
幸ヶ谷小　おやじの会　8月度議事録
開催日時 2022年 8月 20日（土）16時〜18時
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

（オンラインとのハイブリッド開催）
出席者
17名

＜現地＞
会長（海老澤）、副会長（大関）、会計監査（高津）、IT（藤津、和田(耕)）、地域担当（國
井）、書記（井上、池西）、会計（佐々木(直)、田栗）、和田(光)、江藤、須藤、杉田
＜オンライン(Skype)＞
副会長（平尾）、鈴木(圭)、山口(皓)

議事 1. 7/30 おやじ縁日の開催報告（海老澤さん）
＜全体報告＞
150 人募集で最終的には 109 人が来場。応募枠はもう少し多くても良かったかもしれない。

＜各ブース報告＞
○スーパーボールすくい
（来場者解析）
・来場者はのべ 280 人回。当日参加者のうち 122 名がブースに来場（未就学児や中学生含

む）。
・リピート率は 59％（5〜6 年生はほぼ 100％リピート。低学年も半分以上はリピート。）。
・リピート最大は 10 回（3 年生）、8 回（4 年生×2）、7 回（2 年生×2）、5 回・・・と続く。
・4〜6 年生が全体の 3 割の売上に貢献していたのも特徴的。未就学児も売上の 1 割に貢献。
・2〜3 年生は前半〜中盤に多く、4〜5 年生は中盤〜後半にかけて多かった。

（反省点）
・ポイの張替えに少なくとも 3 人は必要だった。ただ、ポイを買うという手もある。ポイは 100

円ショップで買うと 1 回 2 円。ポイを買うと 1 回 15 円。スーパーボールは 1 個 6 円。収入は
1 回 50 円。この原価を踏まえて今回はポイ張替えを選択したが、そうであれば人を多めに張り
付ける必要がある。

・また、スーパーボールすくいの現場監督者も、子供 6 人を相手にするのは 1 名ではかなり厳し
かったので最低 2 名必要。

・以上から、スーパーボールはポイ張替えなしであれば 3 名。張替えありであれば 6 名が必要。
（今回は張替えありを選択して 3 名で対応）

・リーダーズボードを使って集客効果を高めようと思っていたが、リーダーズボードを気にせず
殺到。運用もかなり大変だった印象。

＜ヨーヨー釣り＞
・来場者はのべ 170 人回程度。未就学児の人気が高かった。
・用意していたのは 180 個（購入したのは 200 個）を準備していたが、全て売り切れた。残り

30〜40 分で終売となった。
・コヨリが二重になっていたと疑われるものがあり、何回釣っても切れず、7 個も取れた 2 年生

の女の子がいた。
・当初は 70 個もあれば十分かと思っていたが、予想以上に人気があり、途中でコヨリを頑張っ

て作った。
・ヨーヨー釣りは受付とコヨリ作成に人が割かれ、釣っている子供をフォローする現場監督を出

す余裕はあまりなかった。

＜謎解き＞
・来場者はのべ 80 人程度。
・反省点としては、設問の難易度が高く、高学年向けだったこと。多くの子供が途中で回答をス

トップしていた。ヒントを用意できていなかったのが反省点。回答に困っている子供には個別
にヒントを出したが、ヒントの出し方も工夫をしても良いのかもしれない。当日参加している
おやじにあらかじめ正解を教えておいて、聞かれた場合にはヒントを出せるようにしておくと
良いかもしれない。

・問題数は 3問程度で丁度良かったのではないか。
・ペグシル（クリップペンシル）が余っているので、今後のイベントで活用できると思う。

＜ストラックアウト＞



・来場者はのべ 141 人回。
・ゴールデンチケットは 19 人に発行。当初はストラックアウトのレベル感をどうするのかにつ

いて悩んでいたが、結果的にはうまくいったのではないか。それもあってか、優勝者は女子、2
位は 2 年生男子だった。

・フレームはまだまだ頑丈なので次のイベントでも十分使えると思う。
・課題は球拾い。球拾いにリソースを割かれた感じなので、球拾いスタッフの配置の仕方は要検
討。後ろにネットを配置した方が良いのかもしれない。球拾いに注力しすぎて何球目なのかを
忘れたケースもあった。

・得点を更新するためにスタッフを配置していたが、結構大変だった。
・待ち行列が長くなった時間帯もあったので、2台目フレームを作った方が良いかもしれない。
クローバーにも投入したい。そのほか、地域の祭りでも使えるかもしれない。

・2台目は手裏剣投げのようなスタイルでも良いかもしれない。
・リーダーズボードはポストイットに手書きで記入して貼り付ける形にしたが、プロジェクター

で表示するようにできるとより効率的かもしれない。リーダーズボードはストラックアウトで
は重要なツールなので今後も必要になってくるものだとは思う。

＜クレーン＞
・「【2022振り返り】クレーンゲームについて.pdf」共有。
・クレーン機械の特徴から考えても連続使用には限界があり、クレーンの難易度が連続稼働の熱

