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外国人講師による「ミニ英会話」と「英語でインドヨ

ガ」を子どもたちと一緒に楽しみます。小学４年生以

上ならどなたでもどうぞ。申し込み不要！◆2/13水

15:15～16:00 ◆南区役所1階多目的ホール  

＜南区役所こども家庭支援課℡045-341-1155＞ 

 地域で何か始めたい人を応援する講座 
「はじめの一歩」参加者募集 
①南区の魅力発見 ②多文化交流 ③子育て支援 ④高齢化問

題 ⑤自由提案型の中からテーマを選び、企画の立て方を学びま

す。受講後、区民企画講座の実践も可。◆１/30～2/27の毎週水

曜9:45～12:00(全5回) ◆南区役所7階会議室・みなみラウンジ 

◆南区民15人 ◆1/16水までに下記へ申し込み ※詳しくはチラ

シで ＜南区役所地域振興課℡045-341-1238＞ 

南区役所から 

①永田地区センター★

②永田みなみ台公園こ

どもログハウス★ 

③永田地域ケアプラザ★

④六ツ川地域ケアプラザ★ 

⑤南図書館★ ⑥はぐ

はぐの樹★ ⑦白朋苑

⑧南スポーツセンター★

⑨大岡地域ケアプラザ

⑩大岡地区センター 

⑪南センター★ ⑫清

水ケ丘地域ケアプラザ★

⑬フォーラム南太田★

⑭吉野町市民プラザ★

⑮睦地域ケアプラザ 

⑯中村地区センター 

⑰どんとこい・みなみ   

⑱浦舟地域ケアプラザ  

⑲ハートフルみなみ 

⑳みなみ市民活動・多

文化共生ラウンジ★ 

㉑中村地域ケアプラザ  

南区内のいろいろな施設を利用していただこうと11月から下記21施設で行ってきたスタンプラリー。

これからスタンプをもらえるイベントは下記のとおり。専用シートにスタンプ3つ押すと景品をプレゼ

ント。交換は★印の施設で3/1まで。北風に負けず、区内のイベントに足を運んでみてください！ 

●

クリスマスコンサート/⑨ 

 12/21金13：00～14:00  

●オリジナルクリスマス会/⑥ 

 12/21金11:20～11:40  

● ⑯ 

 12/25火まで 9：00

～17：00 

●スタンプ月間/⑫ 

 12/28金まで ※12水休館

●年末スタンプDAY/⑧ 

 12/29土9：00～17:00  

●地域子ども新年会2019/⑲ 

 1/12土10:30～15:00  

●フォーラム南太田マルシェ/⑬ 

 1/18金・2/15金11:00～14：00 

●南センター 新春発表会/⑪ 

 1/19土10:00～15:00  

● /⑩ 

 1/26土13:00～14:30  

●スタンプウィーク/㉑ 

 2/1金～28木9：00～17:00  

●四季のコンサート冬/⑰      

2/17日15:00～17:00 

●南区ボランタリーフェスタ/⑱ 

2/17日11:00～14:30 

●餅つき大会/① 

 2/24日10:30～ 

● /④ 

 2/28木まで 9:00～17:00 

●スモールワールド/⑦ 

 2/26火10:00～11:30

12/20以降開催のイベント ※丸数字は会場（上欄に対応） 【問合せ】みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ℡045-232-9544 



 
 
 

横浜市の人口は、2018年 12月 1日現在 3,741,255人。外国人の人口は 2018
年 11月末現在、97,619人。 
南区の 11 月末現在の外国人数は 10,350 人で中区・鶴見区についで第 3 位です。

外国人比率は、中区に続いて第２位で約 5.3%、約 19人に 1人が外国人となります。 
横浜市内には、日本語を母語としない児童生徒を支援する団体が数多く活動していま

す。横浜市国際交流協会の日本語・学習支援データベースに登録している団体で、子ども
の支援をしている団体は約 50団体、多くのボランティアが支援活動に携わっています。南区
でも、土日を中心に、日本語を母語としない児童生徒支援をする団体が活動していて、どこ
の団体もボランティアの数は不足しています。それでも、ボランティアの皆さんは熱い思いで、
子どもたちの支援を日々してくださっています。 
当ラウンジで活動している 5団体に日々の活動を取材しました。 

 
 

 

＜南区の人口データ＞ 
横浜市統計ポータルサイトより 

 

 
南区の人口はここ 5 年間で約 900 人増えていま

す。外国人については、約 2,000 人増えています。
外国人率が急増しているのがわかります。 
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インターネットで活動資金募る 

