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外国人との共生、お手伝いしています！
みなみラウンジでは、様々な活動を通して、
多文化共生の地域づくりを推進しています！
日本語ボランティア養成入門講座

みなつなプロジェクト

日本語を習得したい外国人と地域で交流し
ながら日本語を教えるボランティアを希望
される方向けの講座です。

地域の外国人が中心となって交流の場を作る
活動です。「みんなでつながる」「みなみ区
でつながる」を掛け合わせています。

世界の言葉deおはなし会

子育て交流会

地域に住む外国人の母子が絵本や手遊びを各言語の
通訳つきで楽しめるイベントです。この日は中国、
台湾、日本、インドネシアの母子が参加しました。

日本の保育園や幼稚園について知る子育て中のお
母さん向けの交流会です。地域でお母さん同志が
お友達になるきっかけにもなっています。

※浦舟コミュニティハウスと共催

※地域子育て支援拠点「はぐはぐの樹」と共催

国や民族が異なる外国や民族の人々と互いの文化の違いを認め合い、対等な
関係を築き、地域社会で共に生きていけるよう、みなみラウンジはこれから
も多文化共生につながる活動を行っていきます！
人数制限、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：

動画で楽しむ♪
いつもと違う みんなの
「わっ！」
フェスタ 2020version
<日本語スピーチ＞
●みんなの時間～詩の暗唱発表会～
（たぶんかフリースクールよこはま）
●「家族」許嬌（きょ きょう）さん/中国
（あい・にほんごクラブ）
●「ミャンマーの民族紹介」
ニーラー・アウンさん/ミャンマー
（楽しい日本語の会）
●「私の国タイ」横山ラクさん/タイ
（IEみなみ日本語教室）

みなみラウンジに登録している街の先生・市民活動団体・多文化共生ボランティアの
みなさんが自作動画で参加しています。26本の動画を体験コーナー・日本語スピー
チ・多文化ステージ・活動紹介の4ジャンルに分け、配信しています。是非ご覧ください。

＜活動紹介＞
●こんな花でもあんな花でもお茶作り！
（街の先生 閼伽あるが（山田玲子）さん）
●南区災害ボランティアネットワークってナニ？
（南区災害ボランティアネットワーク）
●WEショップみなみを紹介します！
（特定非営利活動法人WE21ジャパンみなみ）
●おもしろ科学体験塾で活き活き！
（おもしろ科学たんけん工房）
● 「こども科学捜査講座」～科学捜査のイロハをレクチャーします～
（街の先生 久保雅信さん）
● わたしたちがめざすもの
（まちづくりエージェントSIDE BEACH CITY）
●私たちは老後をプロデュース！ 略して老プロ
（老後をプロデュース）
● 会えない時間が絆を深める～はなれていても みんないっしょ～
（障がい児者の将来を考える会 泉の会）

＜体験コーナー＞

<多文化ステージ＞

●押し花で小物づくりを楽しみましょう！
（街の先生 森千代子さん）
●親子であそぼう！
（NPO法人 small step）
●Let’s enjoy English！
（街の先生 石橋広子さん）
●ひらがなを書いてみよう！
（街の先生 井上照代さん）
●フラダンスをご一緒に！
（街の先生 松田奈緒美さん）
●祝儀袋を手書きで！
（街の先生 鈴木泰子さん）
●タイダンスを踊ってみよう！
（街の先生 水野タネスさん）

●能楽堂で日本舞踊 「常磐津 千代の友鶴」
（街の先生：高千代景さん）
●パラグアイのハープ「アルパ」の演奏
（街の先生：高橋咲子さん）
●箏によるアンサンブルを楽しみましょう！
（街の先生：渡邉勝代さん）
●美しい音色の馬頭琴演奏をお聴きください！
（多文化共生ボランティア：アリオンさん/モンゴル）
●スラヴ圏の楽しく陽気な民族舞踊を紹介します！
（多文化共生ボランティア：スラヴ民族舞踊「スラヴァーニェ」
●ぜひ聴いてほしい 家族愛ソング！
（多文化共生ボランティア：ラチナさん/インド ボリウッドダンス）
●詩吟～一緒に思いっきり声を出してみませんか～
（街の先生：佐々木翠鵬さん）

