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みんなの「わっ！」フェスタ開催決定
日時：11 月 5 日（土）11 時～15 時
今年で 6 回目を迎える“みんなの「わっ！」フェスタは、みなみラウンジに登録・利用している市民活動団体、街の
先生、外国人支援ボランティアが中心となって活動のＰＲや外国文化の紹介をします。

世界のお茶と料理

民族衣装の着付け体験
（振袖・民族衣装）
日本語スピーチ大会も
あります！

街の先生と
市民活動団体による
ミニ体験コーナー・
活動紹介コーナー
琴と尺八の演奏
みんなで歌おう、日本の歌
フィリピンダンス・タイダンス
オカリナの演奏
日本舞踊

まるごとみなみ施設交流会スタンプラリーも始まるよ
区内の 19 施設が合同で開催するスタンプラリーです。
期間：平成 28 年 11 月 5 日（土）
～平成 29 年 2 月 28 日（火）
みなっちのスタンプを 3 つ集めてね！
ステキな景品がもらえるよ～

参加施設：永田地区センター・永田地域ケアプラザ・南図書館・
南スポーツセンター・南センター・白朋苑・大岡地区センター・はぐは
ぐの樹・吉野町市民プラザ・フォーラム南太田・浦舟地域ケアプラ
ザ・フリースペースみなみ・どんとこいみなみ・中村地区センター・中村
地域ケアプラザ・・清水ケ丘地域ケアプラザ・六ツ川地域ケアプラザ・
睦地域ケアプラザ・みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ

～箏 と三 絃 と尺 八 による
第16回 南 区 三 曲 会 チャリティ演 奏 会 ～

秋の イ ベ ン ト 案内
レインボーフェスタ★みなみ

場所：南公会堂
六ツ川音頭・日本舞踊とのコラボあり
日時：12 月 3 日（土）
開演：13：00（開場 12：30）
終演予定：16：00
曲目：さくら２１、未来花、越後獅子他
チケットは前売り 800 円、当日 900 円
（中学生以下は無料）
和やかな楽しい会です。皆様のお出でをお待ちしております
問合せ：南区三曲会 050-7541-0881

9 月 24 日（土） 10:00～14:00
場所：どんとこいみなみ・中村地区センター
中華獅子舞
有希乃路央コンサート
大道芸人アスカ
施設相談ブース
フリーマーケット

バルーンアート
昇龍（和太鼓）
演技発表と展示
模擬店

みなみラウンジからは
フェイスペイント ・ くまもんの折 り紙

南区ボランティア・ガイドと歩く横浜の古道・旧街道
◆日時 第 1 回；12 月 15 日（木）9 時 30 分～15 時吉田新田から横浜道を歩く（講師による歴史講座あり）
第 2 回；1 月 1９日（木）9 時 30 分～15 時弘明寺道・金沢道から保土ヶ谷宿を歩く
◆対象・定員

成人で５～７Km 程度 歩ける人 各回 30 名（先着順）

◆参加費 各回とも 500 円

◆問合せ

電話

◆申込

12 月 5 日まで

045 742-3583 みなみ ガイドボランティアの会（柴澤）

教室訪問～ＳＴＥＰ英会話～
8 月18 日（木）浦舟コミュニティハウスで行われている教室にお邪魔し
ました。「ＳＴＥＰ英会話」は、2 年前の街の先生一日体験講座の
参加者が、継続して学習したいと立ち上がった教室で、現在 6 名
（男性 1 名、女性 5 名）の会員が活動しています。
カーペンターズ「Top Of The World]を歌ってスタート。先生は、説明
も会話も英語で、生徒も出来るだけ英語で答えます。この日は、富士
登山について話が弾んでいました。「英語で言って」と先生が促す場面
もみられ、英語を使って話す雰囲気が自然にできていました。テキスト
は中学 3 年生の英語の教科書を使っています。笑顔で話す、和やか
な雰囲気の英語教室でした。

うらふね納涼祭（8 月 21 日）
納涼祭では、街の先生・活動団体が体験
講座・ステージ・販売で大活躍でした。
ステージでは、クラリネット・バトントワーリング
・紙芝居が趣向を凝らした素敵な発表を
してくれました。
フラメンコ・ヨガ・k-pop で韓国語・書作・
認知症予防体操コグニサイズ・俳句と川柳
フットトリートメント・マイ食器づくり（絵付け）
の８講座で、延べ 70 名ほどの参加があり、
「初めてだけど、一日体験だからこそ気軽に
参加してみることが出来た」、「今後も習い
たい」、などの声をいただきました。

現在、メンバーを募集中です！
ＳＴＥＰ英会話
毎週木曜日 15：15-16：45
会場：浦舟コミュニティハウス
問合せ：石橋先生（721-2914）

街の先生紹介
自分の特技をいかして地域に貢献したい
方、文化・スポーツ・国際交流・市民活動
など、ボランティアとして意欲的に取り組んで
いただける方、依頼に応じた指導が出来る
方の登録をお待ちしております。

