令和４年度
上永谷コミュニティハウス

第１回利用者会議

開催日時：令和４年６月２６日(日) 午前１０時～１１時

はじめに
日頃より、上永谷コミュニティハウスをご利用いただき誠にありがとうございます。また、
お忙しいところ上永谷コミュニティハウス利用者会議にご参加いただきありがとうございま
す。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、参加人数を絞っての開催となります。参加
できなかった方にも資料をお配りしております。ご一読いいただき、ご意見・ご要望をお寄せ
いただけたら幸いです。
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巻末資料
（１）令和３年度 施設利用アンケート結果のご報告
（２）上永谷コミュニティハウスまつり
（３）ご意見・ご要望

参加申込書

記入用紙

＜問合せ＞

上永谷コミュニティハウス
港南区上永谷 4-12-14(上永谷中学校内)
TEL/FAX 045-843-8950 館長 大橋

１．令和３年度事業報告
（１）利用状況報告
令和３年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、20 時閉館や約１か月半の
臨時休館、各種制限での利用を強いられました。特に、コーラス、吹奏楽、ダンス、吹
き矢の団体の皆さまには、活動出来たり出来なかったりと大変ご不便をお掛けしました。
また、８月～１２月まで自主事業が中止にもなりました。
年間を通して見ると、令和２年度と比べ開館日数が多い分、利用人数、部屋の稼働率、
図書貸出冊数共に増加傾向にあります。人数制限が続いているため、コロナ禍前に比べ
ると利用人数は半分に至っていないのが現状です。
まだ、部屋の人数制限その他利用制限がある中、利用者の方々にはご不便をお掛けし
ておりますが、今後も感染対策を遵守しつつ、施設のご利用をお願いいたします。
項目
開館日数

令和元年度

令和２年度

令和３年度

前年度比

236 日

170 日

229 日

(1 か月の臨時休館)

(4 か月の臨時休館)

(１か月強の臨時休館)

12,807 人

3,048 人

6,137 人

201％

部屋稼働率

56％

28％

41％

146％

図書貸出数

1,969 冊

807 冊

1,244 冊

154％

利用人数

135％

（２）自主事業報告
緊急事態宣言による 8 月～12 月の自主事業の中止、他期間においても安全が確保
できないことによりいくつかの事業が中止となり、実施できたのは 13 事業にとどま
りました。令和２年度の４事業と比べると増えてはいるものの、計画の２3 事業と比
べると約半数にとどまりました。事業に参加いただいた方、ご協力いただいた方に、
感謝いたします。
① 自主事業数
： １３事業（１７クラス）
② 述べ参加人数 ： 287 人
③ 上永谷コミュニティまつり、協会全体事業も中止になりました。
＜実施できた事業＞
① 港南区民文化センター「ひまわりの郷」共催

津軽三味線ライブ in 上永谷 (4 月)

「津軽じょんから節」やオリジナル曲などアンコ
ールを含めた 10 曲は、どれも心に残り、参加者
多くから大変素晴らしかったとコメントをいただ
きました。
後日、パパ育児応援サイト「ヨコハマダディ」で
紹介されました。
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② 体に優しいフラダンスを楽しみませんか

（5 月

全 3 回）

6 名の方に参加いただき、３回で一つの踊りをマ
スターしました。
参加者から講師の踊りが素敵だった、講師の教え
方が良かった、楽しかったなどのコメントをいた
だきました。
③ 七夕飾りを楽しもう

（7 月

6 日間）

7 月１日から１週間、七夕飾りを実施しまし、お
子様をはじめ多くの方に短冊を飾っていただきま
した。総数４７枚の短冊は、永谷天満宮に奉納し
ました。

④ パソコン講座「暮らしに役立つ Word 活用」

（7 月

全 1 回）

ランチョンマットやポスターを作りながら、
Word への図形の取り込みや文字のレイアウトの
方法を楽しみながら学びました。
便利な機能を知れて良かったとのコメントをいた
だきました。
⑤ 0～3 歳

