ひっ

合言葉は

とプ
ラ
地域 第３ ン港
北
福祉 期
保健
計画

ひ ろがる

つ ながる と どく

港北区の元気のもと発見！
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地域がつながるみんなの“居場所”

のダンスで

～誰もがつどえる交流の場づくり～

10月26日に港北ほくほくフェスタが開催されました。社会福祉功労者
表彰に続き区民フォーラムを実施し、当日は多くの皆様にご参加いた
だきました。
「ひっとプラン港北」※の一環として「居場所」をテーマに、
地域がつながる交流の場づくりに取り組んでいる３団体の活動を紹介
しました。
※ 区民・関係機関・行政・区社協が連携して「誰もが安心して健やかに暮らせるまち港北」を
目指す取組です。

活動のきっかけや、活動において大切にしていることを発表いただきました。
師岡

こども学習会
大切にしていること

コミュニティカフェ

ホッとカフェ

大切にしていること

師岡の地域に根差した活動にし

カフェに来る人も働く人も違う

たい！

世界が見えること

こどもたちの笑顔で、地域が元

子どもから高齢者まで、幅広い

気になること

世代が交流できる場であること

障がい児者のよりどころ

ふれんど

大切にしていること

参加者の個性を大切にし、無理
強いをしない
地域の行事に参加し、多くの方に
知っていただく交流の機会を持つ
支援者も活動を楽しみながら、
参加者の成長をともに喜べる時
間に！

KIDS DANCE JAM 実行委員会
去る10月９日（祝）、トレッサ横浜で“KIDS DANCE
JAM 2017 港北ふれあいストリートダンスまつり”を

ス 38 作品、ダンスバトルも大いに盛り上がり、会場は
一日中参加者や観客で大いに賑わいました。

地域における 子どもの居 場 所 づくりサポートモデル事業

開 催 し ま し た。こ の ま つ り は、「学 習 指 導 要 領 の

参加エントリーしてくれた沢山の団体・子供たちの

HIPHOPを楽しく学び理解を深める」「障害者と健常者

中にはハンディのある団体や近隣の保育園の子供たち

「子ども食堂」など、地域の中で子どもが安心できる居場所づくりをとおして、地域や関係機関が連携し、支援が必
要な子どもたちに気付き、支え合うネットワーク作りを目指します。

も含め団体間で交流を図り互いに学びあう」「地域や教

も申し込んでくれました。学習の一環として申し込ん

育機関と連携、地域で子供たちを育て良い町作りに貢

でくれた保育園では、ダンスだけでなく、チーム名や

献する」ことを目標に、区内のダンス関係者の知恵や

衣装などもみんなで話し合い、その過程もとても楽し

技術を持ち寄って未来ある子供たちのためにというと

く素晴らしい体験だったと聞きました。また、園長先

ころからスタートしました。

生が自ら子供たちのために生地を買って先生方が衣装

❶ 活動支援ツールを整理
子どもを見守る
ネットワーク
づくり

子ども
子どもの居場所

自治会町内会・地区社協
民生委員・児童委員、主任児童委員
学校・地域ケアプラザ・地域住民

区・区社協

立ち上げや継続的な取組のために、資金や場所の確保等の運営支援や、
衛生管理のあり方の整理などを行います。

❷ 地域に根差した活動へ
子どもの居場所が地域に根差し、困難を抱えた子どもの日常的な見守り
につながるように、区と区社協が連携して、地域との連携を進めます。

を手作りして参加した保育園もありました。また障害

露し、表現や鑑賞をお互いに楽しんだり、ダンスバト

者と健常者の壁を越え互いに称え尊敬しあうあたたか

ルといって 1 対 1 で DJ がかけた音楽を即興で踊りあ

な交流や友情の場面もありました。

い勝敗をきめるものや慶応大学ダンスサークル JADE

「いろんなあじ、みんなちがってみんないい」をキャッ

によるショータイムではダンスのジャンルやリズムの

チフレーズに、子供たちのそれぞれ違う個性を自信を

困難を抱えた子どもを行政・関係機関・地域住民と共に支えるネットワー
クを作ります。

取り方、体の使い方など教科書の内容を分かりやすく

もってのばし、表現できる空間があり、ステージで輝

披露し、そのあとの体験コーナーでは地域の子供たち

く子供たちを応援し、世代を超え音楽にあわせて表現

港北区社会福祉協議会

がダンスに挑戦し楽しい交流がありました。ダンスを

する楽しさを共に感じることができたイベントになり

披露してくれた子供は 300 人以上、ダンスショーケー

ました。

❸ ネットワークづくり

ご相談はこちらへ！

地域力発見プロジェクト事務局
港北区地域振興課地域力推進担当

当日はダンスショーケースといって複数で作品を披

福祉保健課事業企画担当

〒220-0032 横浜市港北区大豆戸町 26-1 TEL. 045-540-2247 FAX. 045-540-2245
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/sinkou/kouhokuryoku/

