
議題

1.令和3年度事業報告・令和4年度事業計画

2.インターネット予約についての意見・要望

3.ロッカー年間利用団体申込の件

4.ショーケース・壁面作品展示について

5.令和4年度センターまつりについて

6.その他、質疑応答

令和4年度中川西地区センター利用者会　次 第



（様式３）

令和3年度　利用状況（団体＋個人利用）

入館者数(人) 利用層別利用数(人)

男性 女性 合計(Ａ） 幼児 小学生 中学生 高校生 大学生等
一般
(男性)

一般
(女性)

65歳以上
（男性）

65歳以上
（女性）

合　　計

４月 29 2,487 4,423 6,910 543 843 432 187 101 703 2,179 724 1,198 6,910 0 #DIV/0!
５月 30 2,587 4,244 6,831 480 907 400 193 121 848 2,133 684 1,065 6,831 0 #DIV/0!
６月 29 2,327 4,457 6,784 505 753 295 129 132 684 2,195 764 1,327 6,784 2,608 260%
７月 30 2,704 4,480 7,184 572 916 478 225 131 755 2,222 723 1,162 7,184 3,666 196%
８月 30 2,459 3,248 5,707 517 771 478 257 139 649 1,747 584 565 5,707 4,639 123%
９月 29 1,919 3,728 5,647 439 507 202 92 47 558 1,870 690 1,242 5,647 5,715 99%

上半期計 177 14,483 24,580 39,063 3,056 4,697 2,285 1,083 671 4,197 12,346 4,169 6,559 39,063 16,628 235%
１０月 30 2,499 4,158 6,657 522 777 317 128 118 713 2,222 792 1,068 6,657 6,263 106%
１１月 29 2,638 4,427 7,065 527 659 355 147 93 807 2,300 846 1,331 7,065 6,228 113%
１２月 26 2,522 4,132 6,654 527 697 349 205 97 725 2,215 721 1,118 6,654 5,269 126%
１月 26 2,237 3,920 6,157 535 708 196 216 164 619 2,037 626 1,056 6,157 4,741 130%
２月 27 2,295 3,873 6,168 480 741 294 237 144 624 1,988 629 1,031 6,168 5,705 108%
３月 30 2,722 4,686 7,408 583 1,005 420 220 188 659 2,292 795 1,246 7,408 7,119 104%

下半期計 168 14,913 25,196 40,109 3,174 4,587 1,931 1,153 804 4,147 13,054 4,409 6,850 40,109 35,325 114%
年間合計 345 29,396 49,776 79,172 6,230 9,284 4,216 2,236 1,475 8,344 25,400 8,578 13,409 79,172 51,953 152%

区内 区外 市外 合　　計
体育室
(人)

ﾚｸﾎｰﾙ
(人)

図書貸出
冊　数

４月 5,150 1,176 584 6,910 2,582 1,186
５月 5,141 1,077 613 6,831 2,526 1,226
６月 5,208 1,086 490 6,784 2,413 1,177
７月 5,616 1,055 513 7,184 2,407 1,227
８月 2,692 2,262 753 5,707 1,747 1,584
９月 4,366 936 345 5,647 1,713 1,527

上半期計 28,173 7,592 3,298 39,063 13,388 7,927
１０月 5,084 1,124 449 6,657 2,038 1,290
１１月 5,553 1,044 468 7,065 2,475 1,261
１２月 5,058 997 599 6,654 2,313 1,093
１月 4,698 982 477 6,157 2,036 1,085
２月 4,749 980 439 6,168 2,219 1,167
３月 5,667 1,213 528 7,408 2,537 1,243

下半期計 30,809 6,340 2,960 40,109 13,618 7,139
年間合計 58,982 13,932 6,258 79,172 27,006 15,066

施設名　横浜市中川西地区センター

月別
開館日数
（日）

前年度
合計(Ｂ)

前年比(%)
Ａ／Ｂ

月別
居住区別利用数(人) その他利用数





(様式６)

募集
人数
（人）

延参加
人数
(人）

高齢者 ひらり健康体操(全40回) 4/6～3/22 40 100 2018

いきいきながいきストレッチ　前期(全20回) ４/７～9/29 20 90 1112

いきいきながいきストレッチ　後期(全16回) 11/17～3/23 16 60 902

ムネキュン★エアロビクス　前期（全20回） ４/７～9/29 20 70 808

ムネキュン★エアロビクス　後期（全16回） 11/17～3/23 16 60 616

癒されパワーヨガ　前期(全14回） 4/19～10/4 14 60 576

癒されパワーヨガ後期（全14回） １１/１～3/28 14 60 572

ピルビス骨盤体操　前期(全７回) 4/19～9/27 7 420 175

ピルビス骨盤体操　後期（全7回） 11/1～3/7 7 420 198

経絡ヨガ　前期(全7回） 4/26～10/4 7 60 232

経絡ヨガ後期（全7回） 11/15～3/28 7 60 260

みんなの卓球教室前期（全10回） 4/23～10/15 20 240 159

みんなの卓球教室後期（全10回） 11/5～3/18 20 260 231

スマホ倶楽部①入門②初級 6/11、12/10、3/4 3 60 56
協力：京セラ株式会社
9/10は中止（緊急事態宣言措置により）

リモートコミュニケーション入門(全6回)
10/14、11/11、12/9、
1/13、2/10、3/10 6 48 39

ラインスタンプ作成講座（全3回） 6/17、6/24、7/1 3 60 44 協力：PCサークル（活動団体）

健康麻雀入門(全6回) 中止 中止 30 0 緊急事態宣言措置により開催中止

健康麻雀大会 3月29日 1 30 28

家族と自分の将来について 11月14日 1 20 12

ペット防災講座 3月12日 1 20 5 協力：ニュータウン動物愛護会

イザ！とい時だけじゃもったいないくらい
面白いサバイバルクッキング

6月5日 1 30 46 協力：都筑小おやじの会

浮世絵で巡る東海道五十三次の旅 2月3日 1 20 10

暮らしの中の書（全４回） 9月10日 中止 10 0 緊急事態宣言措置により開催中止

金継入門講座 11月26日 1 12 12

季節の花と暮らしましょう➀ハロウィン 9月22日 中止 20 0 緊急事態宣言措置により開催中止

季節の花と暮らしましょう②クリスマスのスワッグ 11月24日 1 20 7

季節の花と暮らしましょう③初春のアレンジメント 2月16日 1 20 8

メイク講座 3月3日 1 8 5 秋の回は中止（緊急事態宣言措置により）

和布で作る干支人形 11/4・11 2 10 8

手作り味噌講習会 1月19日 2 16 14

ワールドキッチン①韓国　キムチ
➀12/10～11
➁12/11～12 2 24 56

ワールドキッチン➁台湾 2月 中止 20 0

夏の夜の怪談話 8月28日 中止 60 0 緊急事態宣言措置により開催中止

中川西地区センター寄席 2月 中止 80 0 緊急事態宣言措置により開催中止

ロビーコンサート 春・冬 中止 自由参加 0 緊急事態宣言措置により開催中止

中川西地区センター発表会 11月9日 中止 自由参加 0
緊急事態宣言措置により開催中止
印刷代使用

おはなし広場
4/22，5/27、6/24、
7/15，10/28、
11/26、12/16

7 自由参加 98
協力：おはなし広場（ボランティアグループ）
9月、１～3月は開催中止
（新型コロナウィルス感染拡大防止の為）

親子体操　1期（全8回） ５月～７月 8 30組 102

親子体操　2期（全8回） 9月～１１月 中止 20組 0 緊急事態宣言措置により開催中止

親子体操　3期（全8回） １月～３月 中止 30組 0 参加申込なく中止

おどっちゃお！ 7月13日 1
40人
(20組) 16

今日はお休み！親子で遊ぼうクリスマス 12月25日 2
40人
(21組) 19

ベビーマッサージ　1期（全5回） 5/17～7/19 5 8組 84

ベビーマッサージ　2期（全5回） 9/27～12/6 中止 8組 0 緊急事態宣言措置により開催中止

ベビーマッサージ　3期（全5回） 1/17～3/28 5 8組 56

誰でも

令和3年度　自主事業報告書

【成人・子育て事業】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

募集対象
事　　業　　名
（教　室　名）

開催時期
開催
回数

参加人員
備　　　　　考

（共催団体・その他）

成人

成人

誰でも

中高年

成人

子育て



(様式６)

