
 

イベントに参加すると豪華

賞品がもらえるチャンス！ 

 

       
       
 
 

 
 

 
  
    
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2022 年(No.257) 

 

月 

 

街の先生 191 名 

登録団体 189 件 

Ｒ.４年 1 月４日現在 

  石川
いしかわ

 秀俊
ひでとし

 
（相続・遺言） 

 

 行政書士が遺言や

相続に関して説明し

ます。人生に誰しも

関わる話を聞いて

みませんか。 

ここがポイント！ 

       Coming  Soon ! 

新規登録 

・イベントを通じてウォーキング習慣を生活に取り入れよう！ 

・ウォーキングで施設を巡り、金沢区の魅力を再発見しよう！ 

パンフレット内側に記載されている対象施設を３箇所巡り、 

施設に掲示されているクイズの答えを申込用紙に記載して申込み。 

詳細は区役所や区民利用施設に配架されているパンフレットをチェック！ 
 

金 
沢 区 Q A 

※社会情勢等により、イベントの内容が変更となる場合があります。 

  詳細については、上記二次元コードを読み取り（もしくは「金沢区

スポーツ振興」で検索）、または問合せ先にご確認ください。 

カナザワク タマガワ

ミツル インスタント

ジャズオーケストラ 
（ジャズセッション） 

 

音楽を通じて不登校児

等が社会とつながり、

心の開放を得るため

の活動をしています。 

わらべうたと 

絵本の会 ぽっぽ 
（わらべうた） 
 

わらべうたと絵本を 

通し、地域に貢献し 

ます。 

   松下
まつした

 直美
な お み

 
（ピアノ） 

 

  ピアノは人生を豊かに

してくれます。 

脳トレにもなりますよ。 

グループレッスンも OK

です。 

 当イベントは当初２、３月に開

催を予定していましたが、新型コ

ロナウィルス感染拡大防止のた

め、開催を延期といたします。 

詳細につきましては区ホームペ

ージでお知らせいたします。 



講座報告・イベントのお知らせ 
 

 

日  時  ２月 19 日（土）９時 30 分（開場９時～） 
会   場： 横浜市立大学 カメリアホール 

参 加 費： 500 円（当日受付にて徴収） 

募集人員： 150 名 

【申込方法】：郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・電話番

号・メールアドレス等を御記入の上、下記

の宛先へ往復はがきまたは電子メールで 

         お申し込みください。 

【宛先】往復はがき 〒236-0014 金沢区寺前 1-18-14 

                 橘 博章 

メールアドレス：yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com 

主催：金沢区生涯学習“わ”の会 

令和３年度地域デビュー講座 

誰でもできる‼ 

大道芸ボランティア入門講座 
                全５回 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

報 告 

見にきて身になるミニ体験講座～どんな講座だったのかな？～ その② 

 

報 告 

講師：青山学院大学 
    非常勤講師 真鍋 淳哉氏 

【戦国江戸湾の海賊】 
 

公開歴史講座 
 

「海賊」」の実態はどのようなものだったのか、金沢近辺

を含めた戦国期の「海」の姿と、「海賊」の様相について 

「街の先生」帖佐 裕美さん 

●楽しい！簡単！アルバム作り 

               作成キットを使い、思い思
いに写真を並べてオリジナ
ルのアルバムを作成。思
い出も一緒に込めて、素
敵な作品ができました。 

 
 

  

「街の先生」佐藤 千秋さん 

●デンマーク花糸のクロスステッチ 

 好きな色の木綿の花糸を
使い、ハリのある麻布に刺し
ていきます。クリスマスにち
なんだ可愛らしい作品にチャ
レンジしました。 

  

「街の先生」金 永子さん 

●スローで楽しい韓国語講座 

               挨拶などの簡単なフレーズ 
              を覚え、韓国語で自己紹介 
              に挑戦。また、韓国民謡「ア 

リラン」の映像を見て韓国 
へ行った気分になりました。 

 
               
  

「街の先生」中村 恭子さん 

●心に残る押し花のカレンダー作り 

 好きな押し花を選び、構図
を考えて貼る作業を楽しみま
した。色彩豊かだったり同系
色でまとめたり、様々なカレ
ンダーが完成しました。  

 
  

「街の先生」富永 圭子さん 

●三味線を粋に弾いてみよう 

 三味線を持っていたら、弾
いてみないともったいない！
三味線と端唄の歴史を学び、
実際に三味線に触れて「梅は
咲いたか」を弾いてみました。 

―表現スペースー「金沢区民かんぱにー」 

●参加して楽しむ、ラジオドラマ！ 

 台本をもらって配役を決
め、本格的な機材を使って
挑戦！参加者の熱演ぶり
に、まるで本当のラジオドラ
マを聞いている様でした。 
 

       11/７（日）～12/11（土）に「大

道芸ボランティア入門講座」全５回を開

催しました。講師の遠見さんの指導の下

20 名の方が参加。受講者同志が協力

し、最終日のお披露目会も大成功！ 

この講座で習得した技術やマインドを

さらに磨き、地域へと羽ばたきます。 第１回 皿回しに挑戦 

 

 第２回 パントマイムって楽しい♪   第３回 ジュピのつきいちに参加  
 

第４回 お披露目会練習       第５回 観客の前でお披露目 

 

mailto:yokohama.kanazawa.wanokai@gmail.com


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 
 

 

      No.122 

 