思

い出の歌を口ずさみながら
思い出がよみがえり歌声が響く

10 月 22 日（日）港北公会堂で、おとなの人たちと楽
しくうたう新企画「愛するおとなのうた」を開催しま
した。台風の迫る中でしたが、100 人を超えるお客様
にいらして頂きました。プログラムは親しみやすい曲
で参加頂くコーナーも設けご好評頂きました。協賛企
業からのお土産もとても喜ばれました。アンケートか
ら“大人が気軽に行けて、ゆっくり音楽を楽しむ場”
はとても必要とされていると実感しました。次回もよ
り楽しんでいただけるよう工夫して、地域の皆様や港
北区に貢献できるよう努力して参ります。どうぞよろ

Ki の会

港 北ふるさと映像上映会

次回のお知らせ

「愛するおとなのうた２」
2018 年 2 月 4 日（日） 開演 14：00 ～
港北公会堂にて

（看護スタッフ常駐・救護室・休憩室有）

ご家族で楽しんで頂けます。
お問合せ：ki の会事務局
kinokai@live.jp 070-5599-5527

しくお願い致します。

毎月第 4 日曜日の11時から12時まで、港北図書館で
「港北ふるさと映像上映会」を開催して早いもので 3
年が経ちました。港北ふるさとテレビ局をはじめ、地
域のケーブルテレビ局などで制作された選りすぐりの
地域の映像を毎回上映し、皆さんからの好評を得てい
ホームページ
You Tube

初

めてでもアッという間に演奏家に

「しのはらジュニアオーケストラ」は、新横浜駅から
山側へ徒歩 10 分の横浜市立篠原西小学校で、毎週土曜
日に練習しています。５歳～ 15 歳の子供たちと地元演
奏家や音楽好きの大人の方も一緒に、世代を超えたア
ンサンブルを楽しんでいます。
レベルも様々ですが、一人ひとりの能力にあった楽
譜を用意する、上級者にリーダー経験をさせる等、全
員が充実して参加できるようにフォローしています。
楽器や楽譜が初めての子も、あっという間に小さな演
奏家へと変身していきます。

しのはらジュニアオーケストラ
発表の場として、地元のイベント参加や慰問演奏の
ほか、年に一度の主催公演では、子供たちの演奏の
ほかに指導者たちによる鑑賞会、
お客様参加型のプログラム、楽
器体験等さまざまな方面から音
楽を体験できるイベントを企画
しています。
聴 く も よ し、弾 く も よ し、皆
さんの生活の彩につながればと
願って活動しております。

港北ふるさとテレビ局

ます。港北区に住み始めて30年以上になりますが、た
くさんの魅力を発見しました。しかし、残念ながらそ
れらを題材にした番組や映像作品はあまり制作されて
いません。そこで、港
北ふるさとテレビ局で
は、港北の魅力を映像
で残し、それらを上映
する活動を始めたので
す。港北公会堂での「港
北 ふ る さ と 映 像 祭」、
港北図書館での「港北
ふるさと上映会」のほ
か、区 役 所 2 階 戸 籍
課のテレビでも観るこ
とができます。

http://kohoku-furusato-tv.org
http://www.youtube.com/user/KohokuFurusatoTV

港北つ な ぎ塾開講しま した
もっと暮らしやすいまちにしたい、地域のために何か始
めたい、地域で活動するきっかけをつかみたい…という想
いをもっている区民の方が集まり、港北区役所職員と一緒
に学びあう場である「港北つなぎ塾」
。10月15日に開講し
ました。
初日は基調講演。横浜市や港北区の特性や人口の推移、
高齢化率などについて、具体的なデータを見ながら理解を
深めました。その後はグループで「暮らしやすいまち」に
ついて参加者の思いを模造紙に広げ、議論しました。
二日目の 10 月 28 日は区内で活動している３団体に事例
報告をしていただきました。今年度は「居場所づくり」を
中心に活動している団体に、始めたきっかけや運営・継続
の工夫、人材の確保などのお話をしていただき、日ごろ苦
心している点などについて受講生との質疑応答を繰り返し

ました。
第三回では参加
者がそれぞれに活
動プランを考えま
した。今後自分が
活動してみたいこ
とについてプラン
の立て方を学び、
まちづくりへのそ
れぞれの想いを具体化するグループワークを行いました。
参加者からは同じグループになった方とつながることが
できて、自分がやりたい活動に広がりができたことがよかっ
た、などの意見をいただきました。