によるアーム握力低下により時間変動するため、運用側もなかなか大変。
・また、子供たちが熱中するあまりハードウェアへの負荷をかけてしまう傾向にあるため、設備
損傷のリスクがある（実際に、揚重ボタンがたたきすぎで破損してしまった）。

・待ち時間が長いという問題もあるが、上記の状況から考えると稼働率向上はなかなか難しい。
・おやじ縁日でのクレーンブースの継続は要検討。

＜ポップコーン＞
・3 年ぶりの販売となった。試運転メンバー中心で開催。
・食中毒がなかったのが良かった。計 143食が出たので、1組 1 個以上を購入してくれたので

は。
・オペレーションの動きは良く、待ち行列ができることはなかった。これは人気がなかったとい

うよりは単純にオペレーションが良かったと考えている。
・作り過ぎもなく、おやじステージが始まるときにも呼び込みして全て売り切ることができた。
・問題点は暑さ対策。体育館全体が暑かったのでカーテンで直射日光を遮断したりサーキュレー
ターも入れたが、どうしても難しかった。外で開催すればまだマシだったのかもしれない。

・オリジナルの暑さ対策グッズ、例えばおやじうちわを配るとか、ハンディーの扇風機（手動）
を販売若しくは無料配布するといった対応を考えても良いのでは。

・ポップコーンの味付けについて、バターソルトフレーバー以外にも考えられないかという意見
がメンバーからあった。フライパンでやれば味付けを変えられるし、後入れタイプ（いわゆる
シャカシャカ）もあるにはあるが、アレルゲン対策と値段の問題がある。また、新たな味を入
れるとなればオペレーションについても見直しが必要だろう。

・ちなみに、以前フレーバーを変えたことがあるのだが、値段が高いこともあり、結局現在の形
に戻ったという経緯がある。

＜射的＞
（良かった点）
・100 人以上が来場。
・おやじメンバーは全員がオペレーションを把握して動けた。
・利益も出せた。

（改善点）
・もう一人メンバーが必要だった。
・ゴム銃は、引き金が硬いものがあったり、1つ壊れたりしたので、ストックは多めに用意する

べき。
・ゴム銃の引き金の位置が低学年には大きかったかもしれない。
・回数に関する質問が子供から質問されたので説明に記載する必要あり。
・景品がもらえる点数の調整が難しい（例：的を増やす等）。
・輪ゴムの色は床と同じ色にすると拾い集めにくいので、違う色にした方が良い。
・もっと暑さ対策が必要。



＜OYGsクイズ＞
・おやじの会を PRする意味もあり、今年度の新規イベントとして提案。41 名が来場。
・とにかくステージが暑すぎた。
・クイズ好きな子がおり、何回もトライしてくれた。幸ケ谷小学校は SDGsにかなり熱心に取り
組んでいるので、そもそも詳しい子供が多い印象。

・5問目に「食品ロスを起こさないためにやるべきことは？」といった自ら宣言・発信するよう
な設問も作った点は良かったのでは。

・ただし、設問に詳しくない子供もいたので工夫のしどころ。今回は子供の顔を見ながら設問を
その場その場で変えながら対応。

＜おやじステージ＞
・前回は回答が 1つしかないクイズで回答権を得ることに苦心したこともあり、今回は○×クイ

ズにした。結果仕分けが簡単でかなりやりやすかった。今後クイズ系をやるのであれば、○×ク
イズがオススメ。

・ただし○×クイズを右と左で分けると中心線上に寄る子供が出てきた。そこは周りのおやじが機
転を利かせてくれた。

・だるまさんが転んだは大人数で参加でき、面白かった。ただし、最初はおやじが判定者になる
想定だったが、判定が難しかったので最終的には自己申告してもらうことにした。

＜全体的に＞
・申込者のうち 1/3 は欠席だったので、コロナの影響もあるのかもしれないが、それでも、欠席

率は考慮に入れたうえでもっと多めに当選させればよかったかもしれない。
・夏の時期のイベントは、そもそも屋外を基本としての実施を想定しても良いのかもしれない。
・今回は救護が必要な子供は発生しなかったが、救護班・救護室の用意は、夏のイベントでは重

要。
・片付けのタイミング（18 時頃？）で外が涼しくなってきて、いかにも夏の雰囲気だった。次年

度は学校に夕方開催を打診してみても良いかもしれない。
・春や秋はイベントを打ち出しやすいが、夏のイベントは貴重なので、おやじ縁日は引き続き続

けていきたい。ただし開催時間等、暑さへの対策を根本的に考えていく必要はありそう。

2. ロボット工作準備実施報告 (大関さん)
・8 月 11 日（山の日）に鎌倉のファブラボにてロボットのキット制作を実施。おやじの会からは

4 名が参加。
・予備含め 24 個を作成・購入。東神奈川学童小原さんにも参加頂き共同で制作。
・制作時の場所代等も含めて 51,600 円の支出となるが、イベント後に参加費で回収していく予
定。

