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今年のみなみ
あなたはどれに参加したいですか？
お祭り＆地域連携

街の先生紹介事業
1 日体験講座 7/23(水)~7/26(金)
（2 面に詳しい紹介があります。ご覧ください）
★パネル展開催中 5/29~7/30

うらふね納涼祭 8/24(日)
浦舟複合福祉施設全館あげて
のお祭り。街の先生・団体が

講座を開催する「街の先

毎年参加。ステージもあります。

生」が一生懸命作りました。

レインボーフェスタ 9/27(土)
中村小学校体育館での中華獅

研修会 10/18(土)

子舞は毎年人気です。当施設テ

「自分の活動を短く、分かりやすく伝えるには」

ントは、フェースペイントが行

「街の先生」や「市民活動団体」がフェスタでのビデオ

列になります。

紹介に備え、そのノウハウも学びます。

みんなの「わっ!」フェスタ
11/29(土)
ラウンジスタッフ・市民活動

多文化事業

団体・街の先生・地域の人たち
とで手作り感いっぱいのフェス

“やさしい日本語”内部研修会

5/29 実施済

タを開催しています。

やさしい日本語でお便りを作るワークに挑戦しました。
日本語ボランティア講座 実践編 7/9・7/16 (水)
区内で活動する日本語ボランティアの皆さんが、ますま
す元気に活動を続けていくために、写真とイラスト満載の

街の先生パネル展 日時未定
登録の先生も増え、パネルの
数も多くなり壮観です。

教科書を使った楽しい講座を行います。ボランティア同士
のネットワーク作りもめざしています。
日本語ボランティア講座 基礎編

外国人専門相談（無料・要予約）

初秋に開催予定です。
興味のある方はお問合せください。

まるごとみなみ施設交流会

第２木曜日 法律相談
第３木曜日 行政相談
第４木曜日 教育相談

6/20~1/16（金）

施設職員対象。南区内施設の連携をめざして、5 回にわたり講座を開催します。
地域課題解決講座

全 5 回程度

困難を抱える若者の現状と課題 ～地域が連携して出来る事～（仮題）
市民活動とラウンジ機能を併せ持つ、当施設ならではの切り口で企画中です。

お待たせしました!! 年に一度、恒例になった体験講座を
7 月 23 日から４日間開催します。新しい出会いを楽しん
でいただけたらと思います。申込み・問合せは当施設まで。
電話 045-232-9544。〆切７月１５日（多数の場合抽選）。
〈個人情報は本講座のみ使用します〉

