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理解と助け合いを備える
～区社会福祉協議会障がい者セーフティネット分科会～

子どもの目線で備える
～NPO法人フォーラム・アソシエ～
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人形劇を通して、理解と助け合いを備える
（港北区社会福祉協議会障がい者セーフティネット分科会 こことも）

子どもの目線で備える
（NPO法人フォーラム・アソシエ 子どもの目線の防災を考えるチーム）

夏休みに行われた、小学生とその保護者を対象にした講座「親子でぼうさい/ぼうさいマップを作ろう！」では、子ども達の

日頃の活動場所である身近な街の中の危険ポイントを、オリジナルの教材を使って

参加者それぞれが気づく体験をしました。講師は[自然あそびインストラクター]

自らも小学生の子どもを育てる、“子どもの目線の防災を考えるチーム”のお母

さんです。「外で遊んでいるときに地面が揺れたらどうする？」など具体的な場面を

想像させながら、「膝を地面に付けて（踵を付いていると後方へ転倒する為）手で

頭を守るんだよ」と具体的に教えていました。 (→右写真＜ダンゴムシのポーズ＞)

上記を企画・実施した同チームでは他にも、食育インストラクターによる「ポリ袋調

理法」※、整理収納アドバイザーによる「家族を守る(室内を安全に避難する)片付け」※

服飾講師による「スカーフの（非常時の）活用術」※、前述講師による「（非常時の子どもの）ストレス軽減レク

リエーション」※などのプログラムを実施しています。

障がい者セーフティネット分科会として、障害を持った人も含め色々な人が過ごしやすい社会になるよう啓発活動を

していくなかで、「ここで共に、こころを共に」をモットーとした人形

劇グループ「こことも」の活動が始まりました。

人形劇は『日常生活編』『学校編』などもありますが、“誰もが

過ごしやすい避難所”をテーマにした『避難所編』はニーズが高く、

防災拠点で一緒に過ごす方々が、手助けを必要としている人に

どのように対応すれば良いかが分かりやすく表現されています。

「シナリオはグループの皆で意見を出しあい、表現に気をつけ

ながら丁寧に完成させています」とのこと。

人形も人形劇舞台も手作りです。（→右写真）
字幕付きDVDの制作も手掛けていて、広い会場や

実演が難しい場所で活用しています。

【障がい者セーフティネット分科会】“障害の有無に関わらず、支援を必要としている人が、地域で安心して暮らせる

ネットワーク作り”を目的に、当事者団体、支援者団体等が、日々活動しています。

問合わせ⇒ 045-547-2324 港北区社会福祉協議会

特集 防災へつながる日常をそなえる

日常生活の延長線上にやってくる非常時！備えあれば憂いなし、もとい、備えれば嬉しい！!
区内で取り組まれている、日常の暮らしに根差した心強い活動を2つご紹介します。

【フォーラム・アソシエ】“子どもを真ん中に置いた人のつながりが多様にある社会を当たり前にしたい”を理念に、

人づくり事業として様々な講座を実施しています。※9/27（金） 10：00～12：00 「災害時に子どもを守ろう」 （上記※の

内容の他、子どもを守るために知っておきたい防災知識の講座） 試食付き2,000円 要申込）があります。

申込み・問合わせ⇒ 045-472-7093 

日常の暮らしがより良く楽しく、そのまま防災につながったら、嬉しい！!

互いの理解と助け合いによって、誰もが安心して暮らしやすい地域であれば

災害時も日常も嬉しい！

『避難所編︓伝え方に工夫が必要なカエル君と目の不自由なサルさん
のお話』人形劇の１シーン

2（楽遊学　2019年 9・10月号）



「わがまち港北」スポット 綱島地区センター ～花と緑に囲まれた集いの場～

　綱島地区センターと言えば、なんと言っても特徴的なのが広い和室。仕切り

をはずして2室合わせると60畳にもなります。舞台付きなので、歌や踊りはもち

ろん、お笑いライブに競技かるたなど、アイデア次第で活用の幅も広がります。

娯楽コーナーには、囲碁 ･将棋を楽しむ方々が集い、吹き抜けのあるロビーに

は、ゆったりとしたソファが置かれ、新聞や本を読んだり、お友だちと歓談する

姿も見られ、思い思いの過ごし方ができます。

　綱島街道から高田方面へ向かうバス通りを5分ほど歩いた小高い丘の上に建つのが綱島地区センター
です。かつては東京の奥座敷と呼ばれ、身近な観光地として栄えた綱島温泉郷でしたが、時代とともに
商業化が進み、現在では、温泉地としての面影は少なくなってきています。
　2022年には、東急・相鉄直通線が開通予定の綱島は、目下、急ピッチで開発が進む区内で一番
変化の激しいエリア。新旧コミュニティーが集う魅力あふれた綱島地区センターをご紹介します！

