
横浜市福寿荘運営委員会及び利用者会議等開催実績平成2０年度

施設名横浜市福寿荘

|…、

繩

NＯ 実施年月日 参加人数 内容等

１ H20.5.22 利用者会 ６１名(事務局含）
利用ﾏﾅｰについて

大広間の利用方法について他

２ H2０．５．２３ 登録団体代表者会 ４０名(事務局含）
平成２０年福寿荘文化祭について

貸室利用について他

３ H20.5.23 登録団体講師会 １６名(事務局含）
平成２０年福寿荘文化祭について

貸室利用について他

４ H2０．５．２９ 運営委員会 7名(事務局含）
平成２０年度事業計画について

各種会の報告について他

５ H20.8.28 利用者会 ６８名(事務局含）
平成20年度福寿荘文化祭について

賞しかごについて他

６ H2０．８．２９ 登録団体代表者会 ４３名(事務局含）
平成２０年度福寿荘文化祭について

貸室利用について他

７ H20.8.29 登録団体講師会 １８名(事務局含）
平成２０年度福寿荘文化祭について

貸室利用について他

８ H２１．３．４ 利用者会 ６４名(事務局含）
貸しかごについて

利用者ｱﾝｹｰﾄについて他

９ H２１．３．６ 登録団体代表者会 ４１名(事務局含）
平成２０年度福寿荘文化祭について

貸室利用について他

１０ H２１．３．６ 登録団体講師会 ２８名(事務局含）
平成２０年度福寿荘文化祭について

貸室利用について他

１１ H２１．３．１３ 運営委員会 8名(事務局含）
平成２ｏ年度事業報告について

各種会の報告について他

１２ 



平成20年前期趣味の教室アンケート結果

色えんぴつ画

年代別男女別

８０熾代

７｡農代⑯､o震代 鰯女朧②鬮隆圏

感想
･先生がやさしく指導がよく楽しいです
･色をぬる時楽しかった
．色々勉強になります
．楽しかった
｡色えんぴつ回の置くが深いことを知りました
.基本を勉強できる

困ったこと
･バスの本数

要望
･水彩､水呈等の教室を増やしてください

Iまじめての囲碁

内容の難しさ男女別

(mmlm1、

傘露誰 熱い慰管通園國

感想
･碁石に触れるのもはじめてでしたのでまだまだこれからという感じです

．資料が多かったので番号をつけて脱明時何番(何枚目)を示せばすぐに出せると思う
･打ってて､やはり終わり頃になってくると解らないことが多く出てきます
．覚えられない

．数年前谷道教室を受鱗しました｡その時メンバー嚢を頂きました｡メンバー哀があるとどこの人か分かります｡個人の問題か？
･先生の熱心なご指導に依り､非常に良かった

困ったこと
･勉強したことが覚えられないですぐ忘れてしまう

.昼喪の時間なので眠くなります

要望
･継続して受鱗したいと思います

．参考になる本を紹介してほしい

.1局ではなくとも半局でも良いですが､２人で打つのを見学し､なぜそこへ打つのかの脱明が欲しい
．期間1年にしてほしい

よこはま史跡探訪

年代別

80戯代６０戯代

色
７０趨代

男女別 内容の難しさ

やさしい

⑰ 
普通

榊

園玄繼色男繼圏 囲

感想
．大変良かった

．大変楽しく受購ができました
．横浜市内の知らないことを発見することができた
.知らなかった歴史を多く学びました｡適度のウオーキングもできて良かった
.今まで知らなかったことを少し深く理鯛することができました
.鱗師のお人柄が魅力的で楽しく勉強できました
.外歩き見聞が出来る事が楽しい
.きめ細かくやっていただきました
.大変楽しく､おもしろかった
.辞し<脱明して下さる

.とてもわかりやすく静かな敏室でよかった｡事前に賭しをうかがってからの現地での見学が楽しかった。
。とても脱明がわかりやすく楽しく参加させていただきました
困ったこと
･中頃に1度はっきりと１０分ぐらい休みをとって下さると有簸いと思いました
．家庭の事情ですが､病人が出て1ｏ０％出席できなかったのが残念でした
要望
･多くの人が学んでほしい

