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みんなの「わっ！」フェスタ開催決定
日時：11 月 23 日（土・祝日）

11～15 時

今年で 3 回目を迎える“みんなの「わっ！」フェスタ”は、午前に日本語スピーチ大会をおこないます。
会場が賑やかになりすぎて、「せっかくのスピーチが聞こえない」との声にお応えするもので前年度の反
省にたって少しずつフェスタの内容も変化しています。
もちろん①世界のお茶と料理②民族衣装の着付け③ステージで
の演奏と踊り④街の先生と市民活動団体によるミニ体験と活動
紹介コーナー⑤みんなで歌いましょうなど人気のメニューは健在。
新たに⑥フェスタの中継などを企画中です。お楽しみに!!
世界のお茶・フィリピンダンスと歌などで
大活躍したアジアン ジェイの皆さん→

●地域連携●

●進行中の多文化共生事業●

第８回レインボーフェスタ☆みなみ

日本語ボランティア講座 2013 基礎編

9 月 28 日(土)10:00～14:00 雨天決行

日時：9/24～12/17 のうち 8 回（全火曜日）

会場：中村地区センター・どんとこい・みなみ・
中村小学校校庭・中村特別支援学校

11/13～12/17 は日本語ボランティア教室
で体験をします。

内容：模擬店・和太鼓・中華獅子舞・チアダンス・

インターカルト日本語学校の先生方を講師に迎

コーラス・ちんどんや・各施設相談ブース・

え、「日本語を身につける手伝い」の基本をコー

フリマ・物産展・スタンプラリーなど

チします。終了後は区内で日本語ボランティアと

中村・浦舟地区にある１８の施設・団体（含学校・保
育園）が実行委員会を作り共同開催しています。
みなみ市民活動・多文化共生ラウンジでは地域連
携には積極的に取り組みたいと平成 22 年から参
加しています。今年も南区子育て拠点「はぐはぐの
樹」と同じテントで街の先生によるフェイスペイン
ト、アロマの石鹸作り、
ビーズアクセサリーで
参加し、施設のＰＲと各
種相談に応じます。

して活動するのが目的となります。

南区外国人中学生学習支援教室
夏休みには補習を 2 回行い新学期にそなえまし
た。9/4 からここでの授業が始まりましたが、早
めに来て勉強する子どもたちの姿がみられるよ
うになりました。
<対象>区内在住の外国にルーツをもつ中学生
<費用>無料（交通費は自己負担）
・毎週火曜日 17:00～18:30
・サポーターとのマンツーマンによる授業

【問合せ・申込み先】
〒232-001 横浜市南区花之木町
3-48-1
南区役所地域振興課 区民活動支援担当
ｔｅｌ045-743-8198 ｆａｘ045-712-0404

ウクレレで地域を楽しく

～誰でも弾けるウクレレで自分らしく楽しく地域で輝く～
“何か楽器を始めてみようか”とお考えの方、手軽に始められるウクレレはいかがですか？
【日 時】 10/24、31、11/7、14、21、28、12/5、12、19
H26. 1/16、23（すべて木曜日の全 11 回）
10:00～11:45（１月は時間変更あり）
【場 所】 大岡地区センター、大岡地域ケアプラザ
【対 象】 成人、ウクレレを弾いて歌って、元気をわけてくれる人、20 人 初心者歓迎！（抽選）
【内 容】 初めの８回は実習中心、地域で披露することを目標にしています
【教材費】 2000 円（ウクレレは持参・初心者用 5000 円程度の共同購入あり）
【申込方法】 9/27（必着）往復はがきで①講座名“ウクレレで地域を楽しく”②〒住所 ③氏名
(ふりがな) ④電話番号⑤ウクレレ購入の要・否（要・否は必ず書いてください）

