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（措式1)

平成29年度 f仲町台地区セシヲー」 収支予陣賓

収入の昔日 ｛覗込、単也：円）

科目
当初予算額 補正薗 予算現額 決算額 差引

説明
(A) (B) (C=A+B) (D) (C-D) 

指定宮埋料 39,239,000 39,239,000 39,239,000 機揖市より

利用料金収入 3,900,000 3,900,000 3,900,000 

自主事難（掴定置1里刺充当の自主事車｝収入 5,474,900 5,474,900 5,474,900 

自主事業収入 。 。 。 。
雑入 1,130,000 。1,130,000 。1,130,000 

印刷代 130,000 130,000 130,000 

自動販売機芋盟料 970,000 970,000 970,000 

駐車場利用隅収入 。 。 。 。
その他［寄付金） 30,000 30,000 30,000 

務線署長 主 鱗
」晶...ι開

支出の部

科目
当初予算額 補正闇 予算現額 決算額 差引

説明
(A) (B) (C=A+B) (D) (C-D) 

人件費 21,428,000 。21,426,000 。21,428,000 

桔与・賃金 19,385,000 19,385,000 19,385,000 

社会保暁料 1,640,000 1，倒0,000 1,640,000 

通勤手当 296,000 296,000 298,000 

瞳康診断贋 63,000 63,000 63,000 

福利厚生 42,000 42,000 42,000 

動調書福祉共璃掛金 。 。 。 。
理晴拍付引当金曜入薗 。 。 。 。

事開質 1,177,500 。1,177,500 。1,177,500 

出費 20,oaa 20,000 20,000 

消耗品買 600,000 600,000 600,000 

会議賄い買 10,000 10,000 10,000 

印刷製本質 50,000 50,000 50,000 

通信貴 221,500 221,500 221,500 

恒用料及び賃借料 30,000 。 30,000 。 30,000 

横浜市への支払分 。 。 。
その他 30,000 30,000 30,000 

備品購入賞 5,000 5,000 5,000 

図書購入費 。 。 。
施設時償責任保隅 40,000 40,000 40,000 

職員等研修費 10,000 10,000 10,000 

t問主手数料 。 。 。
リース料 171,000 171,000 171,000 

手酷料 10,000 10,000 10,000 

地域協力費 10,000 10,000 10,000 

事鎌買 5,974,900 。5,974,900 。5,974,900 

自主事業（！臣官理科充当の自主事提｝買 5,974,900 5,974,900 5,974,900 

自主事業資 。 。 。 。
管理費 10,264,500 。10,264,500 。10,264,500 

光鼎水質 5,950,000 。5,950,000 。5,950,000 

電気料金 3,150,000 3,150,000 3,150,000 

方ス料金 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

水道料金 700,000 700,000 700,000 

清掃貨 662,000 662,000 662ι000 

修司描費 767,000 767,000 767,000 

4樹毒菌浦賀 207,360 207,360 207,360 

設備保全資 2,476,140 。2,476,140 。2,476,140 

空間衛生設晴保守 1,479,600 1,479,600 1,479,600 

消防詰備保守 90,720 90,720 90,720 

電気設備保守 699,640 699,640 699,640 

害虫駆除清掃保守 30,760 30,760 30,760 

駐車場設備保全買 。 。 。
その他保全費 177,200 177,200 177,200 

共益買 。 。 。
公租公盟 2,160,000 。2,160,000 。2,160,000 

事業所税 。 。 。
消費税 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

印紙税 。 。 。
その他｛法人説・法人生民親等） 360,000 360,000 360,000 

廓輯経質 ｛針鱒観視を股羽欄＂＇漉｝ 7,439,000 。7,439,000 。7,439,000 

l湾：剖分 7,439,000 7,439,000 7,439,000 協会全体必要経費を指定管理料・管理費等の額に応じて14施設で阻分

1当該施設分 。 。 。 。
ニーズ珂応賀

泌鱒1議綴3轟0轟髭0，霊0紛整00備機1線畿機緩織鐙欝襲綴綴齢JO纏揺1露盤鶴崩；；.襲O謹~議i°蜘書0簡0叫1機寵韓畿議畿議麟機轡寵甑 1,300,000 主治：者 議議議議I 0綴鱒｝誌編湖面

自主事業資収入

自主事録費支出

自主事票頭宣

管理許可・目的外畳用許可収入 。
管理許可・目的外盟用許可支出 。
管理許可・目的舛担用許可収宜 。



成人

事業名

健康体操

(1講座40回）

パワーヨガ1期・2期・3期

(3講座29回）

親子体操1期・2期・3期

(3講座29回）

みんなで歌おう前期・後期

(2講座10回）

歌って楽しい健康体操
前期・後期

(2講座12回）

朝活！はじめてのピフTイス
前期・後期

(2講座12固）

かわりぱん』保育でママが楽しむ
陰ヨガ前期・後期

(2講座12固）

いただきます！地場野菜

(1回）

男性セカンドライフ

(1講座5回）

大人の折り紙講座

(1回）

子育て講座

(1講座6回）

スカーフアレンジ講座

(1回）

麻かごパック作り講座

(1講座2回）

職人に習う手つくりJfン
(4講座4囲）

園芸講座

(1講座2回）

健康麻雀入門講座

(1講座6固）

29年度自主事業計画書

（様式3)

