
対象：南区在住、市立中学校に通う、来日間もない生徒 

主催：南区役所                    実施団体：多文化共生教育ネットワークかながわ 

曜日：火曜日と木曜日                時間：１６：３０～１８：３０ 

期間：３か月                      費用：無料 

場所：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ（南区浦舟町３－４６浦舟複合福祉施設１０F） 

申込・問合せ：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ 電話：２３２－９５４４ 

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ情報紙  No.61 

                                                        2011 年 6 月発行 
                                                       

 

 

 

                       

 

 

 

                        
 
 
《 講座一覧 》 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

西洋絵画 

10:00～12:00、500 円、成人、15 人 

リンゴ 1個・ﾎﾞﾛ布持参

健康と若返り 体軸の調整法 

10:00～12:00、無料、どなたでも、

12 人動きやすい服・飲み物・タオル持参 

太極拳・気功 

10:30～11:45、無料、中高年、20 人 

運動できる服装・ﾀｵﾙ・水持参 

可愛いラッピング 

10:00～12:00、300 円、小学生～は

さみが使えること、14 人  

 鋏・ 両面テープ（5 ミリか 10 ミリ幅）持参

経済 素人にも出来る景気分析 

13:30～15:30、無料、どなたでも、 

12 人       蛍光ﾍﾟﾝ・ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ持参

絵手紙入門 

10:00～12:00、300 円、成人、10 人 

ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ・汚れてもよいﾀｵﾙ持参 

書道 自分で書きたい字を筆で楽しむ 

13:30～15:30、200 円、成人、12 人 

書道具持参 

フラワーデザイン 

13:30～14:30、500 円、どなたでも、 

16 人  

ﾜｲﾔｰの切れるはさみ・お手拭き持参 

押し花 

13:00～15:00、500 円（うちわ）250 円 

（しおり・はがき）、どなたでも、15 人 

中はさみ持参 

介護 車いすの使用法 

13:00～、無料、 

小学生高学年～   持ち物特になし 

ヨガで身体の歪みを整えよう 

10:30～11:30、無料、成人、20 人 

運動できる服装、ﾀｵﾙ・ﾊﾞｽﾀｵﾙ、水持参 

和服でメガネケースを作る 

10:00～12:00、200 円、着物に趣味のあ

る方    メモ用紙・裁縫道具持参 

盆踊りを踊りましょう 

13:00～15:00、無料、年齢不問、20 人

動き易い服か浴衣・飲み物・ﾀｵﾙ持参

ハングル入門 

13:00～15:00、無料、中学生～、12 人

筆記用具持参

会場・申込先・問合せ 

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ 

【〒232-0024 横浜市南区浦舟町 3-46

浦舟複合福祉施設 10F 電話 232-9544

ＦＡＸ242-0897】 

講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を明

記して往復葉書・電話・ＦＡＸ・窓口で申込

み     〆切（6/18）多数の場合・抽選  

＜提供頂いた個人情報は本講座 

以外の目的では利用いたしません＞ 

「これから何か始めたい」「役員になったのでイベントの企画
を考えなくては」こんな方たちにピッタリの講座です。ぜひ自
分の目で見て、体験して、楽しい時間を過ごしましょう。身体
や頭や手を使って、サークルを作るもよし、新しい仲間との
出会いを広げるのもよし、皆様の参加をお待ちしています。 