・12 月の実施に向けて日程調整を進めていく。
・また、ファブラボ鎌倉からマイクロビット（イギリスで開発された教育向けマイコンボード）

を使ったものづくり＋プログラミングの出張教室が可能との紹介もあった。参考：カマクラ
ビットラボ　https://bitlabo.org/

・対応可能な教師のキャパの問題もあり、大規模な人数での開催は難しいとのことだったが、講
師陣に横浜までお越し頂いてのクローズド前提でのイベントも一つの選択肢としてはアリかも
しれない。

3. クローバー祭りについて (海老澤さん)
4. PTAより (海老澤さん)
・11 月 26 日に開催予定で、おやじの会に対して出店依頼が来ている。フリマとおやじステージ

とストラックアウトが現在固まっている当方案。ストラックアウトは大関さんにリーダーをお
願いしたい。また、ブースを＋αで提案したい。

・＋αはスーパーボールにしたい。リーダーは井上さんにお願いしたい。ただおやじ縁日と同じ
ものだとあまり変わり映えしないので、スーパーボール以外の何かで、水に浮いていると掬え
て楽しそうなものを趣向を凝らして考えてみてほしい。

・そもそも有料でブースを出して良いのかは PTAに要確認。取り急ぎ、各有料ブースの金額設定
は 50 円（仮置き）。

5. 地域・共育倶楽部より (國井さん)
6. 幸ケ谷地区まつり開催中止について (國井さん)



＜幸ケ谷地域祭り＞
・9/11 の幸ケ谷地域祭りは中止。

＜ポートサイド公園フェスタ＞
・10/2 のポートサイド公園フェスタは今のところ実施予定。来週に自治会のミーティングがあり

そこで決定予定。
・その翌週に予定されている神奈川区民祭り（例年例年 7万人が来場するとのこと）は実施予
定。区民祭りが開催されるのであればポートサイド公園フェスタも開催の運びになるだろう。

・おやじの会への協力要請も来ており、日程調整させて頂いているところ。現在 20 人ほどが参
加可能とのことなので、ポップコーン 5 人、ヨーヨー（2 プール）10 人、焼きトウモロコシ 5
人の体制で考えている。

・例年であればお昼のチケットをもらえるので、近々人数は最終確定させたい。
・発電機は無償で貸し出してくれるとのことなので当方からの持ち込みは不要。

＜地域ハイキング＋BBQ（野島公園）＞
・11 月 6 日に地域ハイキング＋BBQを開催予定。コロナがピークアウトしていれば開催される

と思われる。
・BBQブースの予約形式が変わっているようなので、人数制限があるかもしれない。

＜神奈川公園グラウンドゴルフ＞
・12/4 に開催予定。来年以降に神奈川公園で大規模工事が行われる予定なので、現在ある芝生エ

リアは大規模に変わると聞いている。8 年程度かかる工事とのことで、地下にトンネルを作
り、帷子川が氾濫したときに備える貯水槽が作られる模様。来年に業者選定があるとのこと。
グラウンドゴルフはできても来年までか。なお、遊具エリアは工事が入らないと聞いているの
で、幸ケ谷地域祭りは今後もこれまで通りで開催されるのではないかと思われる。

＜栗田谷中学のバザー＞
・バザーの件は来週開催予定の PTAで話が出ると思うが、飲食が OKになるのかまでは分からな

い。OKになるのであればタピオカを出店したいところ。
・なお、バザーは 11/19 に開催予定（まだ仮の状態。クローバー祭りの前週）。

7. その他
＜スポフェス準備について（海老澤さん）＞
・スポフェスの時期になってきたので、おやじの会に対する参加要請や具体的な動き方に関する
説明を頂けるように学校に打診したい。

・学校と共に PTAにも連絡をして、少なくとも担当の先生方には次回の定例会に参加して頂く必
要がある。

＜BBQ開催について（大関さん）＞
・9/11 に幸ケ谷地域祭りが中止になったことを受けてBBQを開催したい。
・東扇島東公園バーベキュー広場で開催予定で現在 60 名（子供は別カウント）で予定。
・幹事は最低限の肉とソーセージを用意するので、その他の食材・飲み物・備品（箸・皿等）は

各自で用意するというスタイルでやってみたい。椅子も必ずしも用意する必要はなく、レ
ジャーシートで十分。費用は恐らく 1 人 1000 円程度ではないか（持ち寄りが大半のため）。

・バーベキューコンロやテーブルは現地で借りる想定。タープ等は所有されているおやじが居れ
ば貸していただけないか。

・参加費については PayPay で事後集金にしようと考えている。
次回開催
予定

9/17(土) 16:00〜　＠グリーン棟 3階 イングリッシュルーム＆skype


