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「称名寺薪能」実行委員会 
（芸能・能） 

称名寺にて、薪能を開催するた

めの活動や事前講座の開催。 

生き×居きコミュニティ 
（まちづくり） 

学校・社会・家以外で気軽

に参加できる居場所コミュ

ニティの運営。フリースペー

スや交流を目的としたイベ

ントや講座等を実施。 

＊写真は昨年度のものです。 

 ３期にわけてパネルで紹介 

第 1 期 

11 月２日（月）～７日（土） 

第 2 期 

８日（日）～14 日（土） 

第 3 期 

15 日（日）～21 日（土） 

 

11月２日（月）～11月 21日（土）   
区民ギャラリー（金沢区役所 2 階）にて 

金沢区「街の先生」・登録団体 

活動紹介パネル展 

活動紹介パネル展の魅力とは!! 

金沢区には、いろいろな活動をしている団体・「街の先生」がいます。 

「こんな活動してみたい！」「イベントのパフォーマンスや講座の講師に 

来てもらいたい！」という団体や先生に出会うチャンスです。 

☆街の先生 181 名 

☆登録団体 177 件 

※令和２年９月１日現在 

◇期間ごとに内容がかわります。詳細は区内施設及びセンター活動紹介パネル展のチラシでご確認ください。 

渡辺 孝 
（プログラミング） 

Scratch や micro：bit など

のプログラミング学習を

通して、子どもたちがプロ

グラムの世界に踏み出す

チャンスをサポート。 

目黒 未由佳 
（チェロ） 

チェロは豊かな響きが魅

力です。座って奏くので無

理がありません。あこが

れの曲が奏けるように 

指導します。 

活動紹介パネル展 

現在、コロナウイルス感

染症拡大防止のため、

それぞれ工夫をしなが

ら活動をしています。 

新 規 登 録 ご 紹 介     



報告・イベントのお知らせ 
 

 
 

 

10 月 27 日（火）会場：金沢公会堂（多目的室） 

15 時～16 時 (開場 14 時 30 分) 
  参加費：無料  定員：30 名 

☆Ⅰ部 のはらうた（工藤直子：作 童話屋：刊） 
☆Ⅱ部 こどもの情景（ロベルト・シューマン：作曲） 

朗読：石若聡子（金沢おはなしネットワークウェズランディア） 

ピアノ：松下直美（ことり音楽室） 

調香：岩本明子（金沢区「街の先生」） 

主催：IMI ネットワーク 

金沢区の民話や歴史をモチーフにした紙芝居です。NPO 法人さくら茶屋にししばで制作した「赤い井戸①」 「身代わり観音②」、コミュニ

ティサロン・ほっこり（湘南八景自治会）で制作した「くつもの狐③」、金沢区役所で制作した「金沢八景ふしぎな浮世絵④」「塩なめ地蔵と

朝夷奈切通⑤」の５作品。金沢区は鎌倉時代から交通の要衝として栄えてきた歴史豊かな土地です。歴史的資産となる寺社も多く、地域

には様々なおもしろい民話が伝承されています。 ※貸し出し等の詳細については“ゆめかもん”までお問い合わせください。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
報 告  「街の先生」藤田純一さん大人の教養教育講座＠晴嵐かなざわ 

 8 月 2 日晴嵐かなざわにて、将棋の「街の先生」藤田純一さんによる【大人の

教養教育講座】が開催されました。藤井聡太 2 冠王の活躍・強さの秘訣から将

棋界のしくみ、将棋ＡＩと人類の歴史まで、盛りだくさんの講座でした。 

席の間隔を十分に空け、途中 5 分 

間の休憩では換気も行い、 

コロナ対策も万全でした。 

藤田さんは日本将棋連盟公認普及指導員で、「金沢文庫将棋サロン」を主宰さ

れています。ご興味のある方はお問い合わせください。  ☎045-785-9285 

香りと語りのピアノコンサート 
 
～柔らかい香りにつつまれながら、 

語りとピアノ演奏で癒しのひとときを過ごしませんか～ 

※来場の際は、マスクの着用、手指の消毒をお願いします。 
また、ロビーにてお名前・ご連絡先のご記入をお願いします。 
当日体調のすぐれない方は参加をお控えください。 

金沢区舞台芸術サークル「潮の音」 

 

ネットミーティングへのお誘い 
 
毎週日曜日にネットミーティングで情報交換！ 

民話や舞台製作に興味を持たれている方、ミーティ

ングに参加しませんか？小学生から中学生・高校

生・大学生・社会人・シニアの皆さん、どなたでも参加

OK です。特技や出演の売り込みも歓迎！ 

ミーティング 問合せ 

045-783-6484（滝澤） 

検索☚金沢区潮の音 

URL:https://shionone.jim

dofree.com/ 

金沢区舞台芸術サークル「潮の音」 
金沢区の民話を舞台音楽劇にして公演

を続けているグループ。 

 

