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☆街の先生 183 名 

☆登録団体 180 件 

※令和３年２月１日現在 

新型コロナウイルス感染症の影響で 
おうちで過ごす時間が増え、運動不足になっていませんか？ 

金沢区では、おうちでできる様々なエクササイズ動画を配信しています！ 
ご自身の年齢や目的に沿って、自分に合った動画を選んで、 

おうちで身体を動かしてみませんか？ 

       
 
金沢区役所地域振興課  
TEL ： 045-788-7805 
メール： Kz-sports@city.yokohama.jp 

         

脂肪を燃やそう  有酸素運動 

 

身近なものでできる筋トレ 

 

老若男女問わずにできます～ストレッチ＆体操～ 

 

            

 
動画 

閲覧方法 
ホームページ 金沢区おうちでエクササイズ  検索 

または二次元コードから検索し、観たい動画をクリック！ 

 

ボクシングでエクササイズ！ 

美姿勢ストレッチ！ 

ペットボトルを使った筋トレ！ 

新規登録 

 
こぎん刺し「モドコの会」 

（こぎん刺し） 
 

こぎん刺し 

の制作 

問合せ先 

自分の 
目的に合った 
動画を探そう！ 

他にも様々な 
おうちでできる 
エクササイズ 
動画を配信！ 「街の先生」 

も登場！ 

ＳＴＡＹ ＨＯＭＥ 
 

ＳＴＡＹ ＨＯＭＥ 
 

 

同時配信！ 
金沢区オンライン
動画を楽しもう！  
～おうちで体験し
よう♪学ぼう♪～ 

検索 

TEL:045-788-7805


イベント・講座のお知らせ 
 

◆全席指定 Ｓ席 7,000円 Ａ席 6,500円 【区役所での両日販売分に限り各券 500円割引】 
◆販  売 ・金沢区役所１階エントランスホール 3/27(土)・28(日) 9時～16時 (一人６枚まで) 
        ・チケットぴあ 3/27(土) 10 時より Ｐコード：504-896 
主催：「称名寺薪能」実行委員会 共催：金沢区役所  
問合せ：「称名寺薪能」実行委員会 03-3556-6176（土日祝日を除く午前 10 時～午後 5 時） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①４/15(木) ＜講義＞金沢区内の寺と神社の歴史 Part２ 
歴史研究家 

盛本 昌広氏 

②６/17(木) ＜講義＞金沢文庫文書にみえる喫茶文化 
関東学院大学 客員教授 

永井 晋氏 

③【仮】８/19(木) ＜展示解説と観覧＞詳細が決まり次第講座でお知らせします 
神奈川県立金沢文庫 
学芸員 

④９/３(金) ＜講義＞神奈川の仏像と神像 Part２ 神奈川県立歴史博物館 館長 

薄井 和男氏 

⑤９/16(木) ＜講義＞金沢猫とその周辺 
上智大学 特任教授 

西岡 芳文氏 

⑥10/22(金) ＜講義＞明治時代の六浦荘村―布川悦五郎日記から 
横浜開港資料館 館長 

西川 武臣氏 

⑦11/18(木) ＜講義＞小田原北条氏時代の横浜市域 
青山学院大学 非常勤講師 

真鍋 淳哉氏 

①４/28(水) 室町・戦国時代の六浦 NPO 法人 横濱金澤シティガイド協会 

松崎 寛氏 

②４/28(水) 三浦一族最後の日、その時新井城では 三浦道寸研究家 アダチ クリスティ氏 

③５/19(水) 【探訪】太平洋戦争の記憶～金沢区の戦跡を訪ねる 

 ※京急金沢八景駅 （改札口３階） ９時 30 分集合 
「絆」運営委会 

④９/15(水) 横浜港湾史③ ～関東大震災後の横浜港の危機と復興 関東学院大学名誉教授 小林 照夫氏 

⑤９/15(水) 戦国から天下泰平へ④ 

～豊臣政権と近世社会の成立 
青山学院大学講師 真鍋 淳哉氏 

⑥10/20(水) 【探訪】街歩き：金沢発展の礎泥亀新田の 350 年の歴

史をひもとく※京急金沢八景駅 （改札口３階）９時 30 集合 
NPO 法人横濱金澤シティガイド協会 

⑦11/10(水) 横浜港湾史④～第二次世界大戦後の港都横浜 関東学院大学名誉教授 小林 照夫氏 

⑧11/10(水) 戦国から天下泰平へ⑤～徳川家康と江戸幕府の成立 青山学院大学講師 真鍋 淳哉氏 

⑨11/18(木) 【バス旅行】上總國里見所縁の姫たちの戦国 「絆」運営委員 

( 講 師 ) 