親子であそぼ

（７月・１月・３月

全３クラス）

ミニ・オリンピック、豆まきあそび、新聞紙あそ
びなど毎回テーマに沿ったゲームをお友達と楽し
みました。また、お母さんと一緒に親子あそびを
して、楽しいひと時を過ごしました。
子どもも親も楽しめる内容で、良かったとのコメ
ントをいただきました。
⑥ おはなしひろば

「わらべうた読み聞かせ」

（７月・１月・３月

絵本の読み聞かせや手遊び、ハンカチを使って親
子あそびを行い、楽しいひと時を過ごしました。
子どもたちは皆元気に楽しんでおり、保護者の方
もストレス発散になりました。
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全３クラス）

⑦ 夏休み! エコバックに魔法をかけよう

（7 月

全 1 回）

講師が用意したシンプルな色のエコバックに、ビ
ー玉や割りばし、輪ゴムを使って、絞り模様を付
けた後、藍染を実施した。ひとり一人違った模様
のバックが完成し、子どもも大人も楽しめまし
た。
⑧ 書道を始めてみませんか

（7～8 月

全 3 回）

筆の持ち方から「永」文字で基本的な筆の運び方
や自分の名前を練習したりしました。作法も教え
てもらい書道の基本を学びました。
講師がひとり一人丁寧に指導し参加者に好評でし
た。
⑨ 港南歴史ウォーキング

（2 月

全 2 回）

かねさわ道を３回コースで歩く予定でしたが、講
師都合によりオリエンテーションと保土ヶ谷から
弘明寺までを地蔵や道標の説明を受けながら歩き
ました。全コースは歩けませんでしたが、港南区
の隠れた歴史を発見できました。
⑩ 老後安心「介護保険のしくみとエンディングノートの書き方

（２月

芹が谷地域ケアプラザの協力により、介護保険の
しくみとエンディングノートの書き方についての
講座を開催しました。
自分が何を準備したらよいかを知ることが出来て
良かったとの声を頂きました。
⑪ 夫婦・親子で考える安心の老後生活とその準備

（３月

司法書士法人市川事務所の協力により、老後生活
や準備すべきことについてセミナーや個別相談会
を実施しました。
皆さんが直面している内容が多く、専門家に相談
できて良かったとの声を頂きました。
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全１回）

全１回）

⑫ 春の自然林・古道を通り金沢自然公園まで散策

（３月

全１回）

横濱金澤シティガイド協会の案内で能見台から金
沢自然公園までを春の晴天のなか気持ちよく歩き
ました。
鳥のさえずりを聞いたり、草花の見ながら、ガイ
ドによる金沢の歴史を聞くことが出来、皆さん楽
しいひと時を過ごしました。
⑬ 東永谷地区センター合同事業ギャラリー「春・夏・秋・冬」 （6～３月１０か月）
写真 26 点、絵画 45 点、書道 13 点、パッチワ
ーク 28 点、計 112 作品を東永谷地区センター
2 階廊下に展示を行いました。多くの来館者に自
分の作品を見てもらう機会を提供できました。
残念ながら上永谷コミュニティハウスからの出展
はありませんでした。
（３）作品展示
日頃の活動で「作品作り」を行われている団体に協力いただき、図書コーナー・研
修室に自慢の作品を展示していただきました。
他に展示を希望される団体は、ご相談ください。
・おりづるの会（折り紙）

・さわやかクラブ（手芸）

・玲の会（絵画）
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（４）施設内改善項目
令和 3 年度は以下の施設の改善・備品購入等により、皆さまが快適にご利用できる
工夫をしてまいりました。以下に主な内容を示します。
場所
玄関
まわり

内容
消毒済みスリッパでも積み重なって置いてあると不衛生であるとの指摘を受
け、下駄箱を設置しました。
(令和 2 年度 施設利用アンケートの指摘改善)
2 階エントランスに敷いてあった濡らしたタオルを市販の玄関マットに変更
しました。

