
(様式3)

藤棚地区センター自主事業計画書

委託費 NO.1 団体名一般社団法人西区区民利用施設協会

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

②募集人数
総経費

収入 支出

③一人当たり争参加費 指か定ら哲充理当科
参加費 講師謝金 |材料費 その他

一般

マリンバコンサート 20 

300 16，000 10.000 6.000 6.000 10.000 

成人

2 みんなでラジオ体操 10 

。
20，000 20.000 。 。 。20.000 

女性体力づくり教室 一般

3 (西区体育協会 140 
女性体育部共催) 。 。 。 。 。 。 。

一般

4 環境緑化推進緑のカーテン 15 

。
3，000 3.000 。 。 。3.000 

一般

5 ヨガ 12 

1200 32，400 18，000 14.400 9.000 23.400 

一般

6 
料理教室

16 
プロの味のおつまみ

800 20.800 8.000 12.800 3.000 15.000 2，800 

成人

7 
料理講座

20 
おふくろの味

1，000 30.000 10.000 20.000 3.000 20，000 7.000 

成人

8 
カルトナージュで

12 
小物作り

800 17.600 8，000 9，600 3，000 10.000 4，600 

一般

9 
料理講座 20 

緑の野菜を取り入れた料理
800 26，000 10.000 16.000 3，000 20.000 3.0001 

一般

10 アロマ作り 12 

500 12，000 6.000 6，000 3，000 7.000 2，000 

親子

11 横浜港を知ろう 32 

。
5，000 5，000 。 。 。5，000 

小学生晶学年

12 ロボット作り 15 

700 18，000 7，500 10，500 。15.000 3，000 

計
200，800 10~，500 95，300 30，000 87.000 83，800 



(様式3)

藤棚地区センター自主事業計画書

委託費 NO.2 団体名一般社団法人西区区民利用施設協会

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

②募集人数
総経費

収入 支出

③一人当たり努力日* 指れ定ら菅充理当科
参加費 講師謝金 材料費 その他

一般

13 コンサート(ニ胡を聞こう) 30 

300 24.000 15.000 9.000 9，000 15.000 

一般

14 歴史 16 

500 16，000 8，000 8，000 3，000 13，000 

一般

15 お茶の入れ方 24 

。
3.000 3，000 。 。 。3，000 

一般

16 
料理講座

20 
I~ン作り

1500 60，000 30.000 30.000 9，000 41，000 10，000 

一般

17 歌と落語のコラボ 30 

300 24.000 15，000 9，000 6，000 18，000 

一般

18 お正月の花 10 

1500 22，500 7.500 15，000 3.000 18，500 1.000 

未就園児親子

19 パパと遊ぼう 10組

500 21.500 16.500 5，000 6.000 13.500 2.0001 

料理講座
小学生

20 1¥レンタインに 16 
クッキーを作ろう

300 12，800 8，000 4.800 3.000 8，000 1.800 

一般

21 おしゃれ講座〔マニュキア) 20 

500 20，000 10，000 10.000 3.000 10，000 7，000 

一般

22 カラオケ大会 22 

100 13.700 11，500 2，200 。 。13.700 

小中学生

23 リボンレイ 10名

500円 10，000 5，000 5，000 3，000 7.000 

一般

24 
癒しのマッサージ

15 
(ヱヌ・クラップ共催)

500 22，500 15，000 7，500 6，000 16，500 

計
250，000 144，500 105，500 51，000 98，000 101，0001 

』E』ヨ 計
450，800 250，000 200.800 81.000 185.000 184，800 



藤棚地区センター自主事業計画書
(様式3)

ニーズ対応費 NO.1 団体名一般社団法人西区区民利用施設協会

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

②募集人数
総経費

収入 支出

今一人当たりf努力日費 ー スウh対ら応賛
参加費 講師謝金 材料費 その他

西区制70周年プレイベント 一般

横浜魅力再発見(主催:横浜
信用金庫藤棚支底、後援:西

200 

区役所・横浜観光コンペンショ 。
ンビューロー) 。 。 。 。

西区制70周年事業
一般

プレイベント
2 藤棚地区センターまつり 500 

(藤棚地域ケアプラザ共催) 。
170.000 170.000 。 。20.000 150.000 

小学生以下

3 母の日のお絵描き 30 

。
5.000 5.000 。 。5.000 。

小学生以下

4 父の日のお絵かき 40 

。
5，000 5，000 。 。 5，000 。

一般

5 5月のロビーコンサート 20 

。
8，000 8，000 。 5，000 。 3，000 

未就園児親子

6 お話会はじまるよ(10回) 200 

。
30.000 30，000 。20，000 。l 10.000 

一般

7 藤を咲かせよう 30 

。
10.000 10.000 。 10，000 

みんなで遊ぼう
未就園児親子

8 “春の大運動会" 15車E
(~ぐらんまのいえ』共催)

