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令和元年７・８月

「エコ」を通して地域をつなぐ

「大豆戸菊名打ち水大作戦実行委員会」の取組
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特集 「大豆戸菊名打ち水大作戦実行委員会」の取組をご紹介します！

お問合わせ： 大豆戸菊名打ち水大作戦実行委員会 事務局（小林） TEL 401-6063
http://kikunagawa.net/wp

今回は、地球温暖化の問題からエコについて考え、アクションを起こそうとの思いから設立された「大豆戸菊名
打ち水大作戦実行委員会」を取材しました。

大豆戸菊名打ち水大作戦とは？

まめどまめ作戦‼

今後の予定

いろいろな取組が
予定されているよ！

大豆戸町（まめどちょう）の名前にちなんで、 「豆」
を植えて育てよう！から始まった取組です。

土が柔らかい～！

真剣に耳を傾けています。

（2017年8月9日の打ち水の様子）

地球温暖化対策の啓発として、昔の涼の知恵「打
ち水」で昔あった川を再現しよう！から始まった取
組です。

　大豆戸菊名打ち水大作戦は、昔、菊名に川があったことから、昔の涼の知

恵「打ち水」でその川を再現してみようという試みがきっかけとなって始まりま

した。子ども達に、打ち水をすることによって、気温が下がるということを実際

に経験してもらうことで、環境への関心を持ってもらえるようなきっかけ作りを

しています。また、地域の町内会、小学校、学童クラブ、子育てに関わる諸

団体と協働して行うことで、地域交流を深めるきっかけとなっています。

　「打ち水」に使用する水は、災害用の井戸水や家庭から持ち寄った風呂の

残り湯（二次利用水）を利用しています。

　今年度は、港北区制80周年記念事業として、盛大に行われる予定です。

　5月30日、晴天の中、大豆戸小学校 3年生87名が大豆戸小学校敷地内にある畑に集合し、 「まめどまめ作戦」が行

われました。

　作業に入る前に、大豆戸菊名打ち水大作戦実行委員会の篠﨑元彦会長より、「まめどまめ作戦」のお話があり、小学

生たちは真剣なまなざしで聞いていました。次に、枝豆の植え方を教わり、いよいよ実践です。畑の周りを取り囲み、作

業に入ると、教わったことを思い出しながら植えていました。植物の栄養となる肥料のかけ方や水やりの仕方を教わり、

大切に育てましょうと約束をして、今日の作業は終了です。夏休み前には収穫ができるとのことです。

●「まめどまめ作戦」枝豆収穫 7月中旬

●大豆戸菊名打ち水大作戦2019（区制80周年記念事業） 8月8日（木）

●エネルギーを学ぶワークショップ 8月、10月

●これからのエネルギーを考えるフォーラム 2020年2月29日（土）
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「わがまち港北」スポット 新田地区センター ～ここは地域のランドマーク～

新田地区センターは、今から127年前の明治26年に開校した新田小学校の移転に伴い、それまで
小学校として使われていた旧校舎の一部を改築整備して開館した地区センターです。
新田小学校は、開校以来、教育の場、地域の集いの場、地域のシンボルとして重要な存在でした。

その跡地を受け継ぐ形で誕生した新田地区センターも、地域のみなさまに愛され親しまれ今年で開館
38年目となります。今回は、どこか懐かしさが漂う新田地区センターをご紹介します！

新田地区センターでは、シニア向け体操サークルや親子サークルの活動が盛んです。午前中は主に、高齢者や小さ

なお子さま連れのお母さまたちで賑わいますが、午後になるとその雰囲気は一変。15時を回ると徐々に小学生が集

まってきます。レクリエーションホールやトレーニングコーナーの個人開放が始まるからです。子どもたちにとって「ちくせ

ん」は放課後のたまり場。隣接する新田公園（旧新田小学校グランド）で走り回ったあとは、ちくせんでクールシェア！み

んなで楽しい時間を過ごしながら、リラックスして暑さをしのげる場所として、ますます人気は高まるばかり。「まち探検」

や「職場体験」といった小中学校の授業の一環としても活用され、子どもたちにとっても大切な居場所となっています。

また、あらたな試みとして、2階にある図書コーナーをリニューアル！静かに読書や学習をするスペース、お子さんと

一緒に絵本を楽しむスペース、囲碁将棋などのゲームを楽しむスペースと、利用目的

に合わせてコーナーを分割。使い勝手がますます良くなったと、利用者の方々に好

評なんだとか。解放感あふれる心地よい空間となっています。

旧鉄筋校舎を転用したノスタルジックな外観
古い建物ながら、日々手を加え大切に使われています。

（広々とした トレーニングコーナー ）

住 所：横浜市港北区新吉田町3236
電 話：045-591-0777 FAX：045-591-0045
開館時間：月曜日～土曜日 9時～21時

日曜日・祝日 9時～17時
休 館 日：毎月第2月曜日（施設点検日）
交 通：地下鉄「新羽駅」徒歩7分

東急東横線「綱島駅」よりバス13分
バス停「常真寺前」下車・すぐ前

（ 2年前にリノベーションした青空色の明るいロビー ）

窓から自然光が入る図書コーナー（上）

料理室（右上）とレクリエーションホール（右下） )(

)(

※貸室の利用にあたっては、利用登録や料金が必要です。
詳細については、施設にお問合せください。
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「わがまち港北」スポット 新田地区センター ～ここは地域のランドマーク～

