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春 4 月は旅立ちの季節。進学・就職にと未来への希望に満ちています。 
みなみ市民活動・多文化共生ラウンジも新しい一歩を踏み出します。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジの施設利用には、市民活動登録の手続きが 

必要です。2 年ごとの更新のため該当団体にはお知らせ済みですが、3 月 1 日～31 日 

まで登録団体の更新を受け付けています。直接窓口までお越し下さい。貸ロッカー・レタ

ーケースの利用登録も合わせて受け付けます。 

 また、団体の新規登録や「街の先生」登録は、随時受け付けています。 

 詳しいことはみなみ市民活動・多文化共生ラウンジまでお問い合わせください。 

インターネット環境の整備 

★ 検索用パソコン設置 

  市民活動・生涯学習の情報検索のため、 

インターネットコーナーにパソコンを１台設置

しました。受付でお申込み下さい。３０分単位

で最長２時間まで、利用できます。 

★ 研修室でインターネットが可能 

  研修室予約時にお申し込み下さい。インター

ネット用貸出し機材は当日お渡しします。 

 

平成２３年度事業の予定 

 楽しくてためになる、地域活動応援講座！ 

街の先生による体験講座など企画中！ 

お楽しみに♪ 

・ ブログ講座Ｐａｒｔ２ ４月（申込締め切りました） 

・ 「街の先生」による 1日体験講座  

６月２５、２６、２７日 

・ 納涼祭 ８月２８日 

・ ＮＰＯ早分かり講座 

・ 手書きチラシ講座 

外国人のための外国語相談も充実 

★ 言語スタッフが常駐 

中国語・・・・・毎 日 

英 語･･････水曜日 

タイ語・・・・・・木曜日 

タガログ語・・金曜日 

★ 通訳付き無料相談 

分 野 実施日 ／ 相談例 

毎月第 2木曜 13:30～15：30 （1 件：45 分） 

法律相談 国際結婚に関わる離婚・親権・養育・遺産相続・交通

事故等 

毎月第 3木曜 13:30～15：30 （1 件：45 分） 

在留相談 在留資格の取得・変更・延長、親族の呼び寄せ、会社

設立手続き等 

毎月第 4木曜 13:30～15：30 （1 件：45 分） 
教育相談 

子どもの学校生活、進学相談等 

 

 

4 月から変わります 

★ 南区役所からのお知らせ ★ 

通訳ボランティアが、日本語での意思疎通が難しい

お客様に対し、庁舎内の案内や区役所内での手続き

をお手伝いします。（現在は、木曜日のみ） 

中国語･･毎週 月･水･木曜日 13:00～17:00 

英  語･･毎月 第 １ 金曜日 13:00～17:00 
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どんな声でも大丈夫！ 

★ ピノキオ ★ 
音声訳（録音ボランティア）講座説明会 
日時：4 月 19 日（火）10:00～ 

会場：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ 

 目の不自由な方に音訳テープを作成している団体“ピノキ

オ”による講座が開催されます（下記）。その講座の概要説

明と申込み書の配布を行います。 

 前日までに電話・ＦＡＸ（氏名・住所・電話番号記入）で南区ボ

ランティアセンター ℡260-2531 ＦＡＸ251-3264 に申込み 

日 時:５/10～７/12 毎週火曜 10:00～12:00 

会 場:トモニー（南区地域福祉活動拠点）多目的研修室 

対 象:講座終了後に音声訳ボランティアとして活動でき  

る人、２０名（応募者多数の場合抽選） 

参加費: １５００円（テキスト代含む）  

 

★ 楽しい日本語の会 ★ 
日本語を“あいうえお”から勉強してみませんか？ 

日 時：毎週土曜日 12:30～14:30 

受講料： 500 円/月  テキストは「みんなの日本語」 

会 場：中村地区センター（南区中村町 4-270） 

  市営地下鉄「阪東橋」徒歩 10 分 

  京浜急行「黄金町」駅徒歩 15 分 

バス…市営 68・102･158 京急 110 系統 「浦舟町」

連絡先：田中（Ｔａｎａｋａ） 携帯 090-2721-4870 

ｅメール tom70337@gmail.com 

 

 

ｅメール tom70337@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
サクラサキマシタ・・・頑張ったね 

