
平成２２年度事業計画書 
                        横浜市日吉地区センター  

運営方針 私たちは、利用される皆様（お客様）とのコミュニケーションを大切に

し、皆様に愛される施設となるよう、誠意をもって施設の運営改善に努

めます。 

運営目標 運営方針に基づき、設置環境を有効に生かし、住民の皆様が健康福祉

の増進、生涯学習の場、出会い、交流の場としてご利用いただけるよう

に、職員一同明るく、迅速な対応で、居心地良く地域の拠点【居場所】

となるように努めます。 
利用の促進 ☛現行団体の他、主催事業からの新規団体支援による利用料増収に努め

ます。 
☛地区センターの存在を印刷物配布、掲示 CTV.ホームページ等で PRし、
利用促進に努めます。 
☛ひとりでの利用、初めての利用、子ども、家族等世代を超えて気軽に

利用していただくように努めます。 
☛午後３時以降の稼働促進に反映する自主事業を積極的に行います。 

事業目標 住民の福祉健康の増進、地域住民の生涯学習、地域の中での暮らし、

相互交流、世代間交流等の促進支援のために次の館主催事業を行います。

前年度までの実績を踏まえ、更にきめ細やかに、 
☛文化祭（自主的に協力、参加、体験、地域交流） 
☛子ども祭（伝統行事の伝承・世代間交流）・学校授業の受け入れ 
☛「豊かな暮らし・健康な暮らし」をテーマに自主事業を実施します。 

情報提供 
 

 センターの利用及び活動を周知するために以下のことをします。 
☛センターだよりの発行 ６回/年 隔月 
☛ホームページの充実（自主事業・新着本・ボランティァの活動報告） 
☛入口受付掲示を見やすく（お知らせ・報告の掲示及び閲覧）します。 
☛利用者会議で、館及び登録団体の活動及び報告等をします。 
☛他区内、地区センターの情報の掲示、閲覧をします。 
☛情報の氾濫とならないように、選択、掲示します。 
☛各種会議議事録の掲示と閲覧をします。 



危機管理 快適で、安心して利用できるように以下のことを実施します。 
☛毎日、敷地内（館内，外）の設備状態の点検、確認をし、危険を防ぎ

ます。 
☛声掛け挨拶の励行で、未然に不審者の発見、侵入を防ぎます。 
☛避難訓練（年２回以上、職員、利用者）を実施し有事に備えます。 
☛ＡＥＤの取り扱いを職員が理解をし、利用者に提供できる様にします。

維持管理目標 安全で、安心して使用でき、自然環境を大切にします。 
☛施設の老朽化を遅らせ、常時点検、小破損のうちに適切な修理で長く

使える様にし、大事に大切に使用します。 
☛庭の樹木等は、適切な選定、草取り等で、整然とし美観を保ちます。

☛利用者の協力で庭、花壇の維持管理をし、憩い、和みの環境とします。

公聴 
【意見要望】 

利用者会議での意見交換、アンケート及び日頃からの窓口、電話での

ご意見聴取を通じ改善、修正の参考とし、発展的なこと等は検討し利用

者ともに快適にできるようにしていきます。 
個人情報保護 ☛個人情報収集に際し必要最低限のものであるか確認をします。 

☛個人情報の扱いを利用者に周知（目的外に使用しない）します。 
☛使用後は本人に返却あるいはシュレッダーでの廃棄処理をします。 
☛個人情報書類（データー）は、鍵のかかる書庫で管理します。 
☛パソコンはセキュリテーロックをします。 
☛常時使うもの、作業途中書類は、人目に触れないように配慮します。 
☛職員全員がセンター保管の個人情報を把握しているようにします。 

収支目標 コスト削減努力をします。  
☛照明は必要時のみ点灯し省エネ、コスト削減に心掛けます。 
☛冷暖房ガスの使用量は影響が大きいため、未使用時の確認をします。 
☛事務用品等購入、使用の際には、エコ、詰め替え、再利用品を使用し

ます。 
利用料収入の増収努力をします。 
☛自主事業ニーズを的確に把握（参加人数、参加費）します。 
☛午後②の時間帯及び別館の稼働率を上げます。  

 



平成22年度　自主事業別計画書

団体名：港北区区民利用施設協会

施設名：日吉地区センター

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容等 実施時期・回数

おもちゃの病院
消費、使い捨ての時代、大切なおもちゃを直してもらうことで愛着心と物を
大切にすることを知る。また、「ドクター」の様子をみて、自分でもやってみよ
うとするこころを育む。