．こういう鱗習がもっともっと続けてやれるといいと思いました



太極拳

男女別 年代別

玄&⑯‘圏 7噸代＄…唖

感想
･毎回参加できず直ぐに忘れてしまった
.大慶Ｔ摩に教えていただきました

．楽しかった

．先生が一生懸命に救えて下さいました
．購師の方の鰹心さが伝わってきました。

浬臓

男女別 年代別 内容の難しさ

玄&⑯“圏 70徴のＣ賞代 園 密画
普通

…､ 

感想
･適切な描導.恭理強いをせず､各自の体力に応じた運動がよい
。よかった

.健康体操により痛いところが無くなった｡指導者が目視をもっていた事
･和気鳳々で楽しい6ヶ月でした

.とても毎回楽しく参加しました

.たいへん楽しい教室でした

.大変わかりやすくとても楽しかった
．体力がつきました｡もう少Ｗlけられたら良いと思う。

困ったこと
･いつも気持ちよく利用させていただいております

要望
･申込期間までに定員に遠しない時は継繍申込ならび他の敏室との、複申込を囲めて欲しい
．指導者によって追いがあると思いますが､基本的なことを良く指導

･現状のままで良い

．半年で終わらせず長く線ける購座が欲しい

英語で歌おう

内容の難しさ年代別男女別

やさしい

難しい④管邇 園70嵐代診60蝋代 唖玄膣⑬雛圏
忽璽mｍ１１

感想
･努力すればするほどやりがいがありました
･初めは易しかったが段々テンポが早くなってついて行かれなくなった
．欧飼の遼味､発音.単顧と単胴の連結発音等有益でした
.ヨガ単備体操があって､遼味を考えてリズムに乗って歌って新鮮な良い授粟でした
．先生の救え方は大変きめ細やかで素晴らしい
．先生が索敵で楽しかったです.通初ロがまわりませんでしたが少しまわるようになって姫Ｌ<なりました．
･歌は趣しいが先生はとても親切に指導してくださいました

．発音が正確で教え方も上手でした

困ったこと
･英昭の駅が難しい

要望
･1．毎週明催の3ヶ月単位を望みます(強い希望）２．期毎に朋櫨唖曰の変更(昭曰固定は不便《期内は固定可》)を望みます。
･久しぶりに辞谷を片手に勉強しましたが思うようにいかず苦しんだ
.大変わかりやすく敬えていただきました

.伴奏だけのテープも用迂されると用意と思います



内容の難しさ

醤の嘗山麺

感想
･非常に面白かった.資料が充実している
･先生の個人的な鰭しが多くてつまらなかった

要望
･敏童での賭しよりもその俎所でしていただいて､もっと色々な所を見てみたかったです

年代別 内容の難しさ

難しし、やさしい

① 
普通 圃園70徴代邑@噸代

繩 感想
．新しい事にチャレンジする車が脳にいいかと思ってます
．とても楽しくすごしております

.楽しいお仲間で今後も続けていくと良いと思います

．楽しい半年間でした

．雌しゆうございましたが楽しかったです
･先生は幼稚園の先生のようにやさしく､Ｔ寧で楽しく教えてくださいました｡有り難うございました。
･リコーダーは難しいがやさしく指導いただいた

.やさしく､根気よく敬えてくださった橘田先生､楽しく練習した仲間の方々､素敵な曲(日曜日など)に出会ったUとリコーダー数室に通えてよかったです｡とにかく6ケ月ＩＨＩ噸弧ろう
という気持ちでした｡今はもう少しやってみたいと思います。

困ったこと
.なかなか指が動かなく周が吹けないんです

1.国化に霧

年代別

６０歳代

７０嵐虜

内容の難しさ

卿i篭：!。園 囮

感想
･欧と交え大変楽しい授案でした
.輿文化にふれられてよかった

.中国語は難しい

.文化.歴史等を勉強すると思ったが中国語と歌のみと予想迎いであった

.魔学､欧唱､中国状勢の醜明大変楽しかった
･文化以外の歴しが広がって面白かったが､中国願は発音が難しい

困ったこと
･予想した内容と遮った

.駐車料金が高すぎる

.他にいろんな事に顔を出しているので勉強してる暇がとれなかった
要望
･事前にレジメがほしい

．中国のやさしい文学作品等､とりあげていただけたらと思います
･鱗み方に重点を画いて欲しい

．中国事情､歴史について賭してほしい

．歴史の話しはとても参考になった.凰葉がわかると興味もわくが､まだまだ私のレペルではちょっと…

I､顯画へ

国男性

囚女性
女

男女別

性 国60賎代

■７０繊代70歯代

年代別

＄60箪代

コョハマウオーク



平成20年前期趣味の教室講師アンケート結果

変更蝿日生の人数
方が良
い

露
ちょうど
良い

舗師を続けて希望

しない

露
する

□ちょうど良い

園■変更した方
が良い

受講生の様子
･真剣に鱗賭聞いてる｡１２回の勉強であるが救材の１０１番と中味の､l序を復習をすることが上遡の早逝であることを知ってもらいたい。
.受迭遡塵が良い
.真面目、熟心だった
．なかなか黙心でした｡出席も良かった｡楽しい級でした。
･皆様が中国の文化を興味がなって本当にありがたいです。
･関心と意欲のある人が多く､私自身が勉強になりました。
･出更なくても楽しそうにしています