★ たぶんかフリースクールよこはま ★ 
「サクラサキマシタ」   「えっ？」 「なんですか？」 

 ６月に自国の中学を卒業して来日。「高校に行きたい」と

『たぶんかフリースクール』に通い始めたのが７月。日本語

に自信がないせいか今までニコニコしているだけで自分か

ら話しかけてきたことのない G 君がラウンジの受付に来て何

か言っている。そうです。高校に合格したことを報告に来て

くれたのです。 

平成 21 年の夏、教師経験のある方々で立ち上げた、外

国につながる子どもたちのためのフリースクールです。平成

22 年の春の受験生は 16 名でしたが、今年は 30 名におよ

ぶ受験生と夜間学級2年在籍の生徒を受け入れ、日本語と

高校進学のための学習支援をしてきました。 

 明日の世界を担う子どもたち、持てる力を発揮してこれか

らも頑張ってほしいと思います。    

先生方もご苦労様でした。 

  

 

★ 23 年度生徒募集説明会のお知らせ ★ 

 1 回目 4 月 12 日（火）18:00～ 

 2 回目 4 月 24 日（日）13:00～ 

場所：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ 

問い合わせ：080-3523-4496（高田） 

生生涯涯学学級級のの運運営営委委員員募募集集  

＜＜新新規規テテーーママ＞＞  
①①  外国人ママの子育て…外国人登録者数が市内で 3番目に多い南区で、外国に  

つながる親子が地域で楽しく暮らせるようになるには何が必要か、日本人ママも一緒に学びます。 
② 南区の歴史再発見…南区の歴史を学び、次の世代に伝えていくことが目標です。 

＜＜継継続続テテーーママ＞＞  
③ いきいきママ講座 保育つき！…「いきいきしたママ」になって子育てを楽しもう 
④ 楽ら～く！おや講座 保育つき！…幼児を持つ親の「自分育て」がテーマ 
⑤ ことなに寄り添う…思春期の子どもとのよりよい関係を考えよう 
⑥ 本と対話を楽しみ隊…地域で楽しい読書会を展開するための指導者養成講座 
⑦ 自分みがきの男塾…男性も楽しく生活の技を学んで、地域で仲間作り 

申し込み・問合せ 

「連絡先」「テーマ」を記入して 

ハガキ・ＦＡＸで下記へ 

〒232-0018 南区花之木町3-48-1

南区地域振興課区民活動支援担当 

電話 743-8197 FAX712-0404H22年度 自分みがきの男塾 

料理作りも 
真剣そのもの

H22 年度 楽ら～く！おや講座

子どもの造形 

《講座》 

お世話になった

教室をきれいに

掃除して卒業し

ま～す 
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あっという間に人気ブログ誕生 

地域活動応援講座 

インターネットで情報発信  ～ブログを始めよう～ 

 11月 25日から 4回にわたって、町内会、子育てグループ、

市民活動団体など地域活動をしている人を対象にブログ作

成講座を開催しました。1 回目でまず開設、2 回目からは、

好きなテンプレートを選び、記事を投稿し、それぞれの活動

写真を入れてと、丁寧なテキストに沿って学びました。 

 3 回目までは 2 週間の空きがあったので、その間にも着々

と進む人は進み、そうで

ない人はそれなりに・・・と

いうわけで結局１０のブロ

グが立ちあがりました。最

終回の1月20日には、そ

れぞれが作ったブログの

発表を行ないました。中にはアクセス数が１０００を超すブロ

グも誕生し、「教えられた通りにやっていっただけなのに、嬉

しいです」と感激の言葉も。 

 今回の講座の好評に応えて、今度は「街の先生」方にも

対象をひろげ、Ｐart２の開催が決まりました。 

 

手品はタネと話術が勝負 

地域デビュー応援講座 

ひとつ技を身につけて地域デビュー 

～まずは手品から～     1/27～2/24 全 5 回 

軽快なＢＧＭの音楽に乗り、華麗な手さばきを講師が披

露。隣の部屋の日本語教室の生徒さんたちも一緒に見学し、

とても楽しく始まりました。 

身近な輪ゴムを使っての手品から始まり、ロープにカード

に安全ピン、次々と惜しげもなく教えてもらえる幸せをかみ

しめつつ、実はなかなか思い通りにはいかないもの。そこは

受講生のチームワークがよく、出来た人が出来ない人のサ

ポートをしてと、笑いの絶えないなごやかな講座となりまし

た。 

               

