
       
       
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021 年(No.244) 

 

月 

 

令和３年１月 15 日（金） 15 時～16 時 

金沢区役所１階１号会議室 / 申請締切：令和３年１月 29 日（金） 

金沢区市民活動サポート補助金ご案内 

問合せ 区民活動支援担当 （６階 601） 

 ☎０４５－７８８－７８０６ 

詳細は HP 金沢区サポート補助金で検索 

事前説明会 

～みなさんの活動を応援します！～ 

青少年の育成 

夏休みこどもキャンプ 

体験教室   等 

環境保全 

緑地の育成 

 自然環境調査 等 

芸術文化活動 

コンサート  展覧会 

朗読会  等 

子育て支援 

こどもの遊び場 

おはなし会  等 

生涯学習講座  

地域の歴史講座 

クラフト講座 等 

国際交流 

多文化共生講座  

講演会 等 

 

☆街の先生 183 名 

☆登録団体 178 件 

※令和２年 12 月１日現在 

金沢区では、地域の活性化や豊かなコミュニティづくりなどを 

目指す区民の自主的な活動を支援するため、金沢区市民活動 

サポート補助金を交付しています。 

5 人以上で構成されている団体が対象となります。 

補助対象となる活動 

菊池 真理子 
（フラワークリエイティブ） 
生花プリザーブド、造花ドラ

イフラワーで、豊かな創造

性とコミュニティを通して癒

しの時間を、一緒に過ごし

ましょう。 

新規登録 

 

 

“ゆめかもん”は 2021 年も皆さんの
活動を応援します!! 
スタッフにお気軽にお声かけください。 
今年もよろしくお願いします。 



イベントのお知らせ 
 

２月 21 日（日）開場 12 時 30 分 開演 13 時 

◆会  場  金沢公会堂講堂 

◆入場券  900 円 （高校生以下無料） 

        800 円 (前売券) 

◆チケット取扱所 金沢区役所内売店 

問合せ  滝澤 右弥子 TEL 090-2226-3699 

        北川 龍夫   TEL 090-8478-8963 

 

 
 

 
 ２月９日（火）９時 45 分 県立金沢文庫ロビー集合 

10：00 県立金沢文庫学芸員による講座 

     「青葉楓とは 金沢八木とその後」 

11：00 展覧会「拓本で知る武州かねさは」観覧 

     （学芸員による解説） 

12：00 青葉楓見学 

12：15 解散 この講座はコロナ対策で変更となる場合があります 

金沢区コミュニティ FM 局の設立に向けて、「防災の 

働き」「メディアのあり方を」知り、様々な視点から考

え、話し合う意見交換会を開催します。 

詳細は HP 金沢区コミュニティ FM 設立準備室検索 

１月 31 日（日） 15 時～17 時 
会場：zoom アプリを利用したオンライン開催 

  金沢区の災害対策の有識者、メディアの有識者

の方、数名登壇予定 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 

 

金沢区民参加ステージ 2021 
  伝えたい金沢区の民話 

        

第 12 回 

  潮の音 

脚本：龍夫  演出：小田島 隆  

主催：金沢区舞台芸術サークル「潮の音」  

後援：金沢区役所・横浜市教育委員会 

 

7 周年を迎えたボイストレーニングサークル 

２月 23 日（火・祝日） 開場 13 時 開演 13 時 30 分 

☆お願い！コロナ感染予防の為、マスクの着用と体温のチェックを励行しております。 

金沢八木の由来をご存知ですか？ 

称名寺境内の青葉楓を訪ねて 
        

参加費：県立金沢文庫観覧料金のみ（シニア割引有り） 

定 員： 50 名  締め切り令和３年 1 月 30 日（土） 

申込方法：往復はがき・電話・FAX 

〒236-0015 金沢区金沢町 9-10 

        ふみくらの仲間たち「青葉楓の会」赤澤 

       Tel・Fax 045-783-1375 

 
主催 ふみくらの仲間たち「青葉楓の会」 

雨天決行 

◆会 場：金沢公会堂講堂 

◆入場無料 

 

