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みみんんななのの「「わわっっ！！」」をを  

  広広げげよようう  
 

 

 

去る 5月23日（日）に、みなみ市民活動センターは開設5周年記念フェアを開催しました。あいにく

の雨にもかかわらず、多くの方にお越しいただき、皆さまと 5 周年を振り返り、祝うことができました。 

これまでの歩みをささえて頂いた方々にこの紙面を借りて、深く感謝を申し上げます。 

2010年度は、みなみ市民活動センターにとって変革の時期に来ています。もっともっと皆さまと力を

あわせ、住みやすいまちづくりに貢献できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

                →南区縁りの石鹸誕生 
           ものがたりを紙芝居で 
           披露してくれた「紙芝居 
                        文化協議会」 

              
                → 
                                 団体活動の発表をしている 

ボランティアによる                      「あい・にほんごクラブ」 

会場運営  ↑→ 

          

        地域振興課長による                         「街の先生」もボランティア活動 

        開会のあいさつ→                           として、市民の学習に協力して 

                                いる。フルートの 
                           発表 
                                                           ← 

 

 

 

 

↑→               ＴＶでお馴染みの 
最後の交流会で「街                        杉山兄弟による 

の先生」も「活動団                         『シャボン玉ショー』 

体」もつながったよ！                       たくさんの「わっ！」ができました！ ↑ 

 



 
 
 
 
南区では 2004年 9月より、区版市民活動支援センタ
ー開設に向け、区内を拠点に活動している市民活動団体

代表者・公募による区民・関係機関職員・地元代表を委

員とする開設準備委員会を立ち上げ、10 回にわたり審
議してきました。 
そして 2005年 5月、従来南区役所にあった生涯学習

支援センターと複合化する形で「みなみ市民活動センタ

ー」を浦舟複合福祉施設 10階に開設しました。広々と
した館内は開放感にあふれ、富士山を一望できます。      
南区役所から離れたことや南区のはずれに位置する

こと。建物の 10階にあることから、当初は「不便にな
った」「知っている人しか来ない」などの声もありまし

たが、今では「用事のある人はどこにあっても来る」し、

「慣れれば遠くない」という声もいただくようになって

います。 
            ＊ 
みなみ市民活動センターは、1.市民活動・地域活動の
支援 2.生涯学習の支援 3.グローバルコミュニティ
ー推進事業を３本の柱としてスタートしました。 
まずは団塊の世代向けの講座を中心にすえて、南区の

ニーズを探りましたが、いわゆる団塊の世代の参加は少

ないものでした。団塊に特化することなく広く地域で活

動したい人たちを掘り起こすことが必要であるとの認

識から、2007年に地域・元気・スマイルセミナー、2008
年に地域デビュー応援講座など、主に地域活動を始め

る・始めたいという人達に的を絞った講座を開催しまし

た。すでに活動を始めている人達には、チラシの作り方

やコミュニケーション講座が好評でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ＊ 
生涯学習の要となる人材「街の先生」事業は１３年目

を迎え、みなみ市民活動センター移転にあたり名称の変

更なども検討されましたが、横文字は高齢者に分かりに

くいなどの意見から「街の先生」という名称を引き継ぐ

こととしました。 
また、南区は横浜市で３番目に外国人の登録者数が多

く、外国人支援の必要がありました。そのためセンター

から相談員が南区役所登録窓口に 2 週間にわたって通
い、外国人生活調査を行いました。これが南区独自の“外

国人支援ボランティア”制度などに活かされ、現在に至

っています。そして 2006年 2月からは毎年、南区外国
人無料相談会も開かれる運びとなりました。 
センターでの日本語教室は区役所登録窓口にチラシ

を置いたり、他の国際交流機関との連携、外国人同士の

口コミもあって、少しずつ生徒の人数が増えてきました。

そして、日本語ボランティア養成講座を受講した後には、

ボランティアとして活動を始めるという形が定着した

現在では４つの日本語教室と子どものための学習支援

教室ができて、多くの外国人市民にも利用されています。 
           ＊ 
2006年には、1周年記念事業として南区「街の先生」
生涯学習フェスタを、みなみ市民活動センターで半年に

