
皆様の「ゆめ」を 

わたしたちがお手伝いします！ 

お気軽にお問い合わせください。 
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☆街の先生  169 名 

（184 件) 

☆登録団体  179 件 

※令和３年４月現在 

の事業をご紹介します 

 2021 年度 

 

 

 

活動の幅を広げる支援 

地域活動・生涯学習の機会を提供 

   

 

 

「街の先生」＆登録団体

の活動の様子を区民の

方に広く周知 

 

 

 

地域のために活動する 

意欲のある皆様を応援  

 

   

 

 

 

地域で活動するための技術の向上

活動の幅を広げたい皆様を応援 

ステップアップ講座 

活動紹介パネル展 

見にきて身になるミニ体験講座 

地域デビュー講座 

 
 

講座やイベント

の実現を支援 

 

 

支え合いの地域社会

の実現に向けて 

 

サポート補助金 地域づくり塾かなざわ 

 

 

「街の先生」＆登録団体

の素敵な作品を年間を

通して展示 

区民ギャラリー 

展示ケース  

 

“ゆめかもん”の

あれこれをオンラ

インで紹介 

オンライン事業 

NEW 
 



講座報告・会員募集・イベントのお知らせ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

区民ギャラリー出展者（予定） 区役所２階へ GO! 
             

 報 告 

協力者の「さくら茶屋にししば」の 

岡本さんと阿部さん 

“ゆめかもん”に登録している「街の先生」＆登録団体の素敵な作品の展示、活動の様子が分かります。

出展内容は変更になる場合がありますので、詳細は区民活動センターにお問い合せください。 

３月 27 日（土）午後４時（ルーマニアは 

午前９時）、ルーマニアのオラデアの日本 

文化センターの子どもたち 14 人と「さくら茶屋 

にししば」の子どもたち９人との交流が行われま

した。在日本ルーマニア商工会議所事務局長

の田中兆洋氏が、日本との交流先を探してい

たところ、「さくら茶屋にししば」の阿部氏が快く

引き受けて下さり、実現しました。お互いの街の

紹介、アニメの話しを、日本語と英語を交えな

がら盛り上がる子ども達に、国境を感じさせな

い明るい未来を感じました。 

５月 MOA 健康法サークル金沢大道ネットワーク・ふみくらの仲間たち「青葉楓の会」・金沢切り絵の会・富岡写友クラブ 

６月 中澤瓈光氏（書道・詩文書）・マウスアートの会・NPO 法人野口英世よこはま顕彰会・金沢区「街の先生」コラボ 

７月 金沢区更生保護女性会・きりえサークル金沢・フォト 2007 

８月 色えんぴつ「帆の会」・金沢区平和のつどい実行委員会・平形忠利氏（篆刻・鎌倉彫）・金沢区書道協会・釜利谷スケッチの会 

９月 あじさい写真クラブ・NPO 法人横浜金沢文化協会・小田裕子氏（こぎん刺し）＆モドコの会・さくら写真クラブ 

10 月 遊アート会・生涯学習「西柴」・旧川合玉堂別邸及び園庭緑地運営委員会・陶芸アートプロジェクト・ハマ MUG 企画ときめき工房 

11 月 登録団体・金沢区「街の先生」活動紹介パネル展 

12 月 あさひ写真クラブ＆ひまわり写真クラブ・火曜会・飯村さち子氏（絵画・造形） 

１月 荘シルビア氏（フラワーアレンジメント） ・写団“夢”・ 金沢区公園ボランティアの会・横浜市金沢区放課後キッズクラブ連絡会 

２月 やりこれ会・並木水彩サークル・金沢区美術協会・前田よし永氏（コラージュ・アート） 

３月 金沢国際交流ラウンジボランティア会・西金沢写友会・フォト“わいわい” 

 

 

 

発起人の田中さん 

素敵な作品が 
いっぱい!! 

ルーマニアの子ども達とオンライン交流会＠さくら茶屋 



制作の様子 工作用のりで貼っていきます お気に入りの作品 『クリスマス』と『未完成』 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

      No.104 

 

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、「並木水彩サークル」と「街の先生」  

齋藤 由美子さんの活動を紹介します。 

No.105 

 

水彩画の魅力や楽しみ… 

絵具の種類は不透明水彩画と透

明水彩絵具があります。小学生の

使う絵具は不透明絵具、並木水彩

サークルは透明絵具を使います。

透明水彩は油絵とは違い画材も

安値で気軽に始められます。一方

決して易しくはなく、奥が深い。

色の表現(にじみ、ぼかし)は水加

減一つで決まる難しさも有りま

す。色と色を合わせ、二度と出来

ない偶然と出会う事も楽しみの

一つとか。 

 

サークル活動は… 

用意されたモチーフを描く。また

年 1回の新年会(コロナ禍以前)、

年 2 回の展覧会(美術協会主催公

募展)、並木コミュニティハウス

での作品展と活動を楽しまれて

います。今回ギャラリーに展示し

て頂いた作品は、コロナ禍で集ま

れず好きな絵を自宅で描いた作

品もあり、柔らかなタッチと色彩

の素敵なものばかり。皆さんの個

性や描くことを楽しんでいるの

が伝わってきます。 

 

