PTA に対して改めて

確認を入れてみる。 

 

７．地域・共育倶楽部から（國井さん） 

5 月 28 日（土）10 時から芝生のポット苗作りイベントあり。 

6 月 10 日～12 日で洲崎神社祭りが予定されており、出店も出ると聞いている。ただし栄町の山車は出さ

ないとのことなのでおやじの会の出番はなさそう。 

7 月 2 日（土）に野菜もぎとりイベントが予定。先着順の可能性あり。 

7 月 2 日（土）にポット苗の芝移植が予定。 

7 月 2 日（土）or3 日（日）夕方に幸ヶ谷キッズフェスタが神奈川公園で開催予定。手持ち花火ができると

のこと。 

 



８．卒業パーティーイベントについて（須藤さん） 

屋内での実施はあきらめて、6 月～7 月に BBQ という形での実施を検討中。 

 

９．その他共有事項（各位） 

＜ポップコーンマシンの試運転＞ 

ポップコーンマシンの試運転をしたい。操作方法を若手のおやじにも共有したいので、イベントとして周知

する。今のところ、開催日程は 6 月 18 日 PM を予定。調整さんでメンバーを募集する。 

マシンの運び出しは台車か車を想定しているが、車の方が良いかもしれないので出して頂ける方がいれ

ばぜひ。 

 

＜定例会開催時刻＞ 

17 時開始の時間帯が夕食帯にかかるという声もあるので、次回定例会は 16 時スタートにしてみたい。 

 

＜その他＞ 

複数本の動画を作成しているので、次回定例会で報告したい。 

 

１０．今後の予定（平尾さん） 

次回定例会は 6 月 18 日（土）16 時から。 

 

次回開催 

予定 

次回定例会は 6 月 18 日（土）17:00～。イングリッシュルーム 
 

 