 公演日：令和 3 年 

2 月 21 日（日） 

 会場：金沢公会堂 

  

金 沢 の 昔 ば な し 紙 芝 居 
 

地域に伝わる昔ばなし・ 
民話をみんなの手で伝えよう 

②長浜に襲ってきた

津波。観音様がさら

われてしまいました

が村人はなんと全員

無事でした。そして

その 40 年後に観音

様があらわれます。 

④主人公かいとくん

がぼたんちゃんと一

緒に江戸時代にタイ

ムスリップ。歌川広重

と一緒に浮世絵の世

界を巡ります。 

③現在の富岡総合公

園のあたりは、昔く

つもと呼ばれていま

した。ところがこの

くつもには時々悪さ

をして困らせる狐が

いて・・・。 

①弘法大師が金沢（釜

利谷）をおとずれ、病

に苦しむ人を救うた

めに井戸を掘ったと

ころ、赤い水が湧き出

て病気を治してくれ

たお話。 

⑤学校の遠足で朝夷

奈切通を歩いたぼた

んちゃん。皆とはぐ

れてしまった後、お

地蔵さんに話しかけ

られ不思議な体験を

します。 

“ゆめかもん”の登
録団体と街の先
生とのコラボです!! 

ご存じですか？ 



 
 グラスサンドアート・アロマ・ハーバリ

ウム・エアーブラシと多彩な活動で登

録されている石塚智子さん。 

一番最初にはじめたのが、アロマだ

ったのこと。子どもが生まれ、ベビーア

ロマに興味を持ったのがきっかけ。 

そして、子どもが大きくなるにつれて 

一緒に楽しめるものはないかなと思っ

ていたところ、サンドアート・ハーバリ

ウムに出会ったそうです。 

 そして、夏祭りでゆかたを着た時に 

ワンポイントをつけたら楽しいなとエア

ーブラシに挑戦。 

もともと作品を作ることに興味があ

り、子どもが喜んでくれたら・・・と始め

たが、今は二人のお子さま、近所の子

供たちも一緒に作品作りを楽しんでい

るとのことです。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

      No.90 

 

活動の根幹は、“皆で話し合い、

皆で行動すること”です。特定のこと

をやるのではなく、メンバーの提案

でその都度やりたいことをやるの

で、自分では思いもつかなかったこ

とを経験することもあるそうです。 

メンバーの皆さんに会の魅力を

語っていただきました。 

このコーナーでは、金沢区の施設や登録団

体・「街の先生」の活動を紹介しています。 

今回は、「登録団体」やりこれ会と「街の先生」 

石塚 智子さんの活動を紹介します。 

No.91 

自由に 気軽に 前向きに 

 

「一人ではできないことも団体なら

できる。いろいろなことができるのが

楽しい。視野が広がりました。」 

（秋田さん） 
 

「活動の提案ができるようア 

ンテナを張っています。バード 

ウォッチングには活動をきっか 

けにハマりました。」（斎藤さん） 
 

「来たバスに乗り、気が向い 

た所で下車することを繰り返し、 

いつの間にか三浦半島を一周 

していたなんて活動もありまし 

た。楽しかった。」（山田さん） 

 

「何の縛りもなく、自由に気軽 

にできるのがいい」（土屋さん） 
 

「“自由”とは難しいこともあり、

自分から提案することも少ないけ

れど、メンバーは良い人ばかりで

楽しいです。」（河田さん） 
 

「いろいろな所を歩いて金沢区

を知ることができました。金沢の歴  

史検定にも合格しました！」（Mr.X

さん） 
 

 「“ネガティブなことは言わない” 

“積極的に“が会のモッ 

トーです。活動は全て 

合議制。自由に意見が 

言い合えるところがポ 

イントです。」（会長 原 

田さん） 

病気や介護等今後

起こるであろう生活の

変化を考慮しながら、こ

れからもいろいろ楽しく

やっていきたいと、皆さ

ん笑顔でした。 

 

 

 

グラスサンドアートの魅力とは？ 
 自分でデザインを考え、砂の量、色のバ
ランスがうまくマッチし、思い描いていたと
おりに作品ができあがった時の達成感。 
また、ワークショップで、みんなと作品を作
りながら、一緒に 
楽しめるのが、最 
大の魅力と話さ 
れていました。 