仲町台地区センター

団体名 仲町台地区セン事ー

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

＠募集人数
総経費

収入 支出

③一人当たり参加費 委託料 参加費 講師謝金｜ 材料費 ｜保険・その他
60歳以上の高齢者 900守口00 。900,000 600,000 。 300,000 

200人

4500円

一般 1,296,000 。1,296,000 493,00（〕 83,000 720,000 

360人

3200円

1旗8ヶ月以上の子と母 960,000 。960,000 500,000 235,000 225,000 

240組

初日日円

一般 220,000 。220,000 ・ 150,000 20,000 50,000 

100人

2200円

一般
132,000 。132,000 65,000 17,000 50,00日

20人

3300円

一般
123,000 7,800 115,200 84,000 15,000 24,000 

32人

3600円

一般 145,800 21,000 124,800 84,000 1,800 60,000 

32組

3900円

一般 20,000 。 20,000 7,000 10,000 3,000 

20人

1000円

一般 50,000 10,000 40,000 25,000 20,000 5,000 

20人

2000円

一般 8,000 。 8,000 。 4,0〔］（］ 4,000 

16人

500円

1藤～未就園児 36,000 。 36,000 14,000 15,000 7,000 

15組

2400円

一般 7,500 。 7,500 7,000 。 500 

15人

500円

一般 51,500 11,500 40,000 20,000 30,000 1,500 

20人

2000円

一般 104,000 。104,000 28,000 56,000 20,000 

80人

1300円

一般 40,000 10,000 30,000 。 38,000 2,000 

20人

1500円

一般 75,000 。 75,000 42,000 6,000 27,000 

25人

初日日円



シェフに習う本格中華料理 一般 24,000 

(1回） 20人

1200円

フレンチを楽しもう 一般 30,000 

(1回） 20人

1500円

カフオケ講座 一般 27,000 

(1講座3回） 15人

1800円

七宝焼き入門講座 一般 51,500 

(1講座2回） 16人

2000円

スマホの使い方講座 一般 6.400 

(2回） 32人

200円

脳活性 1アロマ講座 一般 11,200 

(1回） 16人

700円

ままくらぶ保育付 子育て中の母 66,000 

(3講座3回） 48人

1200円

リフックスヨガ 一般 48,000 

(1講座5回） 16人

初日0円

ズパゲツTイマルシェパック作
一般

45,500 

(1講座2回） 16人

2500円

1｛ソコンカフェ 一般 22,000 

(6講座6回） 20人

無料

パソコン講座 」般 30,000 

(1講座2固） 20人

1500円

百人一首大会 小学生以上 16,000 

(1田） 20人

800円

麻雀大会 一般 25,000 

(1回） 25人

1000円

整理”収納講座 一般 24,000 

(1講座2回） 20人

1200円

メイクセフピー講座 一般 9,600 

(1回） 16人

600円

インド料理 一般 24,000 

(1回） 20人

1200円

歌声喫茶 一般 72,000 

(1回） 70人

900円

さきおりリメイク 一般 32,500 

(1講座3@1) 16人

1500円

。 24,00〔］ 7,000 

。 30,000 7,000 

。 27,0ciO 16,500 

19,500 32,000 20,000 

。 6.400 。

。 11,200 7,000 

8.400 57,600 21,000 

。 48,000 35,000 

5,500 40,000 20,000 

22,000 。 18,000 

。 30,000 30,0〔JO

。 16,000 10,000 

。 25,000 7,000 

。 24,000 14,000 

。 9,600 7,000 

。 24,000 7,000 

9,000 63,000 60,000 

8,500 24,000 21,000 

（様式3)