最近「クラウドファンディング」という言葉を耳にしたことはありませんか？ 
これはインターネットを使って寄付を受け付ける形式のことで、ある企画を進めるために、主催者が賛同者を募るものです。 
 
大岡にある市立横浜総合高校が生徒の自立支援を目的に週１回開かれている居場所カフェ「ようこそカフェ」を継続させ

るため、運営する公益財団法人「よこはまユース」などが 10月下旬からクラウドファンディングに挑戦しました。 
このカフェは 2016年 10月から始まったもので、校舎内のフリースペースを使い、 
食事やお菓子、ジュースを無料で提供するものです。この中でたわいのない会話 
から、勉強や家庭、友人関係などの悩み相談にまでつなげようというねらいがあり 
ます。スクールカウンセラーや大学生のボランティアも加わり、生徒と飲食やゲーム 
をすることもあります。 
 
食事の材料は寄付品や PTA会費で購入したものを充てており、安定的な運 

営資金を得るため、クラウドファンディングで支援者を求めました。最低必要額を 
18万円に設定しましたが、10月下旬の開始から数週間でこれをクリア。寄付を 
すると、金額に応じてカフェの招待券などが「お礼」として渡される仕組みです。 
 
活動資金の調達に頭を悩ませている団体にとって、今後、クラウドファンディングは新しい手法として定着していくことでしょう。 

 

たんぽぽの会︓日曜 11：00～12：00 
 
 
 
 
 
 
 
子どもの居場所づくりプロジェクトから生まれたグループ

で、小学生の居場所になる日本語支援団体としてスタートし
て、今年で 2 年目です。現在は小学生 13 人をボランティア 
7 人が交代で支援しています。 
 
ボランティアの平均参加が 

3～4 人のため、上限 15 人ま 
での受け入れとせざるを得な 
い状況です。ボランティア確保 
が目下の課題です。 
 

多読の時間:日曜 12：15～13：15 

日本語ボランティア講座の参加者が立ち上げた、日本語支
援の場です。大人も子どもも対象で現在子どもは 9 人在籍し
ています。本を読むことが好きな子ども達が参加していて、
現在は 3~4 人のボランティアが交代で対応しています。学習
者の自立を見守る活動なので、ボランティアのみなさんは、
穏やかに活動しています。 

わたぼうし教室： 
土曜 10：00～12：00 

当初から日系ブラジル人若者支援としてイ
ンターネットでの学習支援をしてきました
が、直接顔がみえる関係で支援をしたい、と
教室学習を始めて今年で 4 年目。高校生から
30 代までの若者が子ども達の支援をしていま
す。15 人ほどの若者が交互に、20～30 人の子
ども達の勉強をみたり、悩みに寄り添ったり
しています。教室内の子ども同士のトラブル
も若者たちが共有し解決策を探っています。
支援者が若者だから悩みを話してくれる子ど
ももいるので、助かっています。 

通ってくる子ども達の日本語や学力レべル
は様々で、集団で教えることが難しい場合が
多いです。 
 
 
 
 
 
 

待っている子ども達のため、ア
ルバイトを休んで、遠方からがん
ばってきてくれている若者もいま
す。支援の輪が少しでも広がって
ほしいと願っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

大人もいるので、子ども達も落ち着いて本
を読むようになっています。異年齢交流が
母語で自然に行えるよい場にもなっていま
す。（ボランティア佐分利さん） 

          2019 年 2 月～3 月には、学習支援ボランティア講座が予定されています。少しでも興
味を持たれた方は、是非ご参加いただき、一緒に子どもたちの支援をしませんか。共に支えてくれる方を、
どの団体も心待ちにしています。＜問合せ先：みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ ☎045-232-9544＞ 

横浜みなみインターナショナルスクール： 

土曜 14：00～17：00   

フィリピンにつながる子ども達への 
英語による学習支援としてスタート。 
英語を強化し進学への武器にできる 
ように支援したいと立ちあがった 
グループです。現在、横浜国大留 
学生等 8 人ほどの若者により、10 
人ほどのフィリピンにつながる 

生徒らが英語・タガログ語での学習支援を受けています。 

子どもの支援ボランティアに 

興味がある方は、お気軽に 

お問い合わせください 

特集︓がんばる市民活動団体～子ども支援 
にほんごでスマイル：日曜 13：30～14：30 
ラウンジでの活動は 10 年以上になります。ラウンジ主催のボランティア養成講座の受

