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＊写真は昨年度のものです。 

11 月 28 日（日）～12 月 11 日（土）   
区民ギャラリー（金沢区役所 2 階）にて２期に分けて展示 

金沢区「街の先生」・登録団体 

活動紹介パネル展 

「こんな活動してみたい！」 

「イベントでパフォーマンスをしてほしい！」 

「講座の講師に来てもらいたい！」 

という団体や街の先生を見つける 

チャンスです。 

☆街の先生 188 名 

☆登録団体 185 件 

令和３年 10月１日現在 

◇期間ごとに内容がかわります。詳細は区内施設で配布している『活動紹介パネル展』のチラシでご確認ください。 

藤井
ふ じ い

 香織
か お り

 
（べんがら染め） 

土からとれる“べんがら”は子

どもから大人まで安心してお使

いいただける天然染料。楽しく

染色体験はいかがですか？ 

活動紹介パネル展 

新 規 登 録     

 

神奈川ウォーキングクラブ 
（ウォーキング） 

四季の美しさを楽しみながら

歩きます。健康増進を目的に

多彩なウォーキングを月７回

程度開催しています。 

  セイラビリティ横濱 
（セーリング） 

障がいのある方に小型ヨット

を体験してもらい、セーリング

や海の楽しさを伝えるボラン

ティア団体です。 



講座報告・イベントのお知らせ 
 

◆金沢区「街の先生」、登録団体の皆さんがご利用いただける金沢区民活動センター会議室。新型コロナウイルス感

染症対策業務のため、ご利用を一時停止しておりましたが、この度、利用方法を変更したうえで一部再開しました。 

☘利用時間：①9 時～12 時 ②13時～17 時 

☘定員：２２名 （会議室 A、B の単独利用はありません。） 

      ※感染予防のため、１ｍの間隔を取ってご利用ください。 

☘申込方法：利用希望日の１か月前の午前９時から先着順に予約を受付 

         ※予約は、窓口、電話で受付 

           利用希望日に空きがある場合は、予約なしで利用が可能 

◇印刷機コーナー  

☘定員：２名まで  

☘申込方法：利用希望日の３か月前 

※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、予約の有無に限らず利用を停止する可能性があります。 

※今後、利用方法の変更がある場合は金沢区民活動センターのホームページでお知らせします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金沢区「街の先生」滝澤さん（箏） 芦垣さん（琉球舞踊） 

 ９/５(日)、第 13 回「潮の音」公演が開催されました。 

周りの皆さんの応援もあり、緊急事態宣言下ではありましたが、換

気やソーシャルディスタンスに十分配慮して行われました。 

 第１部は『永嶋泥亀 後編』。２月に行われた公演の後編で、前回

見逃した方でも分かるようにナレーションを工夫し、また、子どもたち

『わらべ』による可愛い歌や踊りが舞台に花を添えていました。 

第 13回 潮の音 

 第２部は日舞、筝曲、吟詠等、金沢区内のアーティストによ

る競演。ゆめかもんに登録している「街の先生」も出演され、

見ごたえのある公演となりました。 

 最後は、ライブで描いた水墨画のプレゼント抽選会。 

じゃんけんに見事勝利した方が手にされ喜ばれていました。 

お知らせ  

金沢区民参加ステージ 2021 

伝えたい金沢区の民話 

        

報 告 

第 1４回 金沢区民公募展 
 

会 議 室 の 利 用 一 部 再 開 に つ い て 
 

「絵を見る楽しみ・描く楽しみ・発表する喜び」を 

テーマとした、区民のための無審査の展覧会です。 

～開催期間中、自由にご覧ください～ 

オープニングイベント 
11 月 19 日（金）13 時～16 時 10 分 
第 1 部 気軽にトーク～絵画何でも相談～ 

☆能見台地区センター・多目的室  
13 時～15 時 

第 2 部 ギャラリートーク 
☆能見台地区センター・体育館 
  15 時 10 分～16 時 10 分 

詳細は美術展事務局までお問合せ下さい 
白井 良夫 045-701-6463 
小林 昭一 045-784-6548 

11 月 19 日（金）～11 月 24 日(水) 

10時～17時 (最終日 13時) 

◆会場：能見台地区センター２F 体育館 

      (能見台駅より徒歩５分) 

◆入場無料 

◆出展ジャンル：油彩、水彩、水墨、日本画、 

           パステル画、版画、彫刻、その他 

主催：金沢区美術協会 
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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」金沢茶道会と 

