
 

令和４年度 

上永谷コミュニティハウス 第２回利用者会議 

開催日時：令和５年２月４日(土) 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

できなかった方には受付にて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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＜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 
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１．令和４年度事業経過報告 

（１）利用状況報告（４月～１２月） 

昨年度まで何度か行われた臨時休館・早期閉館・活動内容による利用制限が緩和され、

一時的に活動が出来なかったコーラス、吹奏楽、ダンス、吹き矢は条件付きではありま

すが活動できるようになりました。７月からは部屋の人数制限も緩和したことで、利用

者数も戻り始めて来ました。 

今年度はまだ、臨時休館・早期閉館がないため、利用人数は昨年度一年間の数字に近

い値となっており、だいぶ回復しつつあります。ただし、新型コロナウイルス発生初年

度の令和元年の数字と比べると、完全回復とまでは言えない状況です。 

臨時休館が無かった分、部屋の稼働率も回復傾向にあります。 

図書貸出に関しては、昨年度は回復の兆しは見えたものの、今年度は逆に低い値にな

っています。10 月に図書貸出システムを導入したことで、貸し出し手続きが簡単にな

りました。今後期待できると考えます。 

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 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

(4～12 月・9 か月) 

開館日数 236 日 

(1 か月の臨時休館) 

170 日 

(4 か月の臨時休館) 

229 日 

(１か月強の臨時休館) 

194 日 

 

利用人数 12,807 人 3,048 人 6,137 人 6,136 人   

部屋稼働率 56％ 28％ 41％ 52％    

図書貸出数 1,969 冊 807 冊 1,244 冊 835 冊    

(昨年ベース推定値 1,054 冊) 

 

（２）自主事業報告 

令和４年度は１８事業を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止や

講師都合で以下の自主事業は中止となりました。 

・協会全体事業「発展する横浜を探る」       （11 月 全 1 回） 

・上永谷まちの移り変わり             （4 月 全 1 回） 

・港南歴史ウォーキング              （9 月～１2 月 全 4 回） 

また、予定にはありませんでしたが、コミュニティまつりで好評だった人形劇や昨年

好評だった以下の自主事業を追加しました。 

・ペープサートによる人形劇「ぞうくんのさんぽ」  （11 月 全 1 回） 

・夫婦・親子で考える安心の老後生活とその準備   （３月 全１回） 

 

１月までに１０事業（上永谷コミュニティまつり含む）を実施、継続中が４事業、残

りの 3 事業を実施する予定です。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。  
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＜実施済み事業＞ 

① 港南区民文化センター「ひまわりの郷」共催 

爽やかな春風をピアノ＆ヴャイオリンの音色にのせて (5 月) 

プロの演奏家による本格的な演奏を聴くことがで

き、参加者からは「素晴らしい演奏でした」「非

常に楽しめた」「景色が浮かんでくるようだっ

た」「次回も実施して欲しい」との意見を頂きま

した。 

  

 

② ピアノ伴奏で一緒に歌を楽しみませんか （5 月～１１月 3 クラス実施） 

1 年半ぶりの講座の実施で、以前に参加されて方

も含め多くの方に参加頂きました。「若いころを

思い出した」「途中のビオラ演奏もよかった」な

どのコメントを頂き好評でした。 
 

 

③ おはなしひろば「わらべうた読み聞かせ」 （5 月～1 月 ４クラス実施） 

幼児と保護者が親子あそびや歌ったりして楽しみ

ました。初めは慣れない子も少しずつ他のお友達

と遊ぶようになり楽しんでもらえました。 

３月に、残りの１クラスを実施予定です。 
 

 

④ 体に優しいフラダンスを楽しみませんか  （6 月 全 3 回） 

「ちょうど良く楽しめた」「手と足の動きが違う

ので頭の体操になった」との意見もある一方、

「4 回ぐらいが良い」との意見もあり、今後講師

と調整して最適は内容としていく予定です。 

 

