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「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や
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2019年度承認

～英国生まれ、米国育ちのソフトダーツ～
◆講座日程（全６回）
14時～15時30分

① 10月 2日 (水)
② 10月16日 (水)
③ 10月30日 (水)
④ 11月13日 (水)
⑤ 11月27日 (水)
⑥ 12月11日 (水)

◆場
所：老人福祉センターうらしま荘
◆募集対象：横浜市内在住60歳以上
◆定
員：16名
◆申込方法：9／18(水)9：00より受付開始
直接ご来館または、電話
◆参 加 費：一人3,000円（全6回分・資料代等
実費分）
９／27(金)までに納入
（定員になり次第、締切ります）
◆問 合 せ：老人福祉センターうらしま荘
〒221-0063 神奈川区立町20-1
電話・FAX
045-401-5640
※個人情報は適切に管理し、講座目的以外には使用
しません。
【2019年度

神奈川区地域施設間連携事業

地域デビュー講座】

主催：老人福祉センターうらしま荘・神奈川区区民活動支援センター ／ 協力：株式会社DARTSLIVE

【編集ボランティアのページ】
このページでは、編集ボランティアが、区内で活動するさまざまな団体を紹介しています

子どもといっしょに楽しんで！
ママさんブラスバンド
神奈川地区センターの音楽室の扉を開けると、飛び込んできたのは明るいブラスの響き。マーチ風の
軽快なテンポから一転、ゆっくりと歌うように曲は流れ、そして壮麗なフィナーレへ。指揮棒の変化に全
員が応え、気持ちの良いアンサンブルを作り出し、練習も熱を帯びています。

神奈川地区センターでの練習風景

すると次の瞬間、目に飛び込んできたのは、
歩き回ったり、演奏中のママの袖を引いたり、お
しゃべりする子どもなど、「普通」の練習ではあり
えない光景。
楽団の練習といえば、私語厳禁、楽譜と指
揮棒に集中するもの。でもここは「普通」じゃな
い!?

「初めてご覧になる方には、ちょっと衝撃的か
も」と話すのは、2009年に設立されたママさん
ブラスバンド「ぷちはーもにー」代表の青木恩さ
ん。
「子どもといっしょに楽しむというのが、楽団のコンセプトです」と続けます。子育てに忙しいママさんにとっ
て、ここでの活動はとても貴重なものだといいます。
「好きな時間が持てる上、ストレス解消にもなり、子どもは学校以外の友達ができて喜んでいます」と
の話に、他のメンバーも頷きます。

30人ほどの楽団員のほとんどが20～40代のママ。
週1回の練習は、仕事との両立のしやすさを考え、平
日と土日、交互に行います。
演奏曲目は、アニメ曲やポップスに加え、吹奏楽用
のオリジナル曲など多彩。
2018年は、横浜市内で計7回のミニ・コンサートを
行いました。それらに加え、2年に一回ほど、ホールで
の本格的なコンサートも開くそう。「人前での演奏は
緊張するけどとても楽しい」と皆さん口を揃えます。
「音の響きに厚みを持たせたい」
（青木さん）との思いから、低音
楽器、とりわけ、チューバの団員を
募集中だとか。
家で楽器が眠っている皆さん、
ぜひ一緒に楽しく音楽をやりませ
んか？もちろん、お子さんを連れ
て。

運営メンバー

佐藤香代子さん、曽我部絵菜さん
秋山志保さん、青木恩さん

NPO法人神奈川区いまむかしガイドの会
≪講座受講生 募集≫
「横浜の歴史」講座・ボランティアガイド養成講座
横浜の歴史を学びませんか？
ガイド活動に興味のある方にピッタリです。
横浜市歴史博物館の先生からの講義と
当会のメンバーによる座学と屋外実地研修
【主
催】 NPO法人神奈川区いまむかしガイドの会
【受講期間】 令和元年9月28日～令和2年2月29日
全11回 10時～14時30分
【受講資格】 歴史を学ぶ意欲のある方で健康で足に
自信のある方
【募
集】 20名（応募多数の場合抽選）
【受 講 料】 5,000円
【申込方法】 当会HPまたは往復はがき
〒221-0802
六角橋1-10-11 すぺーすろっかく内
神奈川区いまむかしガイドの会 宛
氏名 年齢 性別 住所 ☎ 明記
締切 8月20日
【問合せ先】 090－1558－3434 能條（のうじょう）

