
 

 

2020 年(No.238) 

月 

令和２年７月 20 日（月） 15 時～16 時 

金沢区役所１階１号会議室 

金沢区市民活動サポート補助金のご案内 

事前説明会 

青少年の育成 

夏休みこどもキャンプ 

体験教室   など 

環境保全 

緑地の育成 

自然環境調査 など 

文化芸術活動 

コンサート 展覧会 

朗読会  など 

子育て支援 

こどもの遊び場 

おはなし会 など 

生涯学習講座 

地域の歴史講座 

クラフト講座 など 

国際交流 

多文化共生講座・ 

講演会 など 

申請期間：令和２年７月１日（水）～7 月 31 日（金）

「夢」と「カモン（come on）」を合わせ、「夢が

叶う！」場所という願いをこめた造語です。

様々な市民活動を通して仲間の輪を広げ、

豊かな地域社会をつくる「夢」の実現を応援

しています！ 

☆街の先生 178 名

☆登録団体 176 件

※令和２年６月１日現在

“ゆめかもん”は
皆さまの活動を 
応援します!! 

※初回申請の団体は参加必須

初回申請の場合、 

補助対象経費の 

４/５を補助します
５万円程度の 

事業にも 

利用できます 

地域の活性化や豊かなコミュニティ

づくりなどを目指す区民の自主的な

活動を支援するための補助金です 

申込・問合せ 
金沢区役所 地域振興課 

6 階 601 窓口 
☎045-788-7806

HP:市民活動サポート補助金で 

検索 

このような活動が補助対象になります 

ってな～に？ NPO 法人旧川合玉堂別邸 

及び園庭緑地運営委員会 
（ 市民活動） 

 旧川合玉堂別邸内の維持管

理・運営。別邸内でのイベント

時来園者への園庭内散策案

内・説明 

ふるさと大道の風景をつくる会

⇒ふるさと大道村

新規登録・団体名称の変更のお知らせ 



イベントのお知らせ・耳より情報 

日 時：８月 23 日（日）13 時 30 分～15 時 （開場 13 時 15 分） 

場 所：金沢地区センター 大会議室（金沢区泥亀 2-14-5 金沢図書館併設） 

定 員：30 名（先着順） 

申込み：７月 16 日（木）９時 30 分より HP 金沢区東京 2020 検索 

     または金沢図書館の窓口、お電話にて 

     金沢図書館 TEL 045-784-5861 

【主催】金沢区役所・金沢図書館 

   

講師：杉内 周作 氏 
2004 年アテネパラリンピック大会 

    競泳銅メダリスト 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金沢区読書活動推進講演会 

夢 の実現 
～アテネパラリンピック大会競泳銅メダリストに学ぶ     

                    「共生社会」と「夢の大切さ」～ 

 
 

月に 2 度いきいきセンター金沢、龍華寺にて日常生活で使えるスマホ相談会をボランティアで開催 

しています。「娘・息子に聞くと嫌がられる」という声が多かったことから、「娘・息子には聞けない 

スマホ相談会」として相談を受け付けています。 

スマホは、地図を見たり天気予報を知ったりニュースを見たり、新聞やテレビでは届かないような地域や 

身の回りの情報も、個人同士の情報共有によって知ることができます。災害時も含めて、自分の身を守った 

最新の情報を得る生活ツール」として、スマホを身近に考えて頂ければと思います。 

「手を洗う前にスマホを除菌

しましょう」 

せっかく手をきれいに洗ったの

に、外で触り続けたスマホを除菌

せずに持ってしまうと意味があり

ません。ただ、電子機器なので、お

手入れにも手順が大事です。 

１．電源を切る。 

２．液晶画面専用の布やメガネ拭

きで拭く。 

３．家庭用の除菌シート（漂白剤タ

イプではないもの）で拭く。 

４．乾いてから、手を洗い電源を入

れる。 

ケースをつけられている方

は、ケースのお手入れも忘れ

ずに。 

「歩いて撮って共有しましょ

う」 

 運動不足になりがちな自粛期間

ですが、金沢区の歴史を歩いて辿

っている方を SNS 上ではよく見

かけます。 

ぜひ、スマホを片手に歩いてみ

て、（歩きスマホはダメです）写真

を撮ったらお友達と共有してみて

ください。意外に綺麗に写真が撮

れます。 

 

「防災用ソーラー充電器の 

ススメ」 
 

昨年もゲリラ豪雨や台風などで

金沢区も被害を受けました。もし

停電になったり、避難が必要にな

ったら、情報源のスマホが大活躍。

でも充電がない・・・そんな時に役

立つのが、ソーラー充電器です。 

家のベランダなどに普段は置い

ておき、外に出る時に持ち歩けば、

ちょっと重いですが、安心です。た

だし、充電ケーブルも忘れずに持

ち歩いてください。 

《充電器は、家電量販店や通販で

買うことが出来ます》 

自粛期間が終わったらまたスマホ相談会で皆さんとお会い出来たら嬉しいです。 

以上、スマホの先生モッチーでした。 
 

スマホの「街の先生」モッチーからのお役立ち情報 

ソーラー充電器です!! 