300 14，500 10，000 4.500 3，000 10，000 1.500 

一般

9 七夕飾り 80 

。
1，500 1.500 。 。 。 1，500 

一般

10 7月のロビーコンサート 20 

。
8，000 8，000 。 5，000 。 3.000 

11 
打ち水で地球を冷やそう~

15 
(西区役所区政推進課共催) 。

3，000 3.000 。 。 。 3.000 

小学生以下

12 
夏休みだよ!クイズラリー

100 
(藤棚地域ケアプラザ共催) 。

'10，000 10，000 。 。10，000 。
小計

265，000 260，500 4.500 33，000 172，000 



藤棚地区センター自主事業計画書
(様式3)

ニーズ対応費 NO.2 団体名一般社団法人西区区民利用施設協

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

②募集人数
総経費

収入 支出

③一人当たり参加費 ー スか対ら応安
参加費 講師謝金 材料費 その他

小・中学生

13 
子ども簡単電気教室

10 
(関東電気保安協会共催) 。 3.000 3.000 。 。 。3.000 

小学生以下

14 
敬老の日のお絵かき

30 
(藤棚地域ケアプラザ共催) 。

5.000 5.000 。 。5.000 01 

一般

15 
9月のロビーコンサート

20 
(フラダンス) 。

8.0QQ 8.000 。 5.000 。3.000 

未就園児親子

16 
みんなで遊ぼう“秋の遠足"

15組mぐらんまのいえ』共催)
300 14.500 10.000 4.500 3.000 10.000 1.500 

未就園児親子

17 リス組さん 15*Jl 

5000 125.000 50.000 75.000 40.000 65.000 20，000 

西区制70周年プレイベント 小学生以下

18 
J、ロウィン

50 
(境之谷公園

こどもログハウス共催) 。
5.000 5.000 。 。 G 5.000 

一般

19 
11月のロビーコンサート

20 
(おもちゃのはこ共催) 。

8.000 8.000 。 5.000 。3.000 

成人

20 第2弾和風パンツ作り 12 

1000 30.000 18.000 12.000 9.000 20.000 1，000 

みんなで遊ぼう
未就園児親子

21 “冬のお楽しみ会" 15車且
mぐらんまのいえ』共催)

300 14.500 10，000 4.500 3.000 10，000 1，500 

一般

22 ツリーを飾ろう 50 

。
5.000 5.000 。 。5.000 。

小学生以下

23 
冬休みだよ!クリスマス会 20 
(藤棚地域ケアプラザ共催) 。

10.000 10.000 。 。10.000 。
一般

24 1月のロビーコンサート 20 

。
8.000 8，000 。 5.000 。3.000 

計
236.000 140，000 96.000 70.000 125.000 41.000 

iE』3 計
501，000 400.500 100.500 103.000 185.000! 213，000 



藤棚地区センター自主事業計画書
(様式3)

ニーズ対応費 NO.3 団体名一般社団法人西区区民利用施設協会

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

②募ー集人数
総経費

収入 支出

③一人当たり考}1O費 ー スぅ、対;コ応費
参加費 講師謝金 材料費 その他

小学生以下

25 お正月のぬりえ 40 

。
5.000 5，000 。 。5，000 。

一般

26 
料理講座第2弾

20 
ぱらの絵巻き寿司

800 26，000 10，000 16.000 3，000 13，000 10，000 

子ども習字教室 小学生

27 (西区文化協会・西区子ども 30 
会連合会共催) 。 。 。 。 。 。 。l

西区制70周年プレイベント
成人

28 七福神と 15 
西区の温故知新を歩こう

300 12，000 7，500 4，500 5，000 7，000 

西区制70周年プレイベント 一般

29 
西・藤棚地区センター

20 
合同イベント

(西地区センター共催) 300 16，000 10.000 6.000 16.000 

一般

30 
藤棚豆まき大会

30 
(藤棚地域ケアプラザ) 。

7，500 7，500 。 7，500 

。

。

。

。
計

66.500 40，000 26，500 18，000 40，500 

正ロ』 言十
567，500 440，500 127，000 111，000 203，000 I 253，500 



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)
委託費 No. ， 団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的 ・内容等 実施時期 ・回数