困ったこと
･困ったことではありませんが､床力《フローリングだと良かったかなと思います。
･体力蓬が大きく内容と脱明に苦心しました
要望
･１２人くらいの生桂数
.６ヶ月渡けではこの敏窒の目的は壷皮できず脱明に苦心しました

福野荘への要望
．楽しくうかがっております｡ありがとうございます。
･夜間利用(20時まで)も者血するときではないかと思います．
.いろいろお世話になっておりますｌ要望はありませんＩ

自由意見
･事務の人もよくやって下さって有雌うございました．
､展示会の時のスペースが少ないですねe令堅室ももう少し広いといいですね。
･これからも頑張りたいので宜しくお願い致します。

･20万人を越える人ロの旭区に福野荘のみの事案では賃關な企画です.やはり体育館等の広い埆所で実施すぺきであり､介腫医療輿等の間胆を考えると早急にこの主旨の

－，、

救室を増やすべきと考えます。

…､ 



受講してみたい教室
（複数回答可）

回日本史(12人）

■園芸(8人）

□手芸(8人）

ロ編み物(6人）

■文学(6人）

図英語(6人）

■ﾖｶﾞ(5人）

ロ韓国語(4人）

■折り紙(4人）

回世界史(3人）

□俳句(3人）

回ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(3人）

■ウクレレ(2人）

■中国語(2人）

■水墨画(2人）

■書道(2人）

函ﾃﾞｯｻﾝ(2人）

書道(2人）

） 

(`､閾，､、

似顔絵･押し花･ウオーク･歴史ウオーク･社交ダンス･ギター･三味線･笛･ちぎり絵･フラダンス･コーラス･囲碁(各1人）

自由意見

・讃師の先生がとてもやさしくＴ車に教えて下さったので教室があるのを楽しみに待ち侘びておりました｡ありがとうござ

いました。

･仲間作りも出来ました。

･お金をあまり掛けないで習いたい。

､唄うことや学校で教えない楽器を教えて欲しい。(特に音を出すもの）

･相手と話せる会話も楽しいので増やして下さい。

､以前に他の教室に参加しておりましたが今回だけは開讃150年に当り大変に勉強となり感謝を申しあげます･

･年齢が55歳からにしてもらえると良い．

､話しの中で脱線が多く本筋から外れ解りにくい｡時間オーバーの授業が多く､変更したほうが良いと思う。

時間内にまとめる事は教える者として当然考えておかなければいけないと思う。

､パッチワークを教える事が出来ます｡つるしぴなも出来ます｡

.懐かしい親しみのある英語のポップなどを歌うことができ､楽しく意鍍ある時間を過ごせた｡

､今まで鼻歌程度に歌賎が解らず歌っていたのですが､意味まで解って大変良かった。又､次も受調できるようになり楽

しみだ。

､半年は早い｡できれば1年にして頂くと充実するのではないかと思います｡

.近くで気軽に利用できるので今後もお世話になりたい。

.次に何か受調しますのでよろしくお願いします。

､授業の最初に自己紹介(名前と出身地)を公表したら良いと思う｡前回史跡探訪での体験です｡次にあった時話しがス

ムーズに行くように思います。

､鶴ケ峰からのバスは殆どの便で立っている人が居る｡他のバスなら席を譲られるような人達ばかりなのに｡

.どうも6ケ月間ありがとうございました。

､異文化にふれられ実り多いものでした｡ＯＢクラスに成長できず残念でした。

､今回の次の段階に進めることができると良いと思いました。

､体操は続けることに意味があるのに､６ケ月でほうり出されるのは困る。

浄



平成20年後期趣味の教室アンケート結果

色えんびつ画

内容の難しさ男女別

溝■。園 戯しい⑱寵麺

感想

･雌しかったが作品が出来る楽しみがあった．

･皆で索しい時間を共有できました．

･色えんぴつ団はなかなかうまくかIﾅまぜんでしたが､先生がとてもやさしく御扣導下さいましたので出来上がる度にうれしく､又同好会に入って紐けようと思っております・

・中学以来の因でしたが､先生の御柑導の元乗し<学ばせて頂きました．

．楽しく勉乾させて頂き､ありがとうございました．

･色えんぴつ囮がこんなに立派なものだと初めて狸寓しました.とてもうれしいです．

