




 

施設名

事業名

事業名

事業名

事業名

老人福祉センター横浜市晴嵐かなざわ 自主事業別計画書（単表）

目的・内容等

趣味の教室

  高齢者の仲間づくり、生きがいや生涯学習の一環として、ス
ポーツ系から文化系まで幅広いテーマを取り上げ、利用者の
ニーズに対応する各種教室を開講します。各教室の修了前に地
域活動の紹介を行い、教室終了後も高齢者が主体的に活動でき
るよう支援します。

【参考】令和元年度教室
和みのヨーガ・金沢今昔講座とウォーキング・腹式呼吸で歌っ
て健康・心を込めて絵手紙を書こう・楽しいぬり絵でデッサ
ン・楽しみながらのウクレレ・ゆったりストレッチ・リンパス
トレッチ・はじめての英会話・広重東海道五十三次と東海道・
基礎から学ぶボールペン字・基礎から学ぶ筆ペン字・手作りけ
しゴムスタンプ

実施時期・回数

横浜市晴嵐かなざわ

目的・内容 実施時期・回数

<介護予防>
短期講座

実施時期・回数

前期（４～９月）
  11講座
後期（10月～３月）
  11講座
各教室12回

前期（６～９月）
  2講座
後期（１１月～２
月）
  2講座
各教室6回

目的・内容

いきいき文化祭
（趣味の教室卒業生発表
会）

健康スクエアかなざわ

　 高齢者がいきいきとした自分らしい生活が続けられるた
め、健康維持・健康増進の視点に立った講座を開講します。

【参考】令和元年度関連講座
イスを使ってらくらくヨガ、歌って楽しく音楽で健康、楽しく
健康エクササイズ

　趣味の教室の受講の成果を発表し、グループの組織化や高齢
者の仲間づくりを広げるきっかけとするために、受講生による
作品展や大広間での演奏会を開催します。

【参考】令和元年度実施講座
心を込めて絵手紙を書こう、楽しいぬり絵でデッサン、基礎か
ら学ぶボールペン字・筆ペン字、消しゴムスタンプ、やさしい
ウクレレ

目的・内容 実施時期・回数

　高齢者の健康維持や介護予防、また生活に密着した高齢期に
必要な知識を身に付けることを目的とし、毎月テーマを決め開
催します。
　 講師からの一方的な話だけでなく、体験的なプログラムを
取り入れ、講師に気軽に質問できるような環境を整えます。
　この事業は金沢区福祉保健センター高齢障害支援課と共催で
実施します。

【参考】令和元年度実施テーマ
「セカンドライフについて」「元気なうちから介護予防」「認
知症予防ゲーム」「防ごう！感染症」「健康のための食事につ
いて」「介護保険と地域包括支援センターについて」「口腔フ
レイルについて」など

毎月
（８月を除く）

　年11回

３月・９月
年２回



 

施設名

老人福祉センター横浜市晴嵐かなざわ 自主事業別計画書（単表）
横浜市晴嵐かなざわ

事業名

事業名

事業名

事業名

晴嵐まつり

  老人福祉センター利用者が自慢の歌や踊りを披露する場を提
供し、参加者相互の交流を促進します。

【参考】令和元年度実績
　　　施設閉館により中止

３月  年１回

目的・内容等 実施時期・回数

いきいきセンターまつり

いきいき映画祭

いきいき健康チェック
 （血圧の測定と健康相
談）

　 利用者が気軽に介護予防に関する相談が出来るよう、区福
祉保健センター保健師による血圧の測定や健康相談を実施しま
す。
　また、介護予防が必要な方には介護予防教室の紹介、包括支
援センターに繋げるなど早期発見・早期対応が出来るようにし
ます。

【参考】令和元年度実績
  　    実施回数  11回（１回あたり約5名の利用）

実施時期・回数

毎月１回
年12回

  地域交流事業として名作映画を上映し、施設利用者だけでな
く地域の方々に楽しい交流の機会を提供して、新たな地域の高
齢者が継続して施設を利用していただけるようなきっかけをつ
くります。
　
【参考】令和元年度実績：年４回  来場者数 　346名

目的・内容

  いきいきセンター金沢の各法人との協働で、地域住民を対象
にセンターの周知及び地域福祉への理解を得るための各種イベ
ントを行います。
  福祉ボランティア団体の模擬店・バザー・区シニアクラブ連
合会によるアトラクション・福祉機器体験コーナー・演芸大
会・作品展示等のイベントを行います。
  この事業は泥亀地域ケアプラザ・金沢区社会福祉協議会・福
祉機器支援センター・訪問看護ステーション・就労支援スポッ
トと協働で開催します。

【参考】令和元年度実績：来場者数2,107名

目的・内容 実施時期・回数

実施時期・回数目的・内容

10月　年１回

年4回



 

