
       
       
 
 

 
 

 
          

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021 年(No.247) 

 

月 

 

佐藤 千秋 
（手工芸） 

北欧で紡がれた木綿糸や毛糸

を使ったデンマークのクロスス

テッチ、スウェーデンの絵織（フ

レミッシュ織）を製作 

☆街の先生 184 名 

☆登録団体 180 件 

※令和３年３月１日現在 

新規登録 

令和３年度 
 

金沢区役所２階の区民活動センター前に展示ケースがあります。 

毎月、素敵な作品を展示していますので、ぜひご覧ください。 

月 

月 

月 月 月 

月 月 

月 月 

月 

月 

月 

金沢区「街の先生」 

山本 節子氏 

金沢区「街の先生」 

河合 由紀子氏 

金沢区「街の先生」 

美濃谷 布佐代氏 

金沢区「街の先生」 

およよ氏 
認定NPO法人おもしろ
科学たんけん工房 

金沢茶道会 
金沢区「街の先生」 

光岡 佐輝子氏 

金沢区「街の先生」 

吉﨑 陽子氏 

金沢区「街の先生」 

湯瀬 鈴子氏 

金沢区「街の先生」 

荒井 敦子氏 鎌倉彫 伸美洞 
金沢区「街の先生」 

中村 恭子氏 

着物から 
リフォーム 

けしごむはんこ
でできること 

つまみ細工と 
中国・台湾の花 理科を楽しもう! 

木目込み人形 秋のお茶 
～粘土細工～ 
アトリエプリティ 
の小さな世界 

編物は 
脳の活性化 

キラキラ輝く 
ビーズの世界 

鎌倉彫 鎌倉彫 

～ハーバリウム 
押し花～ 
まるでお花畑のよう 

出展者の活動等のお問合せは“ゆめかもん”まで 

出展の内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 



活動報告・イベントのお知らせ 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ステップアップ講座 
やってみよう！オンラインミーティング 

令和２年度 金沢区民活動センター“ゆめかもん”事業報告 

報 告 

２月９日、金沢八木の一つである青葉楓を大事に見守って

いこうと言う趣旨で始まった会の初めての講座が緊急事態

宣言発令に伴い、称名寺境内、楓の前での野外講座となり

ました。 

 金沢文庫学芸員による「青葉楓とは 金沢八木とその後」

の講座後、称名寺ご住職による楓の成長を祈念した読経。

そして「冬景色・早春賦・故郷」を生演奏。マスク着用で口ず

さみ、最後は全員で楓の剪定や追肥を行いました。 

 お天気にも恵まれ、新型コロナウイルス感染症対策をしっ

かり行った上で 30 名が参加する素晴らしいイベントになりま

した。 

 活動紹介パネル展 

報 告 

「街の先生」・登録団体の
活動を区民に広く周知し、 
33 件（「街の先生」：８、登
録団体：25）の展示を３期
に分けて行いました。 

コロナ禍での活動に役立
てるために、LINE のビデ
オ通話を使用したオンラ
インミーティングを体験し
ました。 

様々な活動を通し、区民の皆さまのパワーをいただきながら、また多くの方の笑顔
に支えられながら、令和３年度も元気な“ゆめかもん”を目指して活動します!! 

 

ふみくらの仲間たち「青葉楓の会」 
称名寺境内の青葉楓を訪ねて 

お知らせ 

5 月 16 日（日）～5 月 22 日(土) 

金沢区民活動センターギャラリーにて、称名寺

境内の青葉楓を金沢区のこどもたちにスケッチ

してもらった作品を展示します 

２月 21 日、金沢公会堂で舞台芸術サークル

『潮の音』の公演が開催されました。昨年８月に

行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症

の影響で延期になり、スタッフ一同念願の公演

でした。 

定員は６分の１ほどに制限し、公演時間も短

縮、換気もこまめに行うなど感染対策にも充分

に気を配りました。 

第 12 回 

『潮の音』公演 

～伝えたい金沢区の民話～ 

  永嶋泥亀     

劇中「コロナ禍にも関わらず、よう来てくだすっ

た。」、「ソーシャルディスタンス！」と時事ネタを盛り

込んで笑いを誘い、ライブで描かれた見事な水墨画

を観客に抽選でプレゼント！という嬉しいサプライズ

も。あっという間でしたが、観客、スタッフ共にとても

充実した楽しいひとときを過ごしました。次回の公演

は９月５日（日）。どうぞご期待ください。 

令和２年度は、コロナ禍により社会生活には様々な変化があり、多くの活動、イベントが中止された１年でした。マスク

着用、手洗い、消毒、距離確保による感染対策をしながら参加者のご協力を得て開催されたものをご報告いたします。 

歩いて動いて交流会 

室内で活動紹介等をした
後、海の公園までウオー
キングをして、体と心のリ
フレッシュをしました。 

わらべうたと絵本の会 
OG 会 

図書館主催で行われた
読み聞かせボランティア
講座の参加者で OG 会
を開催。今後の活動を
支援していきます。 
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      No.102 

 