やまざくら～自然と歴史の会～ 

歴史講座のご案内 
（会員募集） 

 

◆会場③⑥⑨以外は、金沢公会堂講堂 ◆時間 ①④⑦：９時 30 分～11 時 30 分 ②⑤⑧：13 時 30 分～15 時 30 分  

●年会費：3,000 円（初回講座時納入） 

●定 員：80 名（応募多数の場合、抽選） 

●申込方法：E メール、FAX またはハガキにて 

①「絆入会希望」②住所③氏名（ふりがな） 

④生年月日⑤TEL/FAX⑥Ｅメールアドレス 

⑦紹介者名をご記入の上、事務局宛て申込

ください。 

※ご提供いただいた個人情報は「絆」の運営以

外には使用しません。 

●申込締切：３月 14 日（日）当日消印有効 

●「絆」事務局 

〒236-0046 金沢区釜利谷西 5-3-7 

大橋 仁 方  

TEL/FAX：045-784-3544 

  E メール：h2ox@nifty.com 

※詳細はチラシをご覧ください 

イベント 

生涯学習「絆」～人と歴史をつなぐ～ 講 座 

 

２０２1 年度 
講座受講者募集 

 

第 24 回 称名寺薪能 
 

 

講 座 

 

◇日時：５月３日（祝・月） ①14 時開演（13 時開場） 

②18 時開演（17 時開場） 
◇会場：金沢公会堂 （2021 年は金沢公会堂にて開催） 

 

●定員：60 名（応募多数の場合、抽選） 

●年間会費：3,000 円（初回に一括納入） 

●申込方法：通常はがきに「やまざくら受講 

希望」と記入の上、①郵便番号②住所 

③氏名（ふりがな）④年令⑤性別⑥電話 

番号を記入してお申込みください。 

〒236-0046 金沢区釜利谷西 1-45-26 

久保田方 やまざくら事務局まで 

●申込締切：２月 28 日（日）必着 

●問合せ：045-783-9314 
(18 時～21 時 火木除く) 

※詳細はチラシをご覧ください 

金
かね

 澤
さわ

 能
のう

 
 

 
能「土蜘

つちぐも

」櫻間右陣 狂言「口真似
く ち ま ね

」野村萬斎 

 

 

( 講 師 ) 

チケット 
販売 

 

 

 

 

 

( 撮影：三上 文規氏) 

あなたも参加しませんか? 郷土金沢を中心に広く歴史を講座と探訪で、楽しく学んでいきます。 
シリーズ講演は、単独でも完結して楽しめます。 

 

２公演とも能およ

び狂言の演目は

同じです。 

※新型コロナウイルス感染症対策（マスク着用・手指消毒・人と人との距離確保・体調不良の方はご遠慮いただくなど）を講じて開催します。 
☆緊急事態宣言がある場合、施設利用制限（定員など）ある場合は変更する可能性があります。 

新型コロナウイルス感染症対策について 
神奈川県および横浜市のガイドラインに則して対策を行います。状況によりやむを得ず内容変更や公演中止の可能性があります。 

「やまざくら」は、金沢区や周辺の自然と歴史を学ぶグループです。ご一緒に学びませんか？ 

※会場：金沢地区センター 但し：③のみ神奈川県立金沢文庫 ※時間：９時 30 分から 11 時 30 分 
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火曜会は、水彩、油彩、デッ