ベビーサイン　1期(全5回） 5/17～7/19 5 10組 32

ベビーサイン　2期(全5回） 9/27～12/6 中止 10組 0 緊急事態宣言措置により開催中止

ベビーサイン　3期(全5回） 1/17～3/28 5 10組 62

ワクワク！初めての離乳食教室 6月28日 中止 10人 0 参加申込なく中止

メニューが広がる！離乳食教室 11月29日 1 12 4

ドキドキ！はじめてみよう幼児食 2月7日 1 12 7

ハロウィンパレードに参加しよう 10月 中止 20 0 地域連携事業。地域イベント中止の為講座も中止

275 8,689

募集人
数
（人）

延参加
人数
(人）

わんぱく将棋教室(全10回)
第2土曜日
(除く8・11月) 9 自由参加 124 9月は中止（緊急事態宣言措置のため）

街の寺子屋　前期（全6回） 4月～9月 4 16 43
ボランティア講師による。
8・9月回は中止(緊急事態宣言措置のため)

街の寺子屋　後期（全5回） 11月～3月 5 16 67
ボランティア講師による。6回の予定を5回に変更
（新型コロナウィルス感染拡大防止の為）

葦の会　説明会 4月17日 1 12 12

葦の会（１～3学期） 4月～3月 28 12 32
ボランティア講師による
(9/15、9/22、9/29、1/12中止)

