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映像でみる港北区

「港北映像ライブラリ」

「わがまち港北映像プロジェクト」による取材・撮影の様子

市民団体「わがまち港北映像プロジェクト」の取組
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特集 「港北映像ライブラリ」 市民団体｢わがまち港北映像プロジェクト」の取組を紹介します！
「港北映像ライブラリ」とは？
「港北映像ライブラリ」は、港北区制80周年を記念して平成31年４月1日にオープンする、港北区の映像を集
めたホームページです。
「人物伝」、「自然」、「歴史」、「伝統芸能」、「港北の雑学」の５つのカテゴリで構成されています。
【 人 物 伝 】 港北区の歴史を知る方などのお話をインタビュー形式で収録した「港北ふるさと人物伝」
【 自 然 】 公園や花木を紹介する｢港北ふるさと自然めぐり」など
【 歴 史 】 昔ばなしを紙芝居で紹介する ｢港北の昔ばなし紙芝居」、｢昭和の映像」など
【 伝統芸能 】 区内に伝わる伝統芸能やまつりの紹介
【港北の雑学】 港北区にまつわるクイズ映像「港北ふるさトリビア」

4月以降、映像作品を順次このライブラリで紹介していく予定です。

「わがまち港北映像プロジェクト」について
「港北映像ライブラリ」は、市民団体「わがまち港北映像プロジェクト」が作成しました。
プロジェクトのメンバー構成は、区内で映像制作活動をおこなっている 「港北ふるさとテレビ局」「ワークショップ・ピリオ
ド」などの市民団体、港北区のボランティアガイドの活動をしているメンバー、そして地域文化保存・継承活動をしている「公
益財団法人大倉精神文化研究所」等です。
プロジェクトは、港北区を映像で記録し、作品として公開することで、区民が「ふるさと」としての港北区を再発見するきっ
かけをつくることを目的に活動しています。
特に、港北の文化、地域性に関わる貴重なもの、失われていく可能性のあるものに関しては、よく知る方々の証言や体験
談を聞くインタビューを実施して、記録保存に努めていきます。
毎月第４日曜日に、港北図書館で開催している「港北ふるさと映像上映
会」でも、各種映像を上映しています。
また、本年の６月23日(日）には、港北公会堂で｢港北ふるさと映像祭」を
開催！ぜひ皆さんお越しください！！

プロジェクトが作成した港北区制80周年記念動画も
港北区のホームページで公開中！！

｢わがまち港北映像プロジェ

クト」では、一緒に活動できる
メンバーを募集しています！
ご希望の方は下記メールに
て問合せください。

港北区 80周年 動画

「港北ふるさと人物伝」について
いて

【問合せ先】 「わがまち港北映像プロジェクト」
mail@kohoku-yokohama.jp

「港北映像ライブラリ」に掲載される「港北ふるさと人物伝」への思いをメンバーに伺いました。
港北区にお住いのみなさんは、港北区をどんな町と感じていますか？
ただ住んでいるというだけの港北区じゃもったいない。港北区は素晴らしい町です。
せっかくお住いなら、「ふるさととしての港北区」を感じてみませんか？
私達「わがまち港北映像プロジェクト」では、この町を「ふるさととしての港北区」として再発見できる番組（映像作品）を
みなさんに紹介します。その一つとして作り始めたのが「港北ふるさと人物伝」です。
この辺りで生まれ育った方々には昭和時代の思い出ばなしを語ってもらいました。自然がいっぱいの山里の風景の話から、
鶴見川の水害や戦争などの苦労話まで盛りだくさんです。そんな昔があって、今があるんですね。
～これまでに以下の方々を取材・撮影しました。（五十音順）～
・飯田 助知さん
元北綱島村名主飯田家の第14代当主・綱島市民の森愛護会長。
・押尾 寅松さん（故人）
港北区まちの先生。港北区の歴史・考古学・山野草で登録。著書有。
・小野 静枝さん
横浜大空襲の体験者。港北区域の空襲と戦災を調査。著書有。
・下里 敏城さん
「港北ボランティアガイド」の会創立時の初代理事長。
・田邊 美紗代さん
日吉の森庭園美術館館長・松の川遊歩道(緑道）の会代表。
・平山 健雄さん
港北区在住のステンドグラス作家・横浜マイスター。横浜文化賞を受賞。
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撮影の様子