サン等画材選択自由の絵画サ

ークルです。 

活動内容は、最初に皆の希

望を聞きながら年間計画をたて

ています。描く対象は幅広いジ

ャンルから選ばれており、また

毎月２回活動しているので、い

ろいろな描画を楽しく経験する

ことができます。 

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 
 

先生は、金沢区「街の先生」

でもある飯村さち子さん。会員

一人一人の話を聞いて、希望

や持っている技術・経験に合わ

せた指導をしてくれます。 

親切丁寧に指導 

をしつつ、構図は 

自分で考えてもら 

う等自主性も重視 

しています。 

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」火曜会と「街の先生」    

新井克己さんの活動を紹介します。 

令和２年 11 月、区民ギャラリーにて秋期絵画展を実施しました。 

大勢の来場者が作品を鑑賞しました。 ※作品を背に記念撮影。 

初心者も大歓迎！ 

自由に楽しく活動しています 

◆活 動 日◆原則 第２､４火曜日 9:30 頃～11:30 頃  

◆活動場所◆金沢地区センター 中会議室 

◆活動内容◆室内描画（花、野菜、果物、人形、日用品、 
置物、ぬいぐるみ、人物、名画模写、絵手紙等） 
美術館見学、野外スケッチ(年 2 回)、作品展（年 2 回） 

現在会員募集中。初心者も

大歓迎です。お話を伺った代表

の岩澤さんも、入会した時は絵

のことは何も分からず、筆の持

ち方から教わったそうです。 

入会も退会も休会も緩やかに

受け止めて、楽しく長く続けてい

くことが火曜会の目標です。 

 

活動中は、黙々と制作してい

る人もいれば、おしゃべりを楽し

みながらの人もいます。 

他の人の作品を見て、色遣い

や構図を次作のヒントにしたり

と、会員同士お互いの作品に刺

激を受け合いながら、楽しく活

動しています。 

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 

 

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 

 
 

 

活動状況 

2008 年夏に金沢区「街の先生」に

登録され、現在も“ゆめかもん”主催

講座等に熱心に参加されている新井

克己さんにお話を伺いました。 

 もともとは技術系で、民間企業で設

計を行っていたサラリーマン。定年退

職後には時間に縛られず大好きな海

外旅行にも行けるように自営できる仕

事をしたいと思い、49 歳の時、会社勤

めをしながら法律専門予備校に通い、

そこで行政書士の資格を習得。 

心機一転、61 歳から行政書士とし

て第 2の人生をスタート。なかなかうま

くいかない事も多かったが、ボランティ

ア、人のために役に立ちたい、遺言・

相続、成年後見制度の手続きについ

て人に伝えたいと、強い思いを持ち、

地道な活動と自治会役員をきっかけ

に老人会等での話をしながら活動の

場が広がって行ったとのことです。 

 他区の活動センター（磯子、港南、戸

塚、南、中、西、保土ケ谷）にも登録さ

れており、活動の場を広げている新井

さん。以前には港南区の国際交流ラ

ウンジで外国の方に日本語を教える

などの交流もしていたとのこと。 

 人と会って話をすること、人の相談に

のることが大好きということで、今の活

動がとても楽しいし、また本を読むこ

と、映画を観ることも大好きで、映画鑑

賞会のサークルを仲間と 20 年も継続

して行っているなど、何事にも楽しく活

動している様子が伺えました。 

遺言・相続のおすすめ情報 

 「民法大改正により、熟年層に有利

なことが増えました。是非、この機会

に関心を持ってもらったらと思いま

す。」とのことです。 

人のために役立ちたいという思いが優

しい表情からあふれていました。 

金沢区「街の先生」 

相続・遺言・成年後見制度 
  《各手続きの説明》 

新井 克己さん 

相続・遺言・成年後見等について 
ご相談があれば 
お気軽にお問い 
合せください。 

老人憩いの家「伝心寺」で行われたミニ
体験講座の様子。 
「遺言・相続の手続き」について分かり
やすく説明してくださいました。 
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館日休館日 6
月の休館日 

 
 
 

３月１日（月）～31 日（水） 

～春のお祝 ふろしきラッピング～

金沢区「街の先生」 本田 睦美氏 

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 

 

３月８日（月） 

～13 日（土）   
並木水彩サークル展 並木水彩サークル 

３月 14 日（日） 

～20 日（土）    
『光と影』 フォト“わいわい” 

３月 21 日（日） 

～27 日（土） 和紙ちぎり絵 
金沢区「街の先生」     

齋藤 由美子氏 

 
 

 

 

※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。 

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「ジュピのえんがわ」をご紹介します。 

３月の休館日 

７日（日）  

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 

※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 

展示ケース 

mailto:kz-kumincenter@city.yokohama.jp