「街の先生」河合 由紀子さんの活動を紹

介します。 

      きっかけ 

       小さい頃からお母様が

つくる木目込み人形を傍で見て覚え、

結婚後に資格を取得。当時は手芸ブ

ームで、結婚や新築のお祝いにお人

形を贈るのが流行っていました。子ど

もの幼稚園のママ友が習いに来たこと

から枝葉が広がるように、生徒さんが

増えていったそうです。 

活動は 

 木目込み人形のなかでも特に有名

なのは『雛人形』。河合さんも多くの依

頼をいただき、いくつ作ったのかわか

らないほどだそうです。秋の文化祭に

出展したり、出張講座を開催するな

ど、近年はクリスマス飾りや干支人形

作りも指導されています。 

 

 

 

 

楽しいこと、大変なこと 

 作る時の気分や季節によって思い出の

着物の残布を組み合わせ、出来上がり

の色合いを見るのはとても楽しいものな

のだそうです。 

完成まで数か月かかる場合もあります

が、手間暇かけたほうがきれいに仕上が

るのでやりがいがある、とのことでした。 

“ゆめかもん”の展示ケースに作品を

飾っていただき、大好評でした。 

素晴らしき日本の伝統工芸 

木目込み人形 

河合 由紀子さん 

金沢茶道会 
おもてなしの心 

９月の“ゆめかもん”展示ケースには金沢

茶道会が「秋のお茶」のテーマに素敵な

茶器を展示しました。 

金沢茶道会は昭和 55 年に金沢区に設

立。会員所属流派は、裏千家、表千家、

江戸千家。現在は区内在住の 15 名のメ

ンバーで活動されています。NPO 法人横

浜金沢文化協会の一員として地域に根差

した活動を目指し、地域における「和の伝

統文化」の普及に努めています。コロナ禍

で中止になった活動もありますが、展示

会、お茶会はマスク、消毒で感染症対策

を徹底し、お客様を分散して開催していま

す。会の歴史は長く、皆さん楽しんでおら

れますが、比較的高齢世代が多いので若

い世代にも入会してもらいたいと思ってい

るとのことです。 

茶道の魅力は 

「日常生活にお茶を楽しむことが加

わると年を重ねても、変化と、緊張

感、メリハリが生まれ、豊かな気持

ちになります。お庭で育てている季

節のお花やお菓子を小さな空間で

楽しむことに心惹かれます。」とお話

しされていました。皆さま茶歴も長

く、楽しんでいる様子が伺えました。 

最初は凸凹の原型を、やすりで削り

って滑らかな球にしていきます。 

お母様の着物を

利用した人形。

思い出が手元に

残るって素敵で

すね。 

これから 

 少人数での指導なので、感染症対

策を実施し、自宅や施設の会議室で

活動を継続しています。「最近では、

生徒さんがお孫さんの初節句の人形

を作ったり、お嫁さんにお教えしたりと

嬉しいことが多いんですよ。ご興味の

ある方には喜んでお教えします。」と

河合さん。お問い合わせはお気軽に

“ゆめかもん”まで。 

 

金沢公会堂(和室)にて一服いかがでしょうか。 

毎月 1 回を目安に呈茶(11 時～15 時)を実施しています。 

ゆめかもん情報交換ボードに掲示しています。 

展示ケースは小さな茶室 



           
  

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

展示ケース 

区民ギャラリー 

＊この情報紙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 

 

区役所にお越しの際は、お気軽にお立ち寄りください。 

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 

11 月 11 日（木）～16 日（火） 

第 33 回金沢区民文化祭 

「区民の作品展」 

   金沢区民文化祭実行委員会 

 

 

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。 

11 月１日（月）～９日（火） 

 金沢区健康づくり月間 

    金沢区健康づくり月間

実行委員会 

 

 

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。 

11 月 28 日（日）～12 月 11 日（土） 

 登録団体・金沢区「街の先生」   

活動紹介パネル展 

      

 

 

“ ゆ め か も ん ” か ら の お 知 ら せ 

11 月の休館日 

３日（水・祝） ７日（日）

23 日（火・祝） 

11 月１日（月）～30 日（火） 

「編物は脳の活性化」 

 金沢区「街の先生」吉崎 陽子氏 

 

 

 

※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 

 

mailto:kz-kumincenter@city.yokohama.jp