「わがまち港北」スポット 港北区のおまつり ～地域が育てるまち～
港北区では、桜が美しいこの時期、地域の皆さんが協力して作り上げているおまつりがたくさん開催されます。
今回の「わがまち港北」スポットでは、3月から5月に開催されるおまつりを、地域の活動とともにいくつかご紹介します！

綱島桃まつり

港北桃まつり実行委員会

第23回「綱島桃まつり」
開催日：3月10日（日）11時～15時
場所：綱島市民の森（綱島台）内［桃の里広場］

綱島桃まつりは、1996年から始まり、毎年3月に港北桃まつり実行
委員会主催、綱島地区連合自治会・四季菜館・NPO TRネット・綱島市
民の森愛護会・上町みこし愛好会・綱島の桃の会・綱島商店街連合会・
港北みりょく発見団共催で綱島市民の森内の「桃の里広場」で開催され
ているおまつりです。綱島産の桃を使った桃ジャム入りロールパン作りや
桃ジャム、桃エール（桃のビール）の販売ほか、野点、竹細工や竹馬づくり、
綱島囃子、綱島音頭を皆で歌って踊る催しなどが行われます。

綱島公園

問い合わせ：港北桃まつり実行委員会 堤
TEL 542-0863
■HP 「つなしまピーチネット」
http://park.geocities.jp/tsunashimamomo/
綱島市民の森は、綱島駅北西約６００ｍの住宅地に囲まれ
ている森です。高低差が約20ｍの丘陵地の上にあり、これが
街中かと思えるほど静寂さを秘め、野鳥をはじめとする小動物
たちの貴重な住処となっています。

綱島の桃の歴史

当時の「綱島の桃」の
出荷用ラベル

綱島桜まつり

綱島の象徴ともいえる桃。現在は池谷（いけのや）道義さんが唯一の桃栽培農家ですが、
昭和6年頃には綱島ブランドの桃「日月桃」は約288万個が出荷され、日本一の生産高でした！

鶴見川の本流と鶴見川に注ぎこむ早淵川、矢上川に囲まれる綱島は、もともと洪水に悩む
貧しい農村でした。行商人より、地域の砂質の土壌に適した作物として桃の栽培を勧められ
た当時の北綱島村名主池谷道太郎は、地域の窮状を救うため、水害・病害に強い西洋桃
の苗木を数十種取りよせさまざまな栽培を試みました。
明治40年、ついに新品種を発見。「日月桃」と名付けられたその桃は、少面積で米代金の
三倍強の収益を挙げることができるほどの安定した収入が得られる作物となり、明治43年に
は全村挙げての桃栽培となりました。やがて綱島の桃は全国に出荷されるようになり、「東の
神奈川、西の岡山」と言われるほどになりました。

綱島桜まつり実行委員会

第29回「綱島桜まつり」
開催日：3月30日（土） 9時30分～15時 （予定）
※雨天の場合は、31日(日)に順延
場所：綱島公園（東急東横線綱島駅徒歩7分）

今年第29回を迎える綱島桜まつりは、綱島地区連合自治会・綱島商店街連合会・
綱島地区社会福祉協議会・綱島商店街協同組合主催、港北区役所・港北観光協会・
綱島公園愛護会・港北区港北土木事務所・（公財）横浜市緑の協会が後援で、
綱島の地域の人々が作り上げてきたおまつりです。
毎年、ソメイヨシノが美しく咲くころに綱島公園で開催され、和太鼓・琴演奏、ダンス、
新舞踊など多数の演技が披露されるほか、広場では綱島囃子連のお囃子や、花苗
等の販売も行われます。
綱島公園はとても緑豊かな公園です。
遺跡・ログハウス・園内にはプール、テニスコート（夏季は
屋外プール）やこどもログハウスがあります！