２３日
（水）

トールペイント

加藤 幸子

２３日 足裏から元気になろう
（水）

親子でエコバッグを作る

足の反射区図表を見ながらもんでみる
10:00～12:00 300 円 8 人 どなたでも
[持ち物] ﾀｵﾙ 飲み物 膝の出るｽﾞﾎﾞﾝ

10:00～11:30 500 円 16 人 幼児～大人
[持ち物] 水入れ 新聞紙 古ﾀｵﾙ

音楽療法で健康教室

２３日

奥住 昌子

（水）楽しく歌って口腔体操、楽器で脳活性など
10:00～12:00 無料 20 人 60 才～
[持ち物] 動ける服と靴 飲み物 汗拭き

２４日 家族で楽しくお片付け
（木）

松本 真由美

整理収納の基礎と子どもをやる気にさせるコツ
10:30～12:00 100 円 20 人子育て中の父母 他
[持ち物] なし

２４日 英語を基礎からやり直そう

石橋 広子

（木）中学の教科書を使用し基礎から学び直す

２４日 レンジで涼しく昼ごはん作り

かな書道でミニ軸飾り

10:00～13:00 800 円（親子：1,000 円） 12 人 中学生～
[持ち物] エプロン 三角巾 布巾

女の子の花帽子

２４日
（木）

台紙に押し花を乗せ、可愛くリボンをつける

13:00～15:00 800 円 12 人 大人
[持ち物] 新聞紙 ハサミ セロテープ ティッシュ

２５日 キッチンハーブの寄せ植え 五十嵐 景子
（金）寄せ植えで使ったハーブで作れるレシピも紹介

井上 博峰

簡単なハングル

２５日
（金）

宮田 直幸

（金）百人一首を使って行う競技かるたのルール

13:00～15:00 100 円 12 人 中学生～
[持ち物] 筆記用具

介護保険の上手な使い方

２６日

マリヤン

福岡 浩

（土） 介護サービスが必要になってから慌てないために

13:00～15:00 200 円 10 人 小学 5 年生～
[持ち物] 筆記用具 T シャツ ジャージの下

ペルシャ料理

朴 貞花

日本語から入るハングル教室

10:00～12:00 300 円 10 人 子ども～
[持ち物] 持っている人は書道具一式

２６日

森 千代子

10:00～12:00 1,000 円 10 人 成人～
[持ち物] 持ち帰り袋 汚れても良い服

（金）小筆でかなに挑戦、子どもはひらがなを硬筆で

２５日 競技かるたの初心者教室

柴田さやか

（木）暑い夏の料理作りを涼しく乗り切るワザを伝授

14:00～16:00 150 円 15 人 40 才～
[持ち物] 筆記用具

２５日

内藤 千晴

10:00～12:00 無料 24 人 興味のある方
[持ち物] 筆記用具とメモ用紙

２６日 パパ、ママと楽しく英会話

外川 慶愛

（土）サフランごはんやスープ、なす・チキンの料理

（土）英語の苦手なパパ、ママにこそ参加してほしい

10:00～13:00 800 円 10 人 興味のある方
[持ち物] エプロン 三角巾

10:00～11:00 500 円 8 組 未就園児と親
[持ち物]クレヨンかクーピー

２６日

ビブリオバトル：知的書評合戦

村上正

（土）自分の好きな本を 5 分で紹介、1 番読みたい本を決める
13:00～15:00 100 円 24 人 中学生～
[持ち物] 紹介する本

２６日

実は簡単！フランス語

大崎 出

（土）日常会話を通してフランス語の発音の易しさを体験
14:00～15:30 50 円 8 人 興味のある方
[持ち物 筆記用具

市民活動団体事業紹介
パソコンＷiｎｄｏｗｓ8.1 を使いこなしましょう!!
最新パソコンを買ったものの、操作が

秋の講座実施予告！

【区民が企画運営する講座】

地元の魅力を再発見する講座が 9 月スタートします！

みなみ郷土の歴史講座

全6回

変わって使いにくくなったという声を耳にし

南区の歴史を学び、まち歩きをしながら、あなたの生活に

ます。そんな方たちを対象に講座を企画し

学ぶ楽しみと知る楽しみを加えてみませんか？

ました。

今回は最初の 2 回だけちょっとお知らせします。

① 7 月 18 日「Ｗｉｎｄｏwｓ8.1 の基礎知識」
② 7 月 25 日「ワード・エクセル 2013 の新機能」
時間：13:30～16:00

ともに金曜日

1 回目 9 月 4 日(木)

開講式

講義①「鎌倉・室町から戦国時代の南区」
2 回目 9 月 18 日(木) まち歩き

費用：各 1 回 1,000 円（資料付）

詳しくは広報よこはま南区版 8 月号で確認ください！

会場：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
（〒232-0024 南区浦舟町 3-46 浦舟複合福祉施設 10 階）