5月　1回
12月　1回

親子でストレッチ体操

目的・内容等 実施時期・回数

シャドウボックス講座

「３Dアート」とも呼ばれているシャドウボックス。紙を重ねて絵画を作る工
芸。発祥は欧米と言われているが、元は日本の「漆塗り」から発展したとも
言われているもの。平面の紙が立体的な絵画へと変化する楽しさ、作品を
仕上げる達成感を味わう。

親子ともども、心も体も健康でいるために、欠かせないスキンシップ。楽しく
体を動かす時間が子どもには刺激を、親には癒しの時間となる。また、同
世代の親子での交流もでき、子育て期の閉塞感、孤独感を解消するチャン
スの可能性も作る。

わが街再発見～その１
初夏の矢上川１４㌔
ウォーキング

実施時期・回数

夏のリース作り講座
季節の植物を使用したり、素材の工夫で、夏向けの爽やかな玄関飾り
「リース」を作成する。四季折々を工芸で表現する楽しさを味わい、生活に
季節感を取り入れて暮らすヒントを得る。

５月　１回

地域のボランティアグループと連携し、21年度の冬に実施し好評だった企
画。　今年度は地元を流れる「矢上川」に生息する野鳥などを観察しなが
ら、源流までの１４キロを歩く。自然の中を歩くことで、環境の大切さと健康
を意識する。

５月　１回

目的・内容等

目的・内容等 実施時期・回数

目的・内容等 実施時期・回数

日本の踊り教室
今、踊りで癒されよう♪

初心者向けに、馴染みのある題材をとりあげて、誰でも楽しみながら日本
舞踊を身につける講座。心を和ませる邦楽の調べにあわせ踊ることは、心
と体の癒しとシェイプアップの効果も。また、日常生活とは違う所作に魅力
あるもう一人の自分を見つける。

4月～6月
10回

6月　4回

６月～７月　　６回

語学にチャレンジ！
日常英会話～初級

夏の旅行シーズンを前に、空港での手続き、買い物やレストランでの注文、
ホテルでのやり取りなどを題材にして、簡単な英会話を楽しく学ぶ。

目的・内容等 実施時期・回数

目的・内容等 実施時期・回数

目的・内容等 実施時期・回数

おはなしを楽しむ時間

19年度から継続している企画。毎月第2，４金曜日、3時30分から30分間、
どなたでも、気軽に来館して楽しめ、子どもも大人も「おはなし」の世界に心
から浸ることができる。昔話や童話を通して、本に親しみ、読書を好きに
なっていく心を育てる。

4月～3月　20回

６月～７月　８回



事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

絵手紙　親子体験教室

小中学生向けの企画。ヒップホップダンスを基本から習い、おなじみの1曲
をグループで組んで仕上げる。体をリズムに乗せて動かす心地よさや楽し
さ、仲間と息を合わせてひとつの物を仕上げる喜びなどを体験する。

わが街再発見～その２
日吉台地下壕見学
～日吉の町の歴史

21年度に実施し大変好評だった企画。センターの地元であり住民にも馴染
み深い慶応義塾大学日吉キャンパス内に保存されている戦争の記録であ
る地下壕を見学し、戦時中の体験談を聴き学習することで戦争について身
近に考え、平和の大切さを知る。地元で活動している保存の会ボランティア
と大学との連携企画。

７月　２回

目的・内容等 実施時期・回数

目的・内容等

目的・内容等 実施時期・回数

７月　４回

お家で気楽に・・・
イタリア家庭料理

大変人気の高い「イタリア家庭料理」。パスタやピザだけではない家庭料理
メニューを身近な店で簡単に手に入る食材で作れることが魅力。

９月～１０月　３回

実施時期・回数

クラフト工房
カラフル粘土でものづく

り

語学にチャレンジ！
韓国語講座～初級

お隣の国、韓国を言語を習いながら知る。日本との共通点、または、違う点
などを人気の映画などを観ながら楽しく学ぶ。

９月～１１月　８回

目的・内容等 実施時期・回数

「ヘタでいい、ヘタがいい」「ぶっつけ本番」「お手本なし」が特徴の絵手紙
は、中高年世代に人気が高い。この絵手紙をメール世代の小学生とその
親で、暑中見舞いをテーマにして体験する。メールとは違う、手紙の喜びと
絵を描く楽しさを知る。

みんなでﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ ７月～９月　１０回

専門店の味と香り
コーヒー講座

香り高いコーヒーは「アロマセラピー」の効果もある。コーヒーの歴史、特
性、入れ方、種類などについて講義を受けながら、本格的なコーヒーを何
種類か実際に味わう。

１０月～１１月　３回

目的・内容等 実施時期・回数

トールペイント
華のある暮らし

実施時期・回数

ヨーロッパで始まり、アメリカで広く市民に広まって今では世界中にファンが
多い「トールペイント」。普段使っている生活雑貨に自分で手描きの絵柄を
加える。物にオリジナリティを持たせる喜びと、美しい絵を描く楽しさに達成
感が加わる企画。

小学生向けの企画。色とりどりの粘土を使用して、自分だけの「ウェルカム
ボード」や「温度計のフレーム」を製作する。工作活動を通して、自分らしさ
を表現したり、物作りの楽しさを体験する。

７月　１回

目的・内容等

９月　４回

目的・内容等 実施時期・回数

目的・内容等 実施時期・回数

目的・内容等 実施時期・回数

わが街再発見～その３
～　　　港北区の古寺を

訪ねる

港北区には歴史ある寺が多数あり、今でも地元の市民に親しまれている。
寺の歴史にまつわるところを歩いて巡り、港北区の郷土史の１ページを学
ぶことにより 自分たちの町を再認識する

１１月　１回



事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

事業名

訪ねる ぶことにより、自分たちの町を再認識する。

目的・内容等 実施時期・回数

着物でお正月～
着付け教室

日本の伝統文化の一つとして世界が認める「着物」。この着物を自分自身
でもっと気楽に着られるようにして、箪笥で眠っている着物たちを復活させ
る。２１年度にも同様の企画が実施され、大変好評だった。

１１月～１２月　６回

目的・内容等 実施時期・回数

美味しいキムチを作ろ
う！

寒い冬に向かって、美味しい国産白菜を使って、本格的なペチュキムチを
作る。韓国人の講師による指導で、韓国産の唐辛子を使い、より本格的に
美味しく作る。添加物が多いといわれる漬け物類を自分で作ることによっ
て、食の安全も考える。

11月～１２月　２回

目的・内容等 実施時期・回数

手作りクリスマス
ｹｰｷを作ろう！

安心材料で簡単、その上、美味しく綺麗なクリスマスｹｰｷを作る。家族で手
作りで暖かく過ごすクリスマスを提案する企画のひとつ。

１２月　１回

目的・内容等 実施時期・回数

手作りクリスマス
リースを作ろう！

玄関に飾るクリスマスのリース。クリスマス後には、少し手を加えて正月用
お飾りに変身させる。手作りで年末年始の季節感を演出する。

１２月　１回

目的・内容等 実施時期・回数

子どもまつり

開館以来連続して開催している文化祭と並ぶ日吉地区センターの企画。伝
統的な『餅つき』と、人気の『人形劇』などを、地域の大人（青少年指導員、
体育指導員、子ども会、センター運営委員）の協力の元、体験し楽しく過ご
す。

１２月　１回

目的・内容等 実施時期・回数

暮らしの法律相談
『遺言』『生前贈与』『相続』・・・自分の安心のため、大切な家族のために
も、法的な効力や注意点などを知る。講座後にも家庭で復習できるよう推
薦書籍も紹介する。

１月　３回

目的・内容等 実施時期・回数

ぬりえセラピー体験講座

簡単、単純な「ぬりえ」を通じて、言葉にできない心の声を感じる企画。自分
で色を選び塗ることでセラピー効果もあるという説があり、近年ではセルフ
セラピーのひとつとして認知されている。手軽な方法で心身の健康に役立
てる。

１月～２月　４回

目的・内容等 実施時期・回数

子どもお菓子教室
小学生～中学生向け。市販のお菓子では味わえない美味しいお菓子を、
身近な材料を使って作る。自分で作って食べる楽しさや満足感、また、講座
後に自宅でも家族や友人のために作る喜びを味わうきっかけを作る。

２月　３回

目的・内容等 実施時期・回数



事業名

プリザーブドフラワー講
座

フランスが発祥の「枯れない花～プリザーブドフラワー」を製作し、アレンジ
する。生け花とはまた違った花の楽しみ方、アレンジの仕方を知り、暮らし
に取り入れる。

２月～３月　４回

目的・内容等 実施時期・回数

おはなしの広場
毎月開催する「おはなしを楽しむ時間」の特別版。親子や友人と一緒に昔
話の語りや人形劇を楽しむことで時間と空間を共有する喜びを体験する。
創造の世界に関心を持つきっかけ作りとする。

