旭区３ケアプラザ「合同歌声喫茶」
横浜市今宿地域ケアプラザ
横浜市左近山地域ケアプラザ
横浜市南希望が丘地域ケアプラザ
事業目 的

真鍋 敦さん
綾部 正親さん
黒澤 修さん

歌を通じた健康作り、仲間作りの場作り、地域活性、生きがいの発見、閉じこもり防止
所外連携事業の実践

PROFILE

（左から）綾部さん（左近山）、

真鍋さん（今宿）、黒澤さん（南希望が丘）
真鍋敦さん
（今宿）
：Ｈ２０年９月、
一

般企業からの転職でコーディネーター

になりました。
福祉経験は未経験です。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
今宿エリアの住民からの「泉区で行っている歌う会をこのエリアでも行
なってはどうか」との情報をキャッチし、その事業を見学し先方との調整
を行ない、平成１９年４月より事業をスタートしました。１年後には参加
者が１８０名を越えてしまい、多目的ホールでは収容できず隣接する地区
センターの体育館を借りて事業を行っていました。
左近山ケアプラザでも利用者から歌声喫茶の話を聞き、その方の思い入
れの強さと希望で、平成２１年２月にスタートしました（残念ながら、そ
の方は合同歌声喫茶の参加を最後に、２か月後急逝されました）。
その後今宿地域ケアプラザの参加者分散を検討していた時に南希望が丘
地域ケアプラザが開所し、平成２１年６月にスタートとなりました。
区内３ケプラザで行われている歌声喫茶、各施設とも毎回１００名以上
の参加者があり、平成２２年２月今宿から３ケアプラザの参加者が一堂に
集まる場所を作りたいとの提案を行い、実施する事となりました。

綾部正親さん（左近山）
：Ｈ17年サブ

コーディネーターとして現在のプラザ

に勤務。それまでは全く違った職種に

いました。1年7ヶ月でコーディネーター

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

となり、
現在所長に着任しました。

黒澤修さん（南希望が丘）
：泉区を中

心とした社会福祉法人に入職して10年

目を迎えます（社会福祉法人誠幸会

泉の郷）
。
同法人運営の他ケアプラザの

コーディネーターやデイサービスを経

験し、昨年4月開所時よりコーディネー

ターを担当しております。
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■仲間作り、健康作りのきっかけとして
「歌声喫茶」は昭和３０年から４０年にかけてアコーディオンの演奏ととも
に唱歌やロシア民謡を中心に歌い、全盛期は全国に１００軒をこえるお店が
ありました。昭和４０年代に入り歌声喫茶は「カラオケスナック」や「カラ
オケボックス」となりましたが、全員で合唱する歌声喫茶の人気は衰えては
いませんでした。昔懐かしい歌を通じて仲間作りをしたり、健康作りに役立
てば、また家に閉じこもらないで外出の機会をつくるきっかけになればと思
いました。
■３人のコーディネーターで目的を共有
第一回目の打ち合わせからこのイベントの『目的』を３人のコーディネー
ターで話し合い、その後いつまでに・誰が・何を担当するか？と、明確なス
ケジュールを立て実行していきました。打ち合わせも月２回ペースで行い、
必ず会議終了時には次の日程を決めて行動しました。
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
■募集から当日の運営
平成２２年２月、今宿・左近山・南希望が丘のコーデ
ィネーターが集まり、意思確認を行いました。旭公会堂
（４７０名収容）を会場とし、３ケアプラザの歌声喫茶
参加者様を中心に募集活動を行い、その後地域の方にも
広く声をかけて行くことにしました。
当日のプログラムは３部構成。普段歌声喫茶の参加者
様には「披露する場」とし、ステージに上がり歌を披露
していただきました。全体の総括は今宿、ホール内は左
近山、ホール外は南希望が丘と役割分担を明確にし当日
の運営を行いました。
受付時「歌集・水・クッキー・包括チラシ等」をエコ
バックに入れ参加者にお渡ししたり、ロビーでは地域作
業所によるパン・クッキー・お豆腐の販売も行われまし
た。
広報戦略として新聞・TV・ラジオ局にも協力を頂き事
前事後に展開しました。
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担当地域に つい て
（今宿）
*人口…43,006人

*世帯数…18,427世帯

組織図
*高齢者…11,354人
*高齢者率26.4％

*３連合町内会

神奈川県運転試験場及び神奈川県立がんセンターの先、徒歩１０分程度の場所。道は狭く坂が多いエリア。昭和３０年後
半から開発が進み、一戸建て住宅が多く、一人暮らしの高齢者も多い。交通手段は相模鉄道、二俣川、希望が丘、三ッ境。
１Fがケアプラザ２Fが地区センターと区内唯一の複合施設で、比較的利用率は高いと思われます。
夏まつりは毎年地区センターと合同で２日間行われ、2,000人以上の来館者があります。
（左近山）
左近山地区(１連合町内会・７単位自治会）
*人口…9,946人