並木水彩サークル 

描くことの楽しみをモットーに 5年ほど前に結成された水彩画のサークルです。現在、

会員は 9名で月 2回(第二、四木曜日)長浜ホール会議室で四季節々の花、果物、野菜、

身近にあるものを組み合わせて描いています。 

 

会員 

募集中 

きっかけ 

20 数年前、友達に誘われて習い

始めました。友達は途中でお辞めに

なりましたが、齋藤さんは最後まで

続け、講師の資格をとりました。 

しばらくはちぎり絵から離れてい

たものの、自宅にアトリエを作ったの

を機に、少しずつ教えるようになりま

した。自宅では月に１回、コミュニテ

ィハウスや、いきいきセンターでも講

師をされていらっしゃいます。 

魅力 

 作品からは柔らかさと優しさ、和紙

独特のぬくもりが感じられます。失

敗かなと思っても重ね貼りができ、

油絵のような重厚感が出ます。和紙

なので繊維を活かして葉っぱの筋を

作ったり、山脈を表したり・・・。絵心

があってもなくても関係なく、誰でも

素敵な作品が作れます。 

是非一緒に作ってみませんか？ 

 

よかったこと、大変なこと 

「桜なのかコスモスなのかわからない

桃色の小さな和紙が、徐々に形になって

完成すると皆さんとても喜んでくれます。 

大変なのは材料を１名分ずつ小分けに

して準備しなければいけないこと、和紙の

値段が張ることかな。」とのことです。 

「でもそれ以上に皆さんが喜んでくれる

ことが嬉しいんです！」と素敵な笑顔でお

話してくださいました。 

 

金沢区「街の先生」 
和紙ちぎり絵 

齋藤 由美子さん 

 介護福祉士、介護相談、手話、和

紙ちぎり絵、シニアのためのピアノ

等多方面でご活躍中の斎藤さん。 

３月に区民ギャラリーで開催され

た『和紙ちぎり絵展』でお話をお伺

いしました。 

 

齋藤 ☎090-5346-2445 

 

  
 



４月１日『もりのお茶の間』再開！ 

１階も２階も笑顔いっぱい。 

４月１日、お茶の間が戻りました！ 

           
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

区民ギャラリー 展示ケース 

※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5年を契機として『お茶の間』の在り方を見直したい

と考えています。新型ウイルスの流行による休止を、やむ

を得ないとは思いながらも「地域の居場所」の「もろさ」を

感じました。地域の皆さんと支えあい、交流してこその居

場所です。スタッフも地域の一員として、利用者の皆さん

と支えあい、交流していきたいと思っています。どのような 

『もりのお茶の間』になればもっと地域の居場所になれる

のか？地域の皆さんと考えていきたいと思っています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

区役所にお越しの際は、 

お気軽にお立ち寄りください。 

新年度の始まりと一緒に、『もりのお茶の間』 

にも春の訪れです。長いお休みで地域の皆様から 

忘れられるのでは！と心配しましたが、春風のようにお客様

の訪れです。本当に嬉しい再会でした。「これ以上休まれた

ら、私の食生活ピンチです！」再開初日のお客様の声、笑

顔があふれたお茶の間です。『もりのお茶の間』は半年先の

11 月に 5 年目を迎えます。 

 

 

 

 

 

  

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「もりのお茶の間」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 

 

“ ゆ め か も ん ” か ら の お 知 ら せ 

※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 

感染予防対策はしっかりと、コロナに

負けず寺子屋でしっかり学んでます。 

 

もりのお茶の間          
金沢区六浦東 1 丁目２-８ 
☎ 045-701-4860 
 
 
 
  
 

毎月の日替わりメニュ

ー表はホームページや

SNS でも見られます♪ 

 

最新情報はツイッター ホームページで 

もりのお茶の間 検索 

http://www4.hp-ez.com/hp/mutuhi 

５月の休館日 
２日（日） ３日（祝・月）  
４日（祝・火） ５日（祝・水） 
 

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 

５月１日（土）～31 日（月） 

「けしごむはんこでできること」 

金沢区「街の先生」 

およよ氏 

 

５月９日（日）～15 日（土） 

いいね花のある生活 

～ちょっとの工夫で毎日が楽しい～ 

MOA 健康法サークル 

 

５月 16 日（日）～22 日（土） 

金沢八木の一つ「青葉楓」を 

おともだちが書きました 

ふみくらの仲間たち「青葉楓の会」 

 

５月 23 日（日）～29 日（土） 

切り絵の会作品展 

         金沢切り絵の会 

 

 

５月 30 日（日）～６月５日（土） 

自由気ままな写真展 

           富岡写友クラブ 

 

mailto:kz-kumincenter@city.yokohama.jp