放課後キッズクラブとは       

横浜市全ての小学校に設置されて 

いて、子どもたちの「遊びの場」と、留守

家庭児童の「生活の場」を提供していま

す。今回は区民ギャラリーでの作品展 

              の準備にいらした             

                   スタッフの皆さん

にお話を伺いま

した。          

このコーナーでは、金沢区の登録団体・「街の

先生」の活動を紹介しています。 

今回は、「登録団体」横浜市金沢区放課後キッ

ズクラブ連絡会と「街の先生」 荒井 敦子さん

の活動を紹介します。 

No.103 

嬉しいことは、子どもたちの

成長が間近で見られる、子ど

もや保護者の「楽しかった、あ

りがとう」という声が聴ける、卒

業しても遊びに来てくれる…な

どたくさんあります。 

 一方でケガの防止、保護者

への説明、個別級の子たちへ

の配慮など気をつけなければ

いけない場面も多いです。大

変なこともありますが、子ども

たちが好き！子どもたちのた

めに！という熱い気持ちがス

タッフの皆さんの原動力です。 

コロナ禍で… 

 おもちゃや遊 

具、本やえんぴ 

つも１つずつ丁 

寧に消毒をし、 

おやつも手袋をして調理したり、袋

菓子にするなど工夫しています。

子どもたちも 30 分～１時間ごとに

手指を消毒し、衛生面での管理を 

 徹底しています。密を避け

学年と時間を区切っている

ので、毎日来ていた子が来

られなくなったり、色々な学

年の子同志で遊べなくなり

ました。 

スタッフは以前より早く出

勤し、遅くまで消毒作業をす

る毎日ですが、子どもたち

の安心・安全のために頑張

っています。またドッジボー

ル大会が復 

活することを 

願って…。 

横浜市金沢区  

 

放課後キッズクラブ

連絡会 

毎年「放課後キッズ作品展」を開催しています。 

各小学校の個性が発揮された力作が揃います！ 

 

 

荒井さんと鎌倉彫 

幼少の頃から彫ることに興味があった

という荒井さん。お姉さんの彫刻刀を使

い、ご自宅のタンスに美しい彫刻をほど

こしたという武勇伝があるそうです。 

鎌倉市で実施された鎌倉彫の講座へ

の参加をきっかけに、この世界に足を踏

み入れ、彫りだけでなく、塗りも重要と思

い、男性がとても多い工房にも毎日足を

運び、勉強されたそうです。ご自宅で 

その技術を教えられ始めて 30 年以上 

が経つとのことです。 

荒井さんは、「街の先生」だけでは 

なく、団体としても、「伸美洞」の講師と 

して、活動をされています。 「生活の 

中で漆器のある生活には、ゆとりがあ 

る。普段の生活の中に実用的なものと 

して彫ったものが活かされる楽しさが 

がある。」とおっしゃる荒井さん。ひら 

めきを形にする力には驚かされます。 

           

 

～生活を楽しむ鎌倉彫～ 

金沢区「街の先生」 

荒井
あ ら い

 敦子
あ つ こ

さん 

会員募集中！（伸美洞） 
生活にとけ込む漆器を楽しく作成して

います。仲間に入りませんか？ 

ご興味のある方は、ご連絡ください。 

TEL: 090-4028－0466 

生活に密着した作品の数々 

これから･･･ 

荒井さんは、地域支援で、中学

校でも教えていらっしゃいます。とて

もやりがいがあるそうです。 

コロナ禍でも、伸美洞の会員の

方々の「続けましょう」の声に後押し

され、注意しながら、活動を続けて

いるとのこと。伝統を守りつつ、生

活に溶け込む鎌倉彫を作り続ける

荒井さんは、とても楽しそうです。 

           



 
 

 
 
 

 

さくら茶屋 店頭 介護予防事業での干し柿づくり 

みんなで応援 

しよう！ 

           
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

※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 

 

『さくら茶屋物語』完成！ そこで、コロナ禍という状況の中でも工夫して活動を開

始しようとスタッフのみんなで話し合い、できる範囲の活

動が始まりました。コミュニティカフェ活動はどんな事態に

なろうとも地域には必要ということで冊子作成にも一本筋

がとおりはじめたのです。そんな経過を経てこの度「居場

所は街を動かす・さくら茶屋物語」の発刊となりました。 

「普通のおばさん達が立ち上げたコミュニティカフェ

は、人も街も元気にする・・・」そんな居場所の持つすばら

しさを綴ることが出来たと自負しています。 

ページをめくっていけば、あなたの街を元気にするヒン

トがきっと見つかると信じています。ぜひ手に取ってお読

みいただけたらと思っています。 

 
 

 

 

 

 

 

４月の休館日 
４日（日）   

29 日（木・祝） 
 

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 

「さくら茶屋」は昨年の５月で、

開設10年目を迎えました。記念誌

も発行し、地域の方々と大いに祝

おうと思っていた矢先、私たちの

暮らしはおろか世界の社会や経

済さえも史上類を見ないほどに揺

るがす「コロナ騒動」が起きたので

す。地域住民の交流、お互いの支 

え合いづくりを広げようと取り組ん 

 

 

 

 

 

  

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「さくら茶屋にししば」です。 

さくら茶屋にししば         
金沢区西柴 3-17-6 
☎045-516-8560 
 
 
  
 

４月１日（木）～５月７日（金） 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック

PR 展示！」／金沢区地域振興課 
 

※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 

“ ゆ め か も ん ” か ら の お 知 ら せ 

区民ギャラリー 展示ケース 

４月１日（木）～30 日（金） 

着物からリフォーム 

金沢区「街の先生」山本 節子氏 

 

できた私たちの活動に大きな障害が生まれました。記念誌の内容

も大きな変更を余儀なくされたのです。 

そんな中で、私たちに力を与えてくれたのが、「茶屋が休みで行

くところがない。」「いつからやるの。」「改めて茶屋の存在価値がわ

かった。」などという地域の方々の声、期待でした。逆にこんな時期

だからこそ地域コミュニティが必要だということを改めて感じさせら

れたのです。 

 

 
 

 

 

 

 

 

区役所にお越しの際は、 

お気軽にお立ち寄りください。 
 

 

mailto:kz-kumincenter@city.yokohama.jp