わたり行いました。先生方の指導内容のパネル展に始ま

り、1日講座、継続して行うリレー講座、講座を通じて
できたグループの展示・発表会へとつづきました。グル

ープの活動は、建物の同じフロアにある「浦舟コミュニ

ティハウス」でも、継続することが可能となりました。 
また、社会福祉協議会が建物の 8階にあることから、

2006年に親父力（オジパ）アップ講座、2009年に障害
児者支援のボランティア講座を共催しました。 
みなみ市民活動センターの強みは、登録団体をはじめ、 

「街の先生」、外国人支援ボランティアと顔の見える関

みなみ市民活動センター 

ああゆゆみみ  



係を築いていることです。特定な人・団体との“なれあ

い”ではなく、団体・個人がどのような活動をしてどの

ような支援を望んでいるのかを伺って、常に情報を得る

ようにしています。そして、その情報を相談員みんなで

共有しています。また、センターの研修室を利用してい

る団体の活動の様子も見学させていただいています。 

これらにより、様々な活動団体や活動している人達の情

報を必要としている皆さんに対して、自信をもって紹介

することができるのです。 
           ＊ 
 一方で、センターの講座企画や自主事業運営をセンタ

ー職員のみで行い、人材育成の面で活動団体の力やボラ

ンティアを活用しきれていない現状がありました。そこ

で、センターにかかわる団体・個人・ボランティアが一

緒に一つのことをするという機会なく過ぎてしまった

という反省から、2009年 3月に団体登録者交流会 
「つどい」を開き、それぞれの団体の顔合わせと紹介を

行いました。その後は毎月 1 回集まり、8 月に行われ
る浦舟複合福祉施設のお祭り“納涼祭”への参加を目

標に、団体の皆さんで企画を練って、協力して運営に

あたり、それぞれの得意分野での力を発揮しました。

センターの利用者同士が、気軽にあいさつできるよう

な関係を持てるようになり、ネットワーク強化に向け

て一歩進んだ気がします。 
 「街の先生」でも、2009年 5月に交流会を開き、分
野別の話合いを経て、分野の違う先生方が同一のテー

マで講座を行うという新しい試みを行いました。             
           ＊ 
 グローバル・コミュニティ事業は、2007 年に外国
人共生支援事業と名前を変えて、質・量ともにパワー

アップしました。従来からの外国人無料相談会、日本

語ボランティア養成講座、国際理解講座に加えて、外

国に繋がる子どもたちのための学習支援ボランティア

養成講座や外国人のための教育・入学相談会なども開

いています。 
 もっと多くの皆さんに知っていただいて、利便性を

はかることも、今後のセンターの課題のひとつと考え、

2009 年度は積極的に外に出ていくことを心がけまし
た。それは地域で行われるフェスタ・行事などにも参

加したり、外国人教育相談会を近くの小学校で行った

り、地域施設が行う「街の先生」の講座開催に協力し

たり、という形になりました。 
 2010年 1月からは、活動団体・街の先生の有志が、

5周年フェアでの活動発表を行うことを目標に、パソコ
ンの街の先生を講師としたパワーポイント講座を自主

的に受講して、自分たちの活動報告のプレゼンテーショ

ンを行う準備を始めました。発表資料を作成することで、

今までの活動の振り返りができ、完成した作品を見て活

動内容に自信も持てたようです。活動発表は、対外的な

PRとしても効果が高く、大きなステップアップとなっ
たようです。 
 そして 2010 年秋には、「ラウンジ機能を持った活動
センター」から「さらに充実した多文化共生事業」への