.楽しかったです。

．楽しく受餌させていただきましたoこれを樋にI､けていきたいと思います。

要望
･融の取り方の練習を指導して欲しい．

はじめての囲碁

内容の難しさ年代別男女別

秒
70厘代

診
６０歯代

灘しし⑯通糞衞毯&⑬【園 唖 園

感想
･先生が親切なので少しずつ理解できてきた。

･Ｈ１しい内容なので丁寧に教えてⅡ】吉まLたが.時間が足りません．

･時間が欲しい．

．楽しく大友良かつた．

。全然予働知威がなかったので､教わることが多くて覚えきれない．

困ったこと

･内容が難しいこと．

･専門用扣を理解するのがなかなか随しかった．

要望
･次に－手について学びたい．

．この次の段階の敦室があればよい．

･囲碁をfHけたい．

･体３割｡に出ても先生に打つ手を聞かないとわからないレベルなので､初めての人は－年間授黛して欲しい。

よこはま史跡探訪

男女別 年代別 内容の難しさ

秒
６０蝋代

⑰ 
70趨代 脅臼富山圏玄燵⑯率國 唖

感想

･地元に生活しているのに目的地だけに行っていたので再発見できました.各んでおります．

･大戒面白く有愈莅でした．

･７０年横浜に住んで知らない事が多く､楽しく敬えていただきました．

･先生の蟹しが上手で詳しくもあり大変良かったです.散策もよかった．

･おもLろかつた．

･先生の田玻は理解し易い｡現地探肪も楽しかった．

．大変辞し<､解りやすく税明して頂きました.むしろ辞しすぎる程です．

･換浜に住んでまだまだ知らないことが多くあり勉強になりました．

.楽しく探訪できました．

.大変わかりやすくお活しをされて良かった．

･先生の話が楽しく､多くの知撤を得ることができました．

困ったこと

･敦室の開始時Rnを遅らして欲しい.■ヶ鐘からのバスの本Rnが2本しかない．

要望

･親切にご拍導ありお礼を申します．

･歴史考査の中で私見が大変多く､もう少し史物にそったお鱈しを聞きたかった．

･続けて敬重があるといいですわ．



健康体操

男女別 年代別 内容の麹しさ

男性

⑦園
女性

題しいやさしい

⑰ 
普通 園７０幽喘電１０鐵代 図

感想

。大変良かった．

．とっても楽しかったです.紐けられたら良いのに．

･健康になりました．

･嚢しい時間でした．

｡最後に行うマッサージタイムが大変良かった。

･鋼しかった．

困ったこと

･紐けてやれればなおよい.６ヶ月で終わるのが残念．

要望

･紐けてやれればなおよい．

．もうちょっと広いスペースがほしい．

…､１ 英語で歌おう

内容の難しさ男女別 年代別

糞燵⑲雛國 鐘しい＄麺圃７噸代＄…唖

感想

･架し<､有定芭だった．

･雌しいが栗しかった.易しいより良い．

･今まで英梧を汲面的にしか理解していませんでしたが､この度英胞の奥深さに驚きじっくり勉強していこうと思いました．

ヨコハマウオーク

内容の麗しさ

圃麺⑯やさしい
'…１ 

感想

･実際にウォークする所以外にも餌笛してもらい色々ら毒になった.知嵐も得た．

･豪しい時をすごす事ができ.又知魔もふえよかった．

.もっと長期間やってほしい．

･馳戯を入れながらわかりやすい鋭明で大友⑮老になった．

･毎回散策でも良かった．

。大変楽しい6ケ月でした．

･祖浜の歴史をもっと知りたいと思い抄加しました.資料は内容皇宮でしたが､■苗は現在の麓治などについての兜甘が多く.少々がっかりしました。

困ったこと

･降水確率60％以下の決行で子OGは6096.実岡は雨が降っていて.決行か延期になるのか判断に迷った．

要望

.もう少し圏敗が多くても良い．

･史跡探肪に串じた内容でもっとウオーキングをしたかった．

･机上贋莅は1～１．５時間にしていた鱈<と助かります.２時間はきついです．

･先生のお活もだんだん面白くなってきました｡お人柄も良く､ありがとうございました．

ロ男性

■女性女性

男女別

男性

年代別

６０饅代

⑥ 
70戯代

唖



中国文化に親しむ

内容の難しさ男女別

女縫色難國 鍵しい＄鑓國

感想

．なかなか発音がHHLい､もっと若い時にやったらよかった.臓歌など好きな人は楽しいと思う．