タウンニュースの記者が「見た・聞いた・感じた」
このコーナーでは、地域情報新聞「タウンニュース」南区版の門馬康二編集長が、
日々、南区を回る中で感じたことなどを綴っていきます。門馬編集長は南区を担当して
10 年目。区役所などの行政機関や商店、市民団体などを取材し、イベントなどの現
場にも足を運んで記事を書いています。

吉田新田完成 350 周年へ
現在の関内駅から日枝神社付近に広がる吉田新田の埋め立て地。この地は江戸時代前期に吉田勘兵衛によって開墾
されたもので、横浜発展の基礎を築いた新田です。完成したのは寛文７年
新田の鎮守として創建された日枝神社
(1667 年)。開始から完成まで 10 年もかかる難工事でした。
来年、2017 年は新田完成から 350 年の節目を迎
えます。それを祝おうと、今年から市民団体や商店街が
動き始めました。その一つ、「お三の宮通り商店会」はこ
れまで、協力関係にある地域住民らによる「まちづくり委
員会」と神社につながる道に石のモニュメントや案内板を
整備してきました。
商店会は７月に日枝神社の境内で酒の呑み比べな
どを楽しんでもらう「お三の宮神社フェス」を開催。多くの
人が集まりました。神楽殿を使ったライブなど、斬新な企
画もあり、盛り上がりを見せました。
横浜開港よりはるかに長い歴史を持つ吉田新田。南
区や中区の人以外にも広く知ってほしい存在です。今
後、区の取り組みを含め、さまざまな動きに注目です。

あなたの特技を「街の先生」としていかしてみませんか
平成28 年
6 月～8 月に
登録いただいた
「街の先生」を
紹介します。

書道：松岡文子
漢字（楷書）
専門に
指導いたします。

マジック：金井幸臣
テーブルマジックから
ステージマジックまで
行います。マジック教室
での指導もできます。

ヨガ：加納裕子
英語と日本語で
ヨガを教えることが
出来ます。
姿勢改善ヨガ・
コアヨガ等

健康管理：佐藤朝生
生活習慣病予防指導士
健康管理に関する全ての
ジャンルでセミナーの開催、
相談対応、アドバイスなどを
行っています。

アイシングクッキー：太田美枝子
野菜パウダー等で着色
したアイシングで、自由
にクッキーに絵や模様を
描いて、素敵なアイシン
グクッキーを作ります。

登録団体活動紹介リレー

ファイバーリサイクルネットワーク(FRN)
代表：赤岡清子
http://www.fiber.jp/

＜活動結成の経緯＞
活動を立ち上げるきっかけは主婦たちの「もったいない！」でした。布はほぼ 100％再生可能で有能な資源
です！の事業者の話から勉強会を重ね、市民と事業者の二者合意で「古布・古着」だけ回収する仕組みを作
り、1992 年 6 月にＦＲＮを立ち上げ、今年６月２５周年を迎えました。
＜目的＞
1. 環境保全
2. 布の再資源化
3. ＦＲＮ基金 ※回収やイベントの収益金の一部をＦＲＮ基金として積み立て
毎年国内外の支援をしています。 25 年累計 12,006,537 円

＜活動内容＞
登録をしている回収拠点で「古布・古着」の回収を定期的に行い、全国から寄付で送られてくる和服類を整
理し、年三回開催の「リサイクルきものフェア」やＦＲＮ事務所でも販売しています。その「フェア」などで販売する
はぎれを作る着物のほどきや洗い、アイロン掛けを南区の地域作業所二カ所にお願いしています。また布の再
活用の提案として和布講習会も開催します。
＜今後の課題と夢＞
活動２５年はメンバーの入れ替わりもあり、立ち上げメンバーは少数となりました。今は「布」の循環と共に
「人」の繋がりを大切に、ＦＲＮ活動が更に２５年先も続いているイメーシを膨らませながら、繋ぎ続けて行っ
てもらえる為のシステム作りをしています。

開催中の催し物とこれからのイベント紹介
＊古民家食堂「ごんばち」ギャラリー
（藤沢市打戻 2982）

はぎれやリメイク品等の販売
開催期間：９月１日（木）～９月29 日（木）

＊「秋のリサイクルきものフェア」
10 月25 日（火）10：00～15：30

かながわ県民センター１階 展示場

募集中

① 回収拠点として参加してくれる個人・団体を
募集しています。
② 私たちの活動に参加協力してくれる活動支
援者（ボランティア）を募集しています。
※ボランティア説明会開催：
10 月 31 日（月）13 時より
FRN 事務所にて
詳細はお問い合わせください。

＜問合せ＞ファイバーリサイクルネットワーク事務所（月～金 10：30～16：00）
横浜市南区宿町２-４０ 大和ビル 101
045-710-6507

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
みなみ市民活動・多文化共生ラウンジは、誰もが心豊かでいきいきと生活できる元気な地域を実現するために自主的
な活動を応援します。スタッフによる市民活動・生涯学習の相談・情報の提供、機材の貸出・ミーティングスペース等の
利用ができます。お気軽にお立ち寄りください。

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
が出来ます。
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