仲町台地区センター

12,000 5,000 

18,000 5,000 

5,500 5,000 

30,0〔］｛｝ 1,500 

。 6.400 

3,200 1,000 

30,000 15,000 

3,000 10,000 

24,000 1,500 

。 4,000 

。 。

1,000 5,000 

8,000 10,000 

5,000 5,000 

1,800 800 

12,000 5,000 

7,000 5,000 

9,000 2,500 



クリスマスケーキ作り 一般 26,000 

(1固） 20人

1200円

しめなわ飾り 一般 35,000 

(1回） 16人

2000円

本格たこやき作り講座 一般 16,000 

(1講座1回） 16人

1000円

地区セン食堂 一般 72,000 

(6講座B回） 60人

700円

イ告リア料理を楽しもう 一般 28,800 

(1回） 16人

1800円

飾り巻きずし 一般 19,200 

(1回） 16人

1200円

終活準備講座 一般 2,500 

(1講座2回） 20人

無料

おそろいコサージュ作り 一般 20,200 

(1回） 16人

1200円

っくりおきの基本おばんざい 一般 26,000 

(1回） 16人

1200円

地域防災講座 一般 9,000 

(1回） 30人

無料

新栄晶校セミナー 一般 5,000 

(1講座2回） 30人

無料

生演奏をききながらピアノを
一般

36,000 

弾いてみよう

(1講座3回） 12人

初 00円

やさしい絵本で街づくり 一般 40,000 

(1講座5回） 10人

3000円

仲町台まちづくり講座 一般 22,500 

(1講座3回） 15人

1500円

は晶とdeボランティア 中高生 。
(1回） 自由参加

地区セン告ーまつり 全般 118,300 

自由参加

5,210,000 

事業ごとに別紙に記載してください。

2,00（〕 24,000 7,000 

3,000 32,000 7,000 

。 16,000 7,000 

30,000 42,000 。

。 28,800 7,000 

。 19,200 7,000 

2,500 。 。

1,000 19,200 7,0〔］｛］

2,000 24,000 7,000 

9,000 。 7,000 

5,000 。 。

。 36,000 21,00（〕

10,000 30,000 21,000 

。 22,500 16,000 

。 。 。

118,300 。 20,000 

31 a.000 I 4.894,ooo 2,560,500 

（様式3)
仲町台地区センター

12,000 7,000 

24,000 4,000 

6,000 3,0（〕［］

60,00（〕 12,000 

17,000 4,800 

10,00（〕 2,200 

。 2,500 

12,200 1,000 

11,000 8,000 

。 2,000 

3,000 2,000 

5,000 10,000 

15,000 4,000 

2,000 4,500 

。 。

40,000 58,300 

931.soo I 1,712,000 



29年度自主事業別計画書（成人）

事業名

健康体操 ＜目的＞
（平成8年）

く内容＞

選定理由

事業名

パワーヨガ く目的＞
（平成18年）

く内容〉

選定理由

事業名

親子体操 く目的＞
（平成18年）

く肉容＞

選定理由

事業名

みんなで歌おう く目的〉
（平成23年）

く内容＞

選定理由

事業名

歌って楽しい健康体操 く目的＞
（平成27年）

＜内容＞

選定理由

事業名

朝活！はじめてのピラティス く目的＞
前期・後期
新規

く内容＞
（平成28年）

選定理由

（様式3)

仲町台地区センター

目的・内容等 実施時期・回数

60歳以上の方を対象に、健康維持・仲間作り・1年を通しセン 3月～4月
~ーを活用いただし

（全40回）

体操を中心に無理なく楽しく運動するo

健康維持を目的としたシニア向け講座として参加希望が非常に
多い。

目的・内容 実施時期・回数

成人を対象に、健康維持と仲間作りを目的とする。 1期（5月～7月）

2期（9月～11月）

エクササイズヨガを学ぶ。 3期（1月～3月）

（全29固）

健康維持を目的とした主に中高年女性向け講座として、参加希
望者が多く定着している。

目的・内容 実施時期・回数

1歳8ヶ月以上の子と保護者を対象に、親子で楽しく体を動かし 1期（5月～7月）
リフレッシュすることを目的とする。

2期（9月～11月）

ボール、ベル、ベルダーを使って運動する。 3期（1月～3月）

（全29回）

親子ともに楽しみながら、仲間作りもできる講座として参加希望
者が非常に多い。

目的・内容 実施時期・回数

みんなで一緒に歌う」とで、健康維持・仲間づくり・生きがいづく 前期（5～10月）
りを目的とする。 後期（11～3月）

歌のサロン講師を招き、指導いただきながらみんなで一緒に歌 （各5回）
つ。

みんなで一緒に歌いたいというたくさんの希望あり。

目的・内容 実施時期・回数

音楽を通し健康促進・維持をはかる。 前期（6～8月）

後期（10～1月）

第一興商介護予防士によるカラオケを使った音楽健康講座。 （各5囲）

高齢者の脳と体の活性化にカラオケを活用。

目的・内容 実施時期・回数

健康維持講座。 前期（9～10月）

後期（1～3月）

ピラティスを学び、仲間作り。 （各自困）

ピラティス入門体験。



事業名

かわりぼん」保育でママが楽 く目的＞
しむヨガ前期・後期
（平成28年）

く内容＞

選定理由

事業名

いただきます！地場野菜 く目的＞
（平成27年）

く内容〉

選定理由

事業名

男性セカンドライフ く目的＞
（平成27年）

＜内容＞

選定理由

事業名

大人の折り紙講座 く目的＞
（平成28年）

く内容＞

選定理由

事業名

子育て講座 く目的＞
新規
（平成29年）

く内容＞

選定理由

事業名

スカーフアレンジ講座 く目的＞
新規
（平成29年）

く内容＞

選定理由

（犠式3)