横浜市が3年、聞にわたって行う W3つの横浜アートフェス
ティパル』の25年度は音楽ですの
音楽にふれることによって穏やかな一時を過ごしてもらい
ます。テンポが楽しいマリンパに演者の話を加え、一緒に

No.1 なって楽しんでもらいます。

マリンバ
4月

コンサー ト
l回

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

利用者の体力向上と健康の保持を目的に、平成21年度よ
り、月 ・水・金曜日の午後4時から10分程度、ロビーで、行つ
ています。

No.2 
センター職員も利用者に声をかけ一緒に参加して交流を深 4月"-'3月
めています。また24年度から 12ポイントをためると、参 毎週月 ・水 ・金

みんなで 加賞をプレゼントしています。利用者さんから、とても好 156回
ラジオ体操 評です。

事業名 目的 ・内容 実施時期・回数

ストレッチ&リズム体操を定期的に行う女性の為の体力作
り教室を開催します。西区在住の女性の健康増進を図ると
供に地域のコミ ニュティを形成します&定員140名募集で毎
年抽選会を行うほど大好評な講座です、

No.3 (西区体育協会女性体育部共催) 5月"-'3月
女性体力づくり 毎週火曜日
教室 36回

事業名 目的 ・内容 実施時期・回数

区との共催で、実施する環境緑化の為の緑のカーァン事業で
す，館の裏側の道路沿いで育てており、温暖化防止の啓発
にも役立てると同時に、環境にもやさしいインテリアグ
リーンをめざしています。

No.4 
5月

環境緑化推進
縁のカーテン

l回



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

委託費 NO.2 ・団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的 ・内容等 実施時期 ・回数

健康維持に興味があるがヨガの方法が分からない方のため
の講座です。 日常の疲れを和らげ、気軽にリフレッシュで
きる場とします。複数回開催することで、ヨガのコツを覚
え、家庭でも手軽に実践できる主うにします。

No.5 5月
ヨガ 3回

事業名 目的 ・内容等 実施時期 ・回数

藤棚商庖街の庖とのコフボ料理教室です。
ブロの味のおつまみを学びます。メニューは、若い男性層
の参加意欲を高めるように工夫し、参加者がコミュニケー

No.6 ションをはかり楽しく料理をすることも目的とします。
料理教室 5月
プロの味の l回
おつまみ

事業名 目的 ・内容等 実施時期 ・回数

昔の調理法を用いて簡単に料理を作り楽しみます。

No.7 
6月

料理講座
おふくろの味

l回

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

カルトナージュとは、ファンスの伝統手工芸です。厚紙を
組み立て美しい布や紙を貼って小物を作ります。

No.8 
6月

カノレトナージュ
で、小物作り

2回



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

委託費 NO.3 団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的 ・内容 実施時期・回数

生活習慣病を防ぐためには、緑の野菜は欠かせない食材で
す。その大切さを学びます。

No.9 
料理講座

6月
緑の野菜を
取り入れた

1回

料理

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

蚊などに悩む時期に、自分流の香りのアロマで虫除けコロ
ンを作ります。

No.lO 7月
アロマイ乍り l回

' 

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

横浜港振興協会との共催。横浜港を知り、船に乗ります。

No.ll 7月
横浜港を知ろう 1回

事業名 目的・内容 実施時期 ・回数

日常あまり使わない『はんだこて』などの道具を用いて、
ベ ットボトノレで、オリジナルのロボットを作ります。

No.l2 8月
ロボット作り l回



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

委託費 No.4 団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

横浜市が3年間にわたって行う W3つの横浜アートフェス
ティノ'Jレ』の25年度は音楽です。
二胡は、中国の代表的な民族楽器です どこか懐かしい演
奏を聞きます。初めての試みになります。

No.l3 
10月

コンサー ト
二胡を聞こう

l回

事業名 目的 ・内容 実施時期・回数

NHK大河ド、フマで、放映中の新島八重の生涯を通じ、 J票と
した女性の生き方、会津魂の底力を感じ取ります。

No.l4 10月
歴史 l回

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

株式会社伊藤園が、地域社会貢献活動の一環として横浜市
と地域活性化に関する包括連携協定事業をすすめている事
業です。
緑茶に含まれる成分には、多くの効能があります。伊藤園