･先生の幅広い知撤が面白く為になった．

･中回胞なかりでなく､歌もあってとても良かったと思う．

･先生にパワフルな授凍にとても有広麟でした．

･歌･漢禰など多方面からの中国文化理解楽しかったです．

困ったこと

･覚えがわるいこと．

･漢字が灘しかった．

･駐車料金力塩いこと．

要望

･非常にわかりやすい．

･文化といいながら中団昭にかたよりすぎている．

．とても満足しています.何もありません。

･あいがとうございました．(､､'２、

平成20年後期趣味の教室講師アンケート結果

餌師を続けて希望

しない

露
する

受繭生の人数

度史した
方が良い

密
ちょうど良
い
鰹 囮

受講生の様子

･熟心でした.１０人でしたが2人は丑もDから不参加．

.終始熟心で和やかな雰囲気で行われ､嵐師としてもやり甲斐があった・

・まじめに曲いてくれています。

．皆さん熟IDでした．

.皆さん積担的でコミュニケーションがよくとれました．

困ったこと

･１０月に負傷者をだしたこと．

伊
福野荘への要望

･運営にご苦労されているのがよく分かります．

自由意見

・前期は人数が多く.２ｸﾗｽに分けて頂きましたoHt期は実質B名で割合密度を上Ifて出来ました．

｡何とか無事に終わりました.ありがとうございました．

･椅子･テーブル､他の移助の準００に,０分くらい時間が必要.,ﾘﾘの団体が早く終わった時又は前の団体が使用していない時は早めにお皿いします．

･健康の悩みを持っている人が多くあり､相浬にのることも大事なことだと思いました｡また､ハイキングなどのレクリエーションも且要な役目があることに気がつきました．



(… 

水彩画･三味線･卓球･社交ﾀﾞﾝｽ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ･俳画･朗読･演劇･散歩･麻雀･ｳｵｰｷﾝｸﾞ･押し花絵(各1人）

自由意見
･呆け防止になるから始めたらと云われたのですが､用語とか格言が理解できず､定石が覚えられず、自分

の老化の具合が判りましたが､楽しいと感じられるまで､もう少し続けてみたいと思います
.時間を延長してほしい

.教室内は涼しく良かったです

.駐車場料金が高い｡福寿荘利用は割引にならないか

.１度受講したら2回目は受けられないと言われた｡半年の受鰯では短い。１年間の講座として欲しい。

.はじめて福寿荘に来て､いろいろ学んでいる人が多いのには感心した

.修了証書なくても良いのでは

･日本史に限りませんが､雑学的な歴史または人間史について学びたい

｡自分の住んでいる史跡も何となく分かってはいましたが今回の教室で(カゴズカ)等身近な所がよく分かり

知人に話したりして自慢しています｡京浜エ業のなりたちもよく分かり､ひまがあり涼しくなったら散歩して見
たいところです。

･クラスの名簿がほしかった｡名前が覚えられなく残念でした

.大変良かった｡初歩をもう少しやりたい｡DVDがあれば良いかも

･趣味の教室で応募者が申込期間までに定員に達しない時はそれまでの申込者は優先させ､期限後の応募
者によって定員を超過した場合その人達で不足人数の抽選をして欲しい

.－回しか受講できないとのことだが､もし欠員あれば何回でも受讃できるようにしていただきたい(2名）
･６ケ月健康体操が終わった後でOB会みたいなことで体操ができれば良いと思います。
･昔南画教室に入っていましたが､楽しく受けることが出来ました｡書くこと作ることが私の趣味ですので是非
共ちぎり絵はやってみたいですね。

･リエイゾン､エリジョン等の勉強ができ､英会話では判らないことが多くあり､今後歌をうたい､又､聞くのに
大変役に立ちます。

.いろいろ経験させていただいたが未知の事を覚えられて為になった

.生徒の意見をも聞いて進め方が公平な先生の授業の仕方には感心させられました

.玄関に鏡をおいてほしい

.英語の歌を覚えるとカラオケで歌いたくなるのですが､習った6曲中5曲がカラオケにありますので､時々カ
ラオケで歌っています｡今後選曲の場合はカラオケで歌えるのもあると良いと思います。