機能強化を進めるため、みなみ国際交流ラウンジ（仮称）

を開設。来春からは市民活動、生涯学習、外国人支援を

一体的に運営する民間団体による、新しいみなみ市民活

動センターとして活動が始まります。 
（文責・大井） 

「アクセスみなみ」バックナンバー 

2005 年 33 みなみ市民活動センターがオープンしました 

（Ｈ17 年） 34 みなみグローバルコミュニティ推進事業 

  35 南区で国際交流・外国人支援をやってみませんか 

  36 今があなたのビジネスチャンス 

2006年度 37 南区「街の先生」から学ぼう 

（Ｈ18 年） 38 南区「街の先生」生涯学習フェスタ開催中 

  39 南区は秋のイベント盛りだくさん 

  40 南区で国際交流をしてみませんか 

  41 外国人専門無料相談会開催 

  42 子どもと一緒に”ドキドキ”体験しよう！ 

2007年度 43 いつになっても遅くないマイ・パソコン・ライフの始まり

（Ｈ19 年） 44 南区生涯学習フェスタ開催 

  45 外国人との共生をサポートします 

  46 健康＋生きがい＝ライフデザイン 

  47 子どもを守るのはだれですか？ 

  48 地域での国際交流と外国人支援 

2008年度 49 あなたの力を地域で活かす 

（Ｈ20 年） 50 外国籍の子どもに学習支援をしてみますか 

  51 地域に住む皆さんの市民活動を応援します 

  52 地域に根ざした多文化共生を目指します 

2009年度 53 地域での市民活動をめざして 5 年目を迎える 

（Ｈ21 年） 54 活動の秋！きっかけ探しにきてみませんか 

  55 地域のための活動を応援します 

  56 子どもの未来を地域で育む 



みなみ市民活動センターの機能 

その１ 情報の収集整理・提供        その２ 活動場所の提供 

                                  研修室など場所の利用 

年度 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 

件数 ６６２ １,５８６ ２,３５１ ２,０６２ ２,３４０

人数 ４,７６２ １１,３８８ １３,２３８ １４,６３３ １９,５４６

                    活動に必要なＰＲの場として展示スペース 
                     および印刷機などの作業機材を提供 
 

                      

                     その３ 市民活動・生涯学習の啓発・推進 

 

センターでは、色々な 

事業を通して、活動す 

る人材を育て、活動の 

舞台を提供することに 

よって、やる気・元気 

とスキル維持及び向上 

を図ります。 

 

 

 

その４ 地域の活性化につなぐ生涯学習と市民活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなみ市民活動センターは、これから大きく変わります。平成 22 年 10 月には「みなみ国際交流ラ

ウンジ（仮称）」を開設し、これまで以上に国際交流・多文化共生の拠点としての機能を強化します。

また、来年度から運営を民間に移行しますが、活動センターは、地域の皆様のご理解とご協力により形

づくられていきますので、これからも、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

コーディネート 

（講師派遣平成21年度120件） 

（ボランティア派遣平成21年度119件）

人材育成 

（地域デビュー応援講座 平成20年度受講者数56名） 

（ボランティ養成講座 平成21年度受講者数116名） 

人材登録 

（平成21年度「街の先生」131名） 

（平成21年度外国人支援ボランティア59名） 

2010 年 6 月 発 行 ： みなみ市民活動センター 

〒232-0024 南区浦舟町３丁目４６番地 浦舟複合福祉施設１０階 

TEL 232-9544  FAX 242-0897 

http://www.city.yokohama.jp/me/minami/profile/sisetsu/shiminkatsudo/

相談時間 ： 午前９時～午後５時 

休 館 日 ： 第３月曜日 および年末年始 

相談 

年度 Ｈ１７   Ｈ１８  Ｈ１９   Ｈ２０  Ｈ２１  

 件数 2091  2646  2667  2485  2410 

掲示・配架 

（展示コーナ 

展示ケース） 

情報紙の発行 

アクセスみなみ 

年４～６回発行 

情報の収集･整理 

情報提供 

生涯学習の支援 

個人的な学習を契機に 

↓ 

自律的にグループを形成し 

学習活動を展開する 

↓ 

学習成果を社会で活用する 

市民活動の支援 

福祉施設でのボランティア活動 

地域の人にパソコンを教える 

外国人に日本語を教える 

環境の保全 

子育て支援 

など 

現在109の団体が登録・活動している 

社会参画を促す

センターの窓口で様々な相談を受け、学習活動

やボランティア活動 

につながるよう情報 

を提供します。 
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