まりこ☆みゅーじあむ
設立15周年！！夏のファミリーシアター
～まんまる魔女のわんだーらんど！～

「あ・い・た・い」
2019年8月22日（木）11時／14時開演
会場：かなっくホール
（JR東神奈川駅下車徒歩1分）
入場料金：1500円・小学生以下800円
・親子セット券あり・3歳以下無料
★スティールパン・キーボード生演奏・言葉遊び・
小さな工作そして楽しいお話など盛り沢山の
「楽しい時間」をお届け！小さな読み聞かせ・小
舞台・朗読公演は継続しますが、劇場公演は今
年最後です。お見逃しなく～♪
お問合せ：
090‐8801‐5789
川井（まりりん）まで
★仲間募集中★

横浜・港北ユニカール倶楽部
☆氷がなくてもカーリング

氷の代わりに滑りやすい「スライドカーペット」を
床に敷き、軽い特殊合成樹脂製のストーンを、
その上に滑らせるカーリングと同様のスポーツが
「ユニカール」です。
老若男女誰でも一緒に楽しめます。
【活動日】 毎週月曜日
【活動場所】
神之木地区センター
または
篠原地区センター
【連絡先】 会長：多久
０４５－４３２－８０２５
【メール】 y.y.taku1102＠nifty.ne.jp
【ホームページ】
http://ykkohokuunicurl.sports.coocan.jp/home/

NPO法人かながわ311ネットワーク
マンション防災入門講座
マンションは耐震性が高い建物ですが、
揺れによる室内の被害、停電や断水の
影響は、戸建てよりも大きくなります。
マンションの防災について
考えてみませんか？
【日時】 8月15日（木）11:00～13:00
【会場】 神奈川区役所本館５階
区民活動支援センター交流室
【参加費】無料 どなたでも参加できます。
【申込み】ホームページから
https://kanagawa311.net/
【問合せ】chiikibosai@kanagawa311.net
または、070-5577-0864

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/

区民の方を中心に運営委員会をつくり、講座を企画・運営しています。

連続講座のお知らせ
健康の「種」から「芽」へ健康寿命をのばそう！
体操、認知予防、落語、食のお話に健康吹矢！ 笑う門には福だけではなく健康もやって来る。
「１００歳時代」 からだの健康・元気をもらって「なかま」を作りませんか？

日
①
②
③
④
⑤

程

９/５
９/１２
９/１９
９/２６
１０/３

時
木
木
木
木
木

神奈川地区センター
神奈川区役所
神奈川区役所★公開講座
神奈川区役所
神奈川区役所

公開講座のお知らせ

間

参 加 費

１０：００～１２：００
1,０００円

（全受講料８００円・お茶代２００円）

対象・定員

区在住の成人 ２５名

申 込 期 限

８月２１日（水） 必着

※応募者多数の場合は抽選

★この講座は、神奈川区生涯学級連続講座「健康の芽（全５回）」第３回目の
講座です。 ※連続講座へお申込みの方は申込不要です。

時

間

出

演

三遊亭 らっ好

募集定員

会

場

区役所５階大会議室

参加費

９：３０開場 １０時開演
５０名
５００円

※公開講座のみ参加される方の料金です。

お申込は以下を明記の上、メール・ハガキ・ＦＡＸで
①講座名「健康の芽連続講座]または「健康の芽公開講座] ②〒、住所 ③氏名（ふりがな） ④電話番号 ⑤年代 ⑥性別
⑦応募時に見た媒体⑧参加動機。
※抽選結果は全員に郵送。個人情報は適切に管理し、講座目的以外には使用しません。

新しい社会教育主事補のご紹介
４月に神奈川区役所に異動してきました福島絵美です。
生涯学習を通じて皆さまの「学びあい」「仲間づくり」のお手伝いができるよう、
只今奮闘中です。お気軽にお声掛けください。
長いようで短い３年間でした。最初は分からないことばかりでしたがここまで運営委員の皆様と
色々な講座を実施することができて良かったです。皆様がこれからも神奈川区の生涯学級に
関り続けていってもらえたらと思います。木村 直哉

◆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 📠045-323-2502
～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。】