お知らせ コミュニティ FM を創ろう市民会議 
 

コミュニティ FM とは 
その地域に根差したニュースや飲食店・イベン

トなどを紹介するラジオ放送です。このラジオ

放送ではあなたが住む地域が主人公です。 

そして、あなたを含めた地域の方々がより快適

に暮らせる街づくりを目的にしています。 

 The First Concert 
輝く愛のしらべ 

  

☆お願い 
新型コロナ感染防止のため下記の事項にご協力ください。 
１ 手指の消毒                       ２ マスクの着用 
３ 入口での検温                      ４ 来場者カードの提出 
５ 舞台～通路までの座席はご利用いただけません ６ 客席での大声の発声はお控えください。 
  その他の座席も間隔をあけてご着席ください。 

連絡先 佐藤（メンバー代表） 045-701-6039 

曲目 
♪この道 

♪落葉松 

♪いつか夢で 

♪A Whole New World 

♪ホフマンの舟唄 ほか 

第二部 ジャンル別競演 

筝 曲：滝澤右弥子 尺八 足立準之助（天馬） 

朗 読：篠 俊子（決戦忠臣蔵・妻の一分） 

吟詠語り：北川龍夫（赤垣源蔵徳利の別れ） 

日本舞踊：坂東幸美都（江戸売物揃） 

        坂東加代寿 

        坂東幸臣 

三 線：水谷亮介（かぎやで風） 

        琉球舞踊 芦垣緋鶴 

江戸木遣り：出演者有志 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

      No.96 

 

きっかけ 

 8 年前に金沢いきいきセンターでの

「色鉛筆講座」を機に「色えんぴつ帆の

会」として 10 名で活動を開始しました。 

No.97 

 

色鉛筆画の良いところは… 

 思い通りに描けなくて失敗しても、

消しごむで何度も消せる事が一番

良いところです。また、色鉛筆で描

く時、準備に時間をかけることもな

く、描きたいと思った時に手軽に気

軽に服も汚さず、自由に描けること

が一番の魅力とおっしゃっており、

日常生活の中で自然体で取り組ん

でいる様子が伺えました。 

活動は… 

 先生がテーマを決め、静物をモ

チーフに作品を制作。描きたい物

はおうちで各自制作をし、活動日

に先生の指導を受けて、技術の向

上に励んでいるとのことです。 

    また、年１回の区民活動セ

ンターギャラリーでの展示を

発表の場としてモチベ―ショ

ンを保ちながら、みんなで活

動を楽しんでいるとのことでし

た。 

    コロナ禍で、おうち時間が増

える中で、子どもの頃を思い

出し色鉛筆で自由に描いて

みてはいかがですか？きっと

色鉛筆画の優しい絵が心も

穏やかにしてくれますよ。 

 

色鉛筆は？ 

 初心者の方には、子どもが使

用する色鉛筆で描いてもらい、

徐々に自分に合った色鉛筆を選

んでいただいています。 

メーカーによって色のバランス、

芯の硬さ、描き心地が全く違うた

め、自分に合ったものに出会う

のも楽しみの一つです。 

  
 

 

色えんぴつ「帆の会」 

 

同じモチーフでも置き方 

を変えるだけで、作品の 

イメージがかわります!! 