親子でガンバレ！初めての自転車教室 5月15日 1 10 8 協力：鰯パン

心を伝える親子クッキング
➀ママの日サンドイッチ

5月9日 1 12 12

心を伝える親子クッキング
➁パパの顔パン

6月20日 1 18 20

心を伝える親子クッキング
③ハートのパン

2月13日 1 18 20

中高生 はぁとdeボランティア 夏 中止 0 0
主催：つづきMYプラザ
緊急事態宣言措置のため中止

地域の職人さんに教わる木工教室 7月25日 1 15 20 協力：秋山木工

ハードディスク分解ワークショップ 8月1日 1 12 17 協力：ILOVEつづき

こども科学捜査研究所 7月22日 1 20 19

つづき謎解きウォークラリー 3月13日 1 20 13 協力：つづきをガイドする会

防災人生ゲーム 3月20日 1 100 49
後援：都筑区、
協力：つづきMYプラザ、つづき小おやじの会

門松ワークショップ 12月26日 1 25 29 協力：烏山公園愛護会

みんなで書初めします！ 1月5日 1 10 6

地区センちくちくクラブ① 6月19日 1 8 13 ボランティア講師による

地区センちくちくクラブ➁ 7月3日 1 8 15 ボランティア講師による

地区センちくちくクラブ➂ 9月4日 中止 10 0 緊急事態宣言措置のため中止

地区センちくちくクラブ④ 10月2日 中止 8 0 緊急事態宣言措置のため中止

地区センちくちくクラブ⑤ 12月4日 中止 8 0 ボランティア講師による

地区センちくちくクラブ⑥ 1月8日 中止 8 0 講師都合のため中止

地区センちくちくクラブ⑦ 2月5日 中止 8 0 講師都合のため中止

地区センちくちくクラブ⑧ 3月5日 1 8 4 ボランティア講師による

61 382 523

336 9,212 その他中止講座60回（連続講座含む）

備　　　　　考
（共催団体・その他）

小学生

親子

小学生

誰でも

募集対象
事　　業　　名
（教　室　名）

開催時期
開催
回数

参加人員

小学生

合　　　　計

令和3年度　総合計

子育て

【ワンパクホリデー事業】

合計



　（様式５）

№ 実　施　内　容 金　額　(円） 備　　　考

1 新聞購読料　令和３年度（4～3月）分 97,068

2 雑誌年間購読料
（日経トレンディ、文芸春秋）

18,930

3 雑誌年間購読料　　　　　　　　　　　　　　　（暮
らしの手帖、エッセ、きょうの料理、きょうの健康）

27,338

4 図書購入・汚本買替・カバー（年間） 409,527

5 光plus工事料、光plus・Uスポット利用料 219,626

6 除菌用アルコール、ペーパータオル等、 299,104

7 卓上パーテーション 17,160

8
卓球・バドミントンラケット、ワイヤレスマイク、拡
声器、照度計、、ピアノクリーナー、トイレ用ス
リッパ、旗　等、消耗品

236,370

9 館内花（年間） 20,747

10 ピアノ調律費 15,400

11 利用者用掃除機（会議室1・2・3用　３台） 52,354

合計 1,413,624

施設名　横浜市中川西地区センター

令和3年度　ニーズ対応費使途一覧



(様式10）

№ 修繕年月日 修　繕　箇　所 金　額　(円） 業　者　名

1 4月20日 LED管交換 11,000 コマツテクニカル

2 5月6日 印刷機排版不良修理 40,700
㈱ワイソリューション

3 5月10日 会議室3　防音窓ストッパー取り付け 52,800 コマツテクニカル

4 7月20日 事務室内ファンコイル本体水漏れ 0 テクノ矢崎㈱

5 8月10日 電流計切り替え機交換 26,400 関東電気保安協会

6 9月27日 体育室女子トイレ水洗レバー 13,200
ライフホームメンテナ
ンス

7 11月27日 会議室1　放送機器修理 11,000 コマツテクニカル

8 12月13日 廊下、更衣室等、LEDランプへの交換 35,200 コマツテクニカル

9 12月24日 工芸室非常用照明器具交換 61,600 コマツテクニカル

10 1月14日 体育室廊下、トイレ等、LEDランプへの交換 198,000 ㈱三新電業社

11 1月19日 放送機器設備調整 9,900 コマツテクニカル

12 2月14日 内線電話交換 258,500 コマツテクニカル

13 2月19日
誘導灯バッテリー交換２台、網戸修理、体
育室器具庫扉修理、テーブル修理

95,700 コマツテクニカル

14 2月22日 ドレントラップ交換 250,800 東テク㈱

15 2月3日 湧水槽フロートスイッチ交換 157,300 ㈱アクア

16 3月22日 1階女子トイレウォシュレット交換 74,800
ライフホームメンテナ
ンス

17 3月14日 体育室男子トイレ水洗センサー交換 193,000 (有)吉田工業

18

19

20

1,489,900

施設名　横浜市中川西地区センター

令和3年度　修繕一覧

合計



(6)図書コーナー利用状況

年度 新規登録者数 貸し出し冊数 前年比％

H30 330 15,395 -

H31/R1 261 12,856 84%

R2 183 9,273 72%

R3 231 15,066 162%

2）　　R3年度最多利用資料一覧

一般書 貸し出し回数 著者 出版社

1 27 柚月　裕子 宝島社

2 24 ドキュメント 湊かなえ KADOKAWA

2 24 森村　誠一 文藝春秋

4 23 林真理子 新潮社

5 22 東野　圭吾 幻冬舎

6 21 東野　圭吾 光文社

7 20 おばちゃんたちのいるところ 松田　青子 中央公論新社

7 20 悪の芽 貫井　徳郎 KADOKAWA

9 19 ああ正妻 姫野　カオルコ 集英社

9 19 エレジーは流れない 三浦　しおん 双葉社

9 19 琥珀の夏 辻村　深月 文藝春秋

9 19 本気でFIREをめざす人のための資産入門 穂高　唯希 実務教育出版

9 19 柴崎　友香 中央公論新社

児童書 貸し出し回数 著者 出版社

1 25 ゴミの島のサバイバル ゴムドリCO. 朝日新聞出版

2 24 アレルギーのサバイバル２ ゴムドリCO. 朝日新聞出版

2 24 超高層ビルのサバイバル ゴムドリCO. 朝日新聞出版

2 24 はたらく細胞１ 清水　茜 講談社コミック

5 23 はたらく細胞６ 清水　茜 講談社コミック

5 23 おしりたんてい　おしりたんていのこい？トロル ポプラ社

5 23 火災のサバイバル ゴムドリCO. 朝日新聞出版

8 22 鳥のサバイバル2 ゴムドリCO. 朝日新聞出版

8 22 アレルギーのサバイバル１ ゴムドリCO. 朝日新聞出版

8 22 水不足のサバイバル ゴムドリCO. 朝日新聞出版

8 22 はたらく細胞２ 清水　茜 講談社コミック

書名

書名

最後の証人

深海の夜景

小説8050

白鳥とコウモリ

ブラック・ショーマンと
名もなき町の殺人

千の扉

1）　　図書年度別利用推移　　

保有図書数

11,086

11,086

11,041

10,930

5



令和3年10月～11月実施　約454枚回収
F-1 性別

性別
男 105
女 349
計 454

F-2 年齢層

年齢層
小学生 5
中学生 4
高校生 2
大学生 4
一般 233
65歳以上 197
合計 445

F-3 居住区

居住区
区内 244
区外 115
市外 62
合計 421

Q-1 来館目的

来館目的
講座・イベント 19
サークル 284
体育室 81
図書 3
プレイルーム 60
学習コーナー 2
部屋個人利用 54
合計 503

＊複数回答

　中川西地区センター　　利用者アンケート結果

男

23%

女

77%

性別

男 女

小学生

1%

中学生

1%

高校生

1%

大学生

1%
一般

52%
65歳以上

44%

年齢層

小学生 中学生 高校生 大学生 一般 65歳以上

講座・イベ

ント

4%

サークル

56%

体育室

16%

図書

1%

プレイルー

ム

12%

学習コー

ナー

0%
部屋

個人利用

3%

来館目的

講座・イベント サークル 体育室
図書 プレイルーム 学習コーナー
部屋個人利用

区内

58%区外

27%

市外

15%

居住区

区内 区外 市外



Q-2 センターの満足度

1 清潔性・安全性
満足 274
やや満足 82
普通 78
やや不満 5
不満 1
合計 440

・体育室利用の抽選方法
・講座がたくさんあってすばらしい
・虫がでる
・体育室内マスクせずに大声出しているひとの注意
・一週間以内のネット予約ができたらいい
・コピーの利用の仕方を教えてもらい良かった
・キャンセルがインターネットでできるといい
・感染予防きちんとやっている

2 スタッフの対応
満足 288
やや満足 78
普通 76
やや不満 5
不満 0
合計 447

・親切です

3 利用手続き
満足 186
やや満足 96
普通 109
やや不満 11
不満 5
合計 407

4 情報提供
満足 175
やや満足 75
普通 138
やや不満 0
不満 0
合計 388

満足

46%

やや満足

23%

普通

27%

やや不満

3%

不満

1%
利用手続き

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

満足

45%

やや満足

19%

普通

36%

やや不満

0%

不満

0%

情報提供

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

満足

64%
やや満足

18%

普通

17% やや不満

1% 不満

0%

スタッフの対応

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

満足

62%やや満足

19%

普通

18%

やや不満

1%
不満

0%

清潔性・安全性

満足 やや満足 普通 やや不満 不満



5 講座・イベント
満足 131
やや満足 49
普通 457
やや不満 0
不満 0
合計 637

6 感染予防対策
満足 241
やや満足 88
普通 84
やや不満 2
不満 0
合計 415

・マスクの徹底

Q-3

当館の情報を何から得ていますか

媒体
チラシ 25
ホームページ 240
掲示板 67
広報 79
その他 71
合計 482

＊複数回答

Q-4

開催して欲しいイベントや講座について
・麻雀（初心者用）
・料理教室（韓国・エスニック）
・顔ヨガ
・バドミントン大会/バドミントン講習
・室内コンサート・音楽会
・スポーツ座学
・たくあん作り
・卓球教室
・フラダンス
・フラワーアレンジメント
・老人の体操

Q-5

当館で今後やってみたいことは？

学んだ事を地域に役立てたい 43
日頃の成果を発表したい 36
後進の指導をしたい 6
他のグループと交流したい 16
他の世代の人と交流したい 14
修繕や手入れのボランティアをしたい 4
その他・特にわからない 8
合計 21

＊複数回答

チラシ

5%

ホームペー

ジ

50%掲示板

14%

広報

16%

その他

15%

媒体

チラシ ホームページ 掲示板 広報 その他

学んだ事を地域

に役立てたい…

日頃の成果

を発表した

い
28%

後進の指導

をしたい

5%

他のグルー

プと交流し

たい
13%

他の世代の

人と交流し

たい
11%

修繕や手入れのボラン

ティアをしたい…

その他・特にわ

からない…

満足

20%

やや満足

8%

普通

72%

やや不満

0%

不満

0% 講座・イベント

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

満足

58%
やや満足

21%

普通

20%

やや不満

1%
不満

0%

感染予防対策

満足 やや満足 普通 やや不満 不満



Q6

Q7

         館からの説明・回答

全ての利用者に現状貸出、現状復帰でお願いしています。操作がわかりに
くい場合は、ご説明しますので受付にお声がけ下さい。

長すぎると垂れ下がり、短すぎるとボールが下をくぐりぬけて危険です。お
気づきの場合は、巻き上げるなどして気を付けてご利用ください。

築３０年が経ちトイレも古さが目立ってきました。綺麗に清掃し気持ちよく
お使いいただけるよう努めます。

スプレー剤使用等により、床が滑りやすくなっていることがあります。お気
づきの場合は、受付にお声がけください。

靴のまま履くオーバーシューズを購入しました。

部屋の棚スペースには限りがあり、公平にご使用いただくことが難しい状
況です。代わりにロッカーを無料で貸し出して、団体の備品保管に利用して
いただいていますのでご利用ください。

小さなお子様が使うおもちゃが壊れているのはキケンですね。申し訳あり
ません。お気づきの場合は、受付にお声がけください。

体育室内に４台エアコンがあります。それぞれ個別に調整できますので、受
付にお声がけください。

いつもきれいにお使いいただいてありがとうございます。

構造上、仕切りネットの設置ができずご不便をおかけします。代わりに可動
式の仕切りネットがありますので、ご利用ください。またコートの変更につ
いては、受付でご相談ください。

多くの人に公平に利用していただけるよう、１か月に４予約と決まっていま
す。6日前からは、部屋に空きがある場合は、何回でも予約が可能ですので
ご利用ください。

インターネットを利用されない方も多くいらっしゃるため、全ての方が公平
に予約できるよう、今の順番で予約を受け付けています。ご理解ください。

会社や学校がお休みの土日に気軽に使えるよう個人利用時間帯を設定し
ています。ご理解ください。

メールでの当選・落選通知は受信設定による未達等でトラブルの原因にな
ることが分かりました。当落の確認はホームページの【予約状況】でご確認
下さいますようお願いいたします。