問合せ：綱島桜まつり実行委員会
TEL 541-3640

長友(ながとも)
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大倉山さくらまつり

第8回「大倉山さくらまつり」
開催日：3月30日（土）10時～14時
場所：①太尾南公園 ②太尾堤緑道

大倉山夢まちづくり実行委員会

今年第8回目を迎える大倉山さくらまつりは、大倉山夢まちづくり実行委員会と
大倉山商店街振興組合が一緒になって地域を盛り上げるおまつりです。会場は
①太尾南公園②太尾堤緑道の２つに渡り、大倉山エリアの各町会・自治会や
商店街による模擬店や、地域団体によるステージ・アトラクション、地域の店舗や
公共施設による出店、有志によるフリーマーケットを予定しています。

太尾小
鶴見川

太尾公園

会場②
太尾堤緑道
（A）
エレベーター
階段出入り口

問合せ：大倉山夢まちづくり実行委員会
TEL 546-0664

菊名桜山公園

港北土木
事務所

港北水再生
センター

3月25日(月）から4月7日（日）まで、スタンプラリ
ーも開催。大倉山公園をはじめ、太尾堤緑道や記
念館坂、太尾公園、太尾南公園などで桜を楽しむ
ことができます。大倉山公園には約200本の梅も植
えられており、毎年2月に観梅会も開催されます。

カーボン山桜まつり

港北高

会場①
太尾南公園

（A）

（B）

（B）
スロープ出入り

資源
循環局

「２０１９ カーボン山桜まつり」
開催日：4月21日（日）11時～15時
場所：菊名桜山公園（東急東横線菊名駅徒歩7分）

カーボン山桜まつりは、菊名桜山公園愛護会（桜の森を守る会）が地域と
協力して開催しているイベントです。公園内には、約150本の八重桜があり
遅咲きの桜を楽しむことができます。会場では、食べ物や飲み物、手作りア
ート作品などの販売が行われ、中央に設けられたステージでは、様々な催し
ものが披露されます。

菊名桜山公園について

問合せ：菊名桜山公園愛護会
（桜の森を守る会）
TEL 080-3458-8454 清水

小机城址まつり

菊名桜山公園は、もともとは都筑区に
ある「第一カーボン」という企業の所有地
で、長年地域で「カーボン山」と呼ばれ親
しまれてきました。2001年にマンション
開発会社に売却されることになり「桜の
森を守る会」が発足。地域の人々とともに様々な保全活動を行った結果、横浜市が公園
用地として取得し、2010年に開園しました。公園整備は「住民参加の公園づくり」を目指
して行政と市民の協働によって計画され、その後の公園管理も横浜市環境創造局北部
公園緑地事務所と菊名桜山公園愛護会（桜の森を守る会）が協力して行っています。

小机城址まつり実行委員会

第２７回「小机城址まつり」
開催日：5月19日（日）※小雨決行
会場：小机城址市民の森 本丸跡地ほか
至世田谷

小机城址まつりは、地域の各町内会を中心に約７0名のメンバーで構成された
小机城址まつり実行委員会主催で、小机城の由来・歴史について広く区民に理解
してもらうこと、地域の観光振興を図ることを目的として、毎年春に開催されています。
小机城城代・笠原越前守信為をはじめとする勇壮な武者行列のパレードや本丸の
舞台での武者出陣式・小机城址太鼓の演奏などが披露されます。

新横浜公園

小机城址
市民の森
日産スタジアム

小机城について

問合せ：小机城址まつり実行委員会 防後（ぼうご）
TEL 090-8819-9420
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小机駅
第三京浜

小机城は、鶴見川に
突き出た丘陵上の要塞（ようさい）で、15世紀
半ば頃（室町時代）までには築城されていたと
考えられています。現在は小机城址市民の森
として整備されており、本丸・二の丸などが
ほぼ原型で残されています。

小机辻

遊学スポット(港北区内のグループによるイベント情報）
大豆戸菊名打ち水大作戦実行委員会 講演会
「異常気象とエネルギー問題を考える！」（調査報告・意見交換）
講演会講師：上田 昌文氏（市民科学研究室）
日時：3月2日(土)10:00～12:00
会場：港北公会堂2階 第1会議室 定員：40名
※参加申し込み不要・直接会場へ
問合せ：事務局（小林） TEL 401-6063 FAX 401-3068
Eメール ws.period@kikunagawa.net

