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利用者のつどいが変わります！

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジには、約100の市民活動団体と120人の街の先生が登録しています。
コロナ禍で活動や人材など悩みを抱えていても、課題を話し合ったり、情報を共有する機会が少なくなってしま
いました。みなみラウンジでは、これからの市民活動・生涯学習の活性化を目指して、2022年度は年2回の「利
用者のつどい」を開催します。皆様のご参加をお待ちしています。

第2回 市民活動に役立つ講座

第1回 活動発表＆交流会
市民活動団体・街の先生の活動を聞いて、参加者

コロナ禍でもつながり続けるコミュニティ作り

同士、交流・情報交換をします！

についての講座を開催します！

日時：7月30日（土）14:00～15:30

日時：10月８日（土）14:00～15:30

場所：みなみラウンジ

場所：みなみラウンジ

研修室

研修室

昨年の利用者のつどいは、オンラインと対面のハイブリッド形式で開催しました。

参加者募集！

外国につながる青少年の
ボランティアプログラム2022

地域の小学校の放課後キッズクラブで実践体験をし

参加者募集！

市民活動支援講座

「Zoomミーティングを主催してみよう！」
基本編では主催するための基本操作や注意点等、応用編では

ます。子ども達が喜ぶ企画をして夏休みに有意義なボ

Zoomのさまざまな機能を紹介します。

ランティア体験をしてみませんか？

【日時】①基本編 9月13日（火）14時～15時30分

【対象】外国につながる高校生約10名

②応用編 9月27日（火）14時～15時30分

【日程】全5回（7/23，8/2, 8/10, 8/16, 8/24)
※日程は参加者の都合により変わることがあります。

【申込締切】7月10日（日）
【問い合わせ・申込】
Email: minami-kouza@yoke.or.jp

【場所】みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
【対象・定員】市民活動をしているZoom経験者15人（抽選）
※Zoomをインストール済みのノートPCまたはタブレット、
イヤホンまたはヘッドセットを当日持参ください。

【申込締切】8月31日（水）（必着）

TEL：045-232-9544

【問い合わせ・申込】

または右の二次元コードから

Email: minami-kouza@yoke.or.jp

Google formでお申込み下さい。

TEL：045-232-9544 FAX： 045-242-0897
換気、消毒を徹底し、開館しています。

来館の際には、マスクの着用・手指の消毒・体温測定などへのご協力をお願いいたします。

特集：「みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ」ってこんなところ！」
～市民活動と多文化共生の支援をしています～

市民活動の拠点
●市民活動・生涯学習

多文化共生の拠点・在住外国人の支援

市民活動・生涯学習支援の推進

地域の市民活動・生涯学習活動の情報提供・相談・支援
を行っています。お気軽にお立ち寄りください。

●専門家による法律・在留・教育相談

●「利用者のつどい」

●活動の場の提供・機材の貸出

登録団体・街の先生の交流・情報交換を
目的に開催します。今年度は研修も含め、

研修室（定員12～34名、計4室）・キッズスペース・作

●外国につながる
子ども達の交流支援事業

活動にプラスとなるような催しとします。

業室が使えます。印刷機、貸ロッカー、プロジェクター等

2021年度ハイブリッド開催にチャレンジ

法律相談

毎月第2木曜日

在留相談

毎月第3木曜日

教育相談

毎月第4木曜日

①外国につながる青少年の
ボランティアプログラム

通訳付き無料専門相談を
実施しています。（要予約）

子ども達が地域社会で活躍するきっかけ
となる体験プログラムを実施しています。

もご利用いただけます。（事前登録が必要）

●南区地域課題講座
地域が抱える課題解決につながる講座で

みなみ
ラウンジ
施設内部

す。皆さんが生きがいをもって楽しく暮ら
せるよう「定年後の居場所みつけたい」

昨年のボランティアプログラム
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「つながる楽しむ市民活動」などを開催し

●サークル情報の提供
近隣で活動しているサークルを紹介しています。仲間を増
やしたいサークルの登録もお待ちしています。

～南区施設間連携事業～

まるごとみなみ

南区内にある計35施設が参加し、地域の課題解決や魅力
ある地域づくりに向けた活動をするため、施設間が連携する
取り組みを行っています。
昨年度は各施設が自分の施設を紹介する動画づくりの方法
を学び、出来上がった動画をHPにアップしたり、区役所で
放映することができました。

生活一般や日本語学習についての相談を
窓口・電話で行っています

●多言語による情報提供

南区の見どころスポット巡り

②支援者のための情報交換会・研修会

てきました。

●市民活動支援講座

●「街の先生」事業

地域で市民活動を行う方の活動に役立

技能やスキルを持つ地域人材の

つ講座を行っています。今年は「Zoom

紹介やPRを行っています。様々な

ミーティングを主催しよう！」を9月に

分野の「街の先生」が約120人登

開催します。

録しています。

子ども達の学習支援等を行っている団
体向けに行っています。

●学校を核にした多文化共生事業
外国につながる児童の在籍率が10％を超えた南区内
の小学校を対象に、外国人講師を派遣し、外国の文化
や言葉、遊びなど紹介しています。昨年度は外国語に
よる読み聞かせの他、太極拳やタイダンスなどもしま
した。外国人講師が日本語を話せなくても活動ができ
るのは、この事業の特徴です。また、毎年外国人初心
者講師向けに多文化研修講座も実施しています。