多くの人に公平に利用していただくため、なるべくキャンセルのないよう予
約をお願いしています。やむを得ずキャンセルする場合は、お手数でも窓口
にご連絡いただけますようお願いします。

１週間以内の予約はキャンセル料が発生するため確認が必要になります。
窓口だけでなく電話でも予約できますので、お手数ですがお申込みくださ
い。

少なくてご不便をおかけしております。現状では造成はできないため、近隣
の駐車場をご利用ください。

早めの出庫、時間以降の入庫の声掛けに努めます。皆様もご協力をお願い
します。

恐らく遅れて来られたか、当日キャンセルが出たものと思われます。

順番制は難しいです。公平に利用いただけるよう時間通りに予約を受け付
けています。ご理解ください。

多くの要望があれば購入を検討します。

購入を検討します。

構造上、体育室天井に仕切りネットを設置することができません。代わりに
可動式の仕切りネットがありますので、ご利用ください。

設
備

予
約
方
法

多くの人に公平に利用していただくため、定期予約、長期予約は難しいで
す。ご理解ください。

利用者からの質問・要望

会議室1，2のパーティションの開閉が難しいので、
２部屋使用予定の場合は、開けておいて欲しい

体育室仕切りネットが垂れ下がり、踏んで滑りやす
い

トイレが古い

体育室の靴のままトイレを利用する人がいて不潔

団体の荷物を部屋の棚に保管させてほしい

壊れているプレイルームのおもちゃの修理をしてほ
しい

体育室の床が滑りやすくて危険

体育室のエアコンの風が強すぎ

１週間以内でもネットで予約できるようにしてほし
い

空室の予約受付の順番を現在の①窓口②ネット③
電話から①ネット②窓口③電話にしてほしい

（体育室）土日に団体が利用できる枠を増やしてほ
しい

予約のキャンセルがネットでできるようにしてほし
い

落選でもメールがほしい

施設がとてもきれいです

体育室A・B面に仕切りネットがなく隣のコートの
ボールが入ってしまう。C面が空いている場合は、変
更できるようにしてほしい。

５週目の予約ができるようにしてほしい

定期予約ができるようにしてほしい

半年または年単位で部屋の予約がしたい

駐
車
場

購
入
希
望

駐車場が少ない

駐車場に止めた車の早めの退出を促してほしい

前日の電話では駐車場の予約が取れなかったのに、
当日空いていたのは何故か？

駐車場予約が取りにくいので、順番制にするなどに
してほしい。

会議室２に五線譜のホワイトボードがほしい

卓球フェンスを増設してほしい

体育室A・B面に仕切りネットがほしい



横浜市からの指示で全ての団体に提出をお願いしています。よろしくお願
いいたします。

マスク未着用の方には入館をご遠慮いただいております。マスクを忘れた
場合は、館に用意がありますのでお声がけください。

体育室内に目が届かず注意が行き届かないことがあります。お気づきの場
合は、受付にお声がけください。

ご利用ありがとうございます。コロナ禍でも安心してご利用いただけるよ
う、引き続きコロナ対策に努めます。皆様のご協力をお願いします。

横浜市からの指示によるもので、個人利用ができずご不便をおかけしまし
た。

通常、窓は感染症拡大予防のために開けてありますが、寒いようでしたら閉
めていただき、一定時間の間隔で換気をしていただけるようお願いします。
また、ひざ掛けもご用意しておりますので受付までお申し出ください。

自
主

事
業

講座によっては、開催回数によって次期講座まで間隔が空く場合がありま
す。ご理解下さい。

自分では選ばない本もポップに惹かれて読んでみると面白かったなんてい
うことありますよね。これからも手に取っていただけるよう、魅力あるポッ
プ作りに努めます。

図書館間の定期便がないため難しいです。ご理解ください。

H
P

ありがとうございます。最新の情報をお届けできるようこれからも頑張りま
す。

中川西地区センター　　　　　館長

ありがとうございます。お褒めの言葉を励みに、これからも皆様に気持ちよ
くご利用いただけるよう、丁寧な対応を心掛けます。

コ
ロ
ナ
感
染
症
対
応

図
書

ス
タ
ッ
フ
対
応

継続的な自主事業は間隔が空かないように実施し
てほしい

ご協力ありがとうございました。

体育室内でマスクをせず大声を出している方々に注
意していない

コロナ禍で多くの施設が使えない中、手ごろな値段
で利用できて満足

コロナによる緊急事態宣言中でも連絡先の提出と
感染予防の徹底で個人利用ができるようにしてほし
い

いつも丁寧な対応に感謝しています

開館していることに気づかず外で待っていたら声を
かけてくれた

気持ちよく利用しています

コロナ対策として提出している名簿を提出ではな
く、各団体で保管するように変更してほしい

マスク着用しない人が多い

本紹介のポップがとてもいいです。是非続けてほし
い

他の図書館から本を取り寄せられるといい

ネット情報の更新が早いので助かります

換気のために窓が開いていて寒い



令和４年５月 16日 

中川西地区センター 利用者の皆様へ 

 

寄付金ご協力のお礼と使途ご報告 

 

 平素より中川西地区センターへのご理解、ご協力誠にありがとうございます。 

お陰様をもちまして令和３年 4 月 1 日より令和４年 3 月 31 日で下記の金額のご寄付を

いただきました。心より御礼申し上げます。 

 皆様から頂戴した寄付金は、卓球ラージ用ポール、料理室器具の購入の一部に充てさせ

て頂きました。 

より利用しやすい施設として、皆様に心地よく過ごして頂ければと思っております。 

 

 どうぞ、今年度も引き続きご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

記 

 

寄付金合計    28,696  円 

                   (認定NPO法人寄附金含む) 

 

 

 

 

中川西地区センター館長 

 

 

中川西地区センター館長 

 



（様式４）

横浜市中川西地区センター自主事業別計画書（単表）
団体名：特定非営利活動法人つづき区民交流協会

＜成人＞ No.1
事業名

目的：　

内容：

事業名

目的：　健康づくり事業、地域中高年層の運動習慣支援、仲間づくり

内容： ストレッチ・リズムダンスを取り入れた続けやすい体操

事業名

目的：　健康づくり事業、地域住民の運動習慣支援、仲間づくり

内容：

事業名

目的：　

内容：

事業名

目的：　

内容： 呼吸法とともに、骨盤のゆがみを整え体幹を鍛え、美姿勢を目指す体操。

「ピルビス骨盤体操」の名称を内容を分かり易くする事で参加を促進する。

事業名

目的：　

内容： ヨガ初心者も気軽に参加できる経絡を刺激しながらのヨガ

事業名

目的：　健康づくり事業、地域住民のスポーツを通じた仲間づくり支援

内容：

講座終了後にはサークル化を支援

事業名 実施時期・回数

目的：　

内容： 地域貢献の一環として地域企業がスマートフォンの使い方を指導

入門(初心者向け)と初級(使い始めた人向け)の２クラス設置

(協力：京セラ株式会社)

事業名

目的：　

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
目指せ美姿勢！骨盤ボ
ディワーク
(継続・令和元年度)

健康づくり事業、地域住民の運動習慣の支援 (２講座14回)

前期(４月～10月)

後期(10月～３月)

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
むねきゅん★
エアロビクス
(継続・平成20年度)

(２講座40回)

参加者世代には懐かしい歌謡曲をBGMにしたエアロビクス 前期(４月～10月)

ストレッチとの組み合わせで無理なく自分のペースで楽しめる 後期(10月～３月)

目的・内容 実施時期・回数

【シニア】
いきいきながいき
ストレッチ
(継続・平成24年度)

(２講座40回)

前期(４月～10月)

後期(10月～３月)

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
リモートコミュニケーショ
ン入門
(継続・令和３年度)

