
楽遊学
港北区の「活動」をつなぐ情報誌
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新しい活動様式で地域をつなぐ

「オンラインでつながる！つづける！！」

P.2 特集 「オンラインでつながる︕つづける︕︕」
P.3 わがまち港北スポット 港北区区民活動支援センター
P.4 遊学スポット （港北区内のイベント情報）/

『港北区グループ・団体ガイド』登録グループからの会員募集
区民活動支援センターからのお知らせ
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画像提供：①港北ふるさとテレビ局 ②横浜ベビーヒップホップスタジオ ③熊野の森もろおかスタイル ④kiの会
⑤港北区民交響楽団 ⑥港北ボランティアガイド ⑦I♥Net (アイネット) ⑧NPO法人ポケット

※画像にはコロナ禍以前に撮影されたものも含まれています
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【利用する】　23   【利用しない】　3

特集 新しい活動様式で地域をつなぐ 「オンラインでつながる！つづける！」

　 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用や手指の洗浄・消毒等個人で取り組める対策の他に、三密
の回避や社会的距離の確保等、人と人とのつながりにも新しい様式が求められるようになりました。区民・市民の皆さん
による自主的な活動での新しい様式とは、どんなものになるのでしょうか？

コロナ禍の活動において、オンラインツールの利用はありますか？

利用がある場合、何の目的に どのツールを、利用しますか？

オンラインの「利点」は？ 逆に「十分でない」と思うことは？

この先コロナ禍が収まってもオンラインを利用しますか？

市内で横浜市民への非営利の公益活動を行う団体を対象とした
「市民公益活動緊急支援助成金 ※ 」 を知っていましたか？利用しましたか？

　 今号では取材も、Eメール、FAX、郵送により、日頃からつながりのある、約50団体の皆さんにアンケートのご協力

　 

　 （2020年8月17日～21日に実施）をいただきました。お寄せいただいた回答をご紹介します。

【目的】 【ツール】
グループ内の連絡・情報共有・意見交換
参加者への案内・お知らせ
会議・講座・講習会・授業・レッスン
ライブ中継・公演の録画映像配信
子育て情報等の発信
国際交流
雑談・交流・懇親会

Eメール(最多)、LINE、Zoom、Facebook、Skype
Eメール、LINE
Zoom (最多) 、LINE
YouTube (最多) 、Skype、Ustream
Zoom(最多)、YouTube、ホームページ、ブログ、LINE
Zoom
Zoom (最多)、LINE、 Facebook 

【利点】 ■郵送費の節減 ■交通費の節約 ■会場
費の節約 ■集合・移動の負担減 ■会場の制約を受
けない　■天候に左右されない　■感染の危険回避
■小さい子どもがいても参加できる ■遠方の人も参加
できる　■自宅にいながら参加できる　■参加機会が増
えた　■多数に一斉に同じ内容が伝わる　■文字に残
るので記録になる　■資料を共有しながら会議できる点
はむしろ便利　■案内したい情報は、不特定多数の目
に留まる可能性がある

【十分でない】 ■セキュリティの設定等で届かない
ことがある　■接続が不安定なことがある　■環境や
知識がないと使えない、対象外となってしまう人がいる
■参加費を集めにくい　■現場でないと成立しない
（撮影、演奏、客席との一体感）　■実物に触れたり、
味や匂いが伝わらない　■表情や反応が分かりにくい
■雰囲気が伝わらない、親密性が低い（同意見多数）
■複雑な課題等では十分な意思疎通が難しい（同意
見多数）

お知らせ!！ 助成金の再募集については、横浜市市民協働推進センターのホームページで
ご確認ください！ https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/ 

聞いてみました！ 《 「横浜市市民協働推進センター」ってどんなところ？ 》

⇒横浜市市民協働推進センターは、地域団体・NPO・企業・大学・行政など、組織の垣根を超えて、
取り組みたい課題や、気になるテーマで繋がり、協働して、未来をつくっていくための空間、
横浜をより良くしたい市民の方々や、行政が重なり合う空間です。

Q.

Q.

Q.

Q.

Q.

※新型コロナウイルス感染予防対策や回復期に向けて新たな展開を図る事業（オンラインによるコミュニケーションツールの
導入等）を支援する為の助成金（申請受付期間2020年7月8日～8月7日）