 東日本大震災は、私たちにいろいろな思いを突きつけて、普段の生活・人の 

つながりの大切さを思い起こさせてくれました。 

 被災者の皆様が元気を取り戻すまで、ずっと心を寄せて過ごしていきたいと思 

います。 

6 月 25 日（土） 6 月 26 日（日） 6 月 27 日（月） 



分野 名前 登録NO 分野 名前 登録NO

経済 箕輪 京四郎 １-０１ 宇宙の歴史 京極 一路 １-０３

二宮尊徳の教え 酒井 衛 １-０２ 古代ギリシア・理論物理学 髙野 義郎 １-０４

マジック 杉原 興太郎 ２-４４ ナチュラル・クラフト 土田 泉 ２-１５

演劇・朗読 美姫 ヒカル子 ２-５７ バードカービング 矢崎 文夫 ２-５３

祭囃子、里神楽 美濃口 喜久雄 ２-４３ パッチワーク 河井 裕子 ２-１０

昔話の語り部 藤本 逸子 ２-４６ ポリマークレイ 小林 ようこ ２-４９

日本舞踊 藤末 香代子 ２-２５ 押し花 藤本 逸子 ２-１４

日本舞踊 藤間 菊友 ２-２６ 押し花 森 千代子 ２-６０

日本舞踊、民謡踊り 藤間 貴緒 ２-２８ 鎌倉彫 谷川 宗恭 ２-１２

日本舞踊・新舞踊 菊賀 徳芳美 ２-２４ 工作 稲垣 恵子 ２-０７

日本舞踊・創作新舞踊 幸柳 寿恵利 ２-５５ 手工芸 貝原 洋子 ２-６２

アコーディオン 横井 啓四郎 ２-５２ 折り紙 海老原 和子 ２-５１

ギター 村田 良夫 ２-４８ 木目込み人形 吉田 龍子 ２-０８

クラリネット 三浦 明美 ２-５４ 和紙クラフト 長谷川 孝子 ２-０６

コーラス指導　独唱 内田 正子 ２-５６ ペン習字 鈴木 泰子 ２-２２

ドラム 金子 正幸 ２-６３ 書道 及川 菱城 ２-２１

ピアノ・エレクトーン 伊藤 貞子 ２-０３ 書道 井上 照代 ２-６６

琴（筝曲） 今野 秀由幸 ２-０１ 水墨画 芝田 常峰 ２-５８

琴・邦楽・三弦 大澤 富子 ２-０２ 水墨画・墨彩画 紫翠 ２-６１

吟詠 小林 雅鵬 ２-２７ 韓国のお茶会 閼伽 玲（あるがれい） ２-６９

詩吟 斉藤 澄夫 ２-２９ 茶道 牧野 宗芙 ２-１６

フラワーデザイン 松野 明美 ２-６４ 茶道 南谷 宗江 ２-１７

プリザーブドフラワー 木村 実和子 ２-６５ 茶道 小松崎 宗榮 ２-１９

華道 内島 豊香 ２-１８ 絵手紙 鈴木 礼子 ２-３７

生花 小林 理芳 ２-６７ 色鉛筆画 並木 茂 ２-３６

生花、ブリザーブドフラワー 篠原 加奈江 ２-４７ 洋画（油絵・水彩・デッサン） 今井 陽子 ２-６８

ストロー工芸 仲里 茉莉 ２-５９ 百人一首 渡辺 雅大 ２-４０

トールペイント 加藤 幸子 ２-０９ 和歌・古典中世文学・短歌 木村 千鶴子 ２-３９

南区「街の先生」　一覧

学術・教育

芸術・文化・趣味

「学びたいけれど教えてくれる指導者が見つからない」 
そんな時は、南区「街の先生」に依頼してみませんか。 
みなみ市民活動・多文化共生ラウンジには、皆さまの自主的
な学習を支援したいと、様々な知識や技術・技能を持ってい
る方々がボランティア登録しています。 
 