コロナ禍ICTスキル支援事業、生涯学習、地域人材の活動支援 (１講座６回)

内容： 地域で活動する講師による、オンラインコミュニケーションツールの ９月～２月

学習と技術習得

目的・内容

【一般】
スマホ倶楽部
(継続・令和２年度)

コロナ禍ICTスキル支援事業、地域課題(高齢化・孤立)解決支援 (４講座８回)

地域連携(近隣企業) ６月、９月、12月、３月、

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
みんなの卓球教室
①入門クラス
②初級クラス
(継続・平成30年度)

(４講座40回)

初心者クラスは持ち方から、入門クラスはステップアップを目指し、 前期(４月～10月)

後期(11月～３月)

目的・内容 実施時期・回数

【シニア】
ひらり健康体操
(継続・平成18年度)

健康づくり事業、シニア層(65歳以上限定)の運動習慣支援、仲間づくり (１講座40回)

ストレッチ・中国体操・ダンスなどを中心とした健康体操 ４月～３月

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
経絡ヨガ
(継続・令和元年度)

健康づくり事業、地域住民の運動習慣の支援 (２講座14回)

前期(４月～10月)

後期(10月～３月)

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
癒されパワーヨガ
(継続・平成23年度)

健康づくり事業、地域住民の運動習慣支援 (２講座28回)

ヨガ経験者対象パワーヨガ入門教室 前期(４月～10月)

後期(10月～３月)

1 ページ



（様式４）

＜成人＞ No.2
事業名

目的：　

９月

内容：

事業名

目的：　

内容： ３月

事業名

目的：　

内容： 10月

事業名

目的：　

内容： 1１月

事業名

目的：　

①12月②２月③３月

内容：

事業名

目的：　地域ニーズの対応、食で健康、料理室利用促進、文化伝承、仲間づくり

内容： 無添加で美味しい味噌を手作りする講習 １月

事業名

目的：　

内容： 未定

事業名

目的：　

内容：

事業名

目的：　

内容： 金継の技術を習う。入門編。 11月

事業名

目的：　

内容： ４月～７月

地域課題への取組み事業、地域連携事業 (1講座1回)

認知症の症状、対応などについて学ぶ

中川地域ケアプラザとの地域連携事業

目的・内容等 実施時期・回数

【一般】
暮らしの中の書
（継続・令和３年）

地域ニーズの対応、生涯学習、地域人材の活動支援 (１講座４回)

生活のさまざまな場面で必要な筆ペンを使った字を練習する

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
手作り味噌講習会
(継続・平成22年度)

(１講座２回)

【一般】
金継入門講座
（継続・令和３年）

実用、趣味、仲間作り、日本の伝統技術体験 （1講座2回）

目的・内容

【一般】
留学生カフェ
(継続・平成29年度)

地域ニーズへの対応、国際理解、文化交流、連携(大学・団体)事業 (１講座１回)

留学生による母国の紹介講座、留学生と地域住民との交流を図る

(共催：区役所、東京都市大学、NPO法人ぐるっと緑道)

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
季節の花と暮らしましょう
(継続・令和２年)

地域ニーズへの対応、地域店協力による地域活性化、趣味、仲間づくり (３講座３回)

折々の花材でリース、アレンジメントなどを作る ９月、11月、２月

実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
知って防ごう！プロに聞く
犯罪の手口
(新規)

地域課題(防災)への取組み事業、 (1講座1回)

元警察官から犯罪の手口など実例を交えての講演会。

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
ワールド・キッチン
(継続・令和元年度)

地域ニーズへの対応、国際理解、文化交流、仲間づくり (３講座３回)

料理室・中庭利用促進

外国人の講師による母国の食文化を学ぶ講座

目的・内容 実施時期・回数

【誰でも】
防災人生ゲーム
(継続・令和３年度)

地域課題(防災)への取組み事業、連携(施設、地域団体)事業 (１講座１回)

中高生ボランティア活動支援

災害が発生した場合の知識をゲームやクイズでクリアする

(協力：都筑多文化・青少年交流プラザ、都筑小おやじの会)

【一般】
知って支えよう「認知症」
(新規)

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
ペット防災講座
(継続・令和３年度)

地域課題(防災)への取組み事業、連携(動物愛護団体)事業、屋外活用 (１講座１回)

ペットを持つ家庭に万が一に備えた知識を習得してもらう

(協力：ニュータウン動物愛護会)

目的・内容 実施時期・回数
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（様式４）

＜成人・子育て＞ No.3
事業名

目的：　地域ニーズの対応、生涯学習、仲間づくり

内容： 健康麻雀を学んでゲームを楽しむ、仲間を作りサークル活動を目指す

事業名

目的：　

内容：

北山田・仲町台地区センターとの連携事業も視野にいれ開催。

事業名

目的：　

内容： ６月

事業名

目的：　

内容： ９月

事業名

目的：　

内容： 夏

事業名

目的：　

内容： １２月

事業名

目的：　地域ニーズの対応、文化伝承、地域交流

内容： 地域住民に落語家の生の高座を気軽に楽しむ場を提供 ２月

事業名

目的：　 (２講座２回)

春

内容： ボランティア音楽家などに依頼し、ロビーや中庭で無料コンサート 冬

事業名

目的：　自主活動支援、地域との連携と活性化、利用者・登録団体相互交流

内容： 登録団体の展示・発表、地元町内会等の協力による模擬店、 11月

事業名

目的：　子育て支援事業、地域ボランティア団体活動支援

内容： ボランティア団体による絵本読み聞かせ、紙芝居、ペープサート等
４月～３月 (８月を除く)

【誰でも】
ロビーコンサート
（継続・平成22年度）

地域ニーズの対応、地域人材活動支援、サークル活動支援

地域交流、ロビー・中庭利用

目的・内容 実施時期・回数

【誰でも】
地区センターまつり
(継続・平成５年度)

(１講座１回)

その他イベント開催

目的・内容 実施時期・回数

【誰でも】
中川西地区センター寄席
(継続・平成13年度)

(１講座１回)

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
歴史講座「浮世絵で見る
文明開化と横浜」
(継続・令和３年度)

地域ニーズの対応、生涯学習、地域団体活動支援 (１講座１回)

ボランティア噺家兼歴史研究家の講師に依頼し楽しく学ぶ

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
文化講座「浮世絵入門」
(新規)

目的・内容 実施時期・回数

【誰でも】
忠臣蔵
(新規)

地域ニーズの対応、地域団体活動支援、文化伝承、 (１講座１回)

目的・内容 実施時期・回数

【誰でも】
夏の夜の講談
(継続・令和３年度)

地域ニーズの対応、地域団体活動支援、文化伝承、夜間利用層開拓 (１講座１回)

地域で活動をしているアマチュア落語会(講談師)に依頼

夜に夏の風物詩「怪談」を聞く

目的・内容 実施時期・回数

地域で活動をしているアマチュア落語会(講談師)に依頼

年末の人気演目の「忠臣蔵」を聞く

地域ニーズの対応、生涯学習、地域団体活動支援 (１講座１回)

ボランティア噺家兼浮世絵を愛好する研究家の講師に依頼し楽しく学ぶ

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
中川西地区センター
健康麻雀大会
(継続・令和３年度)

地域ニーズの対応、他施設との連携事業、地域交流、日頃の成果発表 (１講座１回)

秋～冬日頃地区センターで活動する麻雀愛好家が腕を競う場とする

目的・内容 実施時期・回数

【一般】
健康麻雀入門講座
(継続・令和元年度)

(１講座６回)

９月～11月

目的・内容 実施時期・回数

【子育て】
おはなし広場
(継続・平成18年度)