 

⑤ 東永谷地区センター合同事業 

初夏の鎌倉、話題の源頼朝・北条義時の史跡を巡る  （６月） 

梅雨明けの暑い日の実施ではありましたが、申込

者全員参加されかつ約 4km のコースを歩ききり

ました。テレビで話題の内容をガイドに楽しく説

明いただき「分かり易く楽しい説明でした」「非

常に楽しい散策でした」などのコメントも頂き好

評でした。  
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⑥ 七夕飾りを楽しもう  （６月～7 月 13 日間） 

今年度より造花に変更しました。子どもでも短冊

を飾れるちょうど良い高さの笹竹で、葉の付きが

見栄え良く、昨年よりも 16 枚多い 63 枚の短冊

が飾られました。飾られた短冊は、永谷天満宮に

奉納してきました。 

 

 

⑦ 0～3 歳 親子であそぼ  （７月～１月 ５クラス実施） 

「秋祭り」「ハロウィン」「クリスマス」など、親

子で遊べる季節の行事遊びを楽しみました。手遊

びや人形劇、絵本の読み聞かせも行い、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。 

３月に、内容を変えて残りの１クラスを実施予定

です。 
 

 

⑧ 書道を始めてみませんか  （7 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。筆の持ち

方、姿勢、墨の扱い方など書道の基本を丁寧に教

えていただいて良かったとの意見を頂きました。 
 

 

⑨ 夏休み親子体験 藍染で世界で一つの T シャツを作ってみよう （7 月 全 1 回） 

染めた後にどのような柄になるか親子で考えなが

ら T シャツに絞りを付けたり、親子で似たよう

な柄にしたりと工夫を凝らしたりと、出来上がっ

た世界で一つだけの T シャツに満足されていま

した。  

 

⑩ ＡＥＤ体験とケガ予防  （10 月 全１回） 

参加された方全員熱心に聞かれ、実技においても

積極的に参加され、大変有意義な講座でした。参

加者からの質問もあり関心の高さがうかがえ、有

意義な講座でした。 
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⑪ ペープサートによる人形劇「ぞうくんのさんぽ」  （11 月 全 1 回） 

ペープサートや人形を使っての人形劇を 4 種類

ほど演じていただきました。小さなお子さまをお

持ちの 7 家族に参加いただきました。途中に子

どもの笑い声が会場に響き、楽しいひと時を過ご

しました。  

 

⑫ 東永谷地区センター合同事業 

鎌倉・紅葉に映える静寂な寺院を訪ねる  （12 月 全 1 回） 

妙本寺、覚園寺、瑞泉寺をガイドによる歴史の話

を聞きながら・美しい紅葉を見ながら巡りまし

た。前半、小雨の降る中ではあったものの、もみ

じの葉が水に濡れて赤色が増して神秘的でした。

ガイドの話は勉強になり参加者も楽しまれていま

した。 
 

 

＜継続中の事業＞ 

 

⑬ 東永谷地区センター合同事業 

ギャラリー「春・夏・秋・冬」          （6 月～３月 １０か月） 

 

⑭ 0～3 歳 親子であそぼ            （３月 残り１クラス実施） 

 

⑮ おはなしひろば「わらべうた読み聞かせ」    （３月 残り１クラス実施） 

 

⑯ ピアノ伴奏で一緒に歌を楽しみませんか     （２月 残り１クラス実施） 

 

＜今後実施予定の事業＞ 

 

⑰ 東永谷地区センター合同事業 

歴史ウォーキング～神奈川宿・横浜道を歩く     （２月～３月 全２回） 

 

⑱ 芹が谷地域ケアプラザ協力 

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 全１回） 

 

⑲ 市川司法書士事務所協力 

夫婦・親子で考える安心の老後生活とその準備 

～自分と家族を守る遺言・後見～         （３月 全１回） 
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（３）上永谷コミュニティまつり ご報告 