主催: 「みなみ郷土の歴史講座」運営委員会
（南区役所からの委託事業です）

申込：住所・氏名・電話番号を記載して、郵送（上住所）
またはｆａｘ０４５－２４２－０８９７で、横浜ＩＴサロン本
部宛てに送る。

鎌倉彫

谷川恭代さん

主催：横浜ＩＴサロン本部 ０４５－７１１－６６６０（岩井）

第 6 回カワセミウオッチング
7 月 6 日（日） 10:00～12:00 雨天中止
大岡川では季節ごとに、コサギやシ
ジュウカラなどの野鳥を見ることができ

5 月 14 日から 4 回にわたり「鎌倉彫の基本を学ぼ

ます。7 月に美しいカワセミ（写真） を一

う」という講座が、中村地区センターで開催されま

緒に見てみませんか？

した。彫りに適した桂の木に 21 センチのさくらんぼ

・集合場所：観音橋（弘明寺商店街近く）
・持ち物：望遠鏡または双眼鏡（ある人のみ）

主催・問合せ：大岡川ＦｕｎＣｌｕｂ

７１５－２８３１

当日：０８０－６５５６－５３３９
ひだまりの森 子育て期の相談
あなたの子育て経験を生かしてみませんか？

相談員養成研修 講座参加者募集
子育ての悩みなどの無料電話相談をおこなっている「ひ
だまりの森」では 6 月から 12 回にわたり相談員養成のため

の絵柄のお盆を作ります。このデザインは谷川さ
んのオリジナルで可愛く、評判が良いので今回選
んだそうです。さくらんぼのつるんとした感じが出
るように削るのが難しいです。木には逆目がある
ので、お皿を回しながら削ります。参加者はみな
熱心で、休憩の声をかけても手を休めず頑張って
いました。先生は順番に回って手を入れます。
和気藹々とした良い雰囲気の中、「仕上がりが
楽しみ」と先生も参加者も話していました。

の講座を開催します。臨床心理士・看護師・大学教授など
を講師に迎えるほか、実際の相談内容の概要や相談に応

当施設と中村地区センターは平成 21 年度から街の先生を

じる基本姿勢、児童虐待、ＤＶなど多岐にわたる充実した内

活用した“デビューフェスタ”などで連携し、毎年パネル展や紹

容となっています。

介フェスタなどで交流のある関係です。

会場：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジほか
参加費：一括払い 5,000 円（1,000 円割引）、500 円（毎回）
資料代 500 円（全研修分）

春には素晴らしいお雛様が飾られ、私たちの目を楽しませて
くれます。幼児から高齢者まで地域の人達に利用されていま
す。レインボーフェスタや中村地区
連合まつりの会場になったりと地域

参加資格：子育て経験と当法人の活動に関心のある方

活動の拠点として、これからますま

問合せ・申込み：電話 045-341-3607 （月～木 10～16 時）

す存在が大きくなることと期待され

主催 ＮＰＯ法人ひだまりの森

ている施設のひとつです。
南区市大病院裏にあります→

科学工作クラブ
簡単な科学工作を通じて
子供たちを理科好きにしようと
頭をひねっているボランティアクラブです

代表：有馬 正人
℡：080-2330-5110
ﾒｰﾙ：arima13@jcom.home.ne.jp

◇活動のあゆみ
およそ８年前、ＮＰＯ法人「おもしろ科学たんけん工房」のメンバーの一部が、子供向けの易しい工作を開発す
るべく、数人で集まったのが始まりです。現在では、「おもしろ科学工房」のほか、独自にも活動しています。
身近にある材料・自分で作れる・動く・光る・音が出るなどをコンセプトに、楽しい科学おもちゃを開発、試作して
います。こうして、完成した作品は、南区を中心に、地区センターやコミュニティハウス、ケアプラザなどで、「親子
工作教室」、「子供科学工作教室」として、紹介、作製指導をしています。
目的は、子供たちの輝く笑顔、喜びで驚く顔を見たいことと、子供たちの理科への好奇心を刺激して、将来科
学好きな子になってくれることを、目指しています。

◇活動内容
最近開催の教室と作品は、
・上大岡コミュニティハウス：「おそうじロボ・サンバ」
・六ツ川地域ケアプラザ：「おそうじロボ・サンバ」
・大場地域ケアプラザ（あざみの）：「モールス信号機」
・港南国際交流ラウンジ：「おさんぽロボ」

生徒作品 「おそうじロボ・サンバ」

その他に、今までの指導作品には、「ブルブル昆虫」「ねずみロボ」
「二輪車セグウェイ」「風に向かって進む風力車」「光る星座ボード」
「くるくる虹色リング」「もどっておいで」「踏切警報機」「ストロートロ
ンボーン」「ＩＣラジオ」などがあります。
また、開催会場は、上記以外にも、浦舟コミュニティハウス、別所コ
ミュニティハウス、睦コミュニティハウス、大岡地区センター、南セン
ター、各小学校科学クラブなどでも開いています。
会場風景（上大岡コミュニティハウス）▲
▼ 自作の作品で、いざ競争

その他、公的施設でご要望があれば、相談に応じます。

◇これからの夢
子供たちの理科離れが、顕在化して久しい昨今ですが、私たちの活
動を通じて、もっと、もっと理科好き、工作好きの子供たちが、巷にあふ
れるようになるといいな、と考えています。さらにその子供たちが親に
なり、我が子に教えて、・・・と、続くこと。“技術立国・日本、フォーエバ
ー”を、願っています。

＜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 ８月中旬（９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）