･私は西区なので当番の時に少し早く来るのが大変かなと思いました。１年間利用させていただきました｡又
何かの時に利用させていただきたいと思います。

･始めてリコーダーを手にして､音を出すのがむずかしくとまどっております｡何とか少しでも､曲の一つでも
出来るように努力したいと思います。

･先生が魅力的｡身近に中国の方に接する事ができて良かった｡今の中国の勢いを感じる
.文学夏目漱石研究謂座を希望します
.受鯛できたことに楽しさを感じています

.先生はとても活発ではっきり発音してくれるから､時間があれば中国と日本の両方の事をわかってらっしや
るので､時間さえあればもっと歴史や文学について若い方の意見としてお聞きしてみたいと思います。

(,… 

受講してみたい教室
（ 

人）

7人）

回日本史(17人）
回園芸(12人）
□ﾌﾗﾀﾞﾝｽ(7人）
□書道(6人）
■ヨガ(6人）
回英語(6人）
■テ・ﾂｻﾝ(6人）
□文学(6人）
■世界史(6人）
回手芸(5人）
ロｺｰﾗｽ(5人）
回俳句(4人）
■童謡(4人）
■編み物(3人）
四韓国語(3人）
■折り紙(3人）
図ホ・ﾗﾝﾃｨｱ(3人）
□体操(2人）
ロ将棋(2人）
□ちぎり絵(2人）
□囲碁(2人）



平成20年度利用者アンケート結果

実施期間:平成21年１月5日～平成21年１月１３日
対象:福寿荘利用者
回答数:190名

1．性別をお聞かせください
、女性(109名）

■男性(81名）

2.年間行事で楽しみなものを2つえらんでください

繩

ａ福寿荘の楽しみを2つえらんでください

、同好会･教室(117名）

■カラオケ(43名）

国踊り(21名）

□囲碁･将棋(19名）

B~ず｡

4.福寿荘のどちらで過ごすことが多いですか

碑

5.現在､サークルなどで貸室を利用していますか(趣味の教室含む）

皿参加している(128名）

■参加していない(55名）

、文化祭(112名）

■敬老のつどい(43名）

国映画の上映会(36名）

□季節のお風呂(23名）

回年末お楽しみ会(20名）

ロ落語(18名）

□七夕(10名）



6.今後受講したい教室などがあれば教えてください

く男性＞マジック(2名）

手作り教室･絵手紙･古文書･水泳教室･歴史講座･政治･経に関する講話
料理･法律の勉強会等や知識取得に役立つ教室･水彩画･ﾊﾟｿｺﾝ･区老連(各1名）

＜女性＞ﾀﾞﾝｽ教室(3名）
ｶﾗｵｹ教室･ﾊﾟｿｺﾝ教室･ﾖｶﾞ教室･袋物教室(2名）
大正琴･ﾌｨｯﾄﾈｽ･英会話教室･短歌教室･ﾘﾌｫｰﾑ(和服等)･お花･中国語･手話
絵手紙･ﾘｺｰﾀﾞｰ･ﾊｰﾓﾆｶ･かな書道･書道(各1名）

7.福寿荘の設備等で危ないと感じたことがありますか

ｍない(128名）■ある(7名）

…、

８福寿荘の設備等で修理や改善を希望する場所がありましたら教えてください

く男性＞・ﾄｲﾚ(2名）
・趣味の教室の北側に黒板がほしい(2名）
・ｲｽを使用する大教室
・趣味の教室のｲｽの片付けｹｰｽがほしい
・中広間等､日光の強い部屋のｶﾞﾗｽは紫外線防止対策のｶﾞﾗｽにしてほしい
目にも悪い､ｶｰﾃﾝをすると暗くなる
・風呂

・会議室と間のカベ厚くして
・風呂場(ｼｬﾜｰ上がり湯専用の－ヶ所だけあれば良いと思います）
・ﾏｯｻｰｼﾞ機の修理を早くしてほしい
・大広間休み時間等に省ｴﾈで照明など消しても｡大広間にｶｰﾃﾝをする程明るいので
・現在の喫煙所を玄関横に移設してもらいたい｡現在は扉を開けた時に嫌なﾀﾊﾞｺの
匂いがはいってくる

・ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ用具庫､鍵をかけて使用する場合は事務所に申し込んで借りた鍵は
持って事務所に戻す事｡用具が盗まれます。

'霞MRhh

＜女性＞・ｶﾗｵｹ教室にﾚｻﾞｰにしてほしい(2名）
・部屋ごとに暖房が出来たら良い｡蛍光灯も間引きできたら良い
・教室はなるべくｲｽにして'まいしい
・売店があったら良い
・ﾛｯｶｰが小さいので大きくしてほしい