１０月２３日(日)「令和４年度 上永谷コミュニティまつ

り」は、気持ちのいい秋晴れの中、開催されました。 

新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、利用団体の活

性化を目的とした発表会と作品展示を中心に実施しました。

発表会は３年振り・作品展示は２年振りの久々の開催ではあ

りましたが、１１４名の方々にご来館いただき楽しんでいた

だくことが出来ました。 

 

●舞台発表の様子 

発表会では、人形劇、フォークダンス、コカリナ演奏、新舞踊、コーラスで活動

されている団体の発表が行われました。久々の人前での発表に緊張もありましたが

成果を見てもらえる喜びもありました。また他の団体の活動を見られる良い機会と

なりました。 

 

 

 

 

●作品展示の様子 

手芸、ハワイアンキルト、絵画、写真・俳句、折り紙等、素敵な作品が展示され

ました。折り紙教室もあり、小さなお子さまも楽しむことが出来ました。 

 

 

 

 

当館講座の「ピアノ伴奏で一緒に歌を楽しみませんか」の縮小版や「おたのしみ抽

選会」にも多くの方々にご参加いただき盛り上がりを見せました。 

舞台発表の合間に流したビデオ「ご利用団体の普段の活動風景」は、まつりが終わ

った後も見せて欲しいと要望される団体があり有効活用されました。 

発表・展示・ビデオ参加合わせて 18 団体にご協力いただきました。参加いただい

た団体メンバーの皆さま、当日、足を運んでいただいた皆さまありがとうございまし

た。皆さまの協力のもと無事に開催できたことにスタッフ一同心より感謝しておりま

す。 
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２．令和 5 年度事業計画（案） 

（１）自主事業（年間予定） 

令和５年度は、１９事業（2８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。 

 

      

 

●金沢ウォーキング 

「素晴らしい眺望（家康の足跡）

と牡丹を愛でる」 

 

 

 

●「ひまわりの郷」ｱｳﾄﾘｰﾁ事業 

 「箏、春に舞うコンサート」 

●ｶﾞｰﾃﾞﾝﾈｯｸﾚｽと街のガイド 

●ﾋﾟｱﾉ伴奏で一緒に歌いましょう 

●おはなしひろば 

「親子で楽しむ 読み聞かせ」 

 

 

 

●ＬＩＮＥ講座 

 ～基礎から活用まで～ 

 

 

 

●七夕飾り 

●書道を始めてみませんか(全 3 回)

●0～3 歳児親子であそぼ 

「パラ・バルーンあそび」 

 

 

 

●夏休み親子体験 

藍染めで世界で一つの Tシャツを 

作ってみよう！！ 

●ﾋﾟｱﾉ伴奏で一緒に歌いましょう 

 

 

 

●0～3歳児親子であそぼ 

「秋祭り」 

 

 

 

 

●心肺蘇生と AEDの使い方 

● 0～3歳児親子であそぼ 

「ハロウィンであそぼう」 

● 上永谷コミュニティまつり 

 

      

 

 
●ﾋﾟｱﾉ伴奏で一緒に歌いましょう 

● おはなしひろば 

「親子で楽しむ 読み聞かせ」 

●協会全体事業 

「発展する横浜を探る」 

●人形劇 

●鎌倉ウォーキング 

 

 

 

●はじめての薬膳 
●0～3歳児親子であそぼ 
「みんなで楽しい 

クリスマス会」 

●クリスマスコンサート 
 

 

 

 

●0から 3歳児親子であそぼ 

「豆まきあそび」 

 

 

 

 

●ﾋﾟｱﾉ伴奏で一緒に歌いましょう 

●介護保険と 

エンディングノートの書き方 

 

 

●0～3歳児親子であそぼ 

「新聞紙あそび」 

●安心の老後生活とその準備 

 

※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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（２）「上永谷コミュニティまつり」について 

