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特集

港北区で楽しむ文化・芸術

大倉山でドキュメンタリー映画を楽しもう！

大倉山ドキュメンタリー映画祭実行委員会のメンバーとボランティアの皆さん

港北区内で数多く行われている文化・芸術活動。
今回は「大倉山ドキュメンタリー映画祭」を紹介します︕
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港北区で楽しむ文化・芸術

特集 大倉山でドキュメンタリー映画を楽しもう！
大倉山記念館では、年に１回「大倉山ドキュメンタリー映画祭」が開催されています。
「多くの人に優れたドキュメンタリー作品に親しんでもらいたい」との思いから、2008年に横
浜で活動するドキュメンタリー映画関係者を中心に実行委員会が発足。10年を経た今では、
障害者福祉施設職員や塾講師、地域住民など十数人がボランティアで運営に関わり、更
に地域の商店会や社会福祉法人が協賛、大倉山記念館が共催する等、まさに地域ぐるみ
の映画祭となっています。
11回目となる、2018年3月24日（土）・25日（日）の映画祭
では、ニューヨークの路上在住で猫を描く80歳のホームレス
アーティストのドキュメンタリー『ミリキタニの猫《特別篇》』、
2012年から原発事故で被曝した“生きものたち”の健康影響
を取り続けてきた『福島 生きものの記録 ５』など、全11作品
が上映され、2日間で424名が来場しました。
運営ボランティアには約20名が参加。会場設営や受付補
助、来場者の整理誘導などを手伝い、実行委員会メンバー
『ミリキタニの猫《特別篇》』
とともに映画祭を盛り上げました。また、地域の子育て支援グ
ループも参加し、上映中の保育に協力しました。
作品上映後はカメラマン3人が語るカメラ
マン・トークや、上映作品の監督他が登壇す
るドキュメンタリー・トークも開催。大倉山記
念館のアンティークな部屋で、美味しいお菓
子やお茶とともに、監督と歓談したり、映画の
DVDや関連書籍の購入ができるドキュメンタ
リー・カフェも併設し、主催者・来場者が触れ
合える温かみのある場所となっています。
ドキュメンタリー・トーク

ドキュメンタリー・カフェ

「大倉山ドキュメンタリー映画祭」実行委員会の活動
実行委員会のメンバーは、現在は10名ほど。
大倉山記念館の1室を借りて月1回程度集まり、
映画祭に向けての打合せをしています。各々お
薦め映画のDVDなどを持参し、メンバーで観て、
話し合いの上、上映作品を決定します。選考の
基準としては、人間をきちんと描いている映画で
あること。

お薦めのDVDを紹介

打合せの様子

上から目線ではなく、自分たちがぜひ観てもらいたいものを選び、自分た
ちでチケットを売る、ということを大切にしています。今後、新人のドキュメン
タリー監督の作品とも数多く出会い、共に学び合っていきたいとのこと。
ホームページやチラシ作りなどは、メンバーで分担して行っています。
「活動することで地域の情報を知り、人と人とがつながっていきます。実行委
員会のメンバー自身も楽しみながら、より地域に根差した映画祭にしていき
たい。」と、発足者の一人である三浦淳子監督が話してくれました。

メンバーで鑑賞
（「ミナマタ－井戸を掘ったひと 回想 川本輝夫」）

大倉山ドキュメンタリー映画祭実行委員会
来年の開催は2019年3月23日（土）・24日（日）です。
時間・内容・料金・ボランティアの募集などは、決定次第公式ブログにてお知らせします！
公式ブログ http://o-kurayama.jugem.jp
問合せ： TEL 080-3542-8759(実行委員会)
090-2257-4895（薩田[さった]） FAX 434-9270
Eメール ookurayamaeiga@yahoo.co.jp
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港北区では、区内の歴史や文化、場所等を区民の方に伝える活動をしている団体が数多く活動しています。
「わがまち港北スポット」では、区内の様々な団体に、一推しの「わがまち港北」を紹介していただきます。
今月号は、「篠原城址緑地」と「小机城址市民の森」をご紹介します。