依頼したい先生がみつかりましたら、みなみ市民活動・多文
化共生ラウンジ（０４５－２３２－９５４４） 



分野 名前 登録NO 分野 名前 登録NO

パソコン 杉本 衛治 ４-０１ kids英語（未就園児、低学年） 福田 幸枝 ３-０４

パソコン 藤井 久一 ４-０３ インドネシア語 佐原 ラティ ３-２０

パソコン 栗原 亮 ４-０４ ウズベク語 大脇 冨士男 ３-３１

パソコン 山川 武彦 ４-０８ フランス語 金山 京子 ３-０６

パソコン 岩井 和江 ４-０９ 英語・フランス語 大崎 出 ３-０２

パソコン 金城 敬子 ４-１１ 英語・英会話 ジョー・オット ３-１５

パソコン 京極 一路 ４-１２ 英語・英会話 まるの こういち ３-２６

パソコン 佐々木 隆 ４-１３ 英語・日本語学習 前迫 勇毅 ３-２７

パソコン 小沢 房枝 ４-１５ 韓国語 朴 貞花 ３-１９

パソコン 鈴木 捷夫 ４-１８ 韓国語 木原 恵子 ３-２３

パソコン 小野塚 勝 ４-２０ 韓国語 金 永子 ３-２４

パソコン 冨樫 修吾 ４-２１ 中国語 何 英敏 ３-１０

パソコン 森 禎子 ４-２２ 中国語 ユルトズ・ユスフ ３-１２

パソコン 阿部 翔平 ４-２３ 国際交流 謝　賢榮 ３-３２

パソコン 野田　耕一郎 ４-２４

スポーツ吹き矢 安藤 敏逵 ５-２６

女性カウンセリング 渡邉 ケイ子 ６-０４ 殺陣剣術 大和 守正 ５-３２

アロマテラピー 岸本 芭瑠美 ６-１１ 大道芸 大道芸人アスカ ５-３３

アロマテラピー 阪井 杏子 ６-２３ 旅行・ロングステイ 米田 修 ５-０１

アロマテラピー 木村 実和子 ６-２９ フラダンス 下里 保子 ５-１４

マナー全般 小川 美枝子 ６-０７ フラダンス 佐々木 弘乃 ５-２０

ラッピング（風呂敷包みほか） 高橋 裕子 ６-２６ フラダンス 小林 真理子 ５-２８

介護 栗原 正子 ６-２５ ダンス・体操 平田 ちえみ ５-０５

生きがい作り（囲碁） 小泉 賢司 ６-１６ バードウォッチング 田丸 義夫 ５-０８

健康と若返り 島村 啓子 ６-３２ ベビーマッサージ 柴野 昌美 ５-２３

子育てのヒント 相浦 やよい ６-１７ ベビー体操全般 齋藤 亜希子 ５-１８

そば打ち 村田 秀雄 ６-１５ リトミック 武村 祐子 ５-３４

フランス料理・家庭料理 岡 芳郎 ６-０６ リトミック 萩尾 友子 ５-３５

日本料理 飯田 平治 ６-０５ リトミック 飛石 喜美代 ５-３６

料理(お菓子作り） 内田 八重 ６-０２ エアロビクス・健康体操 原 雪江 ５-３０

料理・食育 吉田 龍子 ６-２０ ダンス・ウォーキング 松本 芳史枝 ５-３１

料理・食育 折野 裕子 ６-２８ ヨガ 由本 和江 ５-１６

着付け 江口 佳恵美 ６-０８ ヨガ 菊地 榮子 ５-２１

リメイク（和服） 田中 初枝 ６-３１ ヨガ（ハタヨガ陽・陰） 吾妻 礼子 ５-２２

成年後見制度 新井 克己 ６-２１ ヨガ・体操バイリンガルクラス マコト ５-２５

認知症理解 福岡 浩 ６-３０ ヨガ全般 木下 英子 ５-２４

編み物 稲垣 恵子 ６-１４ 気功・太極拳 中島 幹夫 ５-０２

編み物 荻山 和美 ６-２７ 気功・太極拳 王 立松 ５-２９

健康体操 柴田 久美子 ５-０３

健康体操 橋本 博子 ５-０４

ファイナンシャルプランニング 滝田 知一 ７-０１ 体操レクリエーション 星野 潤子 ５-０９

生活・福祉・健康

その他

産業・技術 語学・国際関係

スポーツ・レクリエーション



    唱歌・叙情歌・耳より話 
歌声サロン・伊勢佐木 

            みんなで一緒に歌いましょう 

少しだけ「耳より話」もある歌声喫茶です 

第１回 平成２３年６月９日(木)１５時～１６時３０分 

第２回 平成２３年６月１６日(木)１５時～１６時３０分 

以 後 毎月第３木曜日１５時～１６時３０分開催 

場  所  クロス ストリート（ＣＲＯＳＳ ＳＴＲＥＥＴ） 

    横浜・伊勢佐木町４丁目 

参加料 ￥1,000円（歌詞集 お茶付き） 

 ２回目から７００円（他人に貸与可能カード発行） 

一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会 