No.l5 の講師にお茶の歴史文化を学び、健康的な食生活がおくれ

お茶の入れ方 るようにします。さらに、お茶の入れ方によって味わいの 10月

違いを体験します。 1回

(株式会社伊藤園共催)

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

パンの練り方 ・焼き方を体験し、日頃身近に手べているパ
ンを自分流に作ってみます。

No.l6 
10月

料理講座
パン作り

3回



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

委託費 NO.5 、団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的 ・内容 実施時期・回数

みんなで楽しく歌い、落語で笑いましょう。

No.17 11月
歌と落語のコラボ 1回

事業名 目的・内容 実施時期 ・回数

季節感や和のアイストを重視したお正月の花を作成し、新
しい年を祝います。利用の少ない大学生から 30代の若い
層が参加するように、造型や色彩の構成・素材の組み合わ
せ ・花材などの工夫します。

No.18 12月
お正月の花 l回

事業名 目的・内容 実施時期・回数

2 5年度自主事業は、子育て支援事業の内容を充実させま
す。
西区運営方針を踏まえながら、地域における子育て支援と
して、就闘前親子の居場所づくりの役割を担います。

No.19 センター初の試みで、対象を父親と未就園児の親子とし、 1月・ 2月
パパと遊ぼう 若い男性利用者層の利用を狙います。 2回

講座内容は、父親の子育てのお手伝いになる様に、子ども
との遊び方 ・接し方など、かかわり方のきっかけ作りにな
るように工夫します。

事業名 目的・内容 実施時期 ・回数

小学生で、も手軽に出来るクッキ一作りです。その手作りの
おいしさを体験しましょう。

No.20 

料理講座 2月
ノてレンタインに l回ー
クッキーを作ろう



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

委託費 No.6 団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的 ・内容 実施時期・回数

おしゃれは、自分自身を再発見できるチャンスです。 日頃
家事などに追われている人も日常から少し離れて、つめの
手入れやネイルのアレンジで変身を楽しむ講座です。

No.21 
3月

おしゃれ講座
マニュキア

l回

事業名 目的・内容 実施時期 ・回数

カフオケは、お腹の中から声を出すので健康にもつながり
ます。 日頃練習の成果を大会で発表し、 人の歌も聞いて楽
しみます。

No.22 未定
カラオケ大会 l回

事業名 目的・内容 実施時期 ・回数

対象は小中学生で、す。
リボンレイはハワイのクラフトで、作り方は意外と簡単な
ため小中学生には、適した題材です。

No.23 
楽しく作成し、作品を使うことも目的とします。作品内容
は、 小中学生用に難しくないものを選びます。 未定

リボンレイ
l回

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

マッサージの講師は、 『就労サポートセンターエヌ ・ク
ラップ』に依頼します。
体の血流を良くし、リフレッシュの仕方を学びます。実際
に、 体全体をほぐすためのマッサージの施術も受けます弓

No.24 
また、障がし、者の方が地域に出るきっかけ作りのサポー ト

癒しのマッサージ
をします。 未定
(就労サポートセンターエヌ ・クラップ共催) 2回



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

ニーズ対応費 NO.1 団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的・内容等 実施時期 ・回数

平成26年に西区制70周年を迎えるにあたり、前年のプレ行
事です。
西区商庖街(藤棚商庖街)の魅力を商庖街会長から講演し

No.1 
てもらいます。また横浜の魅力再発見と題し、 「横浜観光

西区制70周年
親善大使」から1年の横浜PR活動を横浜西区民へ報告し、

4月6日
プレイベント 横浜の、西区の魅力を再確認してもらいますG

1回
横浜魅力再発見

(主催 :横浜信用金庫藤棚支庖、後援:西区役所、共催 :
横浜観光コンペンションビューロー)

事業名 目的・内容等 実施時期 ・回数

西区制70周年プレイベントとしてまつりを開催します。
地域住民に地区センターを PRするとともに、まつりを楽
しんでもらい、登録利用団体には、演技・展示等の発表の

No.2 場を提供することも目的とします。
西区制 地域の中途障害者施設・精神障害者施設等にも参加を依頼
70周年事業 し、障害者の自立支援もあわせて行います。区資源化推進
プレイベント 担当の協力を得て、場内に分別ごみ箱を設置し、ごみの発 5月25日・ 26日
藤棚地区 生抑制・分別回収に努めます。 l回
センターまつり 2 5日はチャリティーダンスパーティを開催し社交ダンス

