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みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ開設 1周年を記念し、みんなの「わっ！」フェスタが 11 月 26 日 

（土）開催されました。市民活動・生涯学習支援と多文化共生推進の３つの機能をもつ施設として、どん 

なフェスタをめざすべきか話し合いを重ね、当日の発表となりました。活動団体の展示・体験、街の先生 

ミニ体験講座、ステージ、世界のお茶・世界の料理、民族衣装の着付け、日本語教室に通う外国人によ 

る日本語スピーチと盛りだくさんの内容に来館者も途切れることなく、600 人を超す人たちが訪れました。 

 

 ステージでは、幕開けの韓国朝鮮打楽器

の演奏に続いて、子どもたち期待の「笑太夢

マジック」ショーが始まりました。観客も参加

してのマジックや本格的な“人が消えるマジ

ック”に笑ったり、どよめいたりの 50 分間が

アッという間に過ぎました。   

司会は神奈川健生音楽団の斉藤さんとラ

ウンジスタッフの戴さんの二人。軽妙なお話

と中国語を交えた紹介が新鮮でした。 

研修室では街の先生ミニ体験が大好評。

どこのコーナーも多数の人たちが並び、先

生方はせっかくの「世界の料理」を味わう

時間がとれなかったとの、嬉しい悲鳴をあ

げていました。 

壁には、子育て支援グループをはじめ、

各団体の活動紹介が張り出され、興味深

く眺めている人も見受けられました。 

 世界のお茶はお菓子も付いて、楽しく多文

化理解の輪が広がりました。 

民族衣装の着付けも人気でやはり順番待

ち。パソコン団体による写真撮影のサービス

に皆さん大満足。横浜市資源循環局南事務

所の協力のもと、ごみ分別ブースも設けられ、

イーオ・ミーオの参加もありました。                                  

 南区内の日本語教室に通う外国人によ 

る日本語スピーチは、自分の国のお国自 

慢あり、苦労話ありとジーンとさせられまし 

た。 

 

 

 

 
 

スタンプラリーのゴールでは、

全員が抽選で景品をゲット。 

終了後の反省会では、感想、問題点、

今後に向けての建設的な意見がたくさん

出され、熱いひとときとなりました。 



 

 

          会場はすべてみなみ市民活動・多文化共生ラウンジ。申込み・問合せも同様です。    

         住所：南区浦舟町 3-46 浦舟複合福祉施設 10 階 TEL232-9544 FAX242-0897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語ボランティア講座 