「わがまち港北」スポット 篠原城址緑地

区内にある中世の「城址」その①

JR新横浜駅から徒歩10分のところに土塁や空堀など中世の山城が残っており、現在は「篠原城址緑地」として普段は立ち
入り禁止地域となっています。
周囲は住宅地ですが、山頂部には雑木林が残り、野鳥などのすみかとなっています。
今回は「篠原城と緑を守る会」に篠原城址緑地の魅力を寄稿していただきました。
篠原城は、鎌倉時代初めの金子十郎家忠、または戦国時代の金子出
雲守が築いたとされ、地元では金子城と呼ばれています。鳥山川・鶴見川
にも近く、近傍を鎌倉道が走り安山（やすやま）の尾根伝いに菊名・太尾方
面へ抜けられる要衝でした。豊臣秀吉の小田原攻め後、廃城となりますが、
土塁や空堀、土橋などの一部が残っており、長福寺の薬師如来胎内札等
と共に貴重な歴史遺物になっています。また、篠原城址の北麓には昭和
20年代まで杉山神社がありました。鶴見川流域を中心に約七十ある杉山
神社は、郷土史の「謎解き」課題になっています。
篠原城の本丸跡など城の中心部へは、通常は立入できません。そこで
篠原城と緑を守る会は、横浜市の許可を得て年数回この篠原城を公開し、
城内ガイドをしています。
（篠原城址緑地 地図）

また12月22日（土）～24日（祝・月）はパ
シフィコ横浜での｢お城ＥＸＰＯ」に展示参加
を予定しています。さらに来年3月2日（土）
午後には港北公会堂ホールで｢杉山神社
フォーラムⅢ」を開催、基調講演に日本史
学者 盛本昌広（もりもとまさひろ）氏を招聘
し、杉山神社ともゆかりの深い港北の伝統
芸能「岸根囃子」の披露を予定しています。
記：篠原城と緑を守る会
（城内見学会）

（お城ＥＸＰＯ（平成2９年））

篠原城と緑を守る会とは？
篠原城址の保全活動や、城址周辺でイベントを開催しています。現在20名で活動し、普段は立ち
入ることができない城内を案内したり、篠原城関連のセミナーなどを年に数回行っています。
問合せ：篠原城と緑を守る会
〒222-0026 港北区篠原町2754 長福寺気付
FAX 434-1845
Eメール mamoru@shinoharajo.yokohama
HP http://shinoharajo.yokohama/

「篠原城と緑を
守る会」作成の
リーフレットです。

篠原城を舞台に した「語りの楽劇 まぼろしの篠原城」が上演されました。

「篠原城」にまつ
わるお話です！

（「まぼろしの篠原城」チラシ）

平成29年10月に、篠原城を舞台とした港北芸術祭オリジナルの歴史
ロマン劇「まぼろしの篠原城」が港北公会堂で上演されました。（平成24
年初演）
この劇は、篠原城の城代 金子出雲と長女の於与（およう）の回想劇で、
女優の五大路子さんが１人で10人以上の登場人物を語りで演じ分ける
とともに、そのＢＧＭから効果音まで、様々な音を、世界的演奏者である
チェロ奏者・堀了介さん、尺八演奏家・三橋貴風さんが奏でるという、大
変独創性に富んだ内容になっています（作・演出：畑圭之介）。３名の出
演者はいずれも港北区在住で、地域や平和を愛する気持ちの大切さを
作品を通じて伝えています。
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「わがまち港北」スポット 小机城址市民の森 区内にある中世の「城址」その②
小机城址市民の森は、JR横浜線小机駅
より北西に徒歩10分ほどの場所にある小高
い丘で、中世の城郭小机城址がそのまま市
民の森に指定されています。
本丸や二の丸址（あと）、空堀(からぼり）、
土塁（どるい）がほぼ原型のまま残され、孟
宗竹の竹林が幽玄な雰囲気を醸しだしてい
ます。
平成29年４月６日（城の日）には小机城が
日本城郭協会による「続日本100名城」に
選定されました。

〔小机城址ガイドマップ〕
問合せ
港北観光協会
TEL 540-2234

〔小机城址・鴨居原市
民の森ガイドマップ〕
問合せ
環境創造局
北部公園緑地事務所
TEL 353-1166

（小机城址市民の森 地図）

～小机城址市民の森を拠点に活動する団体を紹介します～

小机城址市民の森愛護会・・・美化活動
小机城址市民の森愛護会は、市民の森を憩いの場として保全するため、地元
の矢之根・宿根、両町内会の有志が美化に努めています。宿根地区は、毎月ゴミ
箱のゴミ回収・敷地内のゴミ拾い・トイレの清掃と年3回地区有志による草刈を行っ
ています。また、矢之根地区青年部により、年に5回草刈、枝打ちも実施されてい
ます。小机城が続日本100名城に選定され、多くの人が市民の森を訪れるように
なりゴミの量も増えているそうです。
問合せ：環境創造局 北部公園緑地事務所 TEL 353-1166

