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実りの秋！多 文 化 共 生 の

拠 点 として再スタート
〜10 月 1 日から『みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ』へ〜
10 月 1 日 ラウンジオープン
南区は、みなみ市民活動センター内に市内で８番目
となる「国際交流ラウンジ」の機能を設け、外国の人々
が円滑な日常生活を送るための情報提供や生活相談
を行います。
【外国人支援の３つの柱】
①外国人市民に対する情報提供、生活相談
②外国人支援に携わる人材の育成
③外国人支援ボランティア等の派遣
施設名称をみなみ市民活動センターから『みなみ市
民活動・多文化共生ラウンジ（略称：みなみラウンジ）』
として、同じ地域に住む人々が国籍や民族などの違い
を超え、互いの文化的差異を認め合いながら、交流し、
共に生きていくような地域づくりの拠点とします。
※ラウンジの運営は、『財団法人横浜市国際交流協
会（ＹＯＫＥ）』に委託します。

10 月 9 日 開設記念講座
在住外国人と一緒に考える多文化共生

10 月 2 日 オープニングイベント
舞台・発表：
(10：50〜11：00)賑やかな韓国のチャンゴ
(12：30〜13：00)しっとりと優雅な中国の二胡
(12：00〜12：30)情熱的なスペインのフラメコ
(13 ： 00 〜 14 ： 00) 在 住 外 国 人 に よ る 日 本 語
スピーチとおしゃべり場
（14：30〜15：00）みんなでフィリピンのバンブーダンス
世界の衣食文化体験：
(11：00〜15：00)
＊いろいろな国のお茶とお菓子で、
おしゃべりしながら 国際交流
＊お馴染みのカレーや焼きビーフンも本場の人の手
に掛れば、異文化の香り？
〜見たことのない？珍しい料理もでるよ！〜
＊日本の着物、インドのサリー、韓国のチマ・チョゴリ、
中国のチャイナドレスなどを着て記念撮影♪

日時 ： 10 月 9 日（土） 13 時 30 分〜15 時 30 分
場所 ： みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ 研修室
内容 ：

パネル展示：
＊南区内の公立高校が取り組む国際交流活動の紹介

①「多文化共生ラウンジ」に期待を寄せて
−財団法人横浜市国際交流協会事務局長の話−
②南区の外国人の生活上の課題（言葉・就労・こどもの

＊南区内で活動している国際協力団体や外国人支援
団体の紹介
＊１１月に横浜で開催する APEC 首脳会議の紹介

教育）と支援制度等 −南区保護課担当係長の話−
③地域で活躍する在住外国人との交流・懇談
−中国・韓国・フィリピンの方とのパネルディスカッション−

参加 ： 無料

は、かわいい“みなっちエコバッグ”をプレゼントし
ます。

募集 ： 先着 50 名（ボランティアに関心のある人）
申込み方法 ：９月１１日から受付開始。電話または「住
所・氏名・電話番号」を明記して FAX で。
申込み・問合せ先 ： みなみ市民活動センター
（南区浦舟町３−４６浦舟複合福祉施設１０F）
電話：２３２−９５４４

クイズ＆スタンプラリーの参加者（先着 400 名）に

FAX：２４２−０８９７

① あなたができる学習支援
外国につながる子どものための学習支援ボランティア講座
【対象】全回参加できる方、受講後南区内で活動する意思のある方、
小中学校の教職経験者の方も大歓迎です。
【日時】１０月２４日、１１月７日、１１月２１日、１２月５日 （計４回）
隔週日曜日の１０時〜１２時
【内容】外国につながりを持つ児童生徒に日本語と教科学習をサポートするための講座
・外国につながる子どもたちの背景を考える
・日本に来たばかりの子どもに何ができるか
・日本語を意識した学習支援―教材の紹介とその使い方を考える
・さらに外国につながる子どもたちの将来を考える
【定員】３０名(抽選)
【費用】無料
【締切】９月３０日必着
② 日本語ボランティア講座
〜地域で日本語を教えてみませんか〜
【対象】全回参加できる方、受講後南区で活動する意思のある方