自分で作ったこけ玉だから愛着もひとしお。時間をかけて大切に育てます。

四季折々の花が咲く来館者の憩いの場
心地よいハーブの香りに包まれてリラックスできる中庭

　今年で7回目の開催となる「港北オープンガーデン」にも参加された中庭にあるハーブ

ガーデンは、新田地区センター創立30年を記念して、職員の方々が手作りされたもの。

記念に植えられた平和の象徴とされるオリーブの樹3本は、10年・20年・30年の新田

地区センターのあゆみを表しているそうです。

　また、正面入口前には「横浜緋桜」が植えられ、

桜の季節には濃い鮮やかな紅色の花を咲かせます。

横浜緋桜を作ったのは、港北区在住の白井勲さん。

港北区にゆかりのある桜です。
（ 花と緑に囲まれた入口 )

　「こけ玉」「秋の寄せ植え」「お正月のしめ縄作り」は、10年近くも続く新田地区センター主催の三大人気教室。毎回多くの

参加者で賑わいます。今年のこけ玉教室は、春～初夏の山野草を用いて世界に一つだけの「こけ玉」を作りました。

　地域で長年活動されている先生ご指導のもと、和気あいあいと作業が進み

ます。見た目の愛らしさとは裏腹に、意外と力が必要なこけ玉作り。「まだまだ

もみが足りないわよ～」という先生の一言で、土をもむ手にも力が入ります。

笑顔あふれる仲間が集い、毎日元気にカラダを動かしています！

ほぼ毎日開催されているシニア向け体操には、多い日には、50名以上の参加者が集うというから驚きです。

健康促進はもとより仲間づくりや、地域での高齢者の見守りが自然と成り立ち、今も広がり続けています。

　今回は、新田地区センター開館当時から活動している老舗の体操サークルのみなさんにお話を伺いました。

（ セラバンドを使った筋力アップ体操は効果抜群です ）

定年退職をきっかけに体操を

始めて17年！体操を続けるこ

とで関節の痛みが自然と和らい

だとか。毎回たっぷり2時間、楽

しく汗をかいているそうです。

　すぐに打ちとけられる仲間と

なごやかな雰囲気の中で行う

体操は、転倒や骨折防止は

もちろん、脳トレにも役に立つ

そうです。
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遊学スポット(港北区内のグループによるイベント情報）

『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

港北童謡の会
【153回】7月16日(火) 柴山秀明先生
【154回】8月20日(火) 柴山秀明先生
【155回】9月17日(火) 三縄みどり先生
【156回】10月22日(祝・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

ウェルカム(家庭教育を推進する会）
親のための「子どもに学ぶ家庭教育」
7月テーマ：「やる気を起こす原動力」
日時：7月8日(月)

0歳～小学生の保護者中心 10：15～12：00
(11：30～ディスカッション）

中学、高校生の保護者中心 13：00～15：00

9月テーマ：「いじめについての考察」
日時：9月上旬予定

会場：日吉地域ケアプラザ（当日参加可）
参加費：100円
問合せ：松崎 Ｅメール hiroyo013130@gmail.com

港北図書館友の会「読書サロン」
① 7月28日(日) －時代を考える－ ｢鎖国」
② 8月25日(日) － 「文学と動物」－
①②とも13：30～16：30 
会場：港北図書館　2階　会議室
参加費：無料 当日直接会場へ
問合せ：事務局 TEL 423-2223（八木クリニック内）

kiの会
【愛するこどものうた20】 - ちっさな天使 –
クラシックの声楽家を中心とした演奏家団体による、赤ちゃんと
その家族を対象とした演奏会。一般の方のご来場も大歓迎です!
日時：8月18日(日)