( 季節の花々が来館者を出迎えてくれるエントランス )

住 所：横浜市港北区綱島西1-14-26

電 話：045-545-4578 FAX：045-531-5771

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3月曜日（施設点検日）

年末年始休館日 12月28日～1月4日

交 通：東急東横線「綱島駅」下車 徒歩5分

※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。

花好き、庭好き、ご近所さんあつまれ！
綱島地区センターガーデニングクラブ（TGC）発足！

　花と緑に囲まれた綱島地区センターでは、よこはま花と緑の推進リーダーを中心としたグループ活動

が盛んです。そして今年は、緑化を通じて町づくりをより強化しよう！を目標に、新しいボランティア団体

を設立。綱島地区センターの緑化にとどまらず、地域全体の緑化やその推進活動を通じて、人づくりま

ちづくりを進めようという壮大なプロジェクトがスタートしました。

　きっかけは、横浜開港150周年を記念して誕生したバラ

「はまみらい」の育て方を知りませんか？との会話から。折し

も、昨年の外壁工事で足場を設置したため、木々は伸び放

題に。これはいけない！と、庭好きさんが立ち上がり、地区

センターの緑化整備にご協力いただけることになったのです。

　9月からは全3回講座として、園芸を初歩から学ぶ「花と緑

でいっぱい友だちづくり」も開講。初心者の方も安心して活動

できます。TGCでは、ボランティアメンバーを随時募集中。

　ガーデニングを通じて花や木の名前を覚え、友だちの輪が

広がり、まちも自分もイキイキ元気になるステキな活動です。

( 中庭の緑を見ながらリラックスできるロビー)

( 梅雨空の下、汗をふきふき作業は進みます )

（楽遊学　2019年 9・10月号）3



「わがまち港北」スポット 綱島地区センター ～花と緑に囲まれた集いの場～

振り込め詐欺防止漫才や子ども安全教室コントなど、

面白くてためになる防犯活動にも発展！お笑いが

地域の安全対策にも一役買っています。10月には

250回記念ライブも計画中。いつでも会いに行ける

お笑いアイドルとして、ツナコメの挑戦は続きます。

子どもだからと手抜きはしません！本気で怖ぁ～いお化けが待ってる肝試し。

今日からあなたも審査員!?綱島から未来のお笑いスターを発掘！

毎週末、綱島地区センターで開催されるお笑いライブ。通称「ツナコメ」。未来のお笑いスターを夢見る若手芸人たちが、

自ら駅前でビラを配り、無料でお笑いを披露しています。その数や230組！6年前、東急沿線でお笑いライブができる場所

を探していた箸休めサトシさんが降り立ったのが綱島駅。それから、歳月をかけて

ファンを増やし、オーデション型お笑いライブを定着させていきました。今では、

　綱島地区センター夏の風物詩として定着したお化け大会も、今年で12回目となります。子どもたちの交流を図り、楽しい

アトラクションにおいしい夕食、そして、怖ぁ～い肝試しを楽しんでもらえるよう、綱島・大曾根・樽町の３地区が合同で企画

開催しています。その昔、みんなが楽しめるイベントを開催したい、という子ども会のお母さんたちの発案から、もはや忘れ

去られていた「肝試し」を復活！地域の力を結集し、今もなお続く長寿イベントにしたばかりか、その規模は年々スケール

アップ！今年の参加者は、子ども約180名と保護者約80名に、お化け役を含む運営協力スタッフが約80名携わったとか。

当日は、まず昔の綱島・大曾根・樽町を映像でまとめたDVD鑑賞からスタート。子どもたちが地域の歴史について学ぶ機会

となりました。続いて、ご当地ヒーロー横浜見聞伝スター☆ジャンが登場すると、会場内は大騒ぎ。ヒーローショーの後は、

手作りカレーの夕食をいただき、満腹になった後は、いよいよ肝試し

（ 受付で頑張るお母さんたち ）

スタートです。暗闇の中を、綱島公園→ログハウス→陽林寺と巡る

本格コース。とにかく、綱島のお化けは怖いんです。それもそのはず、

やぶ蚊大群の攻撃を受けながら、子どもたちが来るのを今か今かと

じっと待っているのですから、お化けだって大変！自然と気合も入り

ます。こうして、地域全体で子どもたちの育ちを見守り支えています。

（ こ、こわいよぉ～ キャ～ ）

（ DVD鑑賞会 ）

（ ヒーローに見送られて出発 ）

（ 出演者は当日までのお楽しみ♥ )