年明けに学習支援
ボランティア講座
の応用編も予定し
ています。事例ごと
の教え方、自立学習
への誘導など。
広報よこはま南区
版をご覧ください

【日時】１１月２日から２０１１年２月８日まで（全１２回）
(１１月２３日、１２月２８日、１月４日を除く)
すべて火曜日 １８：３０〜２０：３０
【場所】みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ 研修室
【内容】地域で暮らす外国人に日本語学習のサポートを始めようとするボラン
ティアの為の講座です。
外国語としての日本語、教室活動の進め方、対話中心活動のための
ワークショップ
【定員】２５名（抽選。ただし、すでに南区の日本語教室で活動して
いる方を優先とします）
【費用】２５００円（教材費として）

申込方法

【締切】１０月１０日必着

往復はがきに①講座名 ②住所 ③氏名
④年令 ⑤電話番号 ⑥志望理由を記入
し、下記に郵送（応募者多数の場合は抽選）
【対象】
申込・問合せ
〒232-0024
【日時】１０月１８・２５日、１１月８・１５・２２日（
横浜市南区浦舟町３−４６
すべて土曜日の１０：００〜１５：００
浦舟複合福祉施設１０階
みなみ市民活動センター 多文化共生担当
電話２３２−９５４４
FAX２４２−０８９７

ある程度実践をして頂いた後、日本語ボランティア
をしている方向けにスキルアップ講座も予定して
います。
みなみ市民活動センターのホームページをチェッ
クしてね。

南区「街の先生」による出張体験講座のお知らせ
新しいサークルの立ち上げを目指しています。皆さまの参加をお待ちしています。
秋・冬のデビュー・フェスタなかむら講座一覧
9 月募集・・・9 月 20 日〆切

10 月募集・・・10 月 20 日〆切

11 月募集・・・11 月 20 日〆切

☆バードカービング（カワセミとメジ

☆かぎ針編みのタペストリー作り

☆クリスマスのフラワーアレンジメント

ロ）のブローチ作り

11/2、16、30、12/14（火）

12/6（月）12:30〜14:30

10/2､16、30（土）10:00〜11：30

12:30〜14:30 500 円（各回ごと）、

2000 円、成人、10 人

800 円（全 3 回）、成人、10 人

成人、10 人

☆平家物語を読み解きましょう

☆心を込めた贈り物！

☆年越しそばを手作りしよう

クリスマスラッピング

10/8、22、11/5（金）13:30〜14:30

11/8、22、29（月）9:30〜12:30

12/2、9（木）10:00〜11:30

1000 円（全 3 回）、成人、10 人

1500 円（各回ごと）、成人、10 人

1000 円（全 2 回）、成人、16 人

☆顔の美容体操で素敵な笑顔を

☆お正月！親子で和装を楽しもう

☆絵手紙でボランティア

10/12、26、11/9（火）13:30〜14:30

11/6、20（土）10:00〜11:30

12/14、1/1１、2/8（火）12:30〜

600 円（全 3 回）、成人、24 人

500 円（全 2 回）親子 8 組

14:30, 2000 円（全 3 回）成人、10 人

申込・問合せ 中村地区センター【〒232-0033 南区中村町４−２７０ 電話 251-0130 ＦＡＸ 251-0133】
講座名・氏名・電話・住所を書いて往復はがきで申し込み・〆切後抽選、空きがあれば先着順
8 月 22 日