の利用団体に楽しんでもらうとともに、チャリティー活動
にも参加してもらいます。
(藤棚地域ケアプラザ共催)

事業名 目的・内容 実施時期 ・回数

『絵のコンァスト』を開催します。
子ども達が描く「母の日の似顔絵Jを募集し館内に展示し
ます。参加型のイベントとして、近隣住民が家族で楽しめ
るよう、また利用者とセンターのコミュニケーションが深

No.3 められるよう企画し、 “より地域に根ざしたセンタ一作り

母の日の の一環"とします。特に子どもたちが喜んで参加できるよ 5月l日"'31日

お絵かき うに似顔絵を預かるときに参加賞を渡します。個人情報の l回

取り扱いには特に注意をします。

事業名 目的・内容 実施時期 ・回数

『絵のコンァスト』を開催します。
子ども達が描く「父の日の似顔絵」を募集し館内に展示し
ます。参加型の楽しめるイベントとして、近隣住民が家族

No.4 で楽しめるよう、また利用者とセンターのコミュニケー 6月1日"'30日
父の日の ションが深められるよう企画し、 “より地域に根ざしたセ l回
お絵かき ンタ一作りの一環"としますυ より子どもたちが喜んで参

加できるように、似顔絵を預かるときに参加賞を渡しま
す。個人情報の取り扱いには特に注意をします。



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書 (単表)

ニーズ対応費 No.2 団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的 ・内容等 実施時期 ・回数

横浜市が3年間にわたって行うねつの横浜アートフェス
ティパル』の25年度は音楽です。これに沿って、ロビーコ
ンサートを年に 5回開催します今
ロビーで開催することで、自由に気軽に音楽に親しんでも
らいます。クラシックからポップスまで幅広いジャンノレの

No.5 音楽を楽しむことができるように、毎回プログラムを変え 5月19日
5月のロビー て開催します。 「藤棚ロビーコンサートJは地域に定着し l回
コンサート てきた企画で7年目です藤棚地区センターの広報活動の

一環を担い、 5月は「西区名人 ・達人j の「一座にしJと
の共催事業。地域の生涯学習グループの活動を支援をしま
す。
(一座にし共催)

一

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

未就園児親子参加型の読み聞かせの子育て支援事業講座で
す。
2 2年度開催時に参加者から「子どもと楽しめて良かっ
た」 「また開催してほししリ等大変好評だ、った講座の再開

No.6 です。西区運営方針にあるように「いきいきと健やかに暮 5月""'2月
お話会始まるよ らせるまちづくり」をめざします。就園前親子が絵本等の 10回

話を聞き“ワクワクするような"経験ができるようにしま
す。年間 10回開催することで読み聞かせ講座を定着さ
せ、リピーターを増やします。

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

地区センタ一正面の昨年度開花しなかった藤の棚の手入れ
をして、藤を咲かせ、お花見会をします、
近隣小学校の稲荷台小学校のー有志チームに藤棚の世話をお
願いし、藤棚商庖街の『藤棚保存会』と連携をとり合同の

No.7 花見会を開催します。近隣住民に藤棚地区センターの魅力

藤棚の藤を を紹介する講座とします。 初夏

咲かせよう
l回

事業名 目的 ・内容 実施時期・回数 |

2 5年度自主事業は、子育て支援事業の内容を充実させま
す。
例年開催の子育て支援の『リス組さん』の他に、 「横浜市
補助事業 ・親と子のつどいのひろばJの『ぐらん主のい

No.8 え』との共催事業を年に 3回開催しますぐ西区運営方針を
みんなで遊ぼう 踏まえながら、子育てしやすい環境づくりをすすめます。 6月
“春の 安心して生活できるよう、地域における子育て支援として 1回

大運動会" 就園前親子の居場所づくりの役割を担います。春は運動会
で体を思いっきり動かします。
( Wぐらんまのいえ』共催)



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

ニーズ対応費 NO.3 団体名 一般社団法人 西区区民利用施設協会

事業名 目的・内容等 実施時期 ・回数

利用者や近隣住民に七夕行事に親しんでもらうように誰で
もが参加できるイベントです。
今回で 7年目です。参加者からは、 「昨年の願い事がか
なって女喜しかった」 「毎年センターで短冊を書くのを楽し

No.9 みにしている」などと多くの声をもらっています。自由に 7月1日'"'-'7日
七夕飾り 短冊に願いごとを書き、センターロビーに飾ります。 地域 1回

住民との一体感の醸成と地域の元気づくりを目的としま
す。住民・来館者等誰もが楽しみながら交流できる事業で
す。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