（ おいしいカレーの仕込中 ）

（綱島の怖ぁ～いお化けたち）
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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）

＜おやこのひろば＞活動ホーム「しもだ」
【午前】 「おはなし会」 10:00～12:00

シアターや絵本の読み聞かせ、手遊びなど
【午後】 「おもちゃのひろば」 14:00～16:00

自由遊びの時間です。おもちゃで遊べます
日時：毎月第３水曜 （9/18、10/16、11/20、12/18、1/22、

2/19、3/18） 対象：未就学児とそのご家族
会場：港北区障害者地域活動ホームしもだ
問合せ：堀田（ほった） TEL 562-3600
※駐車場はありませんので、自家用車での来場はご遠慮ください。

港北図書館友の会 「読書サロン」
①「日本文学における感動の映画」 9月22日(日)
②読書の秋「自分に影響を与えた本」 10月27日(日)
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）

生涯学習グループ大地
第70回映画鑑賞会 「たそがれ清兵衛」
日時：9月11日（水） 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：上田 TEL 546-7166
2019年度講座開講のお知らせ
「劣化する日本はどうなる？」 ～暗いニュースに負けるな～
日時：10月2日(水) 14:00～16:00 （受付 13:30～）
講師：福岡政行氏（東北福祉大学特任教授/白鴎大学名誉教授）
※他4講座（10/9、10/16、10/23、10/31）開催
会場：港北公会堂2階1号会議室
定員：80名(応募多数の場合抽選)　受講料：3,500円(全5回分)
申込：9月10日(火)必着で〒住所・氏名・電話番号を明記の上、
下記まで普通ハガキで（当選の場合 9/25頃受講証引換えハガキを郵送）

〒222-0003 港北区大曽根3-4-15 田中孝治 宛
問合せ：上田 TEL 546-7166

港北邦楽協会
第8回 港北区民チャリティ 「邦楽ふれあいコンサート」
日時：10月12日(土) 13：00開演
会場：港北公会堂 当日直接会場へ ※入場無料

問合せ：吉田 TEL 402-4193

慶應義塾大学外国語教育研究センター
「公開講座慶應外語 秋学期受講生募集」
英語・ドイツ語・フランス語の講座を開講
受講期間：9月30日(月)～2020年1月31日(金) （予備日含む）

※全12回もしくは24回 時間：18：30～20：00
会場：慶應義塾大学 日吉キャンパス
対象：中学校卒業以上の方
受講料：30,000円(12回) ・ 52,000円(24回)
申込： 8月30日(金) 13:00～ 9月16日(祝・月) HPか郵送で
問合せ：日吉事務室 TEL 566-1030
Eメール flshy@info.keio.ac.jp
HP http://www.fls.keio.ac.jp

Facebook https://www.facebook.com/Keiogaigo

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？
日時： ① 9月20日(金）・27日（金）

※ 9月19日（木）までに電話で申込
②10月18日(金）・25日（金）

※10月17日(木）までに電話で申込
①②とも13:00～15:00（1回のみの参加も可）
講師：武 臣風（たけ しんぷう） 持ち物：筆記用具
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  

生涯現役つなしま会
①名作映画鑑賞の集い 「天国と地獄」
日時：9月1日(日) 14:00～16:30
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・FAX 434-3760
②ふれあいフェスタ2019 サークル発表会
日時：10月16日(水) 12：00～16：00（予定）
会場：港北公会堂 内容：演芸 作品展示
※入場無料 当日直接会場へ 問合せ：廣江 TEL 546-9353

しんよこはま地域活動ホーム
①親子で遊ぼう！「なかよしペンギン」
日時：9月 9日（月) パネルシアターや親子遊び
②絵本読み聞かせ「おはなしたまご」
日時：9月30日（月) 絵本の読み聞かせやパネルシアター
①②とも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

kiの会 愛するおとなのうた5 －懐かしの合唱曲ー
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：9月29日（日） 14:00開演（13:30開場）
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、
メールか電話で下記へ
kiの会事務局 Eメール kinokai@live.jp
TEL 070-5599-5527 ※前売券受付は9/28の17時まで

NPO法人ハッピーマザーミュージック
「ウェルカムベビーコンサート＆フェスタ」
0歳の赤ちゃんとパパとママに贈る心あたたまるコンサート
日時：9月15日（日） 13:00～ フェスタ 14:00～ コンサート

