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日時 ： 令和３年８月 28 日（土）13 時 30 分～15 時 00 分 

講師 ： 向坂 卓也氏（県立金沢文庫学芸課長） 

会場 ： 神奈川県立金沢文庫 地下大会議室（金沢町１４２） 

定員 ： 50 名（応募者多数の場合は抽選 ※金沢区民優先） 

参加費 ： 県立金沢文庫観覧料（受講料は無料） 

申込 ： 往復はがき（１人１枚）に①講座名➁郵便番号③住所 

④氏名（ふりがな）➄電話番号⑥返信面（宛先）を記入して 

県立金沢文庫（〒236-0015 金沢町 142）へ 

または HP                 で検索 

申込締切 ： ８月 18 日（水）必着 

 

 

区民のための歴史講座 

 

 

＊新型コロナウィルス感染症流行の状況により、中止の可能性があります。 

問合せ ： 金沢区役所地域振興課  TEL 788-7804   FAX 788-1937 

                                  

  

☆街の先生 187 名 

☆登録団体 181 件 

令和３年７月１日現在 

 

「歴史の積み重なる街・金沢 

～金沢地域の歴史と地形の変遷」 
金沢地域は、縄文時代から近現代までの歴史が積み重なり、それぞれの資料が残る貴重な地域です。 

またこの長い歴史の中で、地形も大きく変化してきました。 

この講座では、それぞれの時代の主な資料と当時の地形をとり上げて、金沢地域の歴史と地形の変遷を

概観していきます。 

 

県立金沢文庫 講座 
 

新規登録 

帖佐
ちょうさ

 裕美
ひ ろ み

 
（アルバム整理） 

 

  家族・ペット・趣味の作品など、 

  世界でひとつのアルバムを作り 

ませんか。初心者大歓迎です。 

菊池
き く ち

 真理子
ま り こ

 
（アンガーコントロール） 

 

  怒りの本質を知り楽しみや幸

せの感度を上げ、未来志向で

なりたい自分になりませんか。 

城山
しろやま

自治会
じ ち か い

 
（市民活動） 

 

  「住みよい地域社会」の向上 

発展。 



活動報告・イベントのお知らせ 

 
 

９月５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 

◆問合わせ先 滝澤 右弥子 TEL 090-2226-3699 

北川 龍夫   TEL 090-8478-8963 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 
 

報 告 

報 告 チャリティー公演 

第２回 金沢区朗読公演会 
６月 19 日（土）＠金沢公会堂 

金沢区朗読公演会実行委員会（後援：横浜金沢文化協会）

による朗読公演会に、「街の先生」荘シルビアさん（華道・フラワ

ーアレンジメント）が、フラワーデモンストレーションで登場。 

バックミュージックとして、「街の先生」の大城 恵さん（オカ

リナ）が、効果音で出演。オカリナはもちろんのこと、波の音な

ども、幻想的に演出していました。 

素敵な朗読の世界への誘いに色を添えてくれていました。 
荘シルビアさん 大城 恵さん 

ゆめかもん登録の 2 団体が横浜市立図書館功労者表彰されました！ 

横浜市立図書館 100 周年記念式典（6 月 13 日 於：港南公会堂）にて 

 

金沢紙芝居の会「かなみん」、金沢おはなしネットワークウェズ

ランディアが、横浜市立図書館における読書活動の推進に貢献

し、図書館の振興に尽力した功績を認められ、横浜教育長より

感謝状を贈呈されました。 

「かなみん」はゆめかもんの地域デビュー講座 

から、「ウェズランディア」はサポート補助金を受 

けた区民企画から誕生した団体です。 

おめでとうございます。今後益々の活躍を期待 

しています！ 
↑金沢紙芝居の会「かなみん」 

←金沢おはなしネットワークウェズランディア 

金沢区民参加ステージ 2021 
  伝えたい金沢区の民話 

        

第 13 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 

 
☆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。 

日舞・群舞：坂東加代寿/他 5 名・三絃：滝澤右弥子(松づくし)  

朗 読：兼瀬容子・篠笛：深津早百合（蜘蛛の糸） 

構成吟詠：北川龍夫・尺八：足立準之助（決戦川中島） 

筝 曲：滝澤右弥子・尺八：足立準之助（漁村の曙） 

三 線：水谷亮介・琉球舞踊：芦垣緋鶴（しゅんどう） 

日本舞踊：坂東幸美都・加代寿・幸臣（江戸売り物揃え） 

歌 曲：光岡佐輝子（マイウエイ・川の流れのように/他） 

 

江戸木遣り：出演者有志 
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このコーナーでは、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」リトル by リトルと「街の     

先生」本田睦美さんの活動を紹介します。 

 ふろしきラッピング、着付け、時には

MC と多方面で活躍されている本田睦美

さん。 

もともとお母さまが、着付けの先生という

環境の中で、自然と和文化に興味をも

つように。2005 年の愛知万博で『ふろし

き DE エコライフ』～和文化と環境の融合

～への団体参加などを通じてふろしきラ

ッピングの魅力に引き込まれ活動を始

められたとのことでした。 

 ふろしきラッピング文字通り「ふろしき

で物を包み、結ぶ」というとてもシンプル

な方法。２つの結び方を基本としており、

結び方の種類は 30 以上もあるそうで

す。ティッシュボックスカバーやペットボト

ル、ワインボトルなど、それぞれの大きさ

や形状に合わせてラッピングするとマジ

ックのようにあっという間に華やかに変

身していくのが、楽しいとのことでした。 

バックの中に一枚ふろしきを持ち

歩き、何にでも、また何度でも対応

できる、日本伝統の地球にやさしい

エコグッズとして、ぜひ皆さんも「ふ

ろしきラッピング」を楽しんでみては

いかがですか。 

金沢区「街の先生」 

本田 睦美さん 
 

ふろしきラッピング 

 