協力：インターカルト日本語学校

地域に住む外国人に、日本語学習をサポートする 

ための基礎知識とボランティアの心構えを学びます。

入門編 

日時：1 月 6 日～2月 10 日（金曜日）全 6 回 

     午前 9 時半～正午 

対象：原則全回受講が出来、受講後は南区で活動

していただける方。 

定員：25 人（抽選） 

費用：無料 

申込：来館、電話、FAX に①住所②氏名③年齢④

電話番号⑤簡単な受講動機を書く 

〆切：12 月 25 日（日） 

☆☆☆ 

日頃地域で外国人に日本語を教えている方が感 

じている困難や課題について、専門家のノウハ 

ウを聞き一緒に考えてみませんか。 

スキルアップ編 

日時：1 月 30 日～3月 12 日 午後 1 時半～4時 

（2 月 20 日を除く毎月曜日）全 6 回 

第 2 回目は特別講座：地域に求められる 

日本語指導者 

  2 月 6 日 東京外国語大学教授 伊東祐
すけ

郎
ろう

氏 

定員：毎回 25 名（第 2 回のみ 50 名 先着順） 

費用：無料 

対象：現在日本語ボランティアとして活動中か、入

門編を受講した方。1 回のみでも受講可。 

申込：1月 11日（日）より、来館、電話、FAXに①住

所②氏名③年齢④電話番号⑤所属するグループ

⑥希望する受講日を書く 

地域活動応援講座 「NPO 法人って何？」 

NPO の基礎知識や、法人化の 

メリットとデメリットを学びます。 

日時：2 月 18 日､25 日（土曜日）全 2 回 

    午後１～３時 

対象：地域活動をしている人、 

テーマに興味のある人 

定員：25 人（抽選） 

費用：無料 

講師：手塚明美 藤沢市市民活動推進センター長 

申込：FAX、ハガキに①講座名②住所③氏名 

   ④年齢⑤電話番号⑥あれば現在所属する 

   地域活動の団体名⑦志望理由を書く 

〆切：1 月 30 日（月） 

外国人中学生のための 

「学習支援ボランティア」募集説明会 

みなみラウンジで学習支援（日本語指導または教 

科指導）ができる人を募集するため、ボランティア 

希望者向け説明会を開催します。（後日研修あり） 

日時：2 月 7 日（火曜日）午後 5～6 時半  

対象：市内在住・在勤・在学の 18 歳以上で、「日本

語指導・又は教科指導（英語、数学、国語など）に

関心がある」「外国人に日本語を教えた経験が1年

以上ある」のいずれかに該当する方。国籍は問い

ません。 

申込：来館、電話、FAX に①住所②氏名③年齢④

電話番号⑤あれば現在所属する学習支援・日本

語ボランティアグループ名⑥志望理由を書く 

〆切：1 月 30 日（月） 

街の先生パネル展    会場：南センター 

南区南太田 2-32-1 TEL741-8812 

いろいろなジャンルの先生が登録しています！ 

やりたいことが見つかるかも。覗いてネ！ 

Part1 12 月 2 日（金）～20 日（火） 

Part2 12 月 20 日（火）～1 月 13 日（金） 

街の先生研修会・・・・手書きチラシ入門 

街の先生 PRのためのパネル・チラシを作る基礎を学びます 

日時：3 月 3 日（土） 午後１～3 時 無料 

持物：筆記用具・自分で作ったチラシ 

定員：30 名  申込：来館・電話・FAX  〆切：2 月 20 日  

これから街の先生に登録を考えている人も対象です。 

 NPO 法人化を検討し
ている団体の方も全
く考えていない方も
この際、いろいろ聞い
てみませんか？個別
のアドバイスもあり
ます。 



第 3回 デビューフェスタなかむら講座一覧 

地域で一緒に新しいことを始めてみませんか？ 南区「街の先生」がお手伝いします。 

中村地区センター・みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ共同企画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ＦＡＸ２５１－０１３３】 

講座名・氏名・電話・住所を書いて往復はがき･FAX で申し込み・〆切 12/20 後抽選、空きがあれば先着順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆親子の英語遊び 

1/11,25,2/8, 22（水） 

10:30～11：00 2000 円（4 回）、 

2 歳～入園前、８組 のり、はさみ、クレ

ヨン、セロテープ、ハンカチ、広告紙 

☆ヤサイを使った押し花 

1/13,27,2/10,24,3/9（金） 

13:00～14:45 3000 円（5 回）、 

成人、10 人 

新聞紙、はさみ、セロテープ 

☆ベビーヨガ＆ママヨガ 

1/13,27,（金） 13:30～14:30 

1 回 1000 円、3～14 ヶ月までの親

子、10 組 動きやすい服装、タオル、水 

500 円(1 回)、成人、10 人、筆記用具 

☆季節を伝えよう！絵手紙入門 

2/1,15,3/7（水）12:30～14:30 

300 円（1回）、成人、10人、筆記用具

☆えいご KIDS FUN 

2/8,15,22（水）15:00～16:30 

1500 円（3 回）、幼稚園児、8 人 

のり、はさみ、クレヨン、セロテープ、ハンカ

チ、広告紙 

☆ ジュエル DeCoRe 

2/22,3/21（水） 9:30～11:30 

1500 円（１回）、成人、18 人 

アルコール入りウエットティッシュ、繊維の

少ない服 

☆初心者の油絵入門 

1/17,31,2/7,21,3/6（火） 

9:30～11:45 2500 円（5 回）、成人、

16 人 油絵の道具一式（初回購入可） 

☆初めてのヨ～ガ 

2/13,27（月） 13:30～14:30 

2000 円（2 回）、成人 12 人 

動きやすい服装、タオル、水 

☆初めての社交ダンス 

1/24,31,2/7, 14（火）10:00～12:00 

1000 円（4 回）、20 人 

動きやすい服装、タオル、水 

☆気軽に韓国茶会 

1/29,2/26,3/25（日） 13:30～14:30 

 
 
 
 
 