⇒市民活動団体さん（非営利性、自主性、公益性、属市域性、を満たしていること）を対象に、
活動の相談業務も行っていますよ！

【コロナ禍の前からある】　10   【コロナ禍の後からある】　16   【ない】　15

【知っていて、 利用した】　7　【知っていたが、 利用しなかった】　11　【知らなかった】　23   

2（楽遊学　令和 2年 10月号）



　 区民のみなさまの“活動”を支援する港北区区民活動支援センターが、この度プチリニューアルしました。

4月よりお披露目の予定が、コロナ禍による緊急事態宣言に伴い、一時的に施設利用が中止に

なったこともあり、お知らせする機会にも恵まれず半年が過ぎてしまいました。

　緊急事態宣言解除後は、みなさまに安心してご利用いただけるよう、これまでよりも定員数

を減らすなど三密を避け、しっかりと感染防止対策を取り再開しています。

　今回は、少しだけ新しくなった港北区区民活動支援センターをご紹介します。

　 なんと言っても今回のリニューアルの目玉は交流コーナーの新設。従来よりもスペースを拡大し、密にならずに

ご利用いただける空間になりました。さらに、作業コーナーを窓側に移転。明るい環境で作業していただけます。

Ⓒ横浜市港北区ミズキー

より使いやすいセンターを目指して、交流コーナーを新設！

港北区区民活動支援センター
- 港北区総合庁舎4階 -
フロアガイド

会議室（定員9名）

センターの向かい側のスペースを
交流コーナーとして新設。
少人数の打合せや作業等にご利用
いただけます。(定員5名）

作業コーナーNEW

今までよりも明るく開放感の
ある窓側に移転しました。
裁断機、紙折り機などもご利用
いただけます。

※会議室、交流コーナー
作業コーナーのご利用に
は、施設利用登録が必要
です。詳しくは、区民活
動支援センターまで

今年度より社会教育指導員が仲間入り。
新メンバーを加えさらにパワーアップして、区民のみなさまの
様々な活動を応援します。「何かを始めたい」「仲間を増やしたい」
「もっと活動を広げたい」方々、私たちがお手伝いします。
港北区区民活動支援センターに是非一度お越しください！

情報コーナー

まちライブラリー
ミズキー文庫

会議室

情報交換
ボックス
（設置数48）

「わがまち港北」スポット 港北区区民活動支援センター

場　　　所：港北区役所4階48番窓口
利用時間：月曜日～金曜日（8:45～17：00）

※土・日、祝日、年末年始除く
住　　　所：港北区大豆戸町26-1
電話/FAX：045-540-2246
E メ ー ル：ko-center@city.yokohama.jp

交流コーナーNEW

相談コーナー
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遊学スポット(港北区内・周辺のイベント情報）

『港北区グループ・団体ガイド』登録グループからの会員募集

ここに掲載されている内容は、2020年8月20日現在の情報です。詳細は、問合せ先にご確認ください。

「遊学スポット」掲載希望の方へ次号は（2020年12月号発行）です

いつも「楽遊学」をご覧いただきありがとうございます。
内容についてのご意見・ご感想、お気づきの点など、支援センターまでお寄せください。

港北区区民活動支援センター（港北区役所４階48番窓口）
〒222-0032 港北区大豆戸町26-1
TEL&FAX 540-2246
Eメール ko-center@city.yokohama.jp

港北区区民活動支援センター

ご意見ご感想をお寄せください

★開館時間★

月～金曜 8時45分～17時（土・日曜、祝日、年末年始除く）

区民活動支援センターからのお知らせ

「遊学スポット」ならび 「登録グループからの会員募集」掲載依頼の締切は、発行月の前々月20日です。

次号（292号）の締切は10月20日（火）となります。概ね12月10日～2月10日迄のイベント情報をお寄せください。
詳しくは、区民活動支援センターまで！

ヴォイスドラマ「小机の重政」～静聴会～
「我は小机城城代 笠原弥次兵衛 重政なり」

日時：令和２年10月5日（月）
開演１回目：17時 （開場 16時30分）

２回目：19時 （開場 18時30分）
場所：臥龍山 雲松院（JR横浜線 小机駅から徒歩約5分）

※お車でのご来場はご遠慮ください。
参加費：無料
問合せ：地域演劇集団スターリンクス

Eメール：troupestarlinks@gmail.com

フォトクラブひよし
写真の好きな方でしたら男女、年齢問いません。現在会員数１９
名。月１回、女性プロ写真家による作品の講評及び年数回の撮
影会を通じて写真を楽しむ会です。
会場：日吉地区センター別館
日時：毎月第2火曜日18:00～21:00
会費：1,500 円/月

申込・問合せ：清水 TEL：090-7226-5492

港北区民ミュージカルvol.18
「BOWWOW 2nd RUN RUN RUN」

いつもは港北公会堂にて公演していました港北区民ミュージカ
ル！今年は、インターネットから直接お届けします。時間が合わ
なくて会場にいらっしゃれなかった皆様、今年はご都合の良い
時間にご覧いただけます。
動画配信チケットは2日間券2,200円、1週間券3,300円、
動画公開は12月１日（火）から。
詳しくは、港北区民ミュージカルで検索、
または右の二次元コードからどうぞ！
ＨＰ：http://kmc.jstageworks.com/index.html
問合せ：岡本 045-433-2517

第36回 大倉山秋の芸術祭
～記念館と利用者、地域とのふれあいを深めて～

毎年恒例の「秋芸」を開催予定です。秋の日、音楽や絵画を記
念館と共に楽しみませんか？10/31（土）おへそさんとコラボで
ハロウィンのダンスをします。
日時：美術展10/28（水）～11/1（日）9:30～17:00

演示 10/31（土）～11/1（日）9:30～21:30
会場：横浜市大倉山記念館 全館（10/31と11/1は送迎が出る予定）
参加費：団体により有料無料は変わります
問合せ：Eメール：akigei2017@gmail.com

電話：090-6524-7060（開催期間中のみ対応可）

「港北区グループ・団体ガイド」に掲載しませんか？

区民活動支援センターでは、おもに区内の公共施設などを会場として、さまざまな分野で

活動しているグループや団体を紹介しています。そのツールとして、『港北区グループ・団体

ガイド』を2年に一度発行しています（政治や宗教、営利を目的とする団体は除きます）。

☆サークルのメンバーを増やしたい！

☆たくさんの人に活動を知ってほしい！

☆地域や他団体、施設などと連携したい！

などお考えのグループ・団体の方は、ぜひ『2021年度版 港北区グループ・団体ガイド』に掲

載して、ＰＲにご活用ください。2021年度版は、4月上旬より区民活動支援センターで配布す

る予定です。掲載希望の方は、お気軽に区民活動支援センターまでお問い合わせください。 （2019年度版）
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