
 

      
       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  

１ 11月 ７日（日） 10 時～12 時 金沢区役所 ５階１号会議室 自己紹介 ボランティアとは 大道芸体験 

２ 11月 14日（日） 10 時～12 時 金沢区役所 ５階１号会議室 大道芸体験（各自披露） 

３ 11月 27日（土） 10 時～13 時 富岡会館 大道芸見学  

４ 12月 ５日（日） 10 時～12 時 金沢区役所 ５階１号会議室 お披露目模擬イベントのリハーサル 

５ 12月 11日（土） 10 時～15 時 金沢公会堂 多目的室 お披露目模擬イベント 

 

 

2021 年(No.252) 

 

月 

 

街の先生 187 名 

登録団体 183 件 

令和３年８月１日現在 

令和 3 年度地域デビュー講座 

「大道芸ボランティア入門」講座 

家族参加（小学生以上と

保護者）や友人同士のグ

ループ参加も OK です。 

一緒に楽しみましょう！ 
 

講師 金沢区「街の先生」 遠見
と お み

 幸蔵
こうぞう

さん  
（ 大道芸人 ジーコ ） 

「孫と一緒に何かはじ

めたい」と会社勤務をしな

がら、パントマイムを始

め、独学でバルーンやジ

ャグリングなどの技を習

得。横浜大道芸、野毛大

道芸に出演、東北の被災

地や高齢者向け施設な

ど、さまざまな場所でボラ

ンティアとして活躍中！ 

全５回 

詳細は区役所・地区センター等で配布しているチラシまたは HP   ゆめかもん 検索 

パントマイム、バルーン、皿回しにチャレンジ！(１種目でも可) 

新規登録 

☆定員 15 名（申し込み多数の場合抽選） 

☆対象 ＊大道芸に興味・関心がある小学生以

上の方（初心者も大歓迎） 

    ＊全５回すべての講座に参加可能な方 

    ＊講座終了後、その技能を地域のため 

に活用したいと思う方 

☆受講費無料（1,000 円程度の実費負担あり） 

 

  横浜アコーディオン愛好会 
（アコーディオン） 

 

アコーディオンの合奏を中心とする活動。 

講師を招いての個人レッスン、初心者教室

も実施。コンクールの出場や高齢者施設 

でのボランティア演奏も行っています。 

キャリアコンサルタント金沢区会 
（市民活動） 

 

再び仕事のキャリア形成を考えている方

や、セカンドキャリアをご検討している区民

の方に、個別の事情に応じたご提案をプロ

が実践します！ 

遠見さん 

誰でもできる‼ 



活動報告・イベントのお知らせ 
 

◆対 象 金沢区内在住・在学の小・中学生/抽選 25 名 

（人数は変更になる場合があります。密集を防ぐため、 

保護者の方の付き添いは 1 家族１名でお願いします。） 

◆参加費 無料 

◆持ち物 （①のみ）飲み物・タオル・帽子・マスク 

◆申 込 ９月 1 日（水）９時から９月 21 日（火）９時まで  

QR コードより電子申請にて申込、または E メールに  

住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学年・保護者氏名 

（保護者同伴必須）を記入して担当 E メールアドレスへ。 

◆問合せ 金沢区役所地域振興課 区民活動支援担当 

TEL:045-788-7805  FAX:045-788-1937 

Mail: kz-bunka@city.yokohama.jp 

◆主 催  金沢区役所  

◆企画・運営 塩田による塩づくり実行委員会 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

報 告 

報 告 

※新型コロナウイルス感染症等の状況により、
延期または中止となる場合があります。 

①金沢の砂浜で塩づくり 

日時：10 月３日(日) ９時 30 分～12 時 30 分 

場所： 海の公園砂浜（バーベキュー場側） 
     シーサイドライン「海の公園南口」駅下車 

※雨天の場合 10 月 10 日（日）に延期 

②塩の道の歴史を学ぶ 

日時：10 月 24 日(日) 10 時～12 時 

場所： 金沢区役所 5 階 1 号会議室 
  

金沢の砂浜で塩づくり体験＆塩の道の歴史を学ぶ 

コミュニティサロンの相互交流 

美味しいコーヒーの淹れ方講座 

 