各部屋

和室障子紙にいくつかの破れあり。張り替えを実施しました。
研修室に移動式の台の付いた液晶テレビを設置しました。また、どなたでも利
用できるよう手順書を作りました。
各部屋に「部屋利用報告書兼消毒チェックリスト」
「雑巾」入れを設置し、用
紙記入のお願いのポップを掲示しました。

図書
コーナー

新着図書案内を分かり易くし、人気の本、おすすめの本、原作本、受賞作品コ
ーナーなど新設しました。
階段の蹴込（けこみ）部分に、太陽系の惑星の写真と名前、大きさや重さなど
の豆知識を掲示。小学生にも楽しんで来てもらえる工夫を施しました。
廃棄対象の本の中から、綺麗に保たれてる本、昔懐かしい本などを、利用者に
差し上げるためのブックリサイクルコーナーを新設しました。
港南区読書活動推進パネル展で展示された協会傘下のパネルを集めて展示
し、利用者に他施設にも図書コーナーの存在を知ってもらうきっかけを提供
しました。

館内

受付で聞かないとわからなかった近くのバス停の時刻表を館内掲示板に掲示
しました。
1 階玄関のレンタルマットと多目的室のレンタルモップを止め、既存製品を
購入し予算削を行いました。
トイレ便座の電源 ON/OFF は利用者が行っていたが、温まるのに時間が掛か

トイレ

るので、職員が朝電源を入れ、夜電源を切る運用に変更しました。
（令和３年
度

利用者会議の指摘改善）

部屋の仮予約は、月初めに来館するか電話にて申込しなくてはならなかった

部屋の予約

が、
「部屋利用希望調査票」を活動日に記入・提出することで、月初めに来館・
電話しなくて済むようにしました。
受付でしか確認できなかった予約状況を、館内掲示板と施設ホームページで
も確認出来るようにしました。

今年度
実施項目

スリッパが大きすぎるとの意見により、小さめのスリッパを購入しました。
（令和３年度 施設利用アンケートの指摘改善）
玄関室外マットの劣化が激しく、靴底の汚れ落とす効果少なくなってきたの
で、交換しました。
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（５）令和 3 年度 施設利用アンケートの結果報告
「施設利用アンケート」（令和３年２月１日（火）～２月２８日（月）に実施）にご
協力いただきありがとうございました。ご利用者の評価や主なコメントを紹介しま
す。詳細は、巻末資料「（１）令和３年度 施設利用アンケートの実施報告」をご覧く
ださい。
■数値評価項目のまとめ
①６５歳以上の女性の利用が、全体の６７％を占めている。
②施設を利用する際の情報媒体として「コミュニティだより」「広報よこはま」「町
内掲示板・回覧版」が６５％を占めている。一方、施設ホームページを閲覧した
ことがある人は２５％と少ない状況である。
③施設内雰囲気、設備・備品、スタッフ対応など、高い評価をいただいてる。
■記入コメント部分抜粋
①スリッパが大きすぎる。
➡小さめのスリッパを購入し 1 階、２階下駄箱に設置すると共に「マイ・スリッ
パ持参運動」を展開し、自分専用スリッパを持参することで安心・清潔・快適
に活動できるよう推進している。
②研修室、多目的室が寒い。
➡新型コロナウイルス感染症拡大防止の換気によるものと思われる。窓開け時
間、空ける箇所・開ける窓幅等を工夫し、換気と室温の調整をお願いしてい
る。
③トイレの改善、洋式トイレを増やして欲しい。
➡１階トイレは中学校管理のため、２階をご利用ください。2 階女子トイレの和
式を 1 つ洋式にできるか調整します。
④「気持ちよく使わせていただいています」「コロナ禍の中、消毒をはじめ細かな所
に色々とお気遣い頂き感謝です」など。
➡今後も皆さまが快適にご利用いただけるよう施設運営を心掛けてまいります。
多くの貴重なご意見ありがとうございました。頂いたご意見を参考にして、今後の
施設改善に生かして参ります。
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２．令和４年度事業計画
自主事業（年間予定）
令和 4 年度は、16 事業（29 クラス）を計画しています。ご興味のある講座がござ
いましたら、ご参加ください。

