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他にも・・・ 

お気に入りの 
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月 

～おうちで体験しよう♪学ぼう♪～ 

金沢区オンライン動画を楽しもう！ 

☆街の先生 182 名

☆登録団体 177 件

※令和２年 10 月１日現在

動画の見方 

新規 中村 恭子 
（押花・ハーバリウム・ 

 プリザーブドフラワー）

小物、文房具等、世界でた

だ一つの作品を作る楽しみ

を味わえます。 

HP 金沢区オンライン動画 検索 

金沢区では、おうちで楽しめるさまざまな動画を配信しています！ 

ご自宅のパソコンやスマートフォンで簡単にみることができますので、おうち時間を楽しんで 

みてはいかがですか？ 

～おうちで体験しよう♪学ぼう♪～ 

体操・ストレッチ♡内田 絵美さん 

アナウンス講座♡山口 美紀さん 体操・ストレッチ♡内田 佳伸さん 

ダンス♡SU-ZU さん 

マジック

読み聞かせ 

マスク作り
美姿勢ストレッチ 

中国語講座 

今後もいろいろな動画を配信します！！ 
詳しくは区民活動センター“ゆめかもん”まで 



講演会・イベントのお知らせ 
 

◆施設を利用にあたり、「コロナウイルス感染拡大防止のため」 

次の点にご協力ください。 

 窓口での、相談・コーディネートは実施しておりますが、 

混み合う場合はお待ちいただくことがあります。 

☘会議室 利用時間の枠を①9 時～12 時 ②13時～17 時に変更 

       定員：AB 合わせて 16 名 （10 名から変更になりました。） 

☘印刷機コーナー ２名まで  

☘機材貸出 事前予約の上、利用可能 

☘グループボックス 使用可能 

☘区民ギャラリー 通常通り観賞可能ですが、同時入室が９名以上にならないようにお願いします。 

※ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

なお、状況により対応期間が変更となる場合もありますが、その際はご容赦ください。 

 ～近代日本画の創出と日本文化を世界に発信した文人・思想家～ 

１２月６日（日） 14 時～16 時 （開場 12 時 30 分） 

会 場  金沢公会堂講堂  

◆定 員：最大 300 名  

◆入場料：大人 500 円（当日申し受けます・小中学生無料） 

   講師：岡倉天心横浜顕彰会 事務局長 （元神奈川新聞社代表取締役専務） 千葉 信行氏 

 

主催：NPO 法人 横浜金沢文化協会 後援：横浜市金沢区役所・神奈川新聞社・はまかぜ新聞社 

（注）新型コロナウイルス等の影響により変更・延期また中止する場合があります。 

お問合せ：045-785-6722 《坂（ばん）》    詳細は HP 横浜金沢文化協会検索 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

先着 50 名の皆さまに、当会会員金沢茶道会の皆様による呈茶のサービスを予定しております（１２：３０より）。 

会議室の利用人数が変わりました!! 
 

お知らせ  

文化講演会「岡倉天心」 

抹茶とお菓子で、 
一服いかがでしょうか。 

 

 第 13 回 金沢区民公募展 
 

11 月 19 日（木）～11 月 24 日(火) 

10 時～17 時 (最終日 14 時) 

◆会場：能見台地区センター体育館 

      (能見台駅より徒歩 10 分) 

◆入場無料 

◆出展ジャンル：油彩、水彩、水墨、日本画、 

           パステル画、版画、彫刻、その他 

主催：金沢区美術協会 

◇マスクの着用をお願いします！ｍｙスリッパをご持参ください！ 

 

「絵を見る楽しみ・描く楽しみ・発表する喜び」を 

テーマとした、区民のための無審査の展覧会です。 

～開催期間中、自由にご覧ください～ 

会議室 A、B の単独 
利用はありません。 

11 月７日（土）・12 月４日(金) 

11 時～15 時  

※ １席 10 名程度（少人数制） 

◆会場：金沢公会堂和室（乙舳） 

◆参加費：200 円（お菓子付き） 

主催：金沢茶道会 

連絡先：045-782-9722(田中宗美) 

おいしい抹茶をいただき、静寂としたひとときを

お過しください。 

講演会  



 
きっかけは、子供のママサークル 

それまでは、手芸とは全く関わりがな

かった塩川さん。お子さんが幼稚園の

時に、バザーでの手作りの品を作らな

ければならなくなり、初めてミシンを購

入。それをきっかけに、小学校の保護

者の手芸サークル活動に参加。手芸の

楽しさに目覚めたそうです。 

継続していくうちに、自分に力がつい

たことを実感。人に教えたいという気持

ちが芽生えたそうです。教えるために

は、資格が必要と思い、一念発起したと

のことです。 
 

パッチワークの楽しさは？ 

① 配色を考えるとき 

② 生徒さんのキットをつくるとき 

（布を引っ張り出すのが楽しいそうです。） 

③ 人と集まってのおしゃべり 

④ 生徒さんの作品や成長 

が見られる 

 嬉しそうにお話しをされる 

塩川さんからは、手芸を愛 

おしむ気持ちが伝わって 

きました。 

 