(１講座11回)
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（様式４）

＜子育て＞ No.4
事業名

目的：　子育て支援事業、親子の仲間づくり、スキンシップ、健康維持支援

内容： 未就園児と器具や音楽を使って運動する

親子一緒に楽しく遊び、仲間づくりを目指す

事業名

目的：　 (１講座3回)

内容： 平日の「親子体操」の講師が親子で楽しく体を動かす運動を指導 ９月・12月・３月

日頃仕事をしている両親に広い体育室での遊び体験の機会を提供

事業名

目的：　子育て支援事業、親子の仲間づくり、スキンシップ、野外開催

内容： 秋

事業名

目的：　子育て支援事業、親子のスキンシップ、仲間づくり

内容：

３期(１月～３月)

事業名 実施時期・回数

目的：　 (１講座3回)

内容： ７月・10月・１月

事業名

目的：　 (１講座1回)

内容： ６月

事業名

目的：　 (１講座1回)

内容： 11月

事業名

目的：　

内容： 10月

【子育て】
ハロウィンパレードに参
加しよう
(継続・平成30年度)

子育て支援事業、地域課題(子育て孤立化)解決支援、地域連携 (１講座１回)

地域のイベント「ハロウィンウォーク」に保育園に行かず参加できない

未就園児と親を「地区センターチーム」として参加

(協力：中川駅前商業地区振興会・NPO法人 ぐるっと緑道)

【子育て】
親子でネイチャーゲーム
(新規)

(１講座１回)

身近な自然との遊びを親子で学び楽しむ

目的・内容 実施時期・回数

休日のパパと平日働くママの参加を支援

目的・内容 実施時期・回数

メニューが広がる！離乳
食教室
(継続・令和元年度)

目的・内容等 実施時期・回数

ドキドキ！はじめてみよう
幼児食
（継続・令和３年度）

目的・内容等 実施時期・回数

健康増進、子育て支援講座、食育、仲間作り

離乳食後期のメニューの工夫やアレルギーなどについて学ぶ

健康増進、子育て支援講座、食育、仲間作り

離乳食から幼児食への移行期の食の注意点・工夫点などを学ぶ

目的・内容

【子育て】
パパママベビーの
ハートコミュニケーション
(新規)

子育て支援事業(共稼ぎ両親支援)、親子のスキンシップ、仲間づくり

ベビー期だけできるスキンシップ「ベビーサイン」を休日に１日体験開催

【子育て】
ベビーマッサージ・
ベビーサイン
(継続・令和元年度)

(６講座30回)

腰の座らない赤ちゃんとママのスキンシップにはマッサージ、 １期(５月～７月)

お座りができるようになってからは、ベビー期にだけできる ２期(９月～12月)

スキンシップ「ベビーサイン」を学ぶ

【子育て】
親子体操
(継続・平成27年度)

(３講座24回)

１期(５月～７月)

２期(10月～11月)

３期(1月～３月)

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

【子育て】
今日はおやすみ！
親子で遊ぼう！
(継続・令和３年度)

子育て支援事業(共働き両親支援)、親子のスキンシップ、仲間づくり
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（様式４）

横浜市中川西地区センター自主事業別計画書（単表）
団体名：特定非営利活動法人つづき区民交流協会

＜わんぱくホリデー＞ No.1

事業名

目的：　子ども・青少年支援事業、地域連携、世代間交流、

内容： 地域活動団体等による様々なワークショップ等　　　　(後援：都筑区) ５月

事業名

目的：　

内容：

事業名

目的：　子ども・青少年支援事業、地域(近隣工房)連携、ものつくり体験

内容：

事業名

＜目的＞　学習支援、青少年育成、子育て支援、地域連携

＜内容＞

＜理由＞

事業名

目的：　子ども・青少年支援事業、地域人材の活動支援、文化伝承

内容： １月

事業名

目的：　子ども・青少年支援事業、地域人材の活動支援、文化伝承、食育

内容：

事業名 実施時期・回数

目的：　

内容： ７月

事業名

目的：　

内容： 親子で誰かの為に料理をし、持ち帰る(母の日・父の日・バレンタイン)

自立学習を通し、考える力と学習習慣を身に着けることを目指す。

【子ども】
わんぱく将棋教室
(継続・平成19年度)

子ども・青少年支援事業、地域ニーズの対応、地域人材の活動支援 (１講座10回)

将棋のルールや駒の動かし方などを学び、対局を楽しむ ４月～３月

考える力を養い、異年齢交流も図れる (８月、11月を除く)

目的・内容 実施時期・回数

【誰でも】
わくわくワークショップ
(継続・平成５年度)

(１講座１回)

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

【子ども】
葦の会
（継続・平成29年度）

（1講座35回）

地域のボランティアさんによる子供達の学習支援。 4月～3月

（8月を除く）

目的・内容 実施時期・回数

【子ども】
地域の職人から習う
木工教室
(継続・平成28年度)

(１講座１回)

近隣の家具工房の職人(丁稚)の指導で、木工を学び小物を製作する ７月

道具の正しい扱い方や制作技術を学び、作品を作る達成感を経験

目的・内容 実施時期・回数

【子ども】
街の寺子屋
(継続・平成27年度)

(２講座12回)

地域のボランティア講師による、科学実験、料理、伝統行事参加など 前期(４月～９月)

毎月違うテーマの体験講座　(後援：都筑区) 後期(10月～３月)

目的・内容 実施時期・回数

【子ども】
みんなで書初めします
(継続・平成30年度)

(１講座１回)

正月行事の一つである「書初め」に楽しくチャレンジする

筆の使い方や書く姿勢を学ぶ

目的・内容 実施時期・回数

【親子】
心を伝える親子クッキン
グ(継続・令和２年度)

子ども・青少年支援事業、親子交流、食育、料理室利用促進 (３講座３回)

５月、６月、２月

目的・内容

【子ども】
こども科学捜査研究所
(継続・令和３年度)

子ども・青少年支援事業、地域の防犯意識の啓発、科学への関心 (１講座１回)

警察の科学捜査の指紋採取、血液採取の体験と、実例を参考にした

防犯の話

5 ページ



（様式４）

＜わんぱくホリデー＞ No.2

事業名

目的：　

内容： 夏休みに地域のボランティアを希望する中高生の活動の場提供

(共催：都筑多文化・青少年交流プラザ、都筑区社会福祉協議会、他)

事業名

目的：　

１学期　５月～７月

内容：

事業名

目的：　

内容：

事業名

目的：　

内容： ３月

事業名

目的：　

内容： ５月～８月

【子ども・シニア】
地区センちくちくクラブ
(継続・令和３年度)

子ども・青少年支援事業、世代間交流、地域課題(子どもとシニアの孤立) (３講座９回)

の解決支援、地域人材の活動支援

地域ボランティアによる手芸クラブ、和布やフェルトを使った裁縫を ２学期　10月～12月

地域のボランティアが子どもに指導することによって定期的な交流を図る ３学期　１月～３月

目的・内容 実施時期・回数

【青少年】
はぁとdeボランティア
(継続・平成27年度)

子ども・青少年支援事業、連携(施設)事業、中高生ボランティア活動支援 ７月～８月
（１講座1回）

目的・内容 実施時期・回数

目的・内容 実施時期・回数

【誰でも】
つづき謎解きウォークラ
リー(継続・令和２年度)

子ども・青少年支援事業、地域活性化、参加者間交流、屋外企画 (１講座１回)

親子でも、友達とでも、地元都筑の謎解きをしながらウォーキング

最終ポイントで宝さがし　(協力：都筑をガイドする会)

目的・内容 実施時期・回数

【誰でも】
門松ワークショップ
(継続・令和２年度)

子ども・青少年支援事業、連携(愛護会)事業、文化伝承 (１講座１回)