ふろしきの魅力は～ 

ふろしきは、優雅で華やかな日本文

化の一つです。 

受けとる相手の好きなことや性格な

ど想像力をフル活用しながらラッピン

グすることで、真心も包めるだけでな

く、頭の体操にもなります。 

1 枚のふろしきが素敵なワイン包みに！ 

リトルｂｙリトル 

いろいろな経験を持つ 

スタッフがお待ちしています 

 先天的疾患のあるお子さんや発

達に不安のあるお子さんと、ご家族

が集うことができる場を提供するリ

トルｂｙリトル。当事者でもある先輩

ママや子育て支援者、児童発達支

援のコーディネーター等がスタッフ

として参加者を迎えます。 

少しずつ  ゆっくりと  じっくりと 

LINE 公式アカウント 

  
障害のあるお子さん、 

発達に不安のあるお子さんの 

成長を一緒に喜び、 
ご家族の 

孤独感を少しでも 
軽減できるよう 

知ってほしい！当事者家族の思い 

 地域の方々にも当事者家族の思

いを知ってもらい、いつかは地域

全体で支えられるようになることが

スタッフの皆さんの 

願いです。 

 ぜひ活動を見学し 

てみませんか。 

▲ 「ゆっくり話そう！」 
富岡西公園内グリーンハウスにて 

▲「お外遊びを楽しもう！」親子の居場所おりーぶの樹にて 

気軽に参加を～様々な活動～ 

 外遊び、室内遊びの他に、勉強会

や保護者同士がゆっくりお話しでき

る場もあります。保護者だけの参加

も可能ですし、平日働いている方も

参加できるよう日曜日の活動も実

施しています。 

思いを打ち明ける場として 

    同じ立場の人と出会い、気持ちを

語り合うことは大事なこと。その一歩

を踏み出すお手伝いとして、リトルｂ

ｙリトルでは、公式ＬＩＮＥを活用して

います。スタッフと個別に話をした

り、活動の最新情報や横浜市内・市

外の子育て情報も配信しています。 



           
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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。 

＊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 

 

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「みんなの居場所 結」をご紹介します。 

８月 15 日（日）～21 日（土） 

  鎌倉彫と篆刻の展示 

    金沢区「街の先生」平形 忠利 

 

８月８日（日）～14 日（土） 

  平和のつどい展・原爆展 

   金沢区平和のつどい実行委員会 

 

展示ケース 

８月２日（月）～７日（土） 

色えんぴつ「帆の会」第８回作品展 

         色えんぴつ「帆の会」 

 

 

※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 

８月の休館日 １日（日） ９日（月・振休）  

「みんなの居場所 結（ゆい）」は、洲崎にある民家を

「多様な世代のグループ」で時間を分け合い活用すること

で、地域交流の拠点となることを目指して 2018年に開所。

６月で３周年を迎えることが出来ました。 

昨年３月からは、コロナウイルスの影響で閉館を余儀な

くされた時期もありましたが、ZOOM を使った体操教室「ゆ

ったり体操」など、ボランティアさんの工夫と熱意で、少し

づつ雨戸が開く日が増え、今では火曜日から金曜日まで

予定表が埋まるまでになりました。 

フリースペース＆カフェ「ここから」（施設利用料１回 100

円）も再開しており、特に目的もなく立ち寄るも良し、２～３

人のお仲間で手芸を持ち寄りおしゃべりするも良し、作品

数が急増中の「レンタルボックス」の 

販売品を見に来られるも良しです。 

 

 

 

 

 

  

８月２日（月）～31 日（火） 

江戸時代から伝わる木目込み人形 

   金沢区「街の先生」河合 由紀子氏 

 なお、「みんなの居場所 結」では、レンタルスペース

（レンタル料１h 500 円）の利用者またはボランティアさ

んを募集しています。ご自分でしたいことを結で実現し

たい方、または自分が何をしたいか分からないけど、

手伝ってもいいと言う方、一声かけてください。 

最後に園芸ボランティア 

さんのお陰で、お花や緑 

でいつも賑やかな玄関前 

の写真をお届けします。 

（カラーでないのが残念） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

８月 15 日（日）～21 日（土） 

   鎌倉彫と篆刻の展示 

    金沢区「街の先生」平形 忠利氏 

 

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 

８月 22 日（日）～28 日（土） 

  味わいの書（小品展） 

          金沢区書道協会 

 

８月 29 日（日）～９月４日（土） 

  釜利谷スケッチの会 絵画展 

         釜利谷スケッチの会 

 

「みんなの居場所 結」 ３周年‼ 

 みんなの居場所 結 
金沢区洲崎町１－５ 
☎ 045-790-1020  

 
  
 

“ ゆ め か も ん ” か ら の お 知 ら せ 

区役所にお越しの際は、お気軽にお立ち寄りください。  

画面を見ながらゆったり体操    レンタルボックス♪ 

mailto:kz-kumincenter@city.yokohama.jp