横浜市が3年間にわたって行う W3つの横浜アー トフェス
テイノ〈ノレ』の25年度は音楽です。これに沿って、ロビーコ
ンサートを年に 5回開催します。
ロビーで開催することで、自由に気軽に音楽に親しんでも

No.10 らいます。また、クラシックからポップスまで幅広いジャ

7月のロビー ンルの音楽を楽しむことができるように、毎回プログラム 7月21日

コンサート を工夫して開催します。 「藤棚ロビーコンサート」は地域 1回

に定着してきた企画で7年目です。藤棚地区センターの広
報活動の一環を担っています。 7月はバイオリンとピア
ノのコラボコンサートです。

事業名 目的 ・内容等 実施時期 ・回数

低炭素社会の実現に向け、西区運営方針を踏まえ、環境に
やさしいライフスタイルを広めます。利用者 ・近隣住民に
環境に配慮した行動の実践を呼びかけます。都心部におけ
る環境対策としての脱温暖化を参加者と考える機会とし、
「にしくエコ活。」を広めます。また路面温度を下げるこNo.11 

打ち水で地球を とで「涼Jを演出し、打ち水の効果を体感します。 夏休み

冷やそう~
(西区役所区政推進課共催) l回

事業名 目的・内容 実施時期・ 回数

夏休みに来館する小学生以下の子どもたちを対象に 2階館
内及び藤棚地域ケアプラザを巡り各箇所にあるクイズに答

No.12 
え参加賞をもらいます。
複合施設の藤棚地域ケアプラザとの共催事業にすること

夏休みだよ! で、子どもたちが異なった役割の施設が地域に設置されて 8月1日"'"'20日
Vo  1. 1 し、る事を知るきっかけ作りとしますd l回
クイズラリー (藤棚地域ケアプラザ共催)



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

ニーズ対応費 NO.4 団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的・内容 実施時期 ・回数

理科離れと百われる子どもたちが「理科って面白しリと体
感する講座です。
関東電気保安協会の電気の専門家に依頼し、 2階ロビーの
フリ ースペースで無料で開催します。来館した小中学生が

No.13 好奇心を持って参加できる講座内容とし、企業と共催する

子ども簡単電気 ことで予算を削減できるようにします。また、無料にする 8月

教室 ことで、小学生が、自ら進んで申込み参加しやすいようにし l回

ます。
(関東電気保安協会共催)

事業名 目的・内容 実施時期・回数

『絵のコンァスト』を開催します。
子ども達が描く「敬老の日の似顔絵」を募集し館内に展示
します。参加型のイベントとして、近隣住民が家族で楽し
めるよう、また利用者とセンターのコミュニケーションが

No.14 深められるよう企画し、 “より地域に根ざしたセンタ一作

敬老の日の りの一環"とします。特に子どもたちが喜んで、参加できる 9月1日'"'-'30日

お絵かき ように似顔絵を預かるときに参加賞を渡します。個人情報 l回

の取り扱いには特に注意を します。

事業名 目的・内容 実施時期 ・回数

横浜市が3年間にわたって行う W3つの横浜アートフェス
ティノ勺レ』の25年度は音楽です。これに沿って、ロビーコ
ンサートを年に 5回開催します。自由に気軽に音楽に親し
んでもらえるように、ロビーで行います。また、クラシッ

No.15 クからポップスまで幅広いジャンルの音楽を楽しむことが

9月のロビー できるように、毎回プログラムを工夫します。 「藤棚ロ 9月15日

コンサート ビーコンサート」は地域に定着してきた企画で、7年目で 1回

す。藤棚地区センターの広報活動の一環を担います。 9 
月は、フラダンスとハワイアン音楽です。

事業名 目的・内容 実施時期・回数

2 5年度自主事業は、子育て支援事業の内容を充実させま
す。
例年開催の子育て支援の『リス組さん』の他に、 「横浜市
補助事業・親と子のつどいのひるばJの『ぐらんまのい

No.16 え』との共催事業を年に 3回開催します。西区運営方針を

みんなで遊ぼう 踏まえながら、子育てしやすい環境づくりをすすめます。 10月

“秋の遠足" 安心して生活できるよう、地域における子育て支援と して l回
就園前親子の居場所づくりの役割を担います。
秋は、境之谷公園に遠足に行くことで、自然に親しみ、四
季により草木が変化することを体感します。
( Wぐらんまのいえ』・境之谷公園ログハウス共催)



