ぐろーばる・あいには、世界的な大きな視野を持って情報の発信をしていこうと
いう想いが込められています。生涯学習・市民活動で活躍している人、これから
何かを始めようとする人を応援するための情報誌です。

神奈川区連合町内会自治会連絡協議会平成30年度承認

かながわ区
団体・
サークルガイド
かながわ区
団体・
サークルガイド

※実際のファイル

●ファイルの名称 ・・・かながわ区 団体・サークルガイド（青いファイルです）
●誰のために？ ・・・街に暮らす私たち
●どんな情報が？・・・区内施設で活動している、様々なジャンルのサークルや活動団体の情報
●どこで見れるの？・・区内市民利用施設の窓口
（地区センター・コミュニティハウス・地域ケアプラザ・うらしま荘など）
●利点・・・・各施設に登録している団体の情報が一つに！自宅から近い場所で、自分のペースで閲覧が可能
●区民活動支援センターが中心となって２年ごとに情報の更新を行っています

区民活動支援センターには約100の活動団体が登録をしています。（H30.8.1現在）
活動に興味がある、見学をしてみたい等ありましたら区民活動支援センターまでお気軽に
ご相談・お問い合わせください。また団体登録も随時行っています。ただし活動場所は各団体により異なります。
ジャンル

団体名

福祉・社会活動 神奈川区視覚障害者福祉協会
福祉・社会活動

一般社団法人コスモス成年後見サポート
センター神奈川県支部横浜東地区

内容

視覚障がい者の交流と親睦
無料相談会の開催（成年後見、遺言相続）

福祉・社会活動 横浜友の会

内部障がい者の存在を一般社会・行政・福祉法人
などの多くの人に周知するための推進活動
家事家計レッスン

福祉・社会活動 公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会

生涯学習

福祉・社会活動 汐崎教育福祉研究所

青少年の健全育成と国際協力

福祉・社会活動 かなっぱ畑の会

援農ボランティア

福祉・社会活動 まなびサロン

50代からの講座の企画運営

福祉・社会活動 かながわ地域協議会
福祉・社会活動

コミュニティ・オプティマム福祉マネジメント
ユニットかながわ
福祉・社会活動 新・友遊まちづくりフォーラム実行委員会

地域の街づくり
だれもが安心して暮らせる地域福祉を目的として活動
しています
まちづくりの活動

福祉・社会活動 東横フラワー緑道運営管理委員会

緑道愛護会活動支援

福祉・社会活動 特定非営利活動法人 ハート・プラスの会

髙野の家ふるさとかん
～今昔未来八百萬文化中心処
福祉・社会活動 MIPGC
福祉・社会活動

福祉・社会活動 よこはま緑の推進団体神奈川区連絡会
福祉・社会活動
福祉・社会活動
福祉・社会活動
福祉・社会活動

神奈川県年金受給者協会鶴見支部
神奈川分会
砂田川ファン倶楽部
特定非営利活動法人
エバーラスティング・ネイチャー
貨物線の森ファン倶楽部

民間交流
三ツ沢公園ボランティア
緑化活動
仲間づくり、健康維持
砂田川周辺の環境美化と地域活動
ウミガメの保全
神奈川区鶴見区の臨海部にある緑道のお世話

福祉・社会活動 トンボはドコまで飛ぶかフォーラム

京浜臨海部の緑地の質をトンボで調べる

福祉・社会活動 新日本婦人の会神奈川支部

サークル活動

特定非営利活動法人
WE２１ジャパンかながわ
福祉・社会活動 反町駅前ふれあいサロン運営委員会
福祉・社会活動

福祉・社会活動 地区

わ Ｊｏｂ

新規登録

資源のリユース、リサイクル事業を通し、民際協力活動
障がい者と市民ボランティアが協働で運営
様々なスキルを持った母のグループ

福祉・社会活動 神奈川盲ろう者ゆりの会

盲ろう者に関わる問題を啓発する事業、交流会

福祉・社会活動 手話サークル わかば

聴覚障がい者と手話講習、講演会開催

福祉・社会活動 地域作業所わくわくわーく

障がい者の地域参加、自主作業

福祉・社会活動 わくわくさがしカフェ

居場所つくり実践

福祉・社会活動 三ツ沢風土生活感

福祉・社会活動 傾聴ボランティアうさぎ

民間交流、食品ロス活動
区内に国際関係の拠点づくりの為の提案、団体交流、
情報交換
傾聴ボランティア

福祉・社会活動 ＧＳクラブ

花壇の整備

☆

福祉・社会活動 神奈川と生きがいづくりアドバイザー協議会

地域で健康、生きがいづくり、仲間づくりの支援活動

☆

福祉・社会活動 ベジMAP GOGO運営委員会

区内の直売所地図作成

☆

福祉・社会活動 こもれびカフェCoCo

障がいのある方もない方も一緒に楽しめる場作り
地域住民対象の相続、遺言、成年後見などに関する
講座や相談会

☆

福祉・社会活動 神奈川区に多文化共生をすすめる会

福祉・社会活動 NPO法人神奈川県相続成年後見協会

☆

☆

涼しくなってきたので外に足を運びませんか？？
おでかけにおススメのイベントをご紹介します♪
～障がいのあるなしにかかわらず

地域の方が集いおしゃべりを楽しむ場～
こ こ

こもれびカフェCoCo
10月６日（土）１４～１６：００
場所：沢渡三ツ沢地域ケアプラザ
参加費：２００円（パン、飲み物付き）
♡どなたでも参加できる居場所です。
今年５月にオープンしたカフェも５回目となりました。
今回は一緒にメロンパンを作ります。
パンとコーヒー、歌と体操とおしゃべりでおいしく
楽しい時間を過ごしませんか。
※このカフェは区民活動支援センター主催の
「みんなの居場所の作り方楽しみ方」を受講した仲間
で始めました。
※今年度の開催日