（小机城址市民の森の風景）

ＮＰＯ法人日本の竹ファンクラブ・・・竹林の保全
当クラブは平成11年に放置竹林の整備を目的にボランティア活動をはじめ、平
成24年にはＮＰＯ法人化し、現在は横浜市内・伊豆を中心に全7か所で竹林保
全の活動を行っています。主な活動は竹林を手入れする「竹取協力隊」・竹素材
のものづくり教室や竹林の自然環境について学ぶ「出前講座」・竹林の管理を学
ぶ「竹の学校」・竹の間伐材を使った「竹灯籠まつり」です。
小机城址市民の森では、毎年10月下旬に当クラブ主催の竹灯籠まつりが行わ
れています。【遊学スポットP6参照】城址敷地内斜面に5,000本の竹灯籠が点灯
される幻想的なイベントです。
問合せ：NPO法人日本の竹ファンクラブ 平石 TEL 306-9993

（竹灯籠まつりの様子）

小机城のあるまちを愛する会（城まち会）
城まち会は、小机城址まつり実行委員会から派生し、平成30年1月に発足しま
した。歴史や文化を知ることが地域の魅力の再発見につながると、小机城の歴史
を知る活動やイベントの支援・商店街の活性化など、まちおこしを活動の中心に
行う予定です。６月24日（日）に第1回のイベント「紙芝居＆小机城の歴史」が小
机のコミュニティカフェ「ホッとカフェ」にて催されました。今後は、まち散策と小机
城址を案内するツアーや歴史家による講演なども検討していきます。地元の人
に限らず広く人材を集めていこうと会員を募集しています。
問合せ：小机城のあるまちを愛する会 木村 TEL 090-2738-0278

（「たまてばこ」による紙芝居上演の様子）

小机城址まつり

（小机城址まつり 出陣式の様子）
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毎年４月上旬に小机城址まつりが行われています。三会寺（さんねじ）から小
机城址市民の森本丸跡地まで続くパレードには「武者行列」「少年少女武者隊」
のほかに、地元の小学生によるマーチングバンドや子供神輿など約５００名が参
加します。本丸跡地では武者出陣式が行われます。
このまつりを主催する実行委員会は、地元の各町内会を中心に約70名
程度で構成されています。地元の人々にとって小机城址は子どもの頃の
遊び場でした。地域を活性化したいという人々の思いと子ども時代に親し
んだ場所が結びつき小机城址まつりの実施に至ったそうです。これまで
26回開催され、今では港北を代表するお祭りのひとつとなっています。

遊学スポット(港北区内のグループによるイベント情報）
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3日（月)、10月15日（月)
②絵本読み聞かせ「おはなしたまご」
日時：9月10日（月) 、10月22日（月)
①②ともに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
生涯現役つなしま会
①名作映画鑑賞の集い『生きる』
日時：9月9日(日) 13:30～16:00
会場：大豆戸地域ケアプラザ 2階多目的ホール
参加費：300円(つなしま会員は無料) 問合せ：田中 TEL 564-3477

②ふれあいフェスタ2018 サークル発表会

日時：10月22日(月) 12：00～16：00 会場：港北公会堂
※入場無料 当日直接会場へ
問合せ：鈴木 TEL 546-3860

港北童謡の会
【143回】9月18日(火) 青山恵子先生
【144回】10月16日(火) 竹内雅挙先生
会場：港北公会堂 時間：各回14：00～16：00
参加費：900円/月 事前申込み不要 当日直接会場へ
【145回】 11月27日(火) 柴山秀明先生
港北合唱倶楽部『華の会』第1回演奏会
会場：横浜みなとみらいホール 小ホール 時間：14：00～16：00
チケット：1,000円 ※9・10月童謡の会にて前売り
問合せ：吉田 TEL 531-6390

第2回梅の丘公園音楽祭（港北区地域のチカラ応援事業）
日時：9月22日(土) 12:45～15:00 (雨天順延9/29)
会場：師岡町梅の丘公園 ※入場無料
問合せ：ミュージックフェスティバル実行委員会
田辺 TEL 090-5569-5067、小柳 TEL 070-5078-6595

まめどシニアクラブ
①9月：皆で歌をうたおう

②10月：ポールウォーキング体験会

①日時：9月27日(木) 13：00～15：00 定員：20名（先着順）
会場：菊名地区センター 小会議室 参加費：500円
②日時：10月25日(木) 13：00～15：00 定員：20名（先着順）
会場：菊名地区センター 体育室
参加費：300円（ポール貸出別途500円）
問合せ：大島 TEL 090-5778-6553 または 974-2733
Eメール ina-oshima@m07.itscom.net

絵本読み聞かせ横浜祭 実行委員会
①第１回絵本読み聞かせ♡秋の女神祭2018
『秋♡お気に召すまま☆命短し恋せよ乙女♪』
日時：9月29日(土) 会場：大倉山記念館2階 第6集会室
午前の部 開場10：10 開演10：20 (終演11：30予定)
午後の部 開場13：10 開演13：20 (終演15：00予定)

②絵本読み聞かせ横浜祭2018秋♪演舞会
『秋♡森(自然)の音楽家たちの宴（うたげ