生涯学習グループ大地 第67回映画鑑賞会
「青い山脈」
日時：3月7日(木) 13:00より上映
会場：大豆戸地域ケアプラザ
参加費：500円
問合せ：河野 TEL 401-0608

絵本読み聞かせ横浜祭実行委員会
第１回絵本読み聞かせ♡梅祭り2019
『春♡夜明け＆夜桜＆花の宴（はなのえん）♪』
※春＆梅（花）＆新時代＆音楽＆祝い関連等中心に選書
日時：3月10日(日) 会場：大倉山記念館2階 第6集会室
午後の部 開場13：40 開演13：50 (終演15：30予定)
問合せ：大倉山記念館 TEL 544-1881
入場無料、途中入退出可、当日直接会場へ
生涯現役つなしま会
名作映画鑑賞の集い 『雨に唄えば』
日時：3月10日(日) 13:30～15:30
会場：港北公会堂2階 1号室
参加費：300円(つなしま会員は無料)
問合せ：草田 TEL 434-3760

港北図書館友の会「読書サロン」
① 3月24日(日)日本を考える「日本文化論」/外国人から
見た日本
② 4月28日(日) 「書簡集」
①②とも13：30～16：30
会場：港北図書館2階会議室 当日直接会場へ 参加無料
問合せ：事務局 TEL 423-2223（八木クリニック内）

k iの会 【愛するおとなのうた４ - 懐かしのミュージカル –】
クラシックの声楽家を中心とした演奏家団体による演奏会
日時：３月24日(日) 開演14：00 （開場13：30）
会場：港北公会堂 （小学生から入場可）
入場料：【大人】前売2,000円/当日2,200円
【小学生・70歳以上】前売1,000円/当日1,200円
【中・高・大学生】前売1,500円/当日1,700円
※いずれも1日有効券
申込・問合せ：チケット申し込み（当日受付にてチケット引換）は、
「お名前（フリガナ）、電話番号、希望枚数」を記入の上、メール
か電話で右記へ。 kiの会事務局 Eメール kinokai@live.jp
TEL 070-5599-5527 ※前売り券受付は3/23の17時まで

港北童謡の会
【149回】3月26日(火) 竹内雅挙先生
【150回】4月23日(火) 青山恵子先生
【151回】5月14日(火) 柴山秀明先生
【152回】6月25日(火) 竹内雅挙先生
時間：各回14：00～16：00
会場：港北公会堂
参加費：900円/月 事前申込み不要 当日直接会場へ
問合せ：港北童謡の会事務局 吉田 TEL 531-6390

港北図書館友の会 医療講演会
お薬手帳とジェネリック医薬品のお話

3月イベント情報
パネルシアターや絵本の読み聞かせなど （詳細は問合せ）
日時：3月11日・18日の月曜 11：00～11：30
参加費：無料 当日直接会場へ
問合せ：しんよこはま地域活動ホーム TEL 531-4400

内容：・お薬手帳の使い方 ・そもそもジェネリック医薬品って何？
講師：久保 幸太郎氏 （薬剤師）
日時：3月31日(日)14：30～16：00
会場：港北図書館2階 会議室A 参加費：無料
定員：30名（事前申込制・先着順）
申込：3月12日（火）9：30～港北図書館カウンターまたは電話で受付
問合せ：港北図書館 TEL 421-1211

岳精流日本吟院 詩吟無料講座

NPO法人 道志水源林ボランティアの会

しんよこはま地域活動ホーム

詩吟の楽しみ方や吟じ方などを学んでみませんか？
講師：武 臣風（たけ しんぷう）
持ち物：筆記用具
日時：3月15日・22日の金曜
13:00～15:00 （1回のみの参加も可）
会場：新田地区センター3階
参加費：無料
申込・問合せ：3月14日（木）までに電話で申込
岳精流日本吟院 TEL 090-3819-4418

ふれあい動物園実行委員会
「ふれあい動物園がやってくる」
新田公園でかわいい動物たちとふれあおう！
日時：3月23日（土） 10:00～14：30 荒天の場合：24日（日）
会場：新田公園（新田地区センターとなりの公園）※入場無料
問合せ： やすらぎの家
TEL 591-6480（月・水・金 10：00～15：00の間）