● 住んでいるまちを知る
「上永谷まちの移り変わり」
(中止)

●「ひまわりの郷」ｱｳﾄﾘｰﾁ事業
●ﾋﾟｱﾉ伴奏で一緒に歌いましょう
●おはなしひろば
「わらべ歌読み聞かせ」

●七夕飾り

●夏休み親子体験

●書道を始めてみませんか(全 3 回)

藍染めで世界で一つの T シャツを

●0～3 歳児親子であそぼ

作ってみよう！！

「絵合わせゲームを楽しもう」

●ﾋﾟｱﾉ伴奏で一緒に歌いましょう

●おはなしひろば

「ハロウィンであそぼう」

● 上永谷コミュニティまつり

●0～3 歳児親子であそぼ
「まめまきあそび」
●おはなしひろば

楽しみませんか（全 2 回）
●絵画・写真ギャラリー
●鎌倉ウォーキング(追加)

●港南歴史ｳｫｰｷﾝｸﾞ(中止)
●0～3 歳児親子であそぼ
「秋祭り」
●おはなしひろば
「わらべ歌と読み聞かせ」

「わらべ歌と読み聞かせ」

● 0～3 歳児親子であそぼ

●はじめてのフラダンスを

●心肺蘇生と AED の使い方

● おはなしひろば
「わらべ歌と読み聞かせ」
●ﾋﾟｱﾉ伴奏で一緒に歌いましょう
●協会全体事業
「発展する横浜を探る」

●ﾋﾟｱﾉ伴奏で一緒に歌いましょう
●介護保険と

●0～3 歳児親子であそぼ
「みんなで楽しい
クリスマス会」
●鎌倉ウォーキング(追加)

●0～3 歳児親子であそぼ
「新聞紙あそび」

エンディングノートの書き方

「わらべ歌と読み聞かせ」

● おはなしひろば
「わらべ歌と読み聞かせ」

●神奈川歴史ウォーキング

※皆様のご参加をお待ちしております。
（事業内容が変更される場合がございます。）
※詳細は広報よこはまこうなん区版や施設ホームページ [ URL http://www.c-kaminagaya.com/ ],
施設内掲示板をご覧ください。
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３．施設からの連絡事項
（１）利用制限緩和について
■利用の考え方（6 月 1 日 教育委員会事務局通達より）
① マスクの着用について
熱中症リスクがない場合、原則、マスクを着用する。健康・安全面に十分注意し、
熱中症対策を優先する。
運動時はマスクの着用は必要ない。マスクを着用しない場合、感染症対策（密集を
避けて他者と十分な距離（２ｍ以上）を保つ、声を出さない等）を講じる。
② 大声での発声を伴う利用（コーラス、歌唱等）について
大声での発声を伴う利用（コーラス、歌唱等）はマスクを着用し、他者との距離を
２ｍ程度（最低１ｍ）保ち、声を出す向き、歌う人数、演奏時間を減らすなど活動
を工夫する。
③ 管楽器など呼気を使う楽器の演奏について
管楽器など呼気を使う楽器を演奏する場合、演奏する場面ではマスクを外し、演奏
の仕方や楽器の取扱いに気を付け、他者との距離を２ｍ程度（最低１ｍ）保ち、音
を出す向き、演奏する人数・演奏時間を減らすなど、活動を工夫する。
■部屋利用人数の目安
※本表朱書き箇所：会議後に訂正しました
研修室