家族・地域交流、屋外企画 12月

烏山公園愛護会の竹を伐りミニ門松を作る　(協力：烏山公園愛護会)

目的・内容 実施時期・回数

【親子】
「生ごみブレン土」研究会
(新規)

地域課題(ゴミ削減)解決支援、屋外活用、環境問題への取組み (１講座１回)

土壌混合法を学び、実践することにより、環境問題を身近に感じてもらう

　　(協力：資源循環局都筑事務所、後援：区役所)
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         令和４年度 【センターまつり】 概要     R４年 7 月    

 

令和４年度中川西地区センターまつりは、感染症予防に留意しながら、内容を一部変更

して再開することにいたしました。 

何卒、ご協力のほどよろしくお願いします。                                                

 

 

 
例年 今年 

作品展示 一週間展示 

展示期間の延長 

（11/1～11/13） 

舞台発表 
2 会場で実施 

（体育室・会議室 1・2） 
体育室・会議室１・２（11/13） 

その他 

ゲーム、似顔絵など 検討中 

模擬店 中止 

 

展示・発表の申込は受付にあります 

 

 

                                        担当者 中川西地区センター 原 

                                             電話 045-912-6973 



◆

◆展示場所 　1F　入口風除室掲示板・飾り棚（入口・図書横）・体育室入口　・ロビー

◆

◆注意事項： 新型コロナウィルス感染予防対策のため、作品搬入・搬出時にはマスク着用のうえ

時間は充分ございますので、集中しないようご協力お願いします。

＊展示場所については、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。

＊作品は大切に取扱いますが、不慮の事故については責任を負いかねますので、

ご了承ください。

貸出希望備品

展示内容

展示作品数 　　　　パネル　　　・　　棚（平置き)
展示方法

（どちらかに○）

　　　　　　　　令和4年度　【センターまつり】　　　≪展示部門≫

展示希望場所

（どれかに○）

1F　・入口風除室掲示板　・飾り棚（入口）・飾り棚（図書横）・体育室入口　・ロビー（パネル）

2F　・娯楽コーナー壁面　・　廊下　・　階段踊り場　

センターまつり参加申込書　≪展示部門≫

サークル名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8/31  までに、中川西地区センター窓口に提出してください

　　　　　　　　　　　　　　　　参加申込書　　　　　　　中川西地区センター

連絡先

代表者氏名

日時：　　　　　　令和4年11月1日（火）～11月13日（日）15:00迄

（調整し、連絡させていただきます。）

連絡担当者 氏名

　　　　　　　展示期間を昨年度同様延長しました。

Email

　2F　娯楽コーナー壁面・廊下・階段踊り場

電話番号

展示作業日時：　11月1日（火）12:30～　◆作品搬出日時：13日（日）15:00～

キリトリ

個人情報取扱に関する同意書 (施設利用のために) 
（個人情報保護管理者） 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会  個人情報保護管理者 事務局長 

（利用目的）１．お客様の施設利用、および当協会のサービス提供に対する申込手続およびご連絡のため、２．施設 PR のため、写

真撮影等をする場合があります（個人情報の開示等に関して） 情報を提供されたお客様は、該当情報に関して利用目的の通知、

開示、訂正・追加・削除、利用又は提供の拒否を要求いただける権利を有しております。 ＊当協会の個人情報の取扱詳細につきま

しては、当協会のホームページまたは施設内掲示の「当協会における個人情報の取扱について」に掲載しております。 

＊なお、いただいた個人情報は施設利用管理の目的以外には利用いたしません。 

上記についてご同意の上お申し込みください。 



　　　　　　　　　　　　　参加申込書　　　　　　　　　中川西地区センター
◆日時　：　　令和４年11月13日（日）

◆

◆注意事項：

＊

＊音源・音響機器の操作は各団体で各自お願いいたします。

＊発表終了後は速やかに撤退お願いします。

＊当日の駐車場は、道具持ち込みの方、発表時間帯のみに限らせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊8/31までに、中川西地区センター窓口に提出してください

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

代表者氏名

新型コロナウィルス感染予防のため、演技中以外はマスク着用にご協力お願いします。

※状況により中止になる場合がございます。

出演時間は1団体、第2希望までご記入ください。

申込の状況により希望に添えない場合がございます。（調整し連絡させていただきます。）

　令和4年度　【センターまつり】　　《体育室発表部門》

サークル名

（前後の控室ご利用も、できる限り短時間でお願いします。）

センターまつり参加申込書　　≪体育室発表部門≫

場所　：　　体育室

発表時間帯
④①

連絡担当者 氏名

連絡先

電話番号

Email

体育室発表内容 場所

⑤

要　　・　　不要

＊駐車場は台数が少ないため希望に添えない場合もあります、ご了承ください

貸出希望備品 当日の駐車場

希望時間帯

①～⑪

第一希望 第二希望 ＊発表時間（発表にかかる時間）

　　　　　　　　　　分

11:30～

12:00
⑥

12:00～

12:30
14:00～

14:30

14:30～

15：00

11:00～

11:30
③

10:30～

11:00
13:30～

14:00

9:30～

10:00
②

10:00～

10:30
12:30～

13:00

13:00～

13:30

キリトリ

個人情報取扱に関する同意書 (施設利用のために) 
（個人情報保護管理者） 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会  個人情報保護管理者 事務局長 

（利用目的）１．お客様の施設利用、および当協会のサービス提供に対する申込手続およびご連絡のため、２．施設 PRの

ため、写真撮影等をする場合があります（個人情報の開示等に関して） 情報を提供されたお客様は、該当情報に関して

利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用又は提供の拒否を要求いただける権利を有しております。 ＊当協会の

個人情報の取扱詳細につきましては、当協会のホームページまたは施設内掲示の「当協会における個人情報の取扱に

ついて」に掲載しております。 

＊なお、いただいた個人情報は施設利用管理の目的以外には利用いたしません。 

上記についてご同意の上お申し込みください。 



　　　　　　　　　　　　　参加申込書　　　　　　　　　中川西地区センター
◆日時　：　　令和４年11月13日（日）

◆

◆注意事項：

＊

＊音源・音響機器の操作は各団体で各自お願いいたします。

＊発表終了後は速やかに撤退お願いします。

＊当日の駐車場は、道具持ち込みの方、発表時間帯のみに限らせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊8/31までに、中川西地区センター窓口に提出してください

⑥

希望時間帯

①～⑥

第一希望 第二希望 ＊発表時間（発表にかかる時間）

　　　　　　　　　　分

貸出希望備品 当日の駐車場 要　　・　　不要

＊駐車場は台数が少ないため希望に添えない場合もあります、ご了承ください

発表内容 場所 会議室１・２（2階）

発表時間帯 ①
9:00～

10:00
②

10:00～

11:00
③

14:00～

15:00

11:00～

12:00
④

12:00～

13:00
⑤

13:00～

14:00

連絡担当者 氏名

連絡先

電話番号

Email

代表者氏名

　令和4年度　【センターまつり】　　《会議室１・２発表部門》

新型コロナウィルス感染予防のため、演技中以外はマスク着用にご協力お願いします。

※状況により中止になる場合がございます。

出演時間は1団体、第2希望までご記入ください。

申込の状況により希望に添えない場合がございます。（調整し連絡させていただきます。）

（前後の控室ご利用も、できる限り短時間でお願いします。）

場所　：　　会議室１・２（2階）

センターまつり参加申込書　　≪会議室１・２発表部門≫

サークル名

キリトリ

個人情報取扱に関する同意書 (施設利用のために) 
（個人情報保護管理者） 特定非営利活動法人 つづき区民交流協会  個人情報保護管理者 事務局長 

（利用目的）１．お客様の施設利用、および当協会のサービス提供に対する申込手続およびご連絡のため、２．施設 PRのため、写真撮

影等をする場合があります（個人情報の開示等に関して） 情報を提供されたお客様は、該当情報に関して利用目的の通知、開示、訂

正・追加・削除、利用又は提供の拒否を要求いただける権利を有しております。 ＊当協会の個人情報の取扱詳細につきましては、当

協会のホームページまたは施設内掲示の「当協会における個人情報の取扱について」に掲載しております。 

＊なお、いただいた個人情報は施設利用管理の目的以外には利用いたしません。 

上記についてご同意の上お申し込みください。 



　使用期間　　

　受付　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　＊多数の場合は抽選

　対象　　　　　

　　　