｛中町台地区センター

目的・内容 実施時期・回数

相互保育を通じ、親子交流、子育て支援。 6月～2月

(2講座12回）

お母さんがかわりばんこに保育、かわりばんこにヨガも楽しむ。

昨年好評、利用団体からの企画提案。

目的・内容 実施時期・回数

健康的な食生活を学ぶ。 9月

(1回）

ヘルスメイトの協力により地場野菜を使った減塩料理を学ぶ。

地産地消によるふるさと意識の育成。

目的・内容 実施時期・回数

男性のセカンドフイフ楽しみ方応援。 1月～3月

(1講座5凹）

27年度からの事後グループに企画の段階から協力いただき、
地域活動へ提案型講座。

男性のセカンドライフ活動支援。

目的・内容 実施時期・回数

日本l』伝わる古典作品から、本格創作折り紙作品まで折り紙を 11月
知る。

(1回）

なつかしくて新しい折り紙を学ぶ。

手先を使うことで、脳の活性化と知的好奇心を高める。

目的・内容 実施時期圃回数

未就園児を持つ親を対象に、交流の場つぐり、参加裂から参函 9月～2月
をめざす。

(6回）

「大熊保育園」の協力を得ながら、年開通し、行事や遊びを通し
親子で育つ内容とする。

地域の子育てネットワーク化、仲間づくり、活動のきっかけつく

目的・内容 実施時期・回数

スカーフアレンジについて学ぶ。 5月

(1固）

スカーフアレンジのコツ、ポイントを知る。

引き出しに眠ってるスカーフの活用、仲間作り。



事業名

麻かごパック作り く目的＞
新規
（平成29年）

く内容＞

選定理由

事業名

職人に習う手作りパン く目的＞
（平成24年）

く肉容＞

選定理由

事業名

園芸講座 く目的＞
（平成21年）

＜内容〉

選定理由

事業名

健康麻雀入門講座 く目的〉
（平成28年）

く内容〉

選定理由

事業名

シェフに習う本格中華料理 く目的＞
（平成26年）

く内容〉

選定理由

事業名

フレンチを楽しもう く目的〉
（平成27年）

く内容＞

選定理由

（様式3)
仲町台地区センター

目的・内容等 実施時期・回数

趣味の講座 6月

(1講座2回）

麻かごJtック作り。 言ト

麻かごパック作りを通じ、情報交流。

目的・内容等 実施時期・回数

地域のお店シェフと交流しながら、パン作りを学ぶ。 7月～9月

(4回）

仲町台のパンやさん「パンオミエルJシェフの指導によりパン
の作り方を学ぶ。

引き続き好評、地域交流しながら本格パン作りを学ぶ。

目的・内容等 実施時期・回数

近隣にある企業（サカ告のうZネ）を知り、園芸の知識を学ぶ。 9月

(1講座2回）
園芸基礎講座。

企業連携、地域の企業を紹介しながら、専門知識を学ぶ、毎年
好評のため。

目的・肉容等 実施時期・回数

麻雀を通し、健康促進をはかる。 6月～8月

(1講座5回）

健康麻雀入門基礎講座。

参加希望者が多いことから、昨年に引き続き入門講座実施。

目的・内容等 実施時期・回数

本格中華料理を学びながら仲間づくり。 10月

(1回）

季節の地場野菜を使った中華料理を学ぶ。

地元崎陽軒中国料理「嘉宮」副料理長より、本格中華を学ぶ。

目的圃内容 実施時期・回数

本格フレンチを学びながら、地域店シェフと交流、仲間作り。 11月

(1回）

仲町台フレンチ店「ラルビュエルJシェフより季節のフレンチを学
，』、。

地域店シェフを交えた地域交流。地域振興・地域活性化。



事業名

カフオケ講座 く目的＞
（平成26年）

く内容＞

選定理由

事業名

七宝焼き入門講座 く目的＞
（平成28年）

く内容＞

選定理由

事業名

スマホの使い方講座 く目的＞
（平成25年）

く内容＞

選定理由

事業名

脳活性！アロマ講座 く目的＞
（平成28年）

く内容＞

選定理由

事業名

ままくら，s: く目的〉
保育付
（平成24年）

く内容＞

選定理由

事業名

リフックスヨガ く目的〉
新規
（平成29年）

く内容＞

選定理由

（様式3)

仲町台地区センター

目的・内容 実施時期・回数

カラオケを通し趣味や生きがい作り。 9月

(1講座3回）

第ー興商より講師を招き、大会に参加練習と、大会への参画。

歌を通じての心の健康維持をはかるとともにカラオケ利用促
進。

目的・内容 実施時期・回数

七宝焼き体験。 10月～11月

(1講座2回）

アクセサリー作り。

昨年好評、地区セン告ーにある七宝焼きの道具を活用。新規利
用の開拓。

目的・内容 実施時期・回数

活動の情報収集や連絡等として有効なスマホの使い方を学 10月・1月
－包、、．。 (2回）

企業の協力によりスマホの基礎的使い方を講義形式で学ぶ。

25年より引き続き応募者多数のため。

目的・肉容 実施時期・回数

脳活性、認知予防にも効果があるとされるアロマLついて学 11月
ゐ、。 (1回）

アロマを介護にとりいれると互いに効果がもたらされる具体的
方法。

アロマのさまざまな効果を学ぶ。

目的・内容 実施時期・回数

子育て中の母親の活動支援と子どもの育ち支援。 6月胴12月・2月

(3回）

講座、企画・当日講師は子育てレー支プ援すグこループ「ハッピ一女ラボJ
へ依頼。子どもの保育は「グJ やか」「グループつづき」
へ依頼。

保育付とし、親子ともに学ぶ場として提供。団体の活動の場を
提供。

目的・内容 実施時期・回数

大人の女性、ヨガ初心者向け講座。 11月～1月

(1講座5固）

運動不足でパワーヨガに自信がない方向けのストレツチポーズ
と呼吸法と膜怨をするヨガ。

更年期・ホルモンバランス、自律神経バランスの乱れのある方
対象。



事業名

ズパゲッティマルシェパック く目的＞
新規
（平成29年）

く内容＞

選定理由

事業名

1{ ソコンカフェ く目的〉
（平成26年）

く内容＞

選定理由

事業名

パソコン講座 く目的＞
〔平成28年）

く肉容＞

選定理由

事業名

百人一首大会 く目的＞
（平成26年）

く肉容＞

選定理由

事業名

麻雀大会 く目的＞
新規
（平成29年）

く内容＞

選定理由

事業名

整理収納術講座 く目的＞
（平成28年）

く肉容〉

選定理由

（様式3)