※予定は変更になる場合がありますので、HP をご覧ください。 
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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」ふきのとうと「街の先生」 

吉崎 陽子さんの活動を紹介します。 

 

 洲崎という場所柄、転勤族が多く、

「ふきのとう」でお友達ができる、という

ママもたくさんいらっしゃいます。 

「育児は地域のみんなで協力してす

るもの。ひとりで抱え込まずいつでも遊

びに来て。」と代表の坂内さん。 

スタッフの半分は「ふきのとう」の元

利用者で、ママたちのよき相談相手と

なっています。 

子どもたちが生き生きと遊べて、ママ

もリフレッシュできる・・・「ふきのとう」は

そんなあったか～い『居場所』です。 

 

親と子のつどいの広場 

     ふ き の と う 
 

「ふきのとう」って？ 

 旧 16 号バス通りから小道を進んでいく

と、可愛いらしい看板が見えてきます。 

親と子のつどいの広場「ふきのとう」です。 

 2001年にボランティアグループとして発足

し、2008 年５月に広場を立ち上げました。

現在では『親と子の居場所』として、子育て

中のママたちにとって無くてはならない場

所となっています。 

 取材に伺った日も、朝から可愛いおともだ

ちが遊びに来ていました。普段は10組ほど

の親子が遊びにくるそうです。 
 

使ったおもちゃは１回ごとに消毒します 

スタッフ手作りのお砂場です！ 

これから・・・ 

 もっと「ふきのとう」を知ってもらう

ために、『プレママ・プレパパ教室』

等、様々な事業も企画しています。 

 子育てに疲れた方、もちろん疲れ

ていない方も、いつでも気軽に「ふき

のとう」へ遊びにいらしてください。 

ちょっと“ひとやすみ”しませんか？ 

 
 

 

やさしいスタッフがお待ちしています 

子育て ふきのとう 検索 

きっかけ 

  花嫁修業から始まった吉崎さ

んの編み物。結婚、子育てと途切

れることなく続いたのが編み物で

した。1980 年、金沢区に初めての

金沢地区センターが設立され、第

１回目の自主事業企画「編み物講

座」を担当。その後もサークル活

動は、今年で 40 年に。 

 「編み物は糸さえあれば、どんな

所でも誰にでもできます。この指

から無限の可能性を秘めた作品

が生まれます。」この素晴らしさを

多くの人に伝えたいという思いか

ら、手話技能検定中級認定書も

取得されたそうです。 

 サークルでの話題づくりのため

に、毎朝新聞の見出しをチェック、

わからないことは区役所へ確認に

行く吉崎さん。その勉強熱心な姿

勢と編み物から生まれる無限の

可能性への探求心に脱帽です。 
 

 

金沢区「街の先生」 

吉崎 陽子さん 

（編み物） 

～編み物は、人と人を 

つなぎながら成長させてくれる

人生そのもの～ 
居場所としての編み物 

 40 年も続いている吉崎さんのサ

ークルでは、編み物もさることなが

ら、なによりも楽しいのは、おしゃ

べりの時間です。皆さんの楽しみ

は、吉崎さんの幅広いお話しだそ

うです。地域に憩いの場がなくなっ

ている今、情報収集の場、脳の活

性化の場として吉崎さんと、一緒

に編み物を始めてみませんか？ 

活動場所 

釜利谷地区センター 第２・４火曜日 AM 

レイディアントシティ  第１・３水曜日 AM 

能見台・りんごの森   第１・３木曜日 AM 

金沢地区センター    第１・３金曜日 PM 

並木地区センター    第２・４金曜日 PM 



 

 

月館 
６にしち 

月 66 月の休館日 6 月の休

 
 
 

           
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ ゆ め か も ん ” か ら の お 知 ら せ 

展示ケース

 

７月１日（水）～31 日（金） 

フラワーアレンジメント（アフタヌーン） 

金沢区「街の先生」 堀越 富子氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月の休館日 
５日（日） 23 日（木・祝）  
24 日（金・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 

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 

＊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 

 

７月６日（月） 

～11 日（土）   

思いを届ける書展 金沢区「街の先生」 

中澤 瓈光氏 

７月 26 日（日） 

～８月１日（土） 
金沢文庫芸術祭 

キッズ作品展 

金沢文庫芸術祭 

実行委員会 

 

 

区民ギャラリー 区役所にお越しの際は、お気軽にお立ち寄りください。 

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「ジュピのえんがわ」をご紹介します。 

フォーラム 
KANAZAWA 

フォーラム KANAZAWA は、今年度は実施できない見込みです。 

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「ジュピのえんがわ」をご紹介します。 

mailto:kz-kumincenter@city.yokohama.jp