金沢区「街の先生」 

石塚 智子さん 

グラスサンドアート・アロマ・ 

ハーバリウム・エアーブラシ 

今回は、夏をテーマにした作品で
したが、サンドアートは季節に合わ
せて、一年中作品ができることも、楽
しみの一つであり、最近はアロマジェ
ルを取り入れ、芳香剤として実用的
でインテリアにもなるものも作成して
いるとのことでした。 
 コロナ禍の中、自宅で過ごす時間
も多いので、サンドアートで癒しを求
めてはいかがですか。 

 今回は、グラスサンドアートを中心に 
お話を伺いました。 

 



 

 

何日かそんなやり取りをし、Ｋさんは縫うのが間に

合わないからとカット済みの生地とゴムをセットにした

“マスクキット”も持ってきてくれましたが、それも瞬く間

に売り切れました。 

その後、作者も 4 人増え、お客様もひっきりなしに訪

れるようになり、約 2 か月の間、リトルハウスは活気に

あふれました。友達から聞いたと訪ねてくれた方、家

族に喜ばれたからと何度もリピートしてくれた方、「これ

で仕事に行けます」と喜んでくれた若い方などなど、今

までリトルハウスをご存じなかった方々に知ってもらう

きっかけにもなりました。一方、作者の方々も「え～、こ

んなに売れたの？」と驚かれるくらいの売上でした。 

物資は豊かなはずの日本で、 

必要なものが手に入らないとい 

う経験を、コロナ禍は運んできて 

しまいました。しかし、微力ながら、 

コミュニティーサロンが培った人脈 

や仕組みが地域を支えている、と 

実感した出来事でした。 

 

 

 

 

 

マスク物語 

2020 年 3 月、コロナ禍が本格化し、ドラッグ 

ストアの棚からマスクが消えました。お母様を 

介護しているリトルハウス利用者から「マスク 

ありませんか？」と切実な依頼がありました。 

手作り品出展者の中に、以前給食用の子ど 

ものマスクを作っていた K さんがいましたので、 

早速「大急ぎで大人のマスクを作って」と連絡 

しました。翌日、ありあわせの生地やひもゴム 

で、10 枚ほどの品物を納品してくれました。 

とても丁寧に仕上がっており、しかも 180 円と 

いう破格の値段で提供されました。もっと高く 

したらとの意見もありましたが、「家にあったも 

のを使っただけだから」とあくまでも謙虚な価格設定でした。 

K さんのお気持ちを無駄にしないように、店先に「マスク

あります！」と手書きで書いたものを張り出しました。その瞬

間から、数時間のうちに完売してしまいました。 

すぐに K さんに追加注文の連絡をしました。 
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10 月１日（木）～31 日（土） 

ミニチュアの世界で癒されて！ 

金沢区「街の先生」 光岡 佐輝子氏

 

 

 

 

 

 

 

展示ケース 

10 月 12 日（月） 

～17 日（土）   

色えんぴつ「帆の会」 

第７回作品展 

色えんぴつ「帆の会」 

10 月 18 日（日） 

～24 日（土）    

金沢区コミュニティサロン

活動紹介展「ホッとひと息 

みんなのサロン」 

金沢区コミュニティサロン

連絡会 

10 月 25 日（日） 

～31 日（土） 

くらしを彩る私の手から

生まれた器たち 

陶芸アートプロジェクト・ 

ハマＭＵＧ企画ときめき工房 

 
 

 

 

 

10 月の休館日は第２日曜日です。 

※つながりステーション参加サロン 

さくら茶屋にししば・ジュピのえんがわ・もりのお茶の間・リトルハウス 

Welcafe・釜利谷ふれあいカフェ・みんなの居場所 結・ほっこり 

区民ギャラリー

 

 

地域の茶の間 リトルハウス         
金沢区六浦南 5 丁目１-12 
☎ 045-706-0873 
 
 
 
  
 

発行：金沢区民活動センター“ゆめかもん”  〒236-0021  金沢区泥亀２-９-１ 金沢区役所２階 

  TEL：788-7803  FAX：789-2147   Ｅｍａｉｌ： kz-kumincenter@city.yokohama.jp    開館時間：８時 45 分～17 時 

10 月の休館日 
11 日（日）  

 

情報共有・課題解決の場として連絡会を開いています。

8 サロンでリレー式にコラムをお届けします。 

今回は「リトルハウス」をご紹介します。 

大人気の手作りマスク 

区役所にお越しの際は、お気軽にお立ち寄りください。 

＊この情報誌は金沢区内の地区センター、コミュニティハウス、ケアプラザ、図書館、金沢郵便局等に置いてあります。 

＊バックナンバーは HP からご覧いただけます。⇒ かな・インフォメーション 検索 

 

“ ゆ め か も ん ” か ら の お 知 ら せ 

※予定は変更になる可能性があります。 

 詳細はお問い合わせください。 

mailto:kz-kumincenter@city.yokohama.jp