施設名

老人福祉センター横浜市晴嵐かなざわ 自主事業別計画書（単表）
横浜市晴嵐かなざわ

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

６月・11月
年２回

目的・内容 実施時期・回数

２月
年１回

囲碁・将棋大会
（老人福祉センター・区シニ
アクラブ連合会　共催）

  老人福祉センター利用者と区シニアクラブ連合会の会員が囲
碁・将棋を通じて交流を図ります。区シニアクラブ連合会・晴
嵐かなざわからそれぞれ出場者を募り、クラス別に分けトーナ
メント方式による大会を開催します。
  この事業は区シニアクラブ連合会と共催で実施します。
　
【参考】令和元年度実績：参加者数45名

実施時期・回数

  長年社会に貢献してきた高齢者をお祝いするイベントとして
敬老週間コンサートを開催します。大広間舞台で金沢中学校合
唱部によるコンサート等を開催します。

【参考】令和元年度実績：年１回  参加者数  53名

クリーンゴミ大作戦

  隣接する小学校の子どもたちと晴嵐かなざわ利用者・いきい
きセンター金沢の各事業所の職員とが、センター周辺の地域清
掃活動を通じて交流を深める活動を実施します。
  この事業は区シニアクラブ連合会の世代間交流委員の方にも
協力を依頼し実施します。

【参考】令和元年度実績：年２回  参加者数 157名

目的・内容

6・12・1月
　年３回

目的・内容

毎月１回
年11回

世代間交流事業

目的・内容 実施時期・回数

敬老週間コンサート

目的・内容

実施時期・回数

  隣接する小学校・保育園の子どもたちと晴嵐かなざわ利用者
とが季節の催し物などを通じ楽しむ交流会を開催します。
  この事業は区シニアクラブ連合会の世代間交流委員の方にも
協力を依頼し実施します。
　（七夕まつり／クリスマス会／正月遊び）

【参考】令和元年度実績：年３回  参加者数  112名

９月
年１回

実施時期・回数

障害者余暇支援事業

  障害者の地域交流の場を提供することを目的として、大広間
を開放して事業を実施します。
  この事業は泥亀地域ケアプラザと共催で実施します。



 

施設名
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横浜市晴嵐かなざわ

事業名

事業名

事業名

事業名

11月
前期・後期

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容等 実施時期・回数

広報紙「晴嵐かなざわ」
の発行

  高齢者に必要な情報や晴嵐かなざわのお知らせを掲載した広
報誌を毎月発行し、晴嵐かなざわの周知を目的に区内の区民利
用施設・地域ケアプラザ等を通して配架します。
  また、区内の地区社会福祉協議会を通じた地元住民への配付
を進めます。

【参考】令和元年度実績
        年12回発行   600部／１回当り

毎月１回
年12回

趣味の作品展
（老人福祉センター・区シニ
アクラブ連合会　共催）

  老人福祉センター利用者と区シニアクラブ連合会の会員によ
る作品（絵画、俳句、手工芸品など）を施設内に展示し交流を
図ります。
  この事業は区シニアクラブ連合会と共催で実施します。

【参考】令和元年度実績：年２回 延べ10日間
                               延べ来場者683名

看護実習生の受入

  福祉人材育成の協力として、大学・専門学校の実習生を受け
入れます。職業体験や大広間での交流・インタビュー・各種
サークルでの活動体験・カンファレンス等を行い福祉人材育成
に協力します。
 
【参考】令和元年度受入実績
        昭和大学

通年
随時

小中学・高校生
福祉の仕事体験の受入

  地域の小中学校からの体験学習を受け入れます。職業体験や
大広間での交流・インタビュー・各種サークルでの交流などの
活動体験を通して高齢者の方とふれあい、思いやりの気持ちの
醸成を図ります。

【参考】令和元年度受入実績
        富岡中学校・金沢総合高校

通年
随時

目的・内容 実施時期・回数



 

施設名

老人福祉センター横浜市晴嵐かなざわ 自主事業別計画書（単表）
横浜市晴嵐かなざわ

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

<介護予防>
笑って健康づくり

　高齢者の健康維持や介護予防に必要な知識を身に付け、いき
いきとした暮らしができることを目的とした単発講座を開催し
ます。
　「笑い」の持つ健康効果を取り入れ、毎回テーマを決め開催
します。
　

年４回

年２回
<介護予防>
介護予防大学

口腔ケア、栄養講座、認知症等について医学的な知識について
学び、介護予防への認識を広めるための講座を実施します。

目的・内容 実施時期・回数

<介護予防>
運動を通じた介護予防

　体を動かすことを通じて脳の活性化をはかり、 高齢者の健
康づくりと仲間づくりを行います。
　スクエアステップや簡単な筋トレなど、気軽にできる運動を
紹介して介護予防の一助とします。
  また、区内の地区社会福祉協議会を通じた地元住民への配付
を進めます。

年３回

目的・内容 実施時期・回数
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