7月 14 日(水)金沢スポーツセンター内 Welcafe で、「香り高い本

格派コーヒーの淹れ方を教わりたい!」というほっこり念願の企

画が実現。自己紹介から始まり、レクチャーの後、実際にコーヒ

ーを淹れてみます。こだわりの器材、カップ、豆の種類、お湯の

温度や注ぎ方など…ハンドドリップは淹れ方により味わいが変

化する奥深いもの。マスターのお手本を見て自分達で実際に淹れ

たコーヒーの美味しさは格別!レコードで聴く音楽とコーヒーの

良い香りに包まれ、アットホームな雰囲気の中、楽しくコーヒー

を学びました。（4面にも Welcafe によるコラムがあります) 

 

渋みが出ないように

中心からお湯を注ぐ

のがコツ。 
淹れたてのコーヒーの

テイスティングタイム。 

ほっこりで提供される

日が楽しみです! 

 

 

「街の先生」５人のギャラリーコラボ展示企画 

     大正ロマンに憧れて   
６月 27 日 

～７月 10日 

 区民ギャラリーにて 

初企画の「コラボ展示」。テーマに沿って５人でひとつの世界を作り上げた 

見ごたえのある展示となりました。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

      No.112 

 

活動は・・・ 

 金沢区にてカメラ愛好者が集まり今

年で 19 年。発祥地が富岡になじみが

ある人が多かったため『富岡写友クラ

ブ』として活動を開始。現在は 15 名

（内女性２名）で、原則、奇数月は例

会、偶数月は撮影会を行い、春は有

志による「フォト展」、秋はクラブ独自

の「自由きままな写真展」を開催できる

ように活動を行っているとのこと。 

 17 歳から写真を始められた初代会

長は現在 93 歳。写真という楽しみが

あったことが元気でいられる秘訣だそ

うです。（シジミチョウを撮影した写真

は経験の豊富さを物語る一枚でした。 

 No.113 

活動を長く続けるコツは？ 

 タイトルの「自由きままな写真展」

のように、個性を重視し、自由に撮り

続けることが、長く楽しく活動できる。 

制限をつけるとつまらなくなってしま

うとのこと。 

 今回の写真も個性的なものが多

く、タイトルも目をひくものがありまし

た。被写体そのもののタイトルをつけ

ると先入観をもって見てしまうため、

見てもらう人に想像してもらえるよう

なタイトルをつけるのも重要なのだそ

うです。 

 この１年間は、自宅近辺で各自が

撮影することが多かったそうです。 

そのような活動でも、ひとりひとりの

想いが表現され、見ていてワクワク

する写真があふれていました。 

富岡写友クラブ 

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」富岡写友クラブ 

「街の先生」高橋 聖文さんの活動を紹介

します。 

自由きままな 

私たちと自由きままに写真を
楽しみませんか？写真が好き
な方どなたでも大歓迎です。 

講師である本田勝洪先生がひとり 
ひとりの作品を丁寧に講評。 
熱心に耳を傾けるメンバー 

金沢区「街の先生」 

高橋
たかはし

 聖
きよ

文
ふみ

さん 

（日本史・世界史） 

   真実の歴史を知ってほしい 
 

歴史の教師をしていた髙橋さん。現

在も非常勤講師として高校生に歴史を

教えています。 

 小学５年生の時に「５０の有名な話」を

読んだことが、歴史に興味をもったきっ

かけ。小学６年生の時には「太平記」を

読み、ますます歴史の世界に引き込ま

れたとのこと。 

 「歴史を知ることによって未来がわか

る、今、世の中で起こっていることも理

解できるようになる」と高橋さん。 

 「街の先生」の登録は、ご近所のコミ

ュニティサロン「ほっこり」で勧められた

のが、のきっかけだそう。「地域で活躍

する場所や、聞いてくれる人がいるの

はありがたい」と話してくれました。 

 金沢区は歴史が深く、鎌倉への道な

ど、興味深い所が多くあるとのこと。 

 生涯学ぶことの楽しさや、知ることの

大切さを再認識させてくださる髙橋さん

の歴史の講座に耳を傾け、歴史散策へ

の旅に出かけてみませんか？ 

【学びなおしの日本史】 
＠晴嵐かなざわ （７/17（土）） 

を見学しました！ 
  

高校時代に学んだ日本史を大人

の教養として学びなおす講座で、テ

キストに沿って縄文時代から戦国時