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書(単表)

ニーズ対応費 No.5 団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

今回で7年目の子育て支援事業。
参加者から「また来年も参加したいJ 「こどもの成長を感
じることができk喜しかったJ 「たくさんの経験ができ親子
ともにとてもよかったJ等大変好評で、毎年、開催要望 ・

No.17 
問い合わせが高い講座です。親子参加とし、普段家庭では

リス組さん
体験できない習字 ・リトミック ・絵具遊びなどを経験しま 9月-----12月

(プレ幼稚園)
す。就園前親子が初めての集団生活に慣れ、様々なカリ 10回
キュラムに参加することで生活経験が増します3 西区運営
方針を踏まえながら、子育て しやすい環境づくりをすすめ
ます。安心して生活できるよう、地域における子育て支援
として就園前親子の居場所づくりの役割を担います，

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

近隣施設との共催事業。
今回で 7年目の講座。西区制70周年プレイベントとして、
地域とのつながりを意識しながら、境之谷公園から藤棚商

No.18 庖街を経由し、当センターまでパレードすることで、地域

西区制70周年プ を知ることができます。参加した子どもたちから「楽し 10月
レイベント かった」 「また参加したし¥Jと開催の度に喜ばれていま 1回
ハロウィン す。仮装した子どもたちと年間行事のハロウィンを楽しみ

ます。対魚は小学生以下で、す。
(境之谷公園こどもロク。ハウス共催)

事業名 目的・内容 実施時期・回数

横浜市が3年間にわたって行う1i3つの横浜アー トフェス
テイノ勺レ』の25年度は音楽ですu これに沿って、ロビーコ
ンサートを年に 5回開催します。自由に気軽に音楽に親 し
んでもらえるよう、 'ロビーで演奏します。また、クラシッ

No.19 クからポッフスまで幅広いジャンルの音楽を楽しむことが
1 1月のロビー でき るように、毎回プログラムを工夫します。 「藤棚ロ 11月17日
コンサート ビーコンサー ト」は地域に定着してきた企画で 7年目。藤 l回

棚地区センターの広報活動の一環を担っています。 1 1 
月は「西区名人・達人Jの「おもちゃのはこ」との共催事
業です。地域の生涯学習グループの活動を支援します。
(おもちゃのはこ共催)

事業名 目的・内容等 実施時期 ・回数

24年度は、タンスで、眠っている着物を和風ベストに作り変
えました。参加者から 1i25年度は、そのベストに合うパン
ツ(ズボン)作りをぜひ開催してほしい。』と多くの声が

No.20 ありました。今回は、着なくなった着物をほどきパンツに

第 2弾 変身させます。従来の生活スタイルを見直すよい機会と 11月
和風パンツ(ズ し、使わなくなった着物を処分するのではなく、リ サイク 3回
ボン)作り ノレ方法も学びます。



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書 (単表)

ニーズ対応費 NO.6 団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的・内容 実施時期・回数

2 5年度自主事業は、子育て支援事業の内容を充実させま
す。
例年開催の子育て支援の『リス組さん』の他に、 「横浜市
補助事業・親と子のつどいのひろばJの『ぐらんまのい

No.21 え』との共催事業を年に 3回開催。西区運営方針を踏まえ
みんなで遊ぼう ながら子育てしやすい環境づくりをすすめます。安心して 12月
“冬の 生活できるよう 、地域における子育て支援として就園前親 1回

お楽しみ会" 子の居場所づくりの役割を担います。冬は、発表会。今、
自分のできることを両親などみんなの前で発表すること
で、自信につなげます。
( Wぐらんまのいえ』・境之谷公園ログハウス共催)

事業名 目的・内容 実施時期 ・回数

利用者や近隣住民にクリスマス行事に親しんでもらいま
す。
自由にセンターロビーのツリーに飾りつけをします。地域
住民との一体感の醸成と地域の元気づくり参加型の楽しめ

No.22 るイベントとします。住民・来館者等誰もが楽しみながら 12月l日'""24日

ツリ ーを飾ろう 交流できる事業とし、定着した「七夕飾り』と同様にセン 1回
ターの年間の目玉事業のーっとします。

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

来館する小学生以下の子どもたちを対象にクリスマス会を
開催します。

No.23 複合施設の藤棚地域ケアプラザとの共催事業です。地区セ
冬休みだよ! ンターでお楽しみ会をした後、ケアプラザのデーサービス

V 0 1. 2 を訪問し、子どもたちが、異なった役割の施設が地域に設 12月
クリスマス会 置されている事を知るきっかけ作りとします。 1回

(藤棚地域ケアプラザ共催)