連絡先 神奈川健生音楽団  

           代表  斉藤克巳 045-712-2138 

 

★☆ 横浜ＩＴサロン本部 ☆★ 

インターネット講座開催のお知らせ 

パソコンの文字が打てるようになったら、次は 

世界につながることを実感してみませんか？ 

海外の面白い動画やゲームも楽しめます。 

日時：7月1日、8日 （金曜日）１３：００～１５：３０ 

場所：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ 研修室 

受講料：1,000円 

講座内容：インターネットを使う時の注意、サイト紹介、 

ダウンロードの方法、印刷時の注意など 

パソコン持参出来る方（詳しくはチラシ） 

★パソコン手習い塾もお待ちしていま～す★ 

みなみラウンジ：第２・４金曜 10:00～11:40 

フォーラム南太田：第１・２・３木曜 10:00～11:40 

連絡先：金城090-1216-8672 岩井045-711-6660 

 

               
                                 

 

                                    

                                 

 

                                         

                                       

 

               

 

 

    

 

★みなみラウンジのホームページがリニューアル★ 

見やすく・分かり易くなりました 

http://tabunka.minamilounge.com/ 

 

 

街の先生・日本舞踊 

藤間
ふ じ ま

 菊
きく

友
ゆう

 

 

＜お知らせ＞ 

◆『アクセスみなみ』に掲載しませんか◆ 

 

この『アクセスみなみ』に、活動紹介や仲間募

集を掲載しませんか？ 

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジに利用

登録すると、各団体が行っている市民向け講座や

イベント、活動などをＰＲすることができます。 

次回原稿〆切7月中旬（9月発行）。10月以降に

開催するもので、政治・宗教・営利を目的とせず、

公益性のある内容に限ります。 

詳しくは、みなみ市民活動・多文化共生ラウン

ジへお問い合わせください。 

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ 

〒232-0024 南区浦舟町３丁目４６番地 浦舟複合福祉施設１０階 

TEL 045- 232-9544、045-242-0888（外国語対応）  FAX 045-242-0897 

http://tabunka.minamilounge.com/ 

相談時間： 午前９時～午後５時 

相談言語： 日本語・中国語(毎日)、英語（水）、タイ語（木）、タガログ（金） 

休 館 日： 第３月曜日 および年末年始（12/29～1/3） 

横浜国際高校姉妹校から来たドイツ人学生への日本舞踊

紹介をはじめ、保育園からの依頼などにも快く引き受けて下さ

る「街の先生」藤間菊友さん。日本文化をエネルギッシュに伝

えています。 

5月15日磯子公会堂で開催された“菊友乃会”にお邪魔 

しました。3歳から80歳までのメンバー22名が出演し、総演目

も22という、4年に1度の大掛かりな舞台です。 

                 ☆ 

日本舞踊というと堅苦しいイメージを持っていましたが、み

るみるうちに不思議なくらい和やかな春のような気分になって

いました。手づくりのパンフレットには演目の解釈や、出演者

の思いのこもったメッセージなど、細かい心遣いがあり感心し

ました。思っていたより気軽に楽しむことができました。舞台

の雰囲気や出演者の動きなど素晴らしかったです。日本舞踊

を鑑賞するのは初めてでしたが、実際にその魅力を知ること

ができ、とても貴重な体験でした。                   

（中国語スタッフ 徐莉）