 

 

 

 

 

講座受講者は、納涼祭（8/28）でのデビューを目指してこ

れからも楽しく続けて行くことになりました。 

日本語ボランティア講座   11/2～2/8 全 12 回 

講師：N プロジェクト 

地域で暮らす外国人の方に日本語をサポートするための

ノウハウを学ぶボランティア講座です。例年昼間の講座で

参加できないので夜にしてほしいとの声があり、今年は、毎

週火曜日 18:30～20:30 に設定。お正月を挟んで寒い中、

皆さん頑張りました。 

 

日本語ボランティア講座【スキルアップ編】 2/17・ 2/24 

～初級授業の光る技～ プロの授業を体感して… 

講師：富谷玲子先生、篠原紀絵先生 

 地域で日本語ボランティアを

している方たちが自分たちの

活動のヒントにしようと学習しま

した。日頃、サポーター役のボ

ランティアさんが外国

人の生徒役になりきり、

外国人学習者の気持

ちを体感しました。 

 

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  

  『あなたができる学習支援』 10/24～12/5(全 4 回) 

    協力：多文化共生教育ネットワーク神奈川（ME-net） 

外国から来て間もない児童生徒に、学校で使う日本語あ

るいは教科学習を支援するボランティアの育成を目的に行

われた講座です。外国から来た子どもたちの現状と課題、

学習支援のノウハウ等を学びました。 

  『実践から学ぶ学習支援』～それぞれの立場から 

【発展編】2/5～2/19(全3回) 

 秋の講座で課題となった

教室運営や、地域の中で子

どもの課題を共有しようと行

われた講座です。 

最終回のフォーラムでは、横浜市の日本語指導員、吉田中

学校の国際教室の先生、学習支援教室『にほんごでスマイ

ル』の代表者をパネリストに県立相模原青陵高校「多文化

学習活動センター」（CEMLA）の高橋清樹先生がファシリテ

ーターとなり活気ある話し合いがなされました。 

終 了 講 座 

マジックボランティアグループ誕生 

外国人学習者を相手に講座の成果を試してみました。
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１ グループの成り立ち 

 平成２０年１０月に、みなみ市民活動センターの学習支援ボランティア入門講座受講者で立ち上げま

した。その後、子どもの支援に関心のある方たちが集まって、活動をしています。日本に来て間もない

子どもたちが日本に親しみを持ち、笑顔で生活していけることを願って「にほんごでスマイル」と名付け

ました。 

２ 活動内容 

学習日  毎週 日曜日 １３：３０～１４：３０ 

場 所   みなみラウンジ（浦舟総合福祉施設 10 階） 

対 象   日本語を母語としない小中学生など（２月１日現在） 

小学生１３名 中学生１０名 計２３名 （中国２１名 インド１名 フィリピン１名） 

内 容    ひらがな・カタカナ・漢字・言葉の使い方などの日本語学習 

教科支援 ゲーム 日本文化に触れる（カルタ・百人一首） 

                   

 

        

                          

 

「大きなかぶ」 低学年          「手紙朗読」 中学生       クリスマス会集合写真  
 

組 織  入門期、小学校低学年、中学年、高学年、中学生のグループに分けて教えています。 

        ボランティアは現在１７名（会社員、主婦、自営業、定年退職者、大学生など） 

３ 今後の課題及びこれからの展望 

学習支援の難しさがあるものの、子どもたちの日本語になれる速さに驚きと喜びを感じています。 

さらに、指導法などを勉強し子どもたちに頼られる活動をしていきたいと思っています。 

（連絡先）045-731-6230（矢田部） 

日本語を母語としない 

子どものための学習教室 

にほんごで スマイル 

＜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5月中旬（6月発行）。7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 

TEL045- 232-9544、045-242-0888（外国語対応） FAX 045-242-0897 

http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/60profile/61sisetsu/20100512155634.html

相談時間： 午前９時～午後５時 

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） 

学習発表会 

学習支援ボランティアに関心

のある方を募集しています。

お気軽に見学にお越し下さい
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