 
コロナ対策は？ 

自宅でのレッスンはやめ、

公共施設では、三密にならな

いよう、注意しながら、時間を

短縮して、取り組んでいるそ

うです。レッスンが再開出来

たときは、本当に嬉しかった

そうです。 

これからは？ 

「なにしろ現状維持」とおっし

ゃる塩川さん。みんなで励まし

合っているそうです。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

金沢区「街の先生」 

塩川 清美さん 

（パッチワーク・ハワイアンキルト） 

 
 

 

      No.92 

 

           きっかけ 

             2003 年釜利谷地区 

            センターでの「水彩画 

を楽しむ」講座の受 

講を機に、有志の会として発足しました。 

会員の皆さんは、月に一度、自然と遊び 

ながらスケッチを楽しんでいます。 

 

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」釜利谷スケッチの会と「街の

先生」 塩川 清美さんの活動を紹介します。 

No.93 

 

活動は… 

 先生をお呼びしているわけで

はないので、堅苦しさがまった

くありません。みんなでアドバ

イスし合い、忌憚のない意見

を言い合えるグループです。 

月に１度金沢区内や横浜、

鎌倉等を巡り、２月と８月は地

区センター等で静物画のスケ

ッチを楽しんでいます。現在会

員は 21 名で、出席も欠席も自

由！楽しく活動しています。 

月会費がないので、ほとん

どお金がかかりません。女性

の会員が多く続けやすいのも

うなずけますね。 

楽しみは… 

 風景画のスケッチで外に出かけ

るので、健康維持にも役立ってい

ます。高齢の会員も多いのです

が、重い荷物を持っての移動もな

んのその。80 代 

になっても元気 

いっぱいです。 

  

 コロナ禍では活動休止を

余儀なくされましたが、８月

から再開し、明るく楽しく活

動しています。「役員になる

と普段が自由なだけにちょ

っとだけ大変かな。」と笑顔

でおっしゃっていました。 

人生 100 年時代、 

      充実した時を求めて！ 
 

釜利谷スケッチの会 

 

写真は９月に区民ギャラリー

で開催された絵画展の様子

です。 

皆さん素敵な笑顔ですね！ 

布バッグ お薬手帳 針山 マスク 

作品ギャラリー 

～活動場所～ 

●金沢地区センター 

第 2・４（火）9：30～11：30 

●並木北コミハ 

毎週（木）10:00～11：30 

●杉田（ジュピリｰクアトロ） 

第１（水）11:00～12：00 

～ブログもご覧ください～ 

Mimozasaku 検索 



月館 
６にしち 

月 66 月の休館日 6 月

ほっこりの味をテイクアウトで！ 

 ほっこりがオープンしてから丸８年、 

地域の方々の憩いの場として親し 

まれてきました。今年は新型コロナ 

ウイルスの影響で、３月から休業す

ることになり皆さまにはご迷惑をお 

掛けしました。 

休業期間には「いつから再開するの？」という声をたくさ

んお寄せいただきました。スタッフで感染予防対策を考え

ながら、再開に向けてたくさん協議し、10 月１日にほっこり

の日替わりランチをテイクアウ 

トで 11 時から 12 時の間販売

することになりました。 

いままでと同じワンコイン 

500 円（税込）での提供です。 

消毒と努力しています。来店の際には、マスクの着用

などご協力をお願いいたします。 

 １日でも早く以前のような営業ができる様に今後も努

力していきたいと思います。 

販売のみとなり、店内で

の飲食はできませんが、ほ

っこりの味を楽しんでもらい

たいと思っています。 

新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、スタッフも

体温測定、マスク、手洗い、 

 
 
 
 
 

  
 

  

再開記念の赤飯弁当もワンコイン！ 

11 月２日（月）～30 日（月） 

   布つなぎを楽しむ 

金沢区「街の先生」 塩川 清美氏

展示ケース 

※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 

11 月２日（月） 

～21 日（土）  

「街の先生」登録団体 

活動紹介パネル展 

「街の先生」と登録団体の活動

を３期に分けてパネルで紹介 

11 月 22 日（日） 

～28 日（土）   

絵画サークル火曜会 

秋期絵画展 

火曜会 

11 月 29 日（日） 

～12 月５日（土） 

第４回コラージュ・ 

アート展

金沢区「街の先生」 

前田 よし永氏 

コミュニティ・サロンほっこり
金沢区東朝比奈２丁目２-32

☎ 045-786-3736

区民ギャラリー

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

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「ほっこり」をご紹介します。 

11 月の休館日 
１日（日） ３日(火・祝) 
  23 日（月・祝） 

 

区役所にお越しの際は、お気軽にお立ち寄りください。 

※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。

＊この情報紙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 

月曜日から金曜日  販売時間：11 時～12 時 

日替わりランチ<テイクアウト> 500 円（税込） 

問合せ・予約 786-3736 （営業日の 10 時～12 時） 

手作りケーキもたくさん！ 

mailto:kz-kumincenter@city.yokohama.jp