語り部・押し花

うらふね納涼祭は、浦舟複合福祉施設内の全 11 施

藤本

逸子さん

設が、
“施設の周知とお互いの連携強化”を目的に“無

今年の納涼祭では二つの種目にエン

理なくできる範囲”をモットーに開催しています。各

トリーして大忙し。
「よこはまの昔話」

施設でいろいろな楽しい催しものを考え、5 月に立ち

を再話し子供に語りたいという夢に一歩近づきました。

上げた実行委員会で、内容をすり合わせながら当日に

周りの賑やかさにもめげず、マイクなしで頑張り、「声

向けて準備を進めました。

の出し方など課題が見つかり良かった」と前向きな感想
をいただきました。

みなみ市民活動センターで

筝・三絃・尺八による

は、活動団体・街の先生に参加
希望を募り、ステージでは手話

クリスマスチャリティ演奏会のお知らせ

手話でハワイアン

南区三曲会

コーラス・語り・昭和の歌を歌いましょう・詩吟・
朗読劇を行いました。
フリーマーケット・ねこ

日時

11 月 27 日（土曜日）

演目

豊年太鼓・春の園・胡弓演奏・花紅葉・
黒髪・南部牛追い唄・五段砧・吾妻獅子・青島

クリップ作り・喫茶コーナ

（ピアノ・舞踊・胡弓・太鼓の共演あり）

ー・パソコンインターネッ
インターネットでオセロゲーム

トコーナーや押し花入り

場所

名刺作り・無添加ソーセー

開演 13:00

ジ作り・バードカービング

料金

展示などコンパクトなが
バードカービング展示

南公会堂
900 円（中学生以下無料）
★会員募集★

らバラエティにとんだ内

邦楽演奏家のグループです。邦楽の普及に

容でした。楽しいひととき

協力していただける方お待ちしています。

を過ごしてもらえたよう

チャリティ演奏会（年１回）、学校・福祉

です。

施設などへの訪問演奏が主な活動です。
問合せ 090-4437-6702

ウインナー作り

045-711-3238

多文化共生教育ネットワークかながわ
略称 MＥ-net
代 表 者
事務局長

高橋 徹
向 晶子

設立：
「外国につながる子どもたち」の教育に関する支援を行なっている NGO 団体です。１９９５年に実行委
員会形式で第１回高校進学ガンダンスを実施したのをきっかけに MＥ-net は設立されました。
事業：
たぶんかフリースクールよこはま
・かながわ外国人教育相談
外国につながる子どもたちが日本の公立高校受験をするための
補習教室です。
授業内容：日本語を中心に、高校受験のための国語・数学・英語
募集対象： 外国の中学校を卒業し、日本の高校に入りたい人
日本の中学校を卒業し、高校に入りたい人
日本の夜間中学校に在籍していて、高校受験をした
い人
授業時間：毎週月・火・木曜日 １２：５０〜１６：３０

学校に馴染めない、勉強について行け
ない、どんな学校に入ればいいなど。

・多文化教育コーディネーター派遣
県立高校のニーズに合わせて支援計
画を提案し、サポーターを派遣。

・多文化若者交流
フェスタ、キャンプなどの実施

授業料： ２万円/月

外国人のための「公立高校進学ガイダンス」

場所： 横浜市南区浦舟複合福祉施設内

日本語を母語としない人たちを対象に、通訳を

連絡： ０８０−３５２３−４４９６(高田)

配置して高校進学の説明と教育相談を毎年実施し
ています。今年の予定は下記の通りです。

事務局
横浜市中区桜木町１‐１‐５６
クリーンセンタービル５F
横浜市民活動共同オフィス内
電話：０５０−１５１２−０７８３
URL：http://www15.plala.or.jp/tabunka/

・９月２０日 さがみはら国際交流ラウンジ
・９月２３日 かながわ県民センター
・９月２６日 いちょう小学校コミュニティハウス
・１０月１１日 厚木ヤングコミュニティセンター
・１０月１７日 ひらつか市民活動センター
時間はすべて１３：００〜１６：００

『アクセスみなみ』に掲載する情報を
◆募集します◆
みなみ市民活動センター情報紙『アクセスみ
なみ』は、区民の皆様が市民活動を行うときの
お手伝いをします。
みなみ市民活動センターに利用登録をすれ
ば、市民向けの講座やイベントなどの情報掲
載および自団体の活動紹介やPRなどが載せら
れます。
先２〜３ヶ月以内に開催されるもの、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、みなみ市民活動センターへお問い
合わせください。

2010 年 9 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.lg.jp/minami/60profile/61sisetsu/20100512155634.html

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