３月　１回



平成22年度　自主事業計画書

施設名：日吉地区センター 団体名：港北区区民利用施設協会

単位:千円

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費
委託料

自主財源
　（参加費他） 講師謝金 諸経費 その他

子ども向け事業 幼児と親

おもちゃの病院 20×2回

0

子ども向け事業 幼児と親

親子でストレッチ体操 15組×4回

200

子ども向け事業 小学生と親

絵手紙　親子体験教室 20×4回

500

子ども向け事業 小学3年生～中学生

子どもお菓子教室 12×3回

1,000

子ども向け事業 乳幼児～成人

おはなしの広場 60

0

子ども向け事業 小学5年生～中学生

みんなでヒップホップ 20×10回

200

子ども向け事業 小学3～6年生

クラフト工房 16

カラフル粘土でものづくり 500

子ども向け事業 乳幼児と親

おはなしを楽しむ時間 ―

0

子ども向け事業 幼児･小学生･親

子どもまつり 400

0

わが街再発見～その１～ 成人

矢上川１４㌔ウォーキング～初夏～ 20

100

わが街再発見～その２～ 成人

日吉台地下壕見学 20×2回

～日吉の町の歴史 800

わが街再発見～その３～ 成人

港北区の古寺を訪ねる 20×3回

200

成人

シャドウボックス講座 10×6回

3,000

成人

夏のリース作り講座 10

2,000

成人

トールペイント華のある暮らし 10×4回

4,000

成人

プリザーブドフラワー講座 10×４回

3,000

成人

ぬりえセラピー体験講座 10×4回

2,000

語学にチャレンジ！ 成人

日常英会話～初級 １2×8回

主催事業予算額

総経費

収入 支出

11 11 0 0 11 0

23 20 3 20 0 3

50 40 10 30 17 3

35 23 12 23 10 2

8 8 0 8 0 0

57 53 4 50 4 3

13 5 8 5 7 1

3 3 0 0 3 0

200 200 0 84 111 5

12 10 2 10 1 1

32 16 16 15 16 1

27 23 4 23 2 2

60 30 30 30 29 1

25 5 20 5 19 1

60 20 40 20 39 1

50 20 30 20 29 1

40 20 20 20 19 1

76 40 36 40 34 2



3,000

語学にチャレンジ！ 成人

韓国語講座～初級 12×８回

3,000

成人

暮らしの法律相談 10×3回

1,000

着物でお正月～ 成人

着付け教室 15×6回

2,000

日本の踊り教室 成人

～今、踊りで癒されよう！ 20×10回

3,000

専門店の味と香り 成人

コーヒー講座 18×3回

2,000

成人

美味しいキムチを作ろう！ 10×2回

2,000

お家で気楽に・・・ 成人

イタリア家庭料理 16×3回

3,000

手作りでクリスマス 成人

ケーキを作ろう！ 12

1,000

手作りでクリスマス 成人

リースを作ろう！ 10

2,000

合計 1,257 750 507 606 607 44

＊：その他の内訳　保険料、資料作成費など

76 40 36 40 34 2

25 15 10 15 9 1

75 45 30 45 27 3

110 50 60 50 55 5

51 15 36 15 35 1

30 10 20 10 19 1

63 15 48 15 47 1

20 8 12 8 11 1

25 5 20 5 19 1



（単位：千円）

内　　　　　訳 金　　　額

37,436

①指定管
理料

市からの指定管理料 33,747

②利用料
金収入 2,700

 ③事業
収入

参加者負担金 507

④その他
収入

自動販売機収入、印刷代ほか 482

37,436

人件費
給料（常勤職員3人）  10,008
賃金（ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｯﾌ1４人）　8,532
社会保険料他　 2,079

20,619

項 事務費

消耗品費　500　　会議費　60　通信費　200
備品購入費　　290　　図書購入費　50
リース料　193　　手数料　320　　諸費　50
その他　 45

1,708

目 事業費 自主事業費　　750　　　　自主事業有償　507 1,257

ニーズ
対応費

ニーズ対応費　  900 900

管理費

光熱水費　　5,000
清掃費　　471　（日常・定期清掃2ヶ月に1回）
修繕費　695   設備保全費　1,967
機械警備費　433　　その他委託料　 400

8,966

税 消費税 900

事務経費 3,086

0

平成２２年度　日吉地区センターの管理に関する業務の収支予算書

収入合計（Ａ）

項
目

支出合計（Ｂ）

収支(A)-(B)