事業名 目的・内容 実施時期・回数

横浜市が3年間にわたって行う W3つの横浜アー トフェス
ティノ勺レ』の25年度は音楽です。これに沿って、ロビーコ
ンサートを年に 5回開催します。
自由に気軽に音楽に親しんでもらえるようにロビーで演奏

No.24 します。また、クラシックからポップスまで幅広いジャン
1月のロビー ルの音楽を楽しむことができるように、毎回プログラムを l月19日
コンサー ト 工夫します。 「藤棚ロビーコンサートJは地域に定着して l回

きた企画で7年目です。藤棚地区センターの広報活動のー
環を担っています“ 1月はバイオリンと琴のコラボ演奏
で、新春の演目を楽しみます。



(様式4)

藤棚地区センター自主事業別計画書 (単表)

ニーズ対応費 No.7 団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

前年度、 「ぬり絵が楽しかったJ 「子どもが嬉しそうに画
いていた」と好評だ、った事業です。
子ども達が描く「お正月のぬりえJを募集し館内に展示し
ますみ乳幼児も参加しやすいように“ぬりえ"にします。
テーマを“正月"~こすることで、 正月の伝統行事にも親し

No.25 む機会もっくります。参加型の楽しめるイベン トとして、 12月l日----27日

お正月のぬりえ 近隣住民が家族で楽しめるよう 、また利用者とセンターの 1回
コミュニケーションが深められるよう企画し、 “より地域
に根ざしたセンタ一作りの一環"とします。子どもたちが
喜んで参加できるように似顔絵を預かるときに参加賞を渡
します。個人情報の取り扱いには特に注意を します。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

24年度に開催して、申込者が多く参加出来なかった方から
再度やってほしいと要望が多数ありました。巻き寿司の絵
柄を“ばら“形にし、豪華なおもてなし料理の一品になる

No.26 ようにします。

第 2弾料理講座
1月ば、らの

絵巻き寿司

事業名 目的・内容 実施時期 ・回数

2 3年度に開催し今回2年目の講座。
参加したこどもたちから「先生のアドバイスで上手にかけ
たJ 「字がうまくなった気がするJなど好評でしたっ初め

No.27 てでも気軽に参加できる教室にし、一人ひとりが 「書」を
l月

子ども習字教室 楽しみ、奥深い書道の世界に触れるようにします。
l回

(西区文化協会・西区子ども会連合会共催)

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

西区制70周年プレイベントです。

No.28 西区事業の『温故知新 !ひと ・まち交流指針』を踏まえ

西区制70周年プ て、 「西区の魅力を再発見するための講座」と して開催し

レイベント ます。藤棚地区センターを出発し、成田山横浜別院(全七
1月

七福神と 福神)をお参りし掃部山など西区の名跡 ・旧跡をコースを
l田

西区の温故知新 巡ります。まちを知ることで、自分のまちに愛着を持てる

を歩こう きっかけを{乍ります。



(様式4)

藤棚地区センタ一自主事業別計画書 (単表)

ニーズ対応費 NO.8 団体名 一般社団法人西区区民利用施設協会

事業名 目的 ・内容 実施時期 ・回数

西区制70周年プレイベントです。
西地区センターと合同で、パトミントン大会を開催します。
23年度開催の合同卓球大会では、 『普段利用しない地区セ

No.29 ンターで交流ができてうれしかった。次回は、卓球以外の

西区制70周年プレ 種目の大会を開いてほしし、』などの声がありました。西区

西・藤棚地区 事業の『温故知新 !ひと ・まち交流指針』に基づき、それ 2月

センター ぞれの異なる地域を知るきっかけ作りとすることも目的で 1回

合同イベント す。
(横浜市西地区センター共催)

事業名 目的・ 内容等 実施時期 ・回数

藤棚地域ケアフ。フザと共催事業。
「あそびのもり」で借用した鬼の衣装で、職員が鬼に扮し

て旦まき大会を開催します。参加型のイベントとして、近

No.30 
隣住民が家族で楽しめるよう、また利用者とセンターのコ
ミュニケーションが深められるよう企画し、 “より地域に 2月

藤棚豆まき大会 根ざしたセンタ一作 りの一環日とします。 l回
(藤棚地域ケアプラザ共催)