*世帯数…4,798世帯

*高齢者人口…3,289人

*高齢化率…32.6％

高齢化が進んではいるが、住民一人一人が健康を留意する意識が強く、ウォーキングやグラウンドゴルフといった行事が
盛んです。また、こういった行事を通しての多世代間交流にも力を入れている地域です。
市沢地区（１連合町内会・６単位町内会）
*人口…8,949人

*世帯数…3,836世帯

*高齢者人口…1,915人

*高齢化率…21.4％

地縁者が多い事もあり、他者を想いやる心、地域での助け合いの精神が強くあります。
（南希望が丘）
*人口…約21,430人

*世帯数…約9,450世帯

*高齢者人口…約4,660人 *高齢化率…21.7％

福祉施設等が少ない地域でケアプラザ開設は地域が待ち望んでいたと聞いており、開所した当初より各種事業への参加、
介護等の相談、デイサービスの利用等で地域のつながりが高まっていると認識しています。
地形は高低差があり、高齢化率が高いため来所に不都合を感じる住民も多く、保健福祉のニーズが高い地域だといえます。
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■チケットは完売
４月１日より３ケアプラザにてチケット販売開始。区内
のケアプラザ・地区センター・コミニュティハウスにもチ
ラシ設置し、６月初旬にチケット完売しました。
その後問い合わせをいただいた方には「当日券ナシ」の
案内をしたものの、当日は午前中から３０名前後の方が会
場入り口に並んでくれました。
翌日、神奈川新聞朝刊に掲載されたこともあり、 ３ケ
アプラザ共に問い合わせの電話が数多く入り、参加者も多
くなりました。

合同歌声喫茶
タイムスケージュール
H22. 6.27 旭公会堂
時 間

責 任 者

9:00

真鍋

担 当

項 目

備 考

綾部・黒澤・真鍋 集合・ミィーティング

今日は事故なく楽しみましょう！！
ボランティア

（自己紹介・腕章配布・担当発表）
チケット購入のSTAFFはエコバック配布
会場（12時）前、ステージに上がる方以外の
一般者が席を確保していたら厳重注意願います。

9:15

ホール外：黒澤

受付設営（3CP・当日券）
エコバック準備
作業所様販売場所設営
案内板設置
3CP ケアプラ通信設置

ホール内：綾部

ステージに上がる方用席確保（70席）
すずらんテープ
関係者席準備（パイプイス）・吊り下げ看板
誘導案内・司会台・花台
ステージ（先生及び出演者35席設営）
PCチェック
照明 (STAFFで確認）
音響
インカム動作確認

