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ホームページ 青葉区区民活動支援センター

検索

〈開所時間〉月曜～金曜 8:45～17:00 第 2.4 土曜 9:00～12:00
〈休所日〉 第 2･4 土曜以外の土曜、日・祝日、年末年始（12/29～1/3）

2020 年

2月

第 11 号

〈今月のまち活ギャラリー〉
2/3(月)～2/28(金)
「生涯学習講座紹介」

センターからのお知らせ
第2回

まち活トライアル

区民の皆さんが企画・運営する
5 つの講座を紹介します。

受講者募集！！

まち活パートナーズによるミニ講座を開催します。
3/16

10:00

(月)

～12:00
14:00
～16:00

① 「心と体を整えよう」中国養生体操と太極拳入門
講師:中村環来さん 持ち物:タオル、飲み物

講師:木村浩子さん 持ち物:持帰り袋

10:00

(火)

～12:00

講師:松田敦子さん 持ち物:はさみ

14:00

④ 「姿勢改善・歩き方レッスン」

3/18

10:00

(水)

～12:00
14:00
～16:00

3/19

10:00

（木）

～12:00

〈無料〉

② 「アートな苔玉を作ろう」

3/17

～16:00

〈今月のパネル〉
まち活パートナーズ紹介
「パフォーマー」編
イベント等で音楽や演技等を披
露する活動を通じての、笑顔あ
ふれるまちづくりパートナー。

〈参加費 1,100 円〉

③ 「アートフラワーで花瓶にミニブーケ」
〈参加費 500 円〉

講師:西 純一さん 持ち物:動きやすい服装

〈今月の FＭサルース〉
「なしかちゃんコーナー」
2/11(祝・火) 11:05 頃〜
【区民活動支援センター】

〈無料〉

⑤ 「腸を元気に、腸運動」腸の体操
講師:松下さと美さん 持ち物:バスタオル、飲み物

〈無料〉

⑥ 「おいしい珈琲の楽しみ方」
講師:青木邦夫さん 持ち物：筆記具、ｺｰﾋｰｶｯﾌﾟ〈参加費 500 円〉

2 月 15 日（土）開催の「まち活
フォーラム」をはじめ、支援セ
ンターの 2 月、3 月イベントにつ
いてお伝えします。

⑦ 「絵本で夢を！絵本の読み語り体験」
講師:心音会（ここねかい）

〈無料〉

定員：①③⑤⑥⑦各 12 人、②④各 10 人 場所：区民活動支援センター(区役所 1 階)ミーティングコーナー
申込み・問合せ：2 月 3 日(月)より先着順 電話・FAX・窓口または E メールに次の事項を明記
講座名、〒住所、氏名、年代、電話番号
区民活動支援センター ☎978-3327 FAX972-6311 メール ao-machikatsu@city.yokohama.jp

令和 2 年度「まち活ギャラリー」出展者大募集！！

作品展示や活動 PR を
しませんか？

日頃の活動の成果を披露する場としてぜひご活用ください！
〈展示期間〉区民活動支援センターの定める 2 週間以内
〈申込み〉 「まち活ギャラリー利用申込書」を提出してください。
申込期限 2 月 28 日(金)必着
※詳しくは窓口にお問い合わせください。
（展示例）

令和 2 年度 FM サルース「なしかちゃんコーナー」
出演者大募集！！
活動団体のメンバー募集やイベントの告知などを青葉区広報ラジオ番組で PR しませんか？
〈放送日時〉毎月第２火曜日 11：05～11：10（10：30～リハーサル）
〈申込み〉 出演希望日の２か月前までにお申込みください。
（先着順）
※詳しくは窓口にお問い合わせください。

2月

センターからのお知らせ
令和 2 年度

貸ロッカー・サークル連絡ボックス利用更新＆新規募集！！

☆「貸ロッカー」
「サークル連絡ボックス」は、団体活動に使用する書類・機材など
の保管に無料でご利用できます。
☆応募対象・・・1 月末までに青葉区区民活動支援センターに登録済みの活動団体
☆利用期間・・・令和 2 年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日
☆申込方法・・・利用申込書に必要事項を記入して、窓口・メール・FAX または郵送で提出してください。
利用申込書はホームページからダウンロード可
☆申込期限・・・2/28(金)必着
申込者多数の場合は抽選になります。
注 1）貸ロッカー、サークル連絡ボックスの重複申し込みは不可
注 2) 申込多数の場合は抽選
貸ロッカー
区民活動支援センター

区民活動支援センター

区民交流センター(田奈)

W260×D470×H520

W300×D360×H240

W250×D350×H160

団体宛の FAX や郵便の受

団体宛の FAX や郵便の受

け取り可・鍵無し(24 個)

け取り不可・鍵無し(48 個)

鍵付き(27 個)

生涯学習成果発表会

サークル連絡ボックス

＜区民企画運営委員の一年＞ 参加者募集！！

区民の皆さんが、運営委員養成講座で仲間をつくり、区民企画運営委員として講座（区民企画運営講座）の
立ち上げから運営に取り組んだ成果を発表します。地域活動に興味のある人、ぜひお越しください！
日時：3 月 12 日（木）10:00～12:00
会場：青葉区役所 401～403 会議室
内容：［第 1 部］区民企画運営講座を中心とした団体の成果発表
［第 2 部］地域の応援団（区民利用施設）紹介
［第 3 部］長田英史さんによる講演「活動が元気になるヒント」
発表団体：まち×とらべる運営委員会、SMILE ママ運営委員会、みんなであそび隊運営委員会
もやわく運営委員会、あおば区みんなで応援プロジェクト運営委員会、保育ボランティアあおば
ファシリテーター：長田英史さん（NPO 法人れんげ舎代表理事）
募集人員：５０人 （うち保育５人予定 1 歳以上の未就学児）
申 込 み：ホームページ 青葉区生涯学習講座 検索か FAX に次の内容を記載して送付
① 講座名「生涯学習成果発表会」 ②氏名・フリガナ・年代 ③〒・住所・電話番号
④ 保育希望者は子どもの氏名・フリガナ・生年月日・性別を記載。保育雑費（100 円）
締切り：3 月 2 日（月）必着（応募多数の場合は抽選）
問合せ・申込み先：青葉区地域振興課文化・コミュニティ係 ☎ 978-2295 FAX 978-2413

第 11 回まち活カフェ

「企業との連携」を開催しました。

NPO 法人協同労働協会 OICHI（オイチ）理事長 坂佐井雅一さん、ウエルシア薬局株式会社営業統括本部地域
包括推進部 佐藤信栄さん、イッツ・コミュニケーションズ株式会社メディア事業部 山中信二さんをゲストスピ
ーカーにお迎えし、地域での起業支援や場の提供についてお話いただきました。質疑応答が盛んにおこなわれ、
参加者は名刺や連絡先の交換など積極的に交流していました。この出会いから新しい関係性や取り組みが生まれ
る予感がする刺激的な内容となりました。今年度のまち活カフェは今回で終了です。来年度もいろいろなテーマ
で開催します。

編集後記
春の到来が待ち遠しくなり
ました。春から何かをはじ
めようと思っている方にぜ
ひ参加していただきたいと
今月号は募集の案内を載
せています。申し込みをお
待ちしています。 (Ｔ)

【まち活】とは？
青葉のまちをさらに元気に・魅力的にするために、区民の皆さんが青葉のまちで活き活きと活動し、まちを
活性化していただくことを目指しています。あなたのまち活を青葉区区民活動支援センターがお手伝いします！