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」色えんぴつ帆の会と

「街の先生」蓑毛京子さんの活動を紹介し

ます。 

ちょっとした時間を利用して！ 

作品をアレンジして 

穏やかな秋の日、晴嵐かなざわに、 

“大人の教養教育講座”３時限目の講

師を担当する「街の先生」蓑毛京子さ

んを訪ねました。 
 

 香り、嗅覚、呼吸、リンパの話からエ

ッセンシャルオイルの説明へ。そして手

浴、アロマオイルを使ってのセルフハン

ドマッサージ実践。上手に参加者の気

持ちを高めていく蓑毛さん。講座終了

後には受講者全員満面の笑顔でした。 
 

直接お話を伺うと、蓑毛さんは、静 

かな佇まいの中にたくさんの好奇心と 

実行力を備えた方でした。 
 

アロマの世界に入った 

きっかけは、友人に誘わ 

れて参加した講習会。そ 

こからアロマのトリートメ 

ントを習い、もっと身体のことを知りた

いと整体を勉強し、さらに深くアロマの

勉強をして資格を取り、アロマの教室を

始めました。 

最初に自分 そして周りの人へ 

香りのバトンを繋げましょう 

金沢区「街の先生」（アロマテラピー） 

蓑
みの

毛
も

 京子
きょうこ

さん 

蓑毛さんの地域活動デビューは、

区民活動センター主催の「講座をつく

ろう」という事業で集まった仲間と、子

どもを対象とした「わんぱく塾」を開催

したこと。 
お子さんが小さい頃から活動を始

め、自身の状況の変化に伴って活動

に対する思いも変化してきました。以

前は忙しい方や子育て中のお母さん

たちにアロマを通して“ホッとできる空

間”の提供を、今は自由な時間ができ

た方、子育てが一段落した方が“自分

の世界を広げて、自分自身を見つめ

る”お手伝いを、と活動しています。 
 

とても軽やかなのに、 

どんどん道を切り開いて 

進んでいく蓑毛さん。 

柔軟に状況に対応しながら、 

「街の先生」として皆様に笑顔をお届

けしています。 

多くの方に教えるようになり、そ

の人たちを中心に立ち上げたグル

ープは、輪が広がって次の人にバ

トンを渡していくことを願って、「香り

のバトン」という名前をつけました。 



           
  

  
  

 
 

 

11 月 11 日、Welcafe が待望の再開をしました。3 月に金

沢スポーツセンターの休館により活動を休止してから実に 8

ヶ月ぶりです。ただし、目下のところ会場の利用人数は 27

名と限られています。スタッフを入れると、お客様は 20 名ま

でとなります。 

再開にあたり、活動場所のオフィスかなざわを大掃除し、

カウンターへの感染対策シートの設置、間仕切りスクリーン

の購入、消毒を楽にするためにテーブルクロスの取り替え、

テーブル配置の変更など、感染予防のための対策をあれこ

れ講じました。 

 

 

スタッフの方も、長期間の

休みの後で、初めは「勘が取

り戻せない」とぼやいていまし

たが、お客様が少ないのが幸

いし、余裕を持って接客でき

たようです。 

 

館日休館日 6 月の休館

日 

 
 
 

“ ゆ め か も ん ” か ら の お 知 ら せ 

展示ケース 
１月の休館日 

１日（金・祝）～３日（日） 
11 日（月・祝） 

１月４日（月） 

～９日（土）   

新年に生ける私の花 金沢区「街の先生」 

荘 シルビア氏 

１月 17 日（日） 

～23 日（土）    

金沢区はまっ子・キッズ 

作品展 

金沢区はまっ子ふれあいスクー

ルチーフパートナー連絡協議会 

１月 24 日（日） 

～30 日（土） 
みんなでつくろう！ 

みんなの公園 

金沢区公園ボランティア

の会 

１月 31 日（日） 

～２月６日（土） 

金沢区美術協会 

春季展 

金沢区美術協会 

 
 

 

 

情報共有・課題解決の場として連絡会を 

開いています。７サロンでリレー式にコラムをお届け 

します。今回は「Welcafe」をご紹介します。 

＊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 

 

 

１月４日（月）～31 日（日） 

鎌倉彫 生活に楽しくとけこむ 

金沢区「街の先生」 荒井 敦子氏 

中央が高田さん。 

長い間ありがとう 

ございました。 

 

※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 

Welcafe          
金沢区長浜 106-8 金沢スポーツセンター内 
オフィスかなざわ ☎ 045-791-7690 
  
 

 

この原稿を書いている 12 月、コロナ感染が急速に拡大

しており、恒例のミニ門松作り教室は休止しました。月2回

の「歌声♪と喫茶の会」も開けず、なかなか前のようには

戻れませんが、コーヒーを前におしゃべりを楽しむお客様

（マスクはしてますよ）の姿に、Welcafeの使命を感じます。 

残念ながら、10 年前の開店以来、マスターとして務めて

こられた高田さんが 11 月 16 日に癌のため亡くなられまし

た。寂しい再開となりましたが、残りのスタッフで力を合わ

せて頑張っていきたいと思います。 

 

 

区役所にお越しの際は、お気軽にお立ち寄りください。 

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 

感染対策も万全です！ 

区民ギャラリー

 

 

 

※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