20 年ほど前、和太鼓講師の北村

さんが金沢区に引っ越して来られ、

地域の子どもたちと町内の盆踊りで

披露したのが始まりとのこと。 

徐々にイベントやお祭りにと依頼が

増え、年間 30 回もの活動をするよう

になりました。 

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、「登録団体」和太鼓・典と「街の先生」 

中村恭子さんの活動を紹介します。 

No.123 

「とにかく自分たちが楽しんでお客

さんを巻き込むんです！年上の子が

年下の面倒を見たり、思春期の子も

引っ張ってきて、一緒にやるんです。

悪さをしたい年頃でも太鼓をやってい

るという責任感からか悪いことはしな

いんですよ。」と北村さん。 

 お祭りやデイケア施設 

で演奏経験を積み、上下 

関係も学べる。この経験 

が社会にでて役立つこと 

を多くの先輩たちが示し 

ているそうです。 

 

11 月に行われた「太鼓フェスティバル」での様子。 

メンバーが一丸となり、会場を盛り上げました！ 

メンバー募集中！お気軽にお声かけください。 

お問合せは wadaiko.tenten@gmail.com まで。 

  
講師の北村さん 

和太鼓
わ だ い こ

 【典
てん

】 

叩いて！歌って♪踊って！ 

「デイケア施設に演奏に行く

と利用者さんが心待ちにして

いてとても喜んでくれ、自分た

ちも楽しいんです！」とのこと。 

 夏は毎週のような出演依頼

でゆっくり休むことは出来ませ

んが、若い世代との活動は元

気になるし、負けていられない

というやる気に繋がっているそ

うです。 

これからも「相手も自分も楽

しい！」をモットーに続けて行

きたいとのことです。 

ブログも是非 

ご覧ください♪ 

～お花を身近に感じてほしい～ 

金沢区「街の先生」 

中村 恭子さん 

（押し花・ハーバリウム） 

    押し花を身近に 

 東京で続けていた押し花、引っ

越し後も先生をお招きしてとの希

望は遠距離すぎて叶わず。「それ

なら今度は自分が」というのが中

村さんの講師スタートのきっかけ

だそう。 

 買うと高価な花材ですが、身近

に感じてもらえるように、全て中村

さんが手作りしています。多種多

様、膨大な量の花材が、アルバム

に綴じて保管されています。お花

の素晴らしさをたくさんの人に伝え

たいという中村さんのお気持ちが

詰まっています。 

      これから 

身近な小物を限りなく安価で、作

る方々に喜んで頂けるように心がけ

ている中村さん。お花のような笑顔

が印象的でした。お花の素晴らしさ

を体験できる中村さんの活動に参加

してみませんか？ 

12/10(金) ミニ体験講座 「心に残る押し花のカレンダー作り」 ＠金沢区役所 会議室  

 

① 花材選び ④ 作成 ③ ラミネート加工 ② 完成！！ 

素敵な作品の数々 

●六浦地区センター：第 1（木）12:15～ 

●釜利谷地区センター：第 2（木）9:30～ 

●西金沢コミハ：第 3（木）9:30～ 

  連絡先：070-2151-6958（中村） 

mailto:wadaiko.tenten@gmail.com


           
  

  
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

“ ゆ め か も ん ” か ら の お 知 ら せ 

「家でなんとなくたまっちゃって」とまめに持参して

くださる方もいれば、「へェ～、そういうの知らなか

った。今度、ためておきます。」という方もいらっし

ゃり、それをきっかけにお話がはずむこともあります。 

コロナ禍のテレワークなどのため出社する人が減少

し、企業からの回収量が減っていたり、拠点を閉じて

しまう所があったりで、回収率が減っており少ない量

でも歓迎されます。小さな SDGｓ‼これからも皆様

のご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人 Re ライフスタイルからの感謝状  エコキャップはワクチンに 

区民ギャラリー 

リトルハウスでは、開設当初から「エコキャップ活動」

（ペットボトルキャップ回収）を行っています。 

始めたきっかけは、キャップをリトルハウスに持参する

ことで、私たちの他の活動も知っていただけるのではな

いかと考えたことでした。 

大量の回収を望んではいませんでしたが、少しづつリピ

ーターも増え、現在までに 2 万個以上を集めました。

定期的に届けている金沢工業団地にあるリサイクル活

動をしている NPO は、キャップを専門業者に売り、売

り上げのすべてを発展途上国の子ども達のワクチンな

どのため提供しているそうです。 

小さな小さな活動ですが、それでも 

私達が約 50 人分のポリオワクチン 

を提供したことになり、 

感謝状まで頂きました。 

「継続は力なり」ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

展示ケース 

２月１日（火）～28 日（月） 

  生活を楽しく彩る作品 

      鎌倉彫 伸美洞 

 

２月 13 日（日）～19 日（土） 

並木水彩サークル展 

       並木水彩サークル 

※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。 

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。 

今回は地域の茶の間「リトルハウス」をご紹介します。 

２月の休館日 
６日（日）、11 日（金・祝） 

23 日（水・祝） 

地域の茶の間 リトルハウス         
金沢区六浦南 5 丁目１-12 
☎ 045-786-0873 
 
 
 
  
 

２月 20 日（日）～26 日（土） 

   金沢区美術協会展 

          金沢区美術協会 

 

 

２月７日（月）～12 日（土） 

 やりこれ会が描く金沢八景 

           やりこれ会 

＊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 

 

２月 27 日（日）～３月５日（土） 

「第５回コラージュ・アート展」 

金沢区「街の先生」前田 よし永氏  

 

 

エコキャップ回収箱 

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 

区役所にお越しの際は、 

お気軽にお立ち寄りください。 
 

※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