和室

多目的室

①マスク着用 ＆ 大声で発声なし

6０名

５０名

１２名

３２名

②マスク着用 ＆ 大声で発声あり
③マスクを外した状態

３0 名

２５名

8名

１６名

※マスク着用と否着用の人が混在している場合、マスク否着用の人と２ｍ以上の距離を
保つようにする。
※エアコン使用時は、定期的に換気（窓開け、換気扇、扇風機の使用など）を行い、室
内の空気を入れ替える。

開始時期

：

7 月２日（土）

から

（２）「コミュニティまつり（仮）」について
予定日時：１０月

(２２日（土）～) ２３日（日）

9 時～15 時 予定

※「発表会」「作品展示」「ビデオ上映」は２３日（日）のみです。
※状況次第で、２３日のみになる場合があります。
実施内容：①発表会
②作品展示
③活動風景の写真展示・ビデオ上映 など
参加申込：巻末資料「上永谷コミュニティハウスまつり 参加申込書」を記入の上、
受付まで提出願います。
そ の 他：従来イベントの規模を縮小した形を考えています。物品販売も最低限とし
ます。開催に関する皆さまのご希望・ご要望等ございましたら、お知らせ
ください。
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（３）「図書貸出システム」について
「図書貸出システム」を導入しました。現在、施設にある全ての本の入力を行ってい
ます。今年の秋を目途に「図書貸出システム」を使った図書の貸出を開始できるよう準
備を進めてます。
詳細な日程決まりましたら、館内掲示やホームぺージ等でお知らせいたします。
■「図書カード」の作成
今年の秋以降は、「図書カード」の提示による貸出を行います。本を借りられる
方は、「図書カード申込書」を記入いただき「図書カード」の発行を行ってくださ
い。「図書カード」の事前発行は、今年の夏頃から始めます。
■導入前と後での比較
内容

現状

システム導入後

一人当たりの

新着本

貸出冊数

それ以外：無制限新着本

それ以外：２０冊

貸出期間
※変更なし

新着本 ：２週間
それ以外：１か月

新着本 ：２週間
それ以外：１か月

新着本の期間
※変更なし

配架日から３か月

配架日から３か月

事前登録

「図書貸出登録申込書」の記入

「図書カード申込書」記入、
図書カード発行

貸出手続き

「図書貸出個人票」に氏名・
図書のタイトルなどを記入

借りる本と図書カードの提示

返却手続き

図書を受付に返却する

図書を受付に返却する

予約出来ない。

予約出来る。但し、配架前の
予約は出来ません。

：２冊

新着本

：２冊

※変更なし
図書の予約

（４）「愛館清掃」について
今年の「愛館清掃」実施の有無・時期は未定です。実施する場合は掲示板等でお知ら
せいたします。実施の際は積極的な参加をお願いいたします。
（５）「マイ・スリッパ持参運動」へのご協力
今年度の全員運動です。スリッパ持参可能な
方は、ご協力をお願い致します。
履きなれた自分専用のスリッパを持参するこ
とで、衛生的で快適性を得られます。
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４．ご意見・ご要望
ご意見・ご要望等ございましたら、巻末資料の「ご意見・ご要望

記入用紙」を記入

いただき、受付まで提出ください。

巻末資料
（１）令和３年度 施設利用アンケート結果のご報告
令和３年２月１日（火）～２月２８日（月）に実施した「施設利用アンケート」
の集計結果です。館内掲示板、施設ホームページにも掲載しています。
ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
（２）
「上永谷コミュニティハウス 発表会・作品展示」参加申込書
参加希望団体は、記入いただき 8 月３０日（火）までに受付に提出願います。
分かる範囲（最低参加の可否）の記入で構いません。詳細は後日調整させて頂き
ます。
ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

（３）ご意見・ご要望

記入用紙

本利用者会議の資料や施設について、気が付いた点やご要望等がありましたら、
記入いただき提出をお願い致します。
期限はありません、気が付いた時に提出をお願いします。

以上
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