・トルをﾀｲﾙ張りに｡駐車料金が高い｡床を靴で歩いてよいようにしたい
・女の風呂場の入って右のｼｬﾜｰ3つ並んでる両側がぬるい直してほしい
・お話中､掃除機の音が気になる
・中広間は西日が差し暖房がいらない
・女湯で場所とりをしている人がいる
・大広間の舞台の上のﾃﾚﾋﾞは誰も見ていないようなので､二つ取り払ってほしい
輪踊りのじゃまになる
・たたみを替えてほしい



平成20年度介護予防教室｢音楽で脳トレーニング｣第Ⅱ期アンケート結果

性別

名
名
０
６
 

男性

女性 ロ男性(0名）

■女性(6名）

年代別
６０霞代

７０逮代

８０蟻代

名
名
名

０
４
２
 

内容について
とても楽しかった

楽しかった

普通

名
名
名

４
１
１
 

繩

一番楽しかったと思うものは？

･音楽を聞きながら呼吸の使い方がわかりとても楽しかった

.ゆっくり息の呼吸｡指の曲げ伸ばしや手足の上下運動を日常取り入れたいと思います

．深呼吸法

つまらなかったと思うものは？

.特になし

.それぞれみんな良かったです

ご意見.ご要望

･このまま続けて良いと思います

.音楽とゆっくり体を動かすことは良いと思います

･家へ帰ってから又は折々に行って見て効果のあった事の体験談をしては如何でしょうか

.脳が随分後退している事がわかった｡脳をもっと使っていきたいとつくづく思いました

繩

今後受講してみたい内容

･今回の｢音楽で脳トレーニング教室｣と同じような内容の講座(2)

･音楽や体を使って脳を活性させる内容の講座(3)

･計算や音読などで､脳をトレーニングする講座(4)

･ヨガ童謡(1)