仲町台地区センター

目的・内容 実施時期・回数

趣味の講座。 11月

(1講座2回）

ズパゲッティマルシェJもyク作り。

手軽に作れるパック作りを通じ、情報交流。

目的・内容 実施時期・回数

パソコンのことで交流する場作り。 5月～2月

(6回）

パソコンボランティアグループ「パソピア」の協力により、カフz形
式で、自由に相談や情報交換等ができる。

パソコン講座ではできない相談，情報交換などの交流をはか
る。

目的・内容 実施時期・回数

成人対象、パソコンを通じさまざま怠活動ス告ートのきっかけ作 11月

(2固）

大学；桂教授を講師に迎え、会場は日々輝学園の協力により高
校のパソコンルーム、（生涯学習情報検索編）

日々輝学園と地域連携。

目的・内容 実施時期・回数

27年度実施、好評のため28年度も継続。 2月

(1回）

小学生から大人まで対象に大会を実施。

古典の基礎知識と集中力アップ。

目的・内容 実施時期・回数

健康促進。 9月

(1回）

36名募集、勝ち抜き戦。

麻雀のサークルが活発なことから、講師の協力を得て大会を企
画。

目的・内容 実施時期・回数

整理・収納術を学ぶ。 10月～11月

(1講座2回）

快適で素敵なお部屋作り、すっきり生活できるコツを考える。

28年度好評、整理・収納術をを通し交流・仲間作り。



事業名

メイクセフピー講座
新規
（平成29年）

事業名

インド料理
新規
（平成29年）

事業名

歌声喫茶
（平成19年）

事業名

さきおりリメイク
（平成28年）

事業名

クリスマスケーキ作り
（平成28年）

事業名

しめなわ作り
新規
（平成29年）

事業名

示落五E苓喜存可
｛早百世?7f王1

く目的＞

く内容＞

選定理由

く目的〉

く内容＞

選定理由

＜目的〉

く内容＞

選定理由

く目的＞

く内容＞

選定理由

く目的〉

く内容＞

選定理由

く目的＞

く内容＞

選定理由

く目的＞

目的・内容

なりたい自分を応援するメイクの提案。

化粕療法。

メイクセラピ一体験。

目的・内容

本格インド料理を学びながら仲間づくり。

地域のインド料理店の協力により、インド料理を学ぶ。

地域店シェフを交えた地域交流。地域振興・地域活性化。

目的・内容

みんなで懐かしのうたを大きな声で歌いリフレッシュ。

（様式3)

仲町台地区センター

実施時期・回数

11月

(1回）

実施時期・回数

2月

(1回）

実施時期・回数

2月

(1回）

新宿ともしびを招き、好きな曲をリクエスト、生伴奏にあわせ歌
う。
シニア希望者が非常に多く実施。

目的・内容

不要布を使ったリメイクアート。

不要布を使った作品を作り、持ち帰る。

裂き織り技術の習得を通しエコを考える。

目的・内容

季節のスィーツを楽しむ。

ヲリスマスのケーキを作り、持ち帰る。

お菓子作りを通し、仲間作り。

目的・内容

日本の文化にふれる。

しめなわ作り。

しめなわ手作り体験。

目的・内容等

本格たこやき作り。

実施時期・回数

6～7月

(1講座3回）

実施時期・回数

12月

( 1回）

実施時期・回数

12月

(1回）

実施時期・回数

3月



事業名

地区セン食堂
（平成29年）

－・－一一一事業名＼

イ（平告成リア28料年理）を楽／／しもう

事業名

飾り巻きずし
新規
（平成29年）

事業名

終；舌準備講座
（平成28年）

事業名

おそろいコサージュ作り
新規
（平成29年）

事業名

つくりおきの基本おばんざい
（平成28年）

く内容＞

選定理由

く目的＞

く内容＞

選定理由

く目的＞

く内容＞

選定理由

く目的＞

く内容＞

選定理由

＜目的＞

く内容＞

選定理由

く目的＞

く内容＞

選定理由

く目的〉

く内容＞

選定理由

（様式3)

仲町台地区センター

地域のたこやき店の協力により、たこやき作りを学ぶ。

地域店シェフを交えた地域交流。地域振興・地域活性化。

目的・内容

活動団体に協力いただき、各単発で食堂をひらいていただき、
活動紹介や情報交流していただし

地区セン食堂

地区セン安一交流の場作りと平日の料理室の利用率の向上。

目的・内容

本格イ告リア料理を学ぶ。

イ告リア料理店「エソラ」の協力を得て、イヲリア料理を学ぶ。

地域店シェフを交えた地域交流。地域振興・地域活性化。

目的・内容等

日本の食文化、飾り巻きずしの作り方を学ぶ。

飾り巻きずし作り．

昨年から飾り巻きずしが流行りだしたのを受け選定。

目的・内容

エンディングブフンを考えながら、第2の人生・地域活動等を考
える。

終i舌準備入門。

昨年好評。シニア世代の利用が多いことから、長寿命化に伴
い、高齢時期が長くなり多くの人に関係する事項となった。

目的・内容

コサージュ作りを学ぶ。

卒業、入学シーズンにあわせ親子おそろいコサージュ作り。

コサージュ作り体験。

目的・内容

っくりおきごはんを学び、仲間作り。

今注目されている常備菜作りなどを学ぶ。

忙しい家庭で工夫されるっくりおきのごはん作りを通し、交流。

(1回）

実施時期・回数

6月～3月

(6回）

実施時期・回数

1月

(1回）

実施時期・回数

2月

(1回）

実施時期・回数

1月～2月

(1講座2回）

実施時期・回数

2月

(1回）

実施時期・回数

(1回）



事業名

地域防災講座 く目的＞
（平成24年）

く肉容＞

選定理由

事業名

新栄高校セミナー
（平成27年）

く目的〉

く内容＞

選定理由

事業名

生演奏をききながらピアノを く目的＞
弾いてみよう
新規
（平成29年） く内容＞

選定理由

事業名

やさしい絵本で街づくり く目的＞
（平成28年）

＜内容〉

選定理由

事業名

仲町台まちづくり講座 く目的＞
（平成28年）

く内容＞

選定理由

事業名

はあとdeボフンティア く目的＞
（平成27年）

く内容＞

選定理由

（様式3)