11/10 12/8
1/12 3/9

芋煮会

11月18日（日）13～15：00

（受付：12：45～）
場所：陽光院（三ツ沢中町19）
参加費：500円
※エコの為、
マイ椀・マイ箸
をご持参ください。

おにぎり・
飲み物・おやつ
は持ち込みOK♡
お問合わせ先：

yokohamawakucafe@gmail.com
✉
☝事前予約はこちらに☝当日参加も大歓迎‼
☆わくわく探しカフェとは…
区民活動支援センター主催の講座で発足した多世代交流を
目的として地域に根ざした活動を目指している団体です。
協力：沢渡三ツ沢地域ケアプラザ

み っ ぷ じー しー

神奈川区文化協会
この秋、文化協会では下記のように発表を
行います。皆様ぜひ足をお運びください。
お待ちしております。
入場無料

邦楽のつどい

12月8日(土)

15～19：00（予定）
参加費無料

舞踊のつどい

日にち:１０月１４日（日） 日にち:１０月２１日（日）
時 間:１３：００開演
時 間:１０：３０開演
場 所:かなっくホール
場 所:神奈川公会堂
4階音楽ルーム

アンサンブルコンサート

コーラス交歓会

日にち:１１月１１日（日） 日にち:１１月１７日（土）
時 間:１４：００開演
時 間:１２：３０開演
場 所:神奈川公会堂
場 所:神奈川公会堂
昨年の様子

主催／MIPGC（三ツ沢公園グリーンクラブ）
問合せ先／http://www.c-sqr.net/c/mipgc
Email:mipgc.mitsuzawapark@gmail.com

ちいさな美術館を神奈川区役所別館１F
区民ホールにて開催します。
🍂🍂１１月１２日（月）～１６日（金）秋の書道展
🍂🍂１２月１０日（月）～１４日（金）洋画展

このページの情報へのお問い合わせは、神奈川区役所5F 506窓口 生涯学習担当まで

TEL：411-7093

～神奈川区の生涯学習事業のページ～

kg-gakyuu@city.yokohama.jp

http://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/oshirase/kumin-syougai/

Ｈ29年度の生涯学級講座「ベジＭＡＰづくりＧＯＧＯ！」を企画した「ベジ
ＭＡＰ ＧＯＧＯ！」運営委員会は、１０名の神奈川区民で組織されています。
現在の活動は、神奈川区の直売所マップ集作成のため、自転車やバスを
使って直売所に取材し、編集などを行っています。
今年度中の直売所マップ集発行を目標に日々活動しています。
今回、運営委員さんの取材の一部に同行しました。

取材１
羽沢ファーム

７月上旬、この日取材に訪れたのは「羽沢ファーム」。
羽沢の高台にあるこちらの農園では５０羽ほどの烏骨鶏 や
ブルーベリー、ミツバチなどを育てています。
う

こっけい

お話してくださった代表の出川さんの印象は「研究家」。
畑の一角にある作業場には沢山のデータや専門書が置かれ、
様々な視点から研究をされており、無農薬で循環型農園を
目指しているそうです。

ブルーベリー

メルカートかながわでは出川さんのブルーベリー（6月〜９月
下旬）やハチミツ、烏骨鶏のたまご、ハブ茶（ケツメイシ）
などを購入することができます。
代表

出川

宏幸さん

取材2
きよ・マルシェ

きよ・マルシェ

取材を通して生産者の熱い想いを感じた一日でした。

Ｗ

Ｅ

Ｌ

Ｃ

Ｏ

Ｍ

うこっけい

烏骨鶏

Ｅ

土曜日の14時から17時まで開いている、「きよ・マルシェ」
は10軒の農家さんを中心に運営され、採れたての新鮮な野菜
が並ぶ地元でも大人気のマルシェです。毎週通うファンも
多いそうです。
開始30分前には恒例の買い物カゴの列ができ、お客さんは
商品の品定めに目を輝かせます。ご夫婦で何を買うのか作戦を
立てるなど、イベントにも似たワクワク感があるようでした。
また農家さんに野菜の調理方法などを気軽に聞けることも
魅力の一つです。活気あふれるマルシェから沢山の元気を
もらいました。
きよ・マルシェの農家さんと久しぶりの再会に、運営委員も
取材の話が弾みました。

取材の様子

◆お問い合わせ 神奈川区地域振興課 生涯学級
✉kg-gakyuu@city.yokohama.jp ☎045-411-7093
～開館時間～
月曜日から金曜日
（土・日・祝日、年末年始は休館）
午前8時45分から午後5時まで
～アクセス～
反町駅（東急）徒歩約7分
東神奈川駅（ＪＲ）徒歩約7分
仲木戸駅（京急）徒歩約9分
市バス「二ッ谷町」バス停 徒歩約3分

発行：神奈川区区民活動支援センター

〒221-0824
神奈川県横浜市神奈川区広台太田町3-8
神奈川区総合庁舎本館5階 507窓口

📞📞:411-7089 📠📠:323-2502
✉:kg-shiencenter@city.yokohama.jp

【ぐろーばる・あいはVOICE神奈川さんにより音声録音されています。
CDの貸出をご希望の方は区民活動支援センターまで。また区民活動支援センターにて聞くこともできます。】