※フェスタを含むイベントは13:00～16:00、コンサートは14:00～15:00

会場：港北公会堂 参加費：区内在住親子のみ無料
対象：マタニティから0歳児と父母
申込：メールで申込の上、当日直接会場へ
問合せ：NPO法人ハッピーマザーミュージック
Eメール welcome-bb-concert@happymothermusic.net

NPO法人フォーラム・アソシエ
子育てLABO(ラボ）
①行政の子育て支援策と地域子育て支援拠点の事業

9月28日(土) 10:00～12:50
②産前産後支援で求められていること

10月28日(月) 10:00～12:50
会場：オルタナティブ生活館5階
参加費：①②とも1,500円
問合せ： NPO法人フォーラム・アソシエ TEL 472-7093

港北子育て懇談会
映画会 「あの日のオルガン」
日時：9月14日（土） ①10:30～12:30 ②14:00～16:00
会場：港北公会堂ホール
前売券：【一般・大学生】1,100円

【小中高生・障がい児者と付添】800円
※団体割引は要相談 ※日本語字幕付き、音声ガイド付き
問合せ：日吉みんなの保育園 TEL 561-6041
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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、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

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287号（11・12月）です。

「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、隔月発行になりました。それに伴い、「遊学スポット」掲載依頼の締切を発行月の前々月28日（28日が
土日祝にあたる場合は平日へ繰り上げ）とさせていただきます。（「登録グループからの会員募集」についても、同様の
締切となります。）
次号は287号（11・12月）です。（原稿締切は9月27日（金）となります） 詳しくは、区民活動支援センターまで。

港北区イベント情報

大曽根 男の料理教室
料理をやっている人、興味がある人の会員募集です。
日時： 毎月第２火曜 （8月を除く） 10:00～14:00 会場： 綱島地区センター 対象： 港北区在住の男性
会費： 【上期】 4～9月まで 8,000円 【下期】 10～3月まで 8,000円

【料理レシピ】 イタリアン・洋食・中華料理の定番料理、おもてなし料理など。
【指導方法】 集団調理ではなく、個別指導をします。
【料理発表会食会】 勉強した料理を、地域にお住まいの方をお招きして、発表会食会を行います。年1回。その他、料理教

室当日、地域の少人数の方と会食会を行います。 問合せ・申込み ：宮澤 TEL 544-7126 

小机城のあるまちを愛する会 第2回 小机城 秋の陣
「小田原北条と小机城の関りを伝えよう」
日時：10月20日（日） 10:00～15:30
【午前の部：開場10:00 】　●チャンバラ合戦10:30～　定員100名
（事前申込制）　　対象：小学生（2年生以下保護者同伴）、大人
●小学生の発表11:40～ 小机小学校3年
【午後の部：開場12:30 】 ●城まち小劇場13:00～
●トークショー13:30～ 講師　二宮博志氏（城郭復元マイスター）他
●舞踊ショー14:40～ 舞踊団 正藤
会場：城郷小机地区センター2階体育室 定員：200名
参加費：大人 500円（チャンバラ合戦児童引率の大人は無料）

中学生以下 無料 ※当日は3階会議室で持参した昼食可
問合せ：事務局 木村 TEL 090-2738-0278
Eメール mitsuyoshi.kmr@gmail.com

第45回 港北文庫のつどい 秋の講演会
【1回】10月11日(金)「動物園で楽しく学ぶ」　村田浩一氏（よこはま動物

園園長）　　【2回】10月31日(木)「出雲神話を読む～ヲロチ退治・稲羽

のシロウサギなど～」　三浦佑之氏（千葉大学名誉教授）　　【3回】11月

13日(水)絵本「くろいの」のこと、ナミコンクールのこと　田中清代氏（絵本

作家）　　【4回】11月20日(水)交流会～運営委員の進行で担当者の

裏話など 時間：各回共通10：00～12：00 （受付：9:30～9:55）

会場：港北図書館2階会議室 定員：先着70名

資料代：3,000円（回数にかかわらず一律。初回受付時に納入）

保育：2歳以上 先着10名 保育料500円（保険料含、詳しくは問合先へ）

申込・問合せ：電話またはEメールで受付（保育ご希望の方は必ず電話で）

※申込は9/2(月）～　斉藤　TEL 544-8335　松尾　TEL 581-2825

Eメール　k.bunko@gmail.com  HP  http://kohokubunko.web.fc2.com/

『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

遊学スポット(港北区内のグループによるイベント情報）

詳しくは、区民活動支援センターまで。
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