仲町台地区センター

目的・内容 実施時期・回数

地域で防災について考える。 3月

(1回）

講師を招き地域防災について学ぶ。

地域で必要とされる継続事業。地域連携事業。「自然災害や人
災への対応を考え行動する」

目的・内容 実施時期・回数

地域への学びの提供。 8月

' (1講座2回）

新栄高校教師の協力により講座を開催。

県立新栄高校との連携事業。地域の高校の人材活用と聞かれ
た高校づくり。

目的・内容 実施時期・回数

大人のピアノ教室。 1月～2月

(1講座3回）

ピアノ生演奏を聴きながら、好きな曲を弾いてみる。

音楽による生涯学習。

目的・内容 実施時期・回数

まちづくり、地域交流。地域振興・地域活性化。 2月～3月

(1講座5固）

オリジナル絵本作り講座

いのちの木、美篤堂、大川印刷との共催、県立新栄高校・日々
線高校協力連携による障がい者支援まちづくり講座

目的・内容 実施時期・回数

地域まちお」し。 10月

(1講座3固）

仲町台のまちおこしをテーマに地域のさまざまなひとと、講座・
イベント実施。（広場の活用など）

仲町台のまちの活性化をはかる。

目的・内容 実施時期・回数

青少年と地域をつなぎ、ボフンTイア活動で社会性を学ぶ。 7月

(1回）

中高生を対象に、区内120余の市民利用施設や事業所での夏
休みを利用したボランティア活動の実体験。

区内4地区セン告ーとつづきMYプラザが連携し実施する協働事
盛



事業名
地区セン9ーまつり ＜目的〉
（平成8年）

く内容＞

選定理由

（様式3)
仲町台地区センター

華。

目的・内谷 畑町制・回数
登録団体の活動発表、地域活動団体・施設等との交流。 10月

(1回）

団体の展示・発表・体験参加、地域団体・施設等のブース参加・
企画もの・模擬店など。

利用団体、地域活動団体、町内会、企業、福祉施設、学校等の
活動紹介の場として、出会い・交流・地域をつなげるイベントとし
て実施。



29年度自主事業計画書
（様式3)

わんぱく 団体名 仲町台地区セン事ー

①募集対象 自 主 事 業 予 算 額

事業名 ②募集人数
総経費

収入 支出

③一人当たり参加費 委託料 参加費 講師謝金 l材料費 その他

ジューア体操前期・後期 歳以上未就学民 228,000 。228,000 176,000 20,000 32,000 

(2講座16回） 60人

3800円

子ども車球教室 小学生 100,000 。100,000 75,000 8,000 17,000 

(1講座5回） 50人

2000円

おもちゃの病院 幼児と保護者 18,000 18,000 。 12,000 。 6,000 

(3回） オモチャ18点

無料

折り紙講座 小学生以上 9,000 。 9,000 。 5,000 4,000 

(1回） 30人

300円

親子パン教室 小学と大人 22,000 6,000 16,000 7,000 12,000 3,000 

(1回） 10組

1600円

子ども科学クフブ 小学生 36,000 。 36,000 20,000 13,0（〕｛］ 3,000 

(1講座2回） 20人

1800円

親子で楽しむ太鼓リズム遊び 親子 36,000 。 36,000 30,000 1,000 5,000 

(1講座3回） 15組

2400円

ゆかたを着てでかけよう 小学生以上 10,500 3,000 7,500 7,00C〕 1,500 2,000 

(1回） 15人

500円

かきぞめ講座 小学生以上 12,000 。 12,000 7,000 3,0〔］（］ 2,000 

(1回） 20人

600円

百人一首基礎講座 小学生4年生以」 30,000 。 30,000 21,000 3,000 6,000 

(1講座3周） 20人

1500円

キッズサイエンス 小学生 58,000 6,800 51,200 28,000 25,000 5,000 

(1講座4回） 16人

3200円

はじめてのそろばん講座 小学生 24,000 。 24,000 18,000 3,000 3,000 

(1講座3回） 20人

1200円

親子エコ料理 小学生と保護者 14,000 2,00（〕 12,000 7,000 5,000 2,000 

(1固） 16組

800円

ハロウィンブリザーブ
フラワーアレンジ

小学生以上
23,000 3,800 19,200 7,000 15,000 1,000 

(1回） 16人

1200円



放課後イベント 幼児～大人 44,000 44,000 。 10守口00 30,000 、特，uvu 

(1講座6回） 180人

無料

おはなし会 幼児～大人 20,000 20,000 。 。 20,000 。
(10回） 20人

無料

こどもまつり 全般 80,400 80,400 。 10,000 34,400 36,000 

(1回） 自由参加

~ 

764,900 184,000 580,900 435,000 198,900 131,000 

総合計 5,974,900 500,000 5,474,900 2,995,500 1,136,400 1,843,000 

事業ごとに別紙に記載してください。



29年度自主事業別計画書（わんぱく）
（様式3)

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

ジュニア体操 く目的＞ 放課後の居場所づくり、健康づくり、仲間づくり 6月～2月
（前期・後期）

(16回）（平成22年）
く内容＞ リズム体操、ボール・ベル。ベルダーを使った体操、ゲーム遊

ぴなど。

選定理由 幼稚園以外の仲間作りやふれあいの場、また親の熱心な見
学がみられ親同士の交流の場としても活用されている。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

子ども卓球教室 く目的＞ 都筑車球協会の指導のもと卓球に親しむ 7月～8月
（平成B年）

(5回）

く内容＞ 初級から上級までクラス別に指導

選定理由 はじめての卓球から、毎年参加の高学年までの受け入れ講
座として長年継続。気軽に楽しめる卓球をさらに楽しくする。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

おもちゃの病院 く目的〉 故障おもちゃを自の前で修理することにより科学に対する興 5月・9月，1月
（平成9年） 昧、好奇心を育てる。

(3回）

く内容＞ おもちゃドク聖ーによる対面修理。

選定理由 父親・お爺ちゃん、お婆ちゃんと子どもの参加がみられる貴重
な企画。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