美文字教室

～自分と地域のために学ぶ～

美

人気のペン習字！あなたの気持ちを美文字にしませんか
文字の基礎を学んで、きれいな字ではがきを書きましょう
地域のためにも活動できます
【日 時】 12/6、20、H26.1/10、24、31
（すべて金曜日、全 5 回） 9:30～11:30
【場 所】 みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ、浦舟地域ケアプラザ
【対 象】 成人、仲間づくりと地域活動に興味のある人。20 人（多数抽選）
【教材費】 200 円（全 5 回分）
【持ち物】 万年筆またはデスクペン・国語ノート（１０マス）
【申込方法】 11/8(必着)往復はがきで①講座名②住所③氏名(ふりがな)④電話番号⑤応募動機

文
字

★箏（こと）演奏者・・未経験でもＯＫ★

☆サンバの会と「街の先生」のコラボ企画が始まります

12 月 7 日（土） 南区三曲会チャリティー
演奏会に出演して下さる方を募集します
対象者：小学生（3 年以上）・中学生

●第１弾

親子で骨盤体操

街の先生：木下英子

10 月 16 日（水） 11 月 6 日（水）

練習日：10 月、11 月の毎月 2 回 計 4 回

10:00～10:50 骨盤体操

曲 目：花筏（はないかだ）

11:00～11:40 育児おしゃべりサロン

〆 切：9 月末日
●第 2 弾
＊箏・爪などは用意します
＊詳細は南区三曲会 本部 050-7541-0881
事業部 711-4130 迄

親子で英会話

街の先生：外川慶愛

11 月 27 日 Ｈ26 1 月 29 日、2 月 26 日、3 月 26 日
10:00～12:00 いずれも水曜日
10:10～10:40 英語で遊ぼう
11:00～11:45 育児相談

♡♡♡♡♡ 南区三曲会 チャリティー演奏会 ♡♡♡♡♡
アットホームな会です。皆様のお出でをお待ちします

＊要予約（空きがあれば当日ｏｋ）

日時：2013 年 12 月 7 日（土）

場 所：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ

12:30 開場 13:00 開演～15:00 終演

参加費：500 円

場所：南公会堂

申込み： サンバの会 わたなべけいこ

料金：前売り 800 円 当日 900 円

連絡先： 090-6341-7091

８月１日（木）に、永田台コミュニティハウスで開催された

No２．永田台
コミュニティハウス

“夏休み子どもクラフト祭り・・・ナチュラルクラフト・リボンク
ラフト・万華鏡・水鉄砲”にお邪魔し
ました。取材したのは街の先生に

地元に密着した活動施設です

登録しているお

親子の活動場所の提供を

二人。木の実（カ

めざします

ラ マ ツ ・ ヒマ ラ ヤ
スギ他）や種（カボチャ・黒豆・とうもろこ

永田台小学校の敷地内にあるコミュニティハウスです。

し・メロン他）を使ったウインドチャイム作

学校の正門をあけて校舎の脇をぐるりと回って入るので、

りは土田泉さん。子どもは見本通りに作

初めて訪問する人にとってはちょっと入りにくいかもしれま

らないので発想が自由でおもしろいの

せん。３階まで階段で上がるので、高齢者にとっては体力

だそうです。

のバロメーターになっているそうです。

阿部朋代さんが指導するのはリボン

部屋は全部で４つ、和室には水屋もあり茶事も行えます。

クラフト。何本かのリボンを編んで、伸

サロンは予約なしでも使え、通りがかりの人たちが活動の

びるきれいなリボンの紐作り。リボンがよじれたり、うまくい

様子を覗くことができ、お互い交流できる貴重なスペースと

かない子もいますが、要領を飲み込むとどんどん編んでい

なっています。今回の“夏休み子どもクラフト祭り”もサロン

きます。タッチペンとつなげればペンが迷子にならず便利

で出会った人たちのアイディアをもとに開催が決まったそう

と、出来上がったリボンを首からさげていました。

です。

子どもたちに手作りの良さを知ってもらい、自ら作ったも

アクセス：京急弘明寺下車、神奈中バス 11 系統「弘明寺口」
～「南永田団地」行 終点

のを大切にしてほしいという願いをこめて子ども向け講座
を開催しています。

１日体験講座＆納涼祭
７月２６～２９日の４日間にわたり、「街の先生」１日体験講座が１４講座が開催されました。
そのうち３つのグループができ、浦舟コミュニティハウスで活動を開始しています。
☆一矢会（いちやかい）スポーツ吹き矢