〚横浜市の水道水源・道志村の間伐体験者・会員募集〛
水道局と協働で実施する水源林整備事業について、NPO法人「道
志水源林ボランティアの会」では、横浜の水のふるさと道志村の水
源林で市民ボランティアとして汗を流してみたい有志の方の参加を
お待ちしています。詳細は問合先へ
日時：①4月6日(土) ②4月19日（金）③5月8日（水）④5月18日（土）
⑤5月29日（水）⑥6月7日（金）⑦6月22日（土）⑧7月6日（土）
⑨7月26日（金）⑩9月7日（土）⑪9月25日（水）⑫10月5日（土）
⑬10月23日（水）
7：45集合8：00出発～19：00頃着 横浜駅西口・関内駅解散
集合場所：JR関内駅前（大通り公園側）
体験募集定員：先着各5名 会員と一緒に作業 参加費：無料
申込：各回一月前頃～4日前頃に主催へ申込
主催・問合せ：NPO法人 道志水源林ボランティアの会
TEL 664-3972 （毎週 火、木の13：00～16：00）

『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
横浜雀の会

着つけ・よそおい

健康麻雀（かけない、すわない、のまないが基本理念）を通じ
地域の交流を図るとともに、高齢者の脳の活性化の一助になり
ます。
日時：火曜、木曜、金曜（月６回） 12:00～17:00
会場：菊名地区センター（総会・幹事会）、菊名麻雀荘（例会）
会費：例会費1,200円/回、年会費500円
※その他、例会の他、大会 年4回（参加費は例会費と同じ）
申込・問合せ：阪間（さかま） TEL 534-1315

きものにふれ親しみ、道具を使わず手結びで基本の着装を目標
にしています。初級1年コース（入会・見学随時）
日時：月2回
水曜12：30～14：30 菊名地区センター他
金曜 9：30～11：30 綱島地区センター（2019年4月より）他
会費：1,000円/月（入会金、販売なし）
問合せ：梶原 TEL 541-4304
（楽遊学
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区民活動支援センター
からのお知らせ

このページでは、区民活動支援センターからの
お知らせ等を毎号掲載します。次号は5月号です。

「まちの先生PR展」を開催しました！
2月10日（日）、大倉山記念館オープンデイ～まちの先生PR展～を開催しました。当日は約600人の方に来て
いただき、まちの先生の活動を広く区民の皆様に知っていただくために、ミニ体験講座として、太極拳や茶道、詩吟、
絵手紙、木工作、手工芸など16講座を開き、まちの先生自ら特技や技術を披露しました。
～「まちの先生」とは～
さまざまな特技、技術、経験をお持ち
で、その専門知識を港北区内の地域
活動や学習活動に活かしたいと考える
方にご登録いただくボランティアです。
（パステルシャインアート体験・白岩先生）

（皮革に模様をつけて染めてストラップ作り・岡村先生）

「港北区グループ・団体ガイド」を発行します
福祉、子育て、スポーツ、語学、音楽、パソコンなど区内を中心に活動する約１８０のグループ・
団体（活動内容、活動日、会費、会員数と年代層など）を紹介しています。
これから、何か始めてみたい方、活動に参加したい方、ぜひご活用下さい。
◆冊子は、４月上旬から区民活動支援センターで配布します。
◆区内公共施設（地区センター、地域ケアプラザなど）で閲覧できます。

●遊学スポットに掲載希望のかたは、区民活動支援センターにご相談ください。
（次回、5月号の掲載依頼締切日は平成31年3月28日（木）です。）
●港北区関連のイベント・講座情報は「広報よこはま」、「横浜カレンダー・港北区イベント情報お届け便」も併せてご
覧ください。
スマホやパソコンからも検索できます！
① 港北区イベント情報 で検索 ② 港北区のホームページ→『情報・手続きのご案内』（上から3段目）
→「地図・お役立ち情報」クリック（1番右のタブ）→「イベント」（上から2つ目）イベント情報お届け便クリック！

ご意見ご感想をお寄せください。
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。
よろしくお願いいたします。

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
港北区区民活動支援センター
Eメール ko-center@city.yokohama.jｐ
★開館時間★
月～金曜 8時45分～17時（土・日曜、祝日、年末年始除く）
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