11：00/14：00開演(2回公演 各1時間 入退場自由）
※演目は異なります

会場：港北公会堂

入場料（1日有効券）：【大人】前売 1,000円/当日 1,200円
【小学生～高校生】前売 300円/当日 500円
乳幼児（0歳児～）無料

※前売（当日受付にてチケット引換）受付は、8月17日17：00までに、
「氏名（フリガナ）、電話番号、希望枚数」を明記の上、メールか
電話で。

※授乳室やおむつ替えスペース、プレイルームあり
問合せ：kiの会事務局 TEL 070-5599-5527

Eメール kinokai@live.jp

横浜古文書を読む会
令和元年度 夏季特別講演会 共催：横浜市歴史博物館

「『偉人』のうらがわ-自筆書状からみる人間・伊能忠敬-」
講師：酒井一輔 氏（聖心女子大学 専任講師）
日時：7月26日(金) 15：00～16：30 （受付14：30～）
会場：横浜市歴史博物館 2階 講堂
参加費：200円
募集人員：先着90名
申込：事前申込み不要 当日直接会場へ
問合せ：横浜古文書を読む会 TEL 080-7750-7165

しんよこはま地域活動ホーム
親子で楽しもう！「くらぶEgg」
日時：7月21日（日) 13：30開演（13：00開場）
会場：しんよこはま地域活動ホーム 食堂
出演：ぱぴプレ音楽工房（乳幼児が楽しめる独自のプログラム

『ぱぴプレミュージック』を開催しているグループ）
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

まめどシニアクラブ
テーマ：ポールウォーキング（PW）体験会
健康な身体づくりはウォーキングから
健康な毎日を送るためには、適度な運動（1日平均8000歩、しっかり
歩き20分）が推奨されています。足腰の不安な方もポールを前に
突き安心して歩けるポールウォーキングを体験してみませんか。
日時：7月25日(木) 13：00～15：00
会場：菊名地区センター レクホール
定員：20名（医者から運動を止められていない人）
参加費：300円（ポールをレンタルされる場合は500円）
問合せ：大島 TEL 090-5778-6553/974-2733

Eメール ina-oshima@m07.itscom.net 

〇月〇日・・・

忘れないように

メモしとこうっと

コミバス市民の会
菊名おでかけバスは運転ボランティア（会員）を募集しています。

車両は8人乗りワゴン車。普通免許でOK!
日時：毎週火曜日 8：30～12：00、12：00～16：00の二交代

月1～2回程度
ルート：菊名駅西口を出発して錦が丘・富士塚を回り、→妙蓮寺OK
ストア→富士塚・錦が丘を通って菊名駅東口→港北区役所→菊名駅
西口を45分でまわる、住民が運行するコミュニティバスです。
※バスポイントは46か所
問合せ：知久 TEL 080-5456-1436

秋山 TEL 421-5095

横浜・港北ユニカール倶楽部
体育館でできて、氷のいらないカーリング。老若男女一緒に楽しめ
る軽スポーツ ユニカールを一緒にやりましょう。

日時：月曜 9：00～12：00 または 12：00～14：00
会場：篠原地区センター または 神之木地区センター
問合せ：多久（会長） TEL 432-8025

Ｅメール y.y.taku1102@nifty.ne.jp 
HP  http://ykkohoku-unicurl.sports.coocan.jp/home/

岳精流日本吟院 詩吟無料講座
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：7月19日（金）/26日（金）

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：岳精流日本吟院 TEL 090-3819-4418

※7月18日（木）までに電話で申込み
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区民活動支援センター
からのお知らせ

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、区民活動支援センターまで
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
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）

港北区区民活動支援センター

「遊学スポット」掲載希望の方へ

●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！

「楽遊学」は、隔月（奇数月）発行です。

「遊学スポット」掲載依頼の締切は発行月の前々月28日（28日が土日祝にあたる場合は平日へ

繰り上げ）となります。（「登録グループからの会員募集」についても、同様の締切です。）

次号は9・10月号です。（原稿締切は7月26日（金）となります）詳しくは、区民活動支援センターまで。

区民活動支援センター「グループ・団体登録」のご案内

区民活動支援センターでは、地域のグループ・団体活動支援の一つとして、

「港北区グループ・団体登録」を受け付けています。

これから新たにグループ活動を始める方も、既に活動されている方も、ご登録がまだの方は

ご案内・お手続きいたしますので、ご来庁・お電話をお待ちしています！

登録すると・・・

◆区民活動支援センターが、グループ・団体の情報を区民の皆様にご紹介します。

◇グループ・団体情報を掲載したガイドブックを発行（2年に1度）

ガイドブックは区内公共施設等へ配布します。

◆区民活動支援センターHPへ、ガイドブックと同内容の情報を掲載します。

◇区民活動支援センター情報誌「楽遊学」へ会員募集の情報掲載が可能（1年度に1回）

　となります。

地域の個人・他団体・施設等と連携したり、
活動やネットワークがひろがります！

※政治や宗教、営利を目的とする団体は除きます

港北区イベント情報

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9・10月号です。

「グループ・団体ガイド2019」

子育て

スポーツ

ボランティア

音楽

伝統・文化

ko-center@city.yokohama.jp
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