　募集団体数　　24団体

中川西地区センター　TEL　912-6973

　　　　　　　　　ロッカー利用申込書

　　　申込受付日：令和　４年　　　　月　　　　日

団体名

団体代表者 氏名

住所

電話

　　　　　　　　　　　　　　利用が決定した団体へは、詳細について連絡いたします。

中川西地区センター登録団体、募集の半年前に１回以上部屋利用がある団体

＊ロッカーの場所・ＮＯ等は実際に一度ご確認ください。

　決定団体には、覚書提出後、使用ロッカー鍵を貸し出しいたします。　　　　　

個人情報取扱に関する同意書　(施設利用のために)
（個人情報保護管理者）認定特定非営利活動法人つづき区民交流協会  個人情報保護管理者事務局長
（利用目的）　１．お客様の施設利用、および当協会のサービス提供に対する申込手続およびご連絡のため、（個人情報の開示、訂正、削
除、利用又は提供の拒否に関して）２．施設ＰＲのため、写真撮影等をする場合があります（個人情報の開示等に関して）情報を提供された
お客様は、該当情報に関して開示、訂正、削除、利用又は提供の拒否を要求いただける権利を有しております。＊当協会の個人情報の取
扱詳細につきましては、当協会のホームページまたは施設内掲示の「当協会における個人情報の取扱について」に掲載しております。＊な
お、いただいた個人情報は施設利用管理の目的以外には利用いたしません。上記についてご同意の上、お申し込みください。

令和４年度　ロッカー利用希望団体募集

中川西地区センターを活動拠点としている登録団体を対象に、ロッカー利用希望団体を

募集いたします。

（使用例：楽譜・シャトル・活動資料等団体で活動時に使用するもの。食品不可）

令和４年9月1日～令和５年8月31日

7月20日（水）～8月20日（土）　当センター受付にて申込みを受付ます。

男子更衣室

NO.1～12

女子更衣室

NO.37～48



展 示 期 間 ：

受 付 ：

対 象 ：

　　　

そ の 他 ：

　　

中川西地区センター
電話　912-6973

　　　　　　申込受付日：令和　４年　　　月　　　　日

飾り棚 　　　　玄関正面ショーケース　　　・　　　　図書コーナー横ショーケース

壁面 　　　１階廊下　・　階段壁面　・　２階娯楽コーナー壁面　・　２階廊下

氏名

住所

電話

個人情報取扱に関する同意書　(施設利用のために)
（個人情報保護管理者）　特定非営利活動法人 つづき区民交流協会　　個人情報保護管理者　事務局長
（利用目的）１．お客様の施設利用、および当協会のサービス提供に対する申込手続およびご連絡のため、２．施設PRのため、写真撮影等をする場合があります（個人情報の開示等に関して）　情報を提供された
お客様は、該当情報に関して利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用又は提供の拒否を要求いただける権利を有しております。　＊当協会の個人情報の取扱詳細につきましては、当協会のホームページ
または施設内掲示の「当協会における個人情報の取扱について」に掲載しております。＊なお、いただいた個人情報は施設利用管理の目的以外には利用いたしません。
上記についてご同意の上お申し込みください。

　＊利用は登録団体に限らせていただきます。

展示場所は希望団体数、作品数、作品の大きさ等により調整となります。　　　

　　　飾り棚・壁面　利用申込書

希望場所
（希望場所に

○してください）

１階ロビー飾り棚と２階の娯楽コーナー壁面に日頃の活動の成果である作品を展示してくださる団体を
募集いたします。

令和4年度ロビー飾り棚・壁面利用団体募集

団体代表者

中川西地区センター登録団体、募集の半年前に１回以上部屋利用がある団体

令和4年11月15日(火)　～令和5年10月31日(火)

令和4年8月1日（月）～9月30日（金）　　受付にお申込みください

　＊多数の場合は抽選（新規優先）

　利用が決定した団体へは、センターより展示の詳細について連絡いたします。

団体名



・職員自己紹介

・節電に伴う照明の間引きについてのご報告

1．　令和3年度事業報告　

➁　自主事業報告

③　ニーズ対応費・修繕費

→　【修繕】建物老朽化に伴い、あちこち不具合発生。(特に内線電話不具合、続く外線受信不能等。）

　　　【寄付金】寄付金についてのお願い（認定NPO法人にかかる寄付金）

④　図書利用状況・寄付金報告

⑤　アンケート調査結果報告 →今後やってみたいことに「他のグループ、世代と交流」の回答が増える。

3.　ロッカー年間利用団体募集開始について　：　受付7/20～8/20

　男子ロッカー12個・女子ロッカー12個（30×40×50）

4.　飾り棚・壁面利用申請について：　受付　8/1～9/30

5.　令和４年　センターまつりについて…模擬店以外は通常の形での開催を予定。

6.　その他　★質疑応答

　Q.　ロッカーについて。縦長で使いづらいが他の場所がないか。

　Q.　年度の収支報告も見たい。利用者会の資料に入れてほしい。

令和4年7月1日（金）午後3時30分～午後4時30分

中川西地区センター会議室１.２

令和４年度利用者会　議事録

→　昨年のコロナ禍、中止・延期を余儀なくされる中「地域ニーズ」を考えた
     講座を主に企画。

2．インターネット予約についての意見・要望
　　・利用時に提出する個人情報の提出・・・現在行政に問い合わせ中。

→添付資料参照。人気図書は人気作家の文学。新刊だけでなく、古い図書
も魅力再発見してもらえるよう展示に工夫。
購入希望受け付けています。ぜひお問い合わせ下さい。
当センターの特色としての予約本システム紹介

→館内展示：11/1(火)～11/13(日)
　 発　　表：11/13(日)　体育室又は会議室１・２

申し込み詳細は配布資料（別紙申込書）参照。

　A.　今回の指定管理のプレゼンテーションで改装を提案しています。工夫していきたい。

　A.　現在は収支報告をロビーに閲覧展示中。来年の資料には加えます。

→　コロナ禍の制限が多く、いろいろと利用者にはご迷惑をおかけいたしました。（開館時間の短縮・部屋利
　　用人数の半減、備品貸出制限など）

①　施設運営報告（利用人数）
→　昨年度利用人数はコロナ禍の中若干戻りつつあるがコロナ以前と比べまだまだ減少状況。一方、
　　 団体利用（部屋の稼働率）は増加傾向。体育室はほぼ100％に近い。料理室の稼働が問題。個人利用
　　 者が減少。ライフスタイル変化（共働き増等）

　　　【ニーズ対応費】除菌グッズを多く支出、ニーズに合わせてWi-Fi接続工事実施。

　　【センターから】
　　①抽選結果の当選メールだけでなく落選メールも希望・・・システムパッケージ上困難。
　　②メールが届かないトラブル多い→予約した分はご自身で確認をお願いいたします。

　A.　更衣室のロッカーの有効活用から提案されたので、現状難しい。
　　 要望は受付けます。

　Q.　料理室の稼働が低すぎてもったいない…

継続の場合も再度申請が必

要です。お忘れないように

申し込み締め切り8/31