私はうらふね納涼祭（8月）、みんなの「わっ！」フェスタの両方に参加し、と

ても楽しい時間を過ごさせていただきました。 

うらふね納涼祭はたくさんの地域の方々が楽しそうに参加されているのがとて

も印象的でした。あまり外国人の方の参加がなかったようでしたが、もし自分だと

しても慣れない環境の中このような地域イベントに自ら参加するのは難しいなと

感じました。そして大学生として、そのような方々が参加しやすいように地域住民

と交流できるような場をコーディネートしたり、くじけそうな時に相談に乗ったり

してサポートする立場になれたらと思いました。 

今回のみんなの「わっ！」フェスタでは、外国の料理やお茶をはじめとして日本

語教室の生徒さんによる日本語スピーチなど、在住外国人の方と地域の皆さんが一

緒に楽しめる場面がたくさんありました。 

またおいしい手打ちそばや街の先生のミ 

ニ体験講座もあり、日本の良さ、自分の 

住む街の良さというものを再確認できる 

場でもありました。グローバル化が進む 

中、皆が共生していくヒントがたくさん 

詰まった素敵なイベントでした。 体験コーナーはどこも人気。写真は習字・絵手紙。

★★好評受付中★★ 

夫婦で参加してみませんか 

「南区おそうざい」 
講座 

1 回目「豚の角煮」を夫が、2 回目

「だし巻き卵」を妻が、お店の方か

ら教わります。ヨーガ体験、野菜

の話ありのユニークな講座です。 

日時：1/14、21、28 の土曜日 

全 3 回 10～12 時半 

会場：大岡地区センター 

対象：夫婦（30～40 代優先） 

で全回参加でき、南 

区在住・在勤の方 

定員：15 組 30 名 

1 歳以上の保育付き  

費用：1 組 1,000 円  

  （欠席でも返金しません） 

問合：横浜市南区地域振興課

区民活動支援担当 

TEL 743-8197 

FAX 712-0404

  みなみラウンジの行事に参加して  小林愛鐘 

               （明治学院大学国際学部国際学科 1年） 

YOKE の「国際機関実務体験プログラム」の研修生として 

納涼祭に参加し、今回もフェスタで写真撮影担当として活躍 

あしなの

「 だ し 巻  

き卵」 



  

 
               

                            

 
                                    
                                 
 
                                         
                                       
 
               
 
 
    

 

◆ WE
ウ ィ

ショップみなみを拠点に私たちがめざすこと  
①使われなくなったモノを必要な人に使ってもらうことで、リユース・リサイクルを進めます。 

 ②アジアの人々（とりわけ女性）の生活の向上と自立のための活動を支援します。 

 ③人と人をつなぎ、ボランタリーな活動や共に学び合う人の輪を地域に広げます。 

 「ＷＥ」とは：W omen's Empowerment（女性が力をつける）の略で、女性が力を高め、 

市民交流の中からアジアの平和を築いていこうというビジョンを表しています。 

◆ 活動内容 

 ①リサイクルショップＷＥショップみなみ井土ヶ谷店の運営 
 ・地域の皆様からの提供品（寄付：衣類・食器など）を販売。 

 ・フェアトレード品やリメイク品も販売しています。 

・ボランティアの参加で運営。 

 ②海外支援活動＆交流 
・ＷＥショップみなみの収益より、アジアの女性・ 

市民の自立支援活動をしている団体に助成。 

・2010年度は、東日本大震災の救援・ 

復興活動にも支援金を送りました。  

  ③ＷＥ講座の開催 
・貧困の問題など世界で起きていることや 

支援先のことを学び合います。 

④リメイク品づくり 
・古着・古布を使い、リメイク品（布ぞうり、エコバッグなど）の制作・販売やリメイク講座の開催。 

ＷＥショップみなみ井土ヶ谷店         
定休日：日曜・祝日・第 2土曜日      営業時間：平日 10 時半～17 時  土曜 13 時～17 時 

〒232－0006横浜市南区南太田３－５－４ ピア２１ヨコハマ 101    TEL/FAX 045-715-4410  
(京急井土ヶ谷駅より徒歩７分)                    URL http://we373.ciao.jp 

もう家では使わなくなったけど、 
まだ使えそう…そんな衣類・食器が
ありましたら、ご寄付ください！ 

ボランティアしてみませんか？
（交通費支給） 

2010年度の支援先 

★インド:保育園活動や農産物・ 
手作り品の販売活動 

★ネパール:高校の教育支援活動 

★東日本大震災救援・復興支援活動

家計に優しく、 
支援につながる 
お買い物を！ 

特定非営利活動法人  
ウ ィ

（ＷＥショップみなみ） 

＜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2月初旬（3月発行）。4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 

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

http://tabunka.minamilounge.com/ 
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） 