☆オカリナえみの会

☆ベリー
ベリーダンス

引き続き８月１８日（日）には、第９回うらふね納涼祭が開催され、「街の先生」「活動団体」がミニ体験・ステージ・販売
などで活躍されました。ステージはたっぷりと時間をとっての発表だったので、先生方がそれぞれに趣向をこらし充実
した内容となりました。“オカリナ”では、大小様々な大きさのオカリナで音色とそれぞれに合った曲が演奏され、“フラ
ダンス”では観客も一緒に振りを行い、“端唄と三味線”ではじっくりと聞かせたほか「かっぽれ・昭和の歌」まであり、
“歌いましょう”も用意した曲全部を歌いきり、みな楽しく過ごしました。

音声訳グループ

「ピノキオ」
ながむら

視覚障がい者に身近な情報を
音声にして届けています

代表：長村由紀子
連絡先:045-731-1063

活動のあゆみ
平成 4 年に活動を始め、20 年が過ぎました。浦舟町にある南区社
会福祉協議会内を拠点に活動しています。現在の会員数は 17 名。
今年の横浜市長選の選挙公報音訳テープ作成などにも携わりまし
た。横浜市音声訳ボランティアグループ連絡会に所属し、年に 4 回の
会議で情報交換をしています。

活動内容
◆小説（90 分・1 本）◆エッセイ（60 分・1 本）◆生活情報（60 分・
2 本）の 4 本のテープ（ＣＤ）を作り、毎月第 2 火曜日に南区の視覚障
がい者（登録利用者は 40 名ほどで、無料でサービスを受けることができま

録音したテープをダビングしています

す）に発送しています。①窓：スポーツ・芸能・本の紹介、②美味しい暮らし：衣・食・住、③万華鏡：小説、④

エッセイ：エッセイの 4 つのグループに分かれ、月の当番を決めて一人一つの分野を持ち回りで担当します。録音
したものはダビングして全員が聞き、チェックを入れ修正していきます。活動日や定例会（第 4 火）だけでは時間
が足らず家や社協で録音することもありますが、喜んで聴いて下さる方がいらっしゃるので充実感を感じています。
★

希望者には対面朗読・プライベートの本の音声訳もしています。

★「ピノキオ」ご利用希望の方は、南区ボランティアセンターＴＥＬ045-260-2531 までご連絡下さい。

音声訳（録音ボランティア）入門講座開催
～発声・発音から指導します。どなたでもできます～
視覚に障がいのある方たちへテープ・ＣＤに情報を録音して提供する、ボランティア育成のための
「音声訳入門講座」を「ピノキオ」と南区社会福祉協議会の共催で開催します。
＊日時

平成２５年１０月８日～１２月１０日（毎火曜） 全１０回

＊会場

南区福祉保健活動拠点（通称トモニー） 多目的研修室他

＊対象

講座終了後に音声訳ボランティア活動できる人

＊参加費 １５００円（テキスト代含む）

午前１０～１２時
定員２０人（多数抽選）

＊参加希望者は講習２回目に徴収
＊１回目（10/8）はオリエンテーションと趣旨説明

＊申込み〆切 ９月２８日までに電話またはＦＡＸで申し込む

（氏名・住所・電話番号を記入）

＊申込み・問合せ先 南区ボランティアセンター ℡ 045-260-2531 fax 045-251-3264

＜お知らせ＞
『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？
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、活動などをＰＲする
ことができます。
次回原稿〆切 １１月中旬（１２月発行）

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）