自由意見

･期間は短かったが参加して良かったと思います

.音楽で脳トレーニングを受講しましたが基本の腹式呼吸がだめなので訓練したいと思います

.声を出して楽しく実施したいと思います



『いきいき１ｴｸｻｻｲｽﾞ』第Ⅲ期受講者ｱﾝｹｰﾄ結果（Ｈ２0年１－３月）

回答者数１３

１．性別

男`性２名女性１１名

２．年齢

６０代７名

７０代５名

８０代１名

３．内容はいかがでしたか

難しい１名

普通８名

やさしい２名

４．感想

〈1mm:､、・体の使っていない箇所の運動になり柔軟に成り脳の活性になります

.とても体調良くなり、続いてやりたい

・体力が向上し、脳も活性化したのではないかと思います

.もう少し広い場所でお願いしたいです。６ケ月位続けたいです

・いつも楽しい体操であっという間の３ヶ月でした。ありがとうございました

．とても楽しく体操ができました

・普段使わない所を結構動かせて、とても良かったです。

・毎週なのですごく体に良く気持ちいい

.大変よかったです

.とても楽しく過ごしました。体も軽くなり、ずっと続けていきたい

・最初は難しかったけれど、やっているうちに出来るようになりたのしみです

・整形の先生が骨粗しよう症の人はｶﾙｼｭｰﾑを飲んでも体を動かさないと段々体が弱く成ると言われたので

体操を続けたいです

(11m:,､、、先生ありがとうございました。毎週月曜日が来るのがとても楽しみになりました
５．内容についての要望

・ひざ関節弱<、思うように曲がらなかった

．広い所でのびのびやりたい

・カリキュラムがあるともっと分かりやすいと思うのですが

・今ので充分です

・今までのように休みなくやってほしい。

・今後とも続けて受講お願いします。認知症予防に1こつまでも健康で過ごすためにも楽しく運動するのが

－番です

６．今後受講してみたい内容

．「いきいきｴｸ汁ｲｽ」と同じような..１２名

・ｹﾞｰﾑや手遊びを使って、脳を活性させる..５名

・音楽を使って脳を活性させる..９名

以上



平成20年度福寿荘文化祭アンケート

回答者数５３名

①②性別･年齢

匠7Tm■EFT､■肘7,0

■■■Ⅱ■■■、￣
■■■■■■■四四
■■■■■■■■■■■■■■■ 
Ⅱ■■■■■￣ 

③福寿荘に来館したことがありますか

ある:42名

ない:8名

利用箇所(複数回答）

⑤来館目的(複数回答）

［ ： 
繩

⑥良かったもの(複数回答） 釦一即－９｜‐｜Ｈ［

④麗知経路(複数回答）

知っていましたか

はい:49名

いいえ:2名

|畷mwmm、

： 
⑦来年実施希望 諄

…
｜
臣

30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 計

男性 2３ 2３ 

女性 １ １ ３ 2４ 2９ 

不明 １ 

計 １ １ ３ 4７ 5３ 

舞台発表 2８ 

作品発表 1９ 

お風呂開放 1３ 

スポーツコーナー ７ 

喫茶 ５ 

お菓子販売 ３ 

お豆腐販売 ２ 

全部 １ 

大広間 2０ 

貸室 1５ 

浴室 1３ 

ロビー ７ 

娯楽室 ６ 

映画会 ５ 

敬老の集い ３ 

図書室 ３ 

七夕のつどい ３ 

お楽しみ会 ３ 

落賠 １ 

舞台発表 3０ 

作品展示 2４ 

お風呂開放 ９ 

お豆腐販売 １ 

スポーツコーナー ７ 

お菓子販売 ２ 

喫茶 ５ 

福野荘だより 2５ 

友人など ７ 

広報横浜旭区 １ 

その他 ３ 

地区センター ３ 

団体利用 ２ 

地域ケアプラザ ２ 

代表者会 １ 

館内ポスター １ 

他館老人福祉センター １ 

舞台発表 2４ 

作品展示 1７ 

スポーツコーナー ６ 

園児や小学生との交流 ５ 

映画会 ３ 

お菓子販売 ３ 

ビンゴ ２ 

じゃんけん大会 １ 



⑧文化祭への意見感想
.楽しかった

.作品が立派でした

.すばらしい作品ばかりでした

.絵も良かった

.係の方､ご苦労様です

.色々な催しがあり楽しい２日間でした｡職員の方は大変だろうと思いますが､長く続けてほしいと思います

.舞台発表会場の座席が－部の人達で占領されていて何か催しがある時など席が取れないマナー悪し

.楽しいので長く続いてください～
皆さんの発表会を楽しみにしてます

.普段とちがう新鮮な顔ぶれと交われるので楽しい気分になれる

.今年の文化祭の出演者は全員熱心で非常によかったです

･楽しましていただきました

.こんな楽しい所があると思いませんでした(平成元年に引っ越してきた時思いました）

.すばらしい作品が多いので楽しみにしています

.大変楽しかった｡来年も参加したいです

･二日目の様に全員が自由に参加できる荘からの輪踊りを入れて貰えることに依り唄へない人､舞台に
上がる勇気の無人も自由に踊りお茶気分も盛り上がります

.職員の方はよく頑張ってみえますが､自分の席を確保した人がいて､今日はじゃまにならいようにと思った
が今日も云われて不輪快の思いをしました

･各係の方ご苦労様です

.楽しく見学させていただきました

.舞台発表の最後まで(発表が終わるまで)帰らないでおれるような出し物(例えば抽選会)のようなものを
考えて欲しい｡出場してもハリアイがない
.良い

.毎年楽しみにしています

･２日間の文化祭楽しかったです

．準備等の仕事御苦労様です｡今後ともよろしくおねがいします

~w､、

⑨福寿荘についての意見
･売店が欲しいです

･所々に置かれた花のアレンジがとてもかわいらしくて良かった｡スタッフの皆さん活発に行動されていて
良かった。

.明るくて､スタッフさんの対応も良かったです

.パソコン教室

･高齢者にいこいの場となり大変有難く思っております

｡もっと色々な教室を作ってほしい｡手芸､絵手紙､オセロゲームみたいな老人でも出来るゲーム等々

･いろいろの人と知り合いになり楽しいこともありためになる話しも聞けます

･私からだが悪いのでよく風呂に入らしてもらっているうち2階で何か教えて頂ける様な話で早速書道に

3度目の募集で入れました｡書道は1年半くらいその後詩吟｡お陰様でで今もまだ興国流を続けています。
もう今は83歳１１月になりますけれども体は不自由でも気持ちは書道､南画､カラオケと毎日楽しい生き方

をしています｡福寿荘にはお世話になりました。

.いつまでも続けてあって欲しい｡老人の心のよりどころ

･今後も毎年この様な文化祭は続けてください｡お願いします
.＋分満足しております

･福寿荘でこんな催しをしてたのははじめて知った

.風呂その他色々とお世話になっております｡大広間の場所などモラル低いです｡ただ－部の方のモラル
のなさ自由に歌踊りが出来ますように

･私も含めて少しマナーを高めたいと思います

.よかったです｡ご苦労様でした

.認知症防止1年に1度の楽しみ

倒鬮砺）