代の信長、秀吉まで幅広く学べま

す。 

今回の講座は、「鎌倉・後期」。蒙

古襲来から後醍醐天皇の建武の新

政、南北朝の戦乱までを、とても楽し

く、わかりやすく、手書きの地図を駆

使して説明してくださいました。 

 受講者の皆さんは、皆さんとても熱

心に聴き入り、一生懸命メモもとって

いました。「孫と勉強するときに役立

てたい」「先生のお話しが面白い」と

いう声が上がり、早速続編の講座を

希望する声も。生涯学び続けること

の大切さを実感した貴重な時間でし

た。 



           
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

当日、カフェ利用者の少ない午後の時間に「ほっこり」の

皆様をお迎えし、Welcafe 流コーヒーの淹れ方を伝授しまし

た。お湯の温度、蒸らす時間、お湯の注ぎ方等々、カフェの

スタッフがこだわり
．．．．

のコーヒーの淹れ方を懇切丁寧に説明！ 

取材に見えていた区役所の方も驚きの、熱心な指導でした。

淹れ方によって味が変わるのも、発見の一つ。１時間ほどの

教室でしたが、あとはお土産用のコーヒーで家でのおさらい

をお願いしました。 

Welcafe のコーヒーの淹れ方を詳しく知りたい方は、是非

カフェにおいで下さい(開店は水曜日だけです)。 

コーヒーの出張サービスもお受けします。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

区民ギャラリー 

＊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 

展示ケース 

７月 14 日、Welcafe に、コミュニティサロン連絡会のお仲

間「ほっこり」から４名の方をお迎えして開催。 

もともとは、３月に「ほっこり」に出向き、講座を開催する

予定でした。しかし、緊急事態宣言の延長、まん延防止等

重点措置と続いたことで、予定していた自治会館が使えず

延期に延期を重ね、いつになるかわからない状況になって

しまいました。 

カフェのスタッフもさすがに諦めかけながらも、知恵を絞り

ました。Welcafe は水曜日だけですが、幸いなことに活動を

続けています。そこで、少人数で Welcafe に来ていただいた

らどうか、お教えした技を持ち帰っ 

てみなさんで練習してもらうのは 

どうかと、新たに企画を練りなおし 

ました。「ほっこり」側も了承され、 

ようやく教室開催にこぎつけました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

※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。 

コーヒーの淹れ方講座 

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 

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「Welcafe」をご紹介します。 

９月 19 日（日）～25 日（土） 

津軽の伝統工芸 こぎん刺し展 

 金沢区「街の先生」小田 裕子氏 

  モドコの会 

 

 

Welcafe こだわりのコーヒー 

９月の休館日 
５日（日） 20 日（月・祝） 

23 日（木・祝） 

※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 

区役所にお越しの際は、 

お気軽にお立ち寄りください。 

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 
  
 

９月 12 日（日）～18 日（土） 

横浜金沢文化協会の取り組み 

     NPO 法人 横浜金沢文化協会 

 

「ほっこり」のスタッフが挑戦！ 淹れた後はみんなで試飲タイム 

 

９月 26 日（日）～10 月２日（土） 

  “自由” 

     さくら写真クラブ 

 

 

９月１日（水）～30 日（木） 

  秋のお茶 

     金沢茶道会 

 

９月６日（月）～11 日（土） 

「あじさい写真クラブ」 

第 18 回写真展 

あじさい写真クラブ 

 

mailto:kz-kumincenter@city.yokohama.jp