2021年度チラシ作り講座

中国の太極拳披露

ロシア語による読み聞かせ

押し花アートの街の先生

●通訳ボランティアの派遣・紹介

●日本語学習ボランティア教室の支援

～みなみラウンジ主催のお祭り～

みんなの「わっ！」フェスタ

●街の先生
ミニワークショップ
動画研修を熱心に受講する施設担当者

●市民活動団体
パネル展

区役所ギャラリーにて放映

南区には、ボランティアによる

理解・交流を推進する

みなみラウンジでは、教室や行政

ため、学校や行政機

と連携しながら、案内チラシの管

関・団体などへの通訳

理、日本語教室連絡会、日本語ボ

ボランティアの派遣・

ランティア養成講座の開催などを

紹介を行っています。

行っています。

多文化共生コミュニティづくり

外国人支援及び国際

地域の日本語教室が約15あります。

2019年度ブラッシュアップ講座

外国人子育て交流会での通訳

南区の寿東部エリアは、外国人が急増している地域です。
この地域を中心に、日本人住民と外国人住民の相互理解を進

情報発信

める取組みをしています。お互いの文化の違いを認めながら、
相互の交流を深め、共に暮らしやすい地域社会を築くことを
目指しています。

●多文化ステージ
（動画配信）

●日本語
スピーチ（動画配信）

●みなみラウンジ
ホームページ

みなみラウンジからのお知らせイベント等
最新の情報を掲載しています。
https://tabunka.minamilounge.com/

●情報誌
「アクセスみなみ」

外国人と一緒にまち歩き

インドネシアの方による文化紹介

2021年度はこんなイベントを行いました

●多言語情報誌
「みなみの風」

市民活動や生涯学習に関する講座や情報
を掲載しています。（年4回発行）
様々な情報を多言語（やさしい日本語、英語、
中国語）で掲載しています。※HPにはタガログ
語、タイ語も掲載（年4回発行）

みなみラウンジのスタッフです！
どうぞよろしくお願いいたします。

〈シリーズ〉南区のみどころスポット紹介（第１回：宝生寺）
「横浜」の地名が出てくる最も古い文書が残る

宝生寺

（ほうしょうじ） -堀内町-

現在の本堂は1680年に初代本堂を再建したものです。本尊の
大日如来像は61.4センチの高さがあり、見ごたえがあります。
境内に天然記念物の植生が現代まで伝わる古刹（古いお寺）で
もあります。そのためか、今は失われていますが、境内にあっ
たという沼には竜王伝説も残っています。
横浜市の中心部にありながら、江戸時代以来の山林の風景が残
されているのは奇跡的です。さらに、境内にある関東大震災の
韓国人慰霊碑もひときわ大きく見えます。

写真上：宝生寺本堂（1680年の再建）
写真下：関東大震災韓国人慰霊碑

● 歴史と横浜市有形文化財
横浜市の名称のもととなっている横浜村の地名が最初にお目見
えした室町時代の古文書を有するお寺です。古文書の内容は、
当時の宝生寺に田畑を寄進したというもので、横浜の元祖と
言っても過言ではないかもしれません。2017年の県立金沢文庫
の特別展でもそのように銘うたれていました。
南北朝時代には真言宗の学問所であったため聖教
、
（しょうぎょう）
仏像、仏画が数多く残されており、2016年には1900点もの宝
生寺聖教が横浜市有形文化財に指定されています。

【アクセス】
●所在地：
横浜市南区堀ノ内町1-68
●最寄り駅：
市営地下鉄ブルーライン
蒔田駅から徒歩13分

受
賞
歴

記事・写真撮影協力：横浜みなみガイドボランティアの会

新しい街の先生紹介

＜新スタッフ紹介＞
朝比奈 むつみ

蔡 志涛

(ｻｲ ｼﾄｳ)

紙芝居共育者
たちつて☆トミーさん
オリジナル作品を読み聞かせた
り、講話したり、作品指導をし
ます。活動を通して、①笑うこ
との大切さ、②考えることの大
切さ、③人の大切さを伝えてい
ます。

地域における色々
な人とのつながり
を大切に、様々な
事業に取り組んで
いきたいと思いま
す。

小学6年生の時に
日本に来ました。
今までの在日経験
を活かし、多くの
方々の支援に努め
ます。

プログラミング
中島 啓介 (なかしま けいすけ) さん

～今後ともよろしくお願いいたします～

小学生のプログラミング教育で用いら

●●編集後記●●

れるMicro:Bitと呼ばれるマイコン用の

今号ではみなみラウンジの紹介をしました。10F
にある当ラウンジは眺めも抜群。晴れた日は富士
山がバッチリ。夕焼けもきれいですよ！【K】

プログラミングを指導します。

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジは、誰もが心豊かでいきいきと生活できる元気な地域を実現するために自主的な活動を応援します。
市民活動・生涯学習の相談・情報の提供、機材の貸出・ミーティングスペース等の利用ができます。

活動のPR・仲間募集をしませんか？

発行：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ

利用登録団体は、各団体が行っている市民向け講座やイ

〒232-0024
横浜市南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設10階
045-232-9544（日本語）
045-242-0888（外国語）
当施設は南区から委託を受け、YOKE
（横浜市国際交流協会）が運営をしています。

ベントなどのＰＲ、メンバー募集などをすることが出来
ます。ご希望の際には、いつでもご連絡下さい。

次回原稿〆切：8 月 31 日（9 月発行）