折り紙講座 く目的＞ 折り紙を楽しむ。 7月
（平成28年）

(1回）

く内容＞ 夏休み向け折り紙講座

選定理由 折り紙の世界を楽しむ。日本の伝統文化にふれる。手先を使
うことで右脳の向上。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

親子パン教室 く目的＞ 親子でパン作りを楽しむ。 7月
（平成26年）

(1回）

＜内容〉 仲町台にある「パン・オ・ミエル」の協力により本格的なパン作
りを学ぶ。

選定理由 親子参加でき人気の企画。地域商店の活性化。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

子ども科学クラブ く目的＞ 実験を楽しむ。 8月
（平成27年）

(2回）

＜内容＞ 「都筑親子科学クラブ」の協力により、実験教室、ちょっと不思
議な現象を体験する。

選定理由 なかなか経験できない踏み込んだ実験を体験する企画。科学
に興味を持ってもらう。
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事業名 目的・内容等 実施時期・回数

親子で楽しむ く目的＞ 太鼓を通じ、音楽を親子・家族で楽しむ。 8～9月
太鼓リズム遊び

(1困）（平成27年）
＜内容＞ 「打鼓音」の協力により、太鼓リズム遊びを体験。

選定理由 0～未就学児の子どもと保護者という対象で楽しむ企画。
， 

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

ゆかたを着て出かけよう く目的＞ 日本文化・ゆかたの着方を学ぶ。 7月
新規

(1回）
（平成29年）

く肉容＞ 地域のイベントにあわせ、ゆかたの着方を学び、実際に着て
イベントにでかける。

選定理由 夏の地域イベントでゆかたをきて出かけたいという人の声あ
り。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

かきぞめ講座 く目的＞ 世代間交流。 1月
（平成26年）

(1回）

く内容〉 新年みんなで作品を仕上げ持ち帰る。

選定理由 日本の伝統文化を多世代で楽しむ。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

百人一首基礎講座 く目的＞ 百人一首を通し、集中力を養い、多世代交流をはかる。 10月～12月
（平成26年） (1講座3回）

く内容＞ うたの意味、鑑賞から大会に向けた百人一首の基礎を学ぶ。

選定理由 日本の伝統文化を多世代で楽しむ。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

キッズサイエンス く目的＞ さまざまな地域交流を通しながら、身近な科学を親子で体験、 11～1月
（平成25年） 最終回は家族参加とし交流も図る。 (1講座4回）

く内容＞ 地域のことを学びながら生活に密着した科学体験。

選定理由 茅ヶ崎自然生態園ほか地域連携事業として実施。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

はじめてのそろばん講座 ＜目的＞ 夏休みの体験学習。 8月
（平成27年）

(1講座3回）

く内容〉 はじめてそろばんにふれる小学生を対象とした講座。

選定理由 アナログの良さ、日本の伝統文化を楽しみ、右脳を鍛える。
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事業名 目的・内容等 実施時期・回数

親子エコ講座 く目的＞ 親子食育講座。 7月
新規

(1回）（平成29年）
＜内容＞ 食材をまるごと使いきり、ごみを出さず、おいしいレシピを学

ゐ、。

選定理由 環境に考慮された料理を通してものの大切さと栄養を考え
る。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

ハロウィンブリザーブフフワー く目的＞ ブリザーブフフワーを学ぶ。 10月
デザイン

(1回）
新規
（平成29年） く内容＞ ハロウィンにあわせ、ブリザーブフラワーアレンジ体験。

選定理由 イベントにあわせフラワーアレンジを楽しむ

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

放課後イベント く目的＞ 幼児から大人まで楽しめる企画。
新規

(6回）（平成29年）
く内容＞ 放課後、七夕、お月見、クリスマスなど季節行事イベントをボ

ランテイアグループと地区セン9ーで実施。

選定理由 放課後個人利用時間帯の見守り。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

おはなし会 く目的＞ 子育て中の親子を対象におはなし会を定期的に開催し、本と 4月～2月
（平成23年） 通しての楽しみ・交流・情報提供の場とする。

(10固）

く内容＞ 自主グループ『おはなしのはなた（;I:」「とんことり」によるお話
会（よみきかせ・パネルシア9一・手遊び）

選定理由 子育て支援、自主活動グループ支援。

事業名 目的・内容等 実施時期・回数

こどもまつり く目的＞ 子どもを対象とし、子育て・青少年支援・地域交流を目的とす 7月
（平成20年） る。

(1回）

く内容＞ 登録団体へ参加募集、企画から参画、高校生ボランティアと
コラボし子どもにかかわるイベントとして実施。

選定理由 子育て世代が多い地域性から、みんなで子育てする情報拠
点の役割を果たす。



平成29年度横浜市仲町台地区センター施設管理計画幽実績表

項目 業 務 内 容 再委託会社 年回数 実施月
平成29年 平成30年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 Z月 3月

電 設備巡視点検 設備巡視点検 （株）横浜都市みらい 12 毎月 。。。
気

。。。。。。。。。
機 空調機保守点検及び冷暖房機 冷暖房切替調整

子クノ矢崎｛株）繍浜支店 4 5・8・11・2月 。 。 。 。
械

器保守点検 中央監視装置点検

設
電気設備点検｛高圧受電以 巡視点検（隔月1回）定期点備
よ）電気工作物保安管理 検（年1回） 〈〈東有京）ヱ電ネ気・マ会管ネ理3後ジ術メ者ン箇ト 6 隔月 。 。 。 。 0（年次） 。

