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第3弾

まるごとみなみスタンプラリーが始まりましたよ～
南区内の 19 施設が合同で開催するスタンプラリーです。
これからあるイベントに行って、南区内の施設めぐりをしてみよう！

期間：平成 29 年 11 月 1 日（水）～平成 30 年 2 月 28 日（水）

＜1 月のイベント＞
●地域子ども新年会：ハートフルみなみ
1 月 13 日（土）10：30～15：00

●南センター新春発表会：南センター
1 月 20 日（土）10：00～15：00

＜2 月のイベント＞
四季のコンサート冬：どんとこい・みなみ
2 月 4 日（日）15：00～17：00
チケット事前予約制（約 50 名）

●スタンプウィーク：中村地域ケアプラザ
2 月10 日（土）～2 月16 日（金）
●南区ボランタリーフェスタ：

＜長期のイベント＞
中村地区センター：
1 月25 日～2 月3 日までの間

六ツ川地域ケアプラザ：期間中ずっと
フォーラム南太田：1 月19 日・2 月16 日

浦舟地域ケアプラザ
2 月18 日（日）11：00～14：30

●餅つき大会：永田地区センター
2 月25 日（日）10：30～餅がなくなり次第終了

●ひなまつり：地域包括支援センター白朋苑
2 月27 日(火) 10：00～11：30

普段行ったことのない施設やおもしろそうなイベントを探して、南区の施設をまわってね！
「日本語ボランティア講座（基礎編）」～外国につながる子どもの支援のために～
日時：2018 年１月 13 日（土）・27 日（土）10：00～12：00
内容：第１回：子どもの初期日本語クラスの教え方～「子どもの日本語ライブラリ」を活用して～
第２回：学校の勉強についていける日本語の底力をつけるために
第 1 回 講師：松井孝浩氏（鶴見国際交流ラウンジ館長）
第２回 講師：関口明子氏（公益社団法人国際日本語普及協会理事長）
場所：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
対象：原則として南区内で外国につながる子どもを支援している方・興味がある方・これから始めたい方
員：25 名（先着順）※2 回出席できる人優先
申込み方法：12 月 11 日以降、電話・ｆａｘ・メール・来館にて以下の①～⑥をお知らせください。
(① 希望講座名 ②氏名(ふりがな) ③住所 ④電話番号 ⑤あれば所属団体 ⑥志望動機）
問合せ先：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
tel：045-232-9544 fax：045-242-0897 Ｅメール：minami-kouza@yoke.or.jp

＜これから始まる講座案内＞
南区 区民企画講座の運営委員養成講座

＜ 「はじめの一歩」 地域で「何か」を始めたい人を応援します！ ＞
～講座企画の楽しさやノウハウ、仲間づくりを学びます。 講座企画を考えている方はぜひご参加ください～
毎週火曜日 9：45～12：00
会場：南区役所７階会議室
第１回(1/30)：仲間づくり①◆街を歩いてみよう～区役所周辺～
第２回(2/6):仲間づくり②◆みんなと学ぶ場を作ろう
＜講師紹介＞
～ドキドキゲームで仲間づくり名人になろう～
第 1・３・４・５回：
第３回(2/13):想いをカタチにする方法①
参画はぐくみ工房代表 竹迫 和代氏
◆講座を企画する楽しみ
◆企画の作り方、魅力ある講座とは？
第 2 回：
◆地域でやってみたいことを出し合おう！
横浜国立大学
第４回(2/20) :想いをカタチにする方法②
教育学部教授
有元 典文氏
◆講座を作ってみよう
◆グループごとに企画をたてる（講座企画書作成）
第５回(2/27) :想いをカタチにする方法③ ◆まとめ・企画発表
■対象者：南区在住・在勤・在学で、原則全５回参加出来る方
・地域活動に興味がある方 ・講座の企画運営をしてみたい方
■定員：１５名（応募者多数の場合、抽選） ■保育：1 歳以上未就学児まで（年齢により抽選あり）
■申込み方法：メール/葉書/ＦＡＸで、必要事項①～⑦を記入し、下記申込先まで。
①講座名「はじめの一歩」 ②氏名（ふりがな）・年代 ③住所 ④電話 ⑤ＦＡＸ
⑥申込み動機・関心のある地域活動等 ⑦保育希望の場合は子どもの氏名・年齢・アレルギーの有無
■申込・問い合わせ先:南区役所地域振興課区民活動推進係（南区浦舟町 2-33）
ＴＥＬ：341-1238 ＦＡＸ：341-1240 ｅｍａｉｌ：mn-kouza@city.yokohama.jp
■締切：平成 30 年１月 17 日（水）必着