10:30

真鍋

先生到着 → ステージ確認（ミィーティング）

11:00

今宿サブコ

先生（京樽お弁当）・STAFF昼食（おにぎり）

11:20
11:30

南・希ボランティア2名 ロビー 一般入場の方誘導（整列させる）

真鍋

ステージに上がる方 先行受付。

今宿サブコ・会田 受付担当会計
ステージに上がる方 リハーサル
記録カメラマン・2名（希望が丘写真クラブ）

12:00

受付：各CPより2名 一般入場開始

BGM

（場内注意事項アナウンス20分間隔）

12:45

黒澤

入場の様子を見て当日券発行

真鍋

1部ステージに上がる方準備 → ステージ

（キャンセル待ちリスト参照）

12:50
12:55

横浜ケーブルビジョン到着
総合司会（木村） 場内アナウンス （開演5分前）

BGM STOP

13:00

開幕

13:10
13:50

秋沢・横田
秋沢

秋沢先生ソロ演奏

照明変更（暗）

14:00
14:10

木村

1部終了 20分休憩時間アナウンス

照明変更（明）・BGM

真鍋

2部ステージに上がる方準備 → 誘導

BGM

14:18
14:20

音響

14:50
14:55

今宿・サブコ

抽選会準備（景品）

福田

福田先生ソロ演奏

照明変更（暗）

ソロ演奏の後ステージの方自分の席に。

照明変更（明）

3CP所長ステージへ
代表挨拶：今宿地域CP・澤木所長

木村
福田・吉田

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

15:00

木村

第１部スタート

BGM STOP
第2部アナウンス
第2部スタート

2部終了 お楽しみ会＆第3部スタート
ステージの方自分の席へ。

黒澤（３所長）
今宿サブコ

参加者様からも「ぜひ来年も合同歌声喫茶を開催してほ
しい」と多くの方から声をいただきました。
当日スタッフで参加した３ケアプラザのサブ・コーディ
ネーターも、他のケアプラザの方々との情報交換もできた
ようです。
イベント当日の模様は神奈川新聞及びケーブルビジョン
の取材を受け、後日報道されました。その記事を見た方々
から問い合わせをいただいたり、他のケプラザからも「立
ち上げに協力してほしい」と連絡があり、次々スタートし
どこも人気の事業になっています。
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お楽しみ会 （10名抽選）：黒澤司会
景品ステージへ
お楽しみ会終了後机かたずけ。

15:15

第3部 （3曲）
希望者ステージ誘導 (転倒の危険あり：要注意）
今宿職員

15:25

木村
綾部・真鍋

・右階段：園田 ・左階段：端山
第3部終了
まとめの挨拶
（時間が残ればアンコール）

15:30

木村

イベント終了の案内
お客様退場

BGM

綾部・黒澤・真鍋 ロビーにてお客様お見送り
集合写真
木村・サブコ

先生お見送り
お客様退場後かたずけ開始

16:30
16:45

反省会（ボランティアさん御礼）
全員

撤退

BGM STOP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
■ケアプラザのアピール
また、参加者はケアプラザ利用者がほとんどでしたが、
ケアプラザを一度も利用した事がない人や知らない人に
も、ケアプラザを知って頂く活動を盛り込むことでアピ
ールが出来たかと思います。

■開催日等
３ケアプラザが旭区内でも南側に面していた為、国道
１６号線より北側の方から 問い合わせがあるとチケッ
トを届けに行くことも多くあったので、チケットの販売
方法・販売場所等の検討を行いたいと思いました。
今回はキャンセル待ちが出る程の人気でしたが、開催
日についてはケアプラザの利用状況から見ても平日でも
良かったのかなと思いました。事前に区内のケアプラザ
や区役所にイベント内容を周知しましたがチケットの販
売手続きまではコンスタントに行えませんでした。「日
曜日は孫が来るのよ・・・」と参加できない方の声も聞
きました。次回企画するなら平日の設定も考慮したいと
思います。

■募集の工夫
『これだけ歌声喫茶が人気なら地域の方々を呼んで大き
な会に出来ないか？』
そんな発想から合同歌声喫茶の企画がスタートしまし
た。今宿１８０人、左近山１３０人、南希望が丘１５０
人の参加登録があり、当初すぐ満席になるだろうと思っ
ていましが、なかなか募集活動には苦労しました。募集
活動は、３ケアプラザの参加者を中心に案内して行きま
したが当初の予定より少ない申込みとなりました。その
後瀬谷区・泉区などの歌の会にも出かけ、募集活動を行
いました。

ータ ーよ り
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これをモデルに今後他の事業も展開させて行く予
定です。また「合同歌声喫茶」で得たものとして他
のケアプラザと連携の大切さを体感できました。イ
ベント終了後もお互い気軽に情報交換ができ、１ケ
アプラザでは出来ないこともお互い助け合っていま

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
今宿地域ケアプラザはＨ２２年４月から自主団体「歌
声喫茶・オアシス」として月に１度運営を行っています。
そのメンバーが来春、二俣川サンハートにて地域の方を
対象に歌声喫茶を開催することに決まりました。
また、今回の合同歌声喫茶をきっかけに他のケアプラ
ザでも運営の立ち上げを手伝ってほしいと声をかけてい
ただければ、先生のご紹介・歌集のコピーなど、心よく
お手伝いさせていただきます。
事業の運営が成功してるからといって「一人勝ち」で
はなく、人気のある事業はどんどん情報交換をし、区内
及び横浜市全体で活性化して行ければ良いと考えます。
また今回の様にイベントをきっかけにケアプラザの存
在を地域の方々に知っていただけたら幸いです。
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す。（真鍋さん）
担当地域では、高齢化が進んでいて、大体課題と
して上がってきたり取り上げられるのは高齢の事が
中心となってしまうことが多いので、意識して子育
てや障がいの取組を行っています。高齢については
包括が行っているので、方向や、意図するところが
全く同じにならないように注意していました。（綾
部さん）
人のつながりを大切にします。明るいケアプラザ
を目指し、笑ってもらえるようなワンフレーズを大
事にしたいと考えています。まずは顔を覚えてもら
って、笑顔の信頼関係を作っていけるように心がけ
ています。そこからニーズを吸い上げるような工夫
をしています。（黒澤さん）