運転開始
レジオネラ属菌検査 水質検査 テクノ；矢崎｛株｝横浜支店 2 2-3週間後 。 。

衛生
8月

飲料水水質検査 本質検査 （株）明光社 Z月 。菅
理

ねずみ・昆虫等防除 調査 （株）明光社 2 6・12月 。 。
消防用設備点検 定期点検 （株）明光社 2 8・2月 。 。

建
昇降機点検 定期点検 シンドラーエレベータ（株） 12 毎月 。。。。。。。。。。。。

物
等

自動ドア点検 定期点検 （株）神奈川ナブコ 2 5、11月
。 。
6 

機械警備点検 機械警備 セコム（株） 常時 常時

床清掃（ガム取りを吉む） （株）明光社 12 毎月 。。。。。。。。。。。。
清掃業務

全館ガラス清掃 （株）明光社 3 4、8‘12月
。 。 。

清 11 8 12 
掃
等

除草・排水溝清掃 除草工（屋上・土砂揚げ） （株）明光社 1 7月 。
植栽暫定・草刈j 除草工 区契約及び 2 未定

直営 2 随時
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利用者

平成29年度仲町台地区センター自己評価表

事業計画書

(2）イ地域特性、地域ニーズ

①子育て世帯・青少年の居場所づくり、ふるさと意識の醸成

「かわりばんこ保育でママが楽しむ陰ヨガ』【相互保育】、「まま

くらぶ」【保育付】、「放課後イベン卜』【見守り】、子育て講座（エ

リア連携）等

②新旧住民や世代間の交流

「百人一首基礎講座」・「百人一首大会」・「パソコンカフェ」等

③高齢者の生きがい・健康づくり、地域でのつながりづくり

「健康体操」、「みんなで歌おう」、「歌って楽しい健康体操」、「健

康麻雀入門講座』『麻雀大会」、「地域防災」、「地区セン食堂」、

「歌声喫茶」、「スマホの使い方講座」、「カラオケ講座」「カラオ

ケ大会」等

サービス｜＠特色ある地域資源を生かした講座の開催

サカタのタネ園芸講座、商店街のパン・フレンチ・イタリア・

インド料理、新栄高校セミナー、やさしい絵本で街づくり講座

等

ウ公の施設としての管理

¢刺用方法等をルール化し、チラシ、 HPに掲載

②全職員への年1聞の「窓口サービス研修」「人権研修」に

より、誰もが公平に、気軽に草lj用できるように指導

③毎日の清掃など、清潔な施設提供

(4）オ利用者ニーズの把握と運営への反映

①日常での声掛けで

②アンケートの実施で要望（年2回実施J

③委員会からの提言（年2回開催）
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④利用者会議での意見、改善要望や企画募集（年1回） ／ 

力利用者サービス向上の取組

①壁画や飾り棚での作品展示

②利用団体への貸出ロッカー

③利用者団体の自主企画のセンター事業化

④地域住民によるロビーコンサート

⑤料理室の低額料金実施に向けた検討

事業計画書

(3）ア管理運営に必要な組織、人員体制

①合同館長会の実施による施設連携

②スタッフの業務担当期Jの導入

ウ緊急時の体制と対応計画

①危機管理・帰宅困難者一時滞在施設・特別避難場所開設

のマニュアル整備、

②危機管理研修行回／年）

③防災訓練（ 2回／年）

④全職員の普通救命講習終了（ 3年毎に更新）

(4）ア設置理念を実現する運営内容

業務運営 ①地域企業や商店、学校などと連携講座で地域住民と交流

サカタのタネ「園芸講座』（1講座 2回）、パンオミヱル「パン

講座J(4講座）、ラルビュヱル「フレンチ講座」（1回）、エソラ

『イタリア料理講座」（1回）、 EVEREST KITCHEN『インド・ネ

パール料理講座」（1回）、「新栄高校セミナー」（1講座 2囲）、
戸

日々輝学園高等学校協力『パソコン講座』（1講座2回）

②利用団体企画案の事業化で世代や居住年数差を超えた交流

登録団体協力「地区セン食堂J(6回）

③地域課題の解決を目指すなど、地域と連携した施設運営

いのちの木「やさしい絵本で街づくり講座J(1講座5回）、「放

課後見守りイベン卜」（6匝）、新栄ケアプラザ「男性シニアセ

カンドライフJ(1講座6回）、仲町台まちづくり講座（1講座3
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回）

イ利用促進策

①料理室の利用促進：自主事業を日程や平日に開催

前年度より 1%増

②和室の利用促進：机・椅子導入による会議室化検討

③料理室の刺用促進： 10図利用し、 11回呂の無料化検討

ウ 「地域活動拠点』として提供するサービス（TCのみ）

①つながりづくり、世代間交流

地域活動団体（5以上）企業・商店・学校と連携した事

業の開催、「パソコンカフェ」（6回）実施

②地域連携による街づくり、人材育成

「子育て講座』、「地域防災」、「男性セカンドライフ」、

『地区セン食堂」、 rmimosafest」イベント、「やさしい

絵本で街づくり講座」、「仲町台街づくり講座J実施

ク本市重要施策に対する取組（該当施設）

①各部屋の LED等省エネ型機器への順次更新（20本）

(5）自主事業計画

①地域資源と連携した自主事業で、自主事業参加人員の婚

27年度比1%増

②多彩な地域住民の参画促進として、地域施設や利用団体

の新規企画事業を実施する。（5事業）

(6）施設の維持管理計調

①協会内修繕グループ「なおし隊」等による、自前の修繕

や植栽管理を実施

事業計画書

職員育成
(3）ア管理運営に必要な組織、人員体制

①14施設合同の館長会の実施（ 1 1回）

」
②14施設問での研修交流・連携支援の実施（ 2回）