～2020 versionができるまで～
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みんなの「わっ！」フェスタを動
画で配信すると聞きました。
動画作成講座は、よい機会
なので参加しました。楽しかった
のですが、もう少し受講時間が
ほしかったです。何度も失敗しな
がらなんとか1本作成し、出来
上がった時は嬉しかったです。
（WE21ジャパンみなみ
河野秀子さん）

自分で動画作成する
自分でスライドショーを作成する
たんけん工房の紹介を、動画
がいいよ、撮影・編集やりますよ、
と会員が提案してきてくれました。
子どもたちのしぐさやこしらえたも
のが動いているのを見ると、工
房の活動がより身近に感じても
らえるかと思います。
（おもしろ科学たんけん工房
島田祥生さん）
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モンゴルの楽器、馬頭琴を
演奏しています。馬頭琴には
弦が2本あります。その2本の
弦で様々な音を出しています。
楽器の一番上は馬の頭のよう
な形をしています。
曲はモンゴルの草原で見られ
る日々の様々な様子と四季を
表現しています。
（多文化共生ボランティア：
アリオンさん）

動画配信を見るには
みなみラウンジHPトップ画面
「TOPIC」のチラシ画面から、
みんなの「わっ！」フェスタ特設ページへ

https://tabunka.minami
lounge.com/

みなみ市民活動・
多文化共生ラウンジHP
みんなの「わっ！」フェスタ特設
ページはこちらから

コロナ禍でますますオンライン
へ移行すると感じ、自分もこの
変化についていかなくては、と
思って、動画作成講座に参加
しました。苦手な分野で始めは
不安ばかりでしたが、家でイン
ショットを試すうちに前向きな気
持ちになってきました。新しいこ
とができる楽しさを感じました。
撮影中は自分自身が見えて
いないので戸惑いましたが、ス
タッフの方を全面的に信頼して
いたので、緊張はほぐれました。
(街の先生：石橋広子さん）

見たい動画をクリックしてみてね！

公開期間：2020年12月14日～2021年3月31日

＜南区施設紹介＞

シリーズ：タウンニュースの記者が “見た・聞いた・感じた”

横浜市中村地域ケアプラザ（南区中村町2-120-3）

このコーナーでは、地域情報新聞「タウンニュース」南区版の門馬康二編集長が、日々、南区を回る中で感じたこと
などを綴っていきます。門馬編集長は南区を担当して14年目。区役所などの行政機関や商店、市民団体などを取材
し、イベントなどの現場にも足を運んで記事を書いています。
門馬編集長 （撮影：若尾久志）

＜情報発信
考えるカード＞

Twitterやフェイスブックなど、誰もが気軽に、容易に情報発信ができる時代。私たちの周りにはさまざまな
情報が満ちあふれ、時にはその「海」で方向性を見失ってしまうこともあります。
青葉区を中心に活動するローカルメディア「森ノオト」は、情報発信をする人のためのワークショップカード
「ローカルメディアコンパス」を作成しました。メディア関係者から現場で感じた喜びや困りごと、失敗談を聞き、
それを49枚のカードにまとめました。私もエピソードの提出に協力させていただきました。「コンパス」と名付け
たのは、情報の海を上手に進む際の「羅針盤」とするためです。
例えば「おっと？ 主人？ 旦那さん？」というカードは、女性が夫を語る時に「主人」という言葉に引っ掛か
り、記事にする際に、何という呼び方が適切なのかーというものです。辞書上の正解はあるかも知れません
が、読み手の属性などにより、使う言葉は変わってきます。「これが絶対」という正解はありません。そうしたこ
とをこのカードを並べながら、みなさんで話し合うのが目的です。

エピソードが書かれたカード

カードは3,600円+税。森ノオトのサイト（http://localmedia.morinooto.jp/）から購入できます。

電話：045-260-5100 FAX：045-260-5102
横浜市中村地域ケアプラザは、住宅密集地が多く人情に厚い下町気質が漂う中村地区にあります。福祉・保健の専
門職による無料相談、福祉に関する各種講座や自主事業の開催、部屋の貸し出しなど、地域の福祉・保健活動の支援
などを行っている施設です。