講生で立ち上げたグループです。現在小学生 19 人・中学生 11 人を 17～8 人のボランティ
アで支援しています。ボランティアは、小学生担当と中学生担当がいて、今は子どもとボ
ランティアの数がちょうどいいバランスになっています。 
勉強だけではなく、イベントも会で行っています。毎年行うクリスマス会では、ビンゴ

ゲームやいす取りゲーム等、大変盛り上がり、子ども達も楽しみにしているのでこれから
も続けていきたいと思います。 

ボランティアを増やしたいと思っています
が、子どもの参加にも波があり、悩んでいま
す。受け入れたい気持ちはあってもなかなか
難しい。協力的なボランティアの方が多く助
かっています。      代表︓小園さん 
 

もっと多くの若者に来て、関
わってもらえたらと、願ってい
ます。  代表︓大元さん 「来たい」という気持ちを大切にして

いきたいです。困っている子に、もっと
手を差し伸べてあげたいです。 

代表︓山森さん 

シリーズ 

タウンニュース記者の〝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 12 年目。区役所等

の行政機関や商店、市民団体等を取材

し、イベント等の現場にも足を運んで

記事を書いています。 

 

「ようこそカフェ」に通う生徒ら 
 



発行者/みなみ市民活動・

多文化共生ラウンジ 

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジでは、市民活動・生涯学習、多文化共生のための相談や情報提供のほか、活

動場所・印刷機等の利用・機材の貸出(要登録)をしています。登録・予約不要で利用できるミーティングコーナーも。 

●利用登録団体のみなさん、「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！ 

〒232-0024 横浜市南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設10階 TEL045-232-9544 

 

こんな活動をしています 

★美術文化法 

子どもたちの健全育成を願って、毎年児童作品展を開催

しています。吉野

町市民プラザでの

本展や区役所ギャ

ラリー、みなみ市民

活動・多文化共生

ラウンジでの「みん

なの『わっ！』フェス

タ」、神奈川県立こ

ども医療センター

での巡回展を実施。 

 

児童によるお花サークル、公共

施設でのお花のいけ込み、

MOA美術館光輪花くらぶ等の

活動もしています。 
 

★元気がでる食事法 

生活習慣の改善を願って、食

セミナー・料理教室を開催し、

健康増進のサポートをしています。 
 

【問合せ】 

石崎℡090-8036-1547 

心身ともに健康な人・まちづくりを願って 
  ◆ＭＯＡみなみ健康生活ネットワーク  代表：石崎ちえみ  

●絵手紙 川口整 

絵手紙は絵心なくても気持ちが伝わります。 

●認知症予防法 川口整 

認知症家族を介護しながら気づいた認知症予防法をお話

します。 

●書道 木島俊彦(羨舟) 

中国や日本の古典､古筆をはじめとした臨書から、自ら

の筆法を築く創作まで幅広く指導します。 

●造形 佐々木孝 

子どもから大人まで指導。絵画・工作、Ｔシャツプリン

ト、はがき版等の版画の講座など。 

●スラブ舞踏 クラスノロジキナ・ナタリア 

年に5・6回、カリンカ等を歌って踊るステージをして

います。メンバーは、ロシア・ウクライナ・ベラルー

シ・アゼルバイジャン出身。 

●ブラジル文化紹介 豊村ネイデ 

ブラジルのお祭り・ポルトガル語・移民等の話や食文化

を紹介します。 

●アロマテラピー・アロマフレグランス

ストーン 加藤さくら                 

健康や暮らしへの活用方法のお話やキャン

ドル・スプレー・フレグランスストーン作

りの指導など 

           「街の先生」はさまざまな知識 
            や技術・技能をもっているボラ
ンティア指導者です。地域の生涯学習のお手伝いをしま
す。登録・派遣の申込はみなみラウンジへ。 

南区児童作品展。受賞児童が

一輪の花を生ける講座を楽しむ  

♪小さいお子さんから年配の方までどなたでも参加

できます。 

また、児童作品展のお手伝いをしてくださる方を募

集しています♬ 

みんなの わっ! フェスタ 
 開催しました 
 

11 月 11日(日)、晩秋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。 日本

人、外国人、今年もたくさんの人が訪れ、大賑わ

いでした。 
多文化交流「世界のお
茶」＆「世界の料理」 

日本語スピーチ、世界の踊
りや歌、街の先生の芸披露で盛り上がった
「ステージ」 

街の先生紹介 

私たちは、一般社団法人ＭＯＡインターナショナルと連携して、南区民の心身共に健康な人・まちづくりを願っ

て、できることから楽しくボランテイア活動していきたいと平成20年4月に発足した団体です！ 

多くの人が楽しんだ「市
民活動団体や街の先生
による体験講座」 