新型コロナウイルス感染症の状況にもよりますが、来年度の「上永谷コミュニティま

つり」は、今年度の内容をベースに皆様に喜んでもらえるイベントを追加したいと考え

ております。 

6 月頃には何かしらの方針を出せるよう進めています。 

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。 

 

（３）「愛館清掃」について 

今年度の「愛館清掃」についても、感染症拡大防止の観点から、当館スタッフにて年

末清掃を実施しました。 

来年度、実施の有無は未定です。実施する場合は掲示等でお知らせいたします。積極

的な参加をお願いいたします。 
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３．施設からの連絡事項 

（１）新型コロナウイルス感染対策と節電協力のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ための施設利用制限は、館内ポスター

(上図)・施設ホームページに掲載の通り

です。引き続き、ご協力をお願い致しま

す。 

一方で、行政からの節電のお願いが来

ております。「エアコンの適切な温度設

定」と「新型コロナウイルス感染症拡大

防止に配慮した正しい換気」の実施をお

願い致します。詳細は、館内ポスター

(右図)をご覧ください。 
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（２）施設利用アンケートのお願い 

毎年お願いしている「施設利用アンケート」を次の

要領で実施します。皆さまから頂いたご意見を参考に

今後の施設運営・設備改善等を行っています。是非、

ご協力をお願い致します。 

 

期  間：２月２日（木）～２月２８日（火） 

対  象：当館ご利用の団体・個人の方 

回答方法：受付前に配架の「施設利用アンケート」を

一人１枚受け取り、記入の上、受付に提出

願います。団体の方には、活動日に人数分

まとめてお渡しします。 

 

（３）「利用団体登録票」登録更新について 

「利用団体登録票」は、３年に一度登録更新を行っ

ており、今年が該当年になります。お手数ではありま

すが、代表者による「利用団体登録票」の登録更新を

お願い致します。 

 

期  間：２月４日（土）～ ※３月末日までに提出 

対  象：当館の部屋利用団体の代表者 

回答方法：巻末資料の「利用団体登録票」(両面)に必

要事項を記入の上、提出をお願いします。 

 

（４）図書システム導入と図書カード作成推進のお願い 

１０月より「図書システム」を導入しま

した。一人１枚の「図書カード」を作成し

てもらいますが、ご利用の皆さまには、借

りる時の手間が無くなり大変好評です。 

本を借りたことが無い方も、この機会に

是非ご利用ください。 

ご利用には施設専用の「図書カード」が

必要です。最初に作成するときにだけ、身

分を証明する書類（マイナンバーカード、

健康保険書、自分宛ての手紙など）が必要

です。 

また、施設ホームページに「蔵書一覧」

を掲載しました。読みたい本があるか確認

の際に、ご利用ください。 
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（５）サニタリーボックスの設置について 

１２月に病気等で尿漏れパッドを使用している方の

ために、2 階男性トイレ個室にサニタリーボックスを

設置しました。ご利用ください。 

但し、紙おむつやその他のごみの廃棄はご遠慮願い

ます。 

 

 

 

 

 

 

（６）来年度の全体運動へのご協力のお願い 

今年度の全体運動「マイ・スリッパ持参

運動」にご参加いただきありがとうござい

ます。いくつかの団体様は全員参加いただ

くなど、ご協力いただきました。是非、来

年度以降も継続実施をお願いいたします。 

来年度の全体運動は「忘れもの ZERO 運

動」を展開します。以前から「忘れもの」

が多くあります。また「他人の靴・傘など

気が付かずに持って帰ってしまう」事例も

発生しています。 

「忘れもの ZERO」「間違い ZERO」で

全員が気持ち良く施設を利用できるように

しましょう!! 
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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）利用団体登録票 

３年に一度登録更新を行っており、今年が該当年になります。お手数ではありま

すが、代表者による「利用団体登録票」の記入・提出をお願い致します。 

令和 5 年４月以降の最初の活動日までに提出をお願い致します。 

 

（２）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、気が付いた特に提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

以上 