中村地域ケアプラザ
マスコットキャラクター
「さかのすけ」

ハロウィン、クリスマスなどの子ど ており、フリースペースとして子ども
も向け企画から障がいのある方向 からご高齢者まで誰もがご利用い
けの音楽企画、地域住民向けの ただけます。観賞用熱帯魚の水
コーヒー講座、映画上映会、ウク 槽もあります。どうぞお気軽にお立
レレ講座、手芸講座、歴史講座、 ち寄りください。
ウクレレ講座の様子
コーヒー講座の様子
終活講座、脳トレウォーキング、司
法書士による無料相談会など、
当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意しながら施
様々な事業を展開しています。ま
麻雀サークル
設運営を行っています。ご利用者の皆さまのご理解、ご協力をお願
た、地域の皆さんの交流の場とし
の活動
いいたします。
て、体操、コーラス、麻雀、将棋、
ダンス、絵手紙、手芸などのサーク
横浜市中村地域ケアプラザ利用案内
【利用時間】 月曜日から土曜日 9:00～21:00 / 日曜日・祝日 9:00～17:00
ル活動も活発に行われています。
【休館日】 年末年始（12月29日～1月3日）/ 施設点検日（毎月1回）
館内には情報ラウンジも併設し

～科学する楽しさと手作りで何かを完成させる
喜びを感じてほしい～

みんなで科学を楽しもう！

●●●今後の課題と夢●●●

2002年、「子どもたちに科学の楽しさを体験させたい」との思いで数人
の有志が集まり、NPOをスタートさせました。会場として学校の理科室な
どを借り、「おもしろ科学体験塾」を事業の柱として仲間を増やしてきま
した。現在は、藤沢市、横浜市、横須賀市、川崎市を中心に、200人ほど
で活動しています。
年間160回を超える「おもしろ科学体験塾」の開催や小学校の特別授業
・課外授業への協力、また、地域のイベント参加や夏休みの科学工作など
地域との連携も進めています。

会員が増え、たんけん工房の活動への
思いが多様化しています。会員の皆さんが
それぞれのライフスタイルの中で、楽しく
活動ができる「レシピ」を、いかにして用
意していくか、会員相互の連携と工夫が、
今以上に求められています。
子どもたち、その親、そしてシニア層
の方たちにまで、科学に接することは楽し
いことだという想いを広げたいものです。

スタッフの仲間を募集しています！
問い合わせ先
TEL/FAX:045-710-2679
HP: https://tankenkobo.com
（ホームページにお問合せフォームがあります。）

新しい街の先生紹介
エンディングノート講座
角川衆一（つのかわしゅういち）さん

斉藤

「おもいをつたえる」を
テーマにした講座です。
もしもの時に大切な人た
ちに自分の思いや情報を
伝えるエンディングノー
トを是非綴ってみてくだ
特製エンディングノートを
手にする角川さん
さい。

空手 護身術
剛（さいとうつよし）さん

老若男女どなたでも参加
できますと語る斉藤さん

礼節を学び、心身を
鍛錬することで健全
な身体、安定した心
を養います。基本・
型・護身術の体得を
目指し、指導します。

＜街の先生の更新について＞
街の先生に登録されている方に更
新書類をお送りいたします。更新を
希望される方は、登録書に加筆・修
正を入れ、同封の返信用封筒にてお
送り下さい。1月末日までに返送が
ない場合は、今回の登録を見送らせ
ていただきますので、ご了承お願い
いたします。

～INFORMATION~
＜サークル・団体ガイド
発行のご案内＞

＜団体アンケート集計結果＞
104団体中70団体からご協力をいただきま

2020年11月版の「サーク

した。ありがとうございました。施設の使い

ル・団体ガイド」を発行しまし

勝手とスタッフの対応についての質問に90％

た。冊子は、みなみラウンジ・

以上の方から大変満足、ほぼ満足との回答を

南区内の施設、各区民活動支援

いただきました。

センターでご覧いただけます。

IT・オンラインの講座の開催やFree Wifiの

みなみラウンジのHPに12月末日

整備についてのご意見には、今後、整備に向

までにアップいたします。

けて進めていきたいと考えています。

新コーディネーター紹介
趙 春梁 （ちょうしゅんりょう）
地域コーディネー
ターの趙春梁と申し
ます。南区に住んで、
早10年が経ちました。
地元でのつながりを活かし、
今後は多文化共生地域コミュニ
ティづくりに努めていきたいと思
います。どうぞよろしくお願いい
たします。

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？
利用登録団体は、各団体が行っている市民向け講座やイ
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：２ 月 28 日（３月発行）

発行：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。