＜みんなの「わっ！」フェスタ＞報告
11 月 3 日（金・祝）秋晴れの気持ちの良い日にみんなの「わっ！」フェスタが開かれました。
今年は史上最多となる 1000 人の入場者が訪れ、10 階フロアは大賑わいでした。
ステージ：
日本語スピーチ大会・各国の踊り・歌・街の先生の芸披
露などが行われました。今年は、ステージでお囃子を披
露した団体が会場
内で獅子舞も披露、
多いに盛り上がり
ました。

世界のお茶・料理：
5 か国のお国自慢の料理、
6 か国のお茶とお菓子が
提供され、
来場者と
出店者との
交流の場となっていました。

市民活動団体や街の先生による体験コーナー：
たくさんの方が展示物に見入ったり、教わりながら
体験したり、参加者が思い思いに楽しむ姿が
見られました。
民族衣装着付け体験： 日本の振り袖や韓国のチマチョゴリを着て、場内を歩く姿が多数見られました。
※みんなの「わっ！」フェスタは、当ラウンジに関わりある方 みんなで作り上げるイベントです。

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 11 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。

子ども支援者が初の交流会
南区内のこども食堂の主催者や学習支援など
を行う 13 団体が情報交換をする初の交流会が
11 月下旬にフォーラム南太田でありました。
こども食堂が区内で立て続けに開設されるなどの
状況を受け、南区役所や社会福祉協議会が「子
どもの居場所づくりネットワーク」を 2016 年 7 月に
設立。子どもを支援する新たな取り組みを模索し
輪になって自己紹介をする参加者
てきました。
交流会は団体のつながりを作ろうと同ネットワークが企画したもので、みなみ市民活動・多文化共生ラ
ウンジなど、13 団体から約 30 人が参加しました。各団体が活動を始めた経緯や内容を紹介。小学校
で土曜日に希望する児童に勉強を教えている団体からは「問題集の印刷費用が負担になっている」と悩
みが出され、それに対し、地域ケアプラザの職員が「相談してもらえれば、安く印刷できる可能性がある」と
アドバイスするなど、各団体にとって発見があったようでした。
さまざまな主体が子どもを支援する中、情報共有や連携によって、今後新たな動きが出てくるでしょう。

9 月～12 月に登録していただいた
「街の先生」を紹介します。

タイ料理：
岩瀬 スマリー
タイ料理を紹介します。
今年のフェスタでは、
グリーンカレーと
ガパオを作りました。

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。

インドネシア料理・
文化紹介：
クゥエ・リーリン/中崎スンニ

心と体の健康講座：
谷上 鎮隆

国際フェスタ等、様々な
イベントで、インドネシアの
料理や文化を紹介していま
す。フェスタでは、ナシゴレン・ソ
トアヤム・パステルを
作りました。

歌を通じて心と体の健康づく
りと認知症予防、学んで笑って
歌って感動する講演会を心が
けています。ザ・カンレキーズは
60 歳になった
記念に夫婦で
結成した

（ザ・カンレキーズ）

デュオです。

経済を学ぶ会
代表：箕輪京四郎
＜団体結成の経緯＞
代表である箕輪が横浜商業高校で教えた「経済」を Update しつつ、
国内・国際の経済からライフスタイル、幸福の問題まで、勉強し合おうと
立ち上げました。難しい理論や金儲けの話はしません。
＜活動内容＞
次のようなことをやってきました。
①戦後日本経済の歩み・景気・為替相場・株・金融・ＥＵ・農と食・原発・江戸の経済思想家など、
スライドを使って解説
②信用金庫・株式投資・土地問題・介護問題
スペイン巡礼の旅など、
経歴・関心に応じて会員が報告
③原発の燃料棒製造工場（久里浜）
自然栽培の野菜売り場とレストラン（センター北）
日本で一番大切にしたい会社（川崎）を見学
④外部講師のお話（中国植林・インドの有機農場研修・スイスＵＢＳ銀行の東北復興支援）
各回、10～30 分のフリートーク、気になる新聞記事、映画や本の紹介。
以上のほか、明治学院大学戸塚校舎の戸塚まつりで経済教室
（5 月末の 2 日間、「経済を直視し、人生論に及ぶ」、無料）
会員：いま数名（どなたでも歓迎）
日時：ほぼ毎月最終水曜日の午後 1 時～3 時
場所：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ（浦舟複合福祉施設 10 階）232-9544
会費：各回 300 円
連絡：岡崎（251-8135）
＜今後の課題と夢＞
このままのペースで行きます。
-------------------------------------------------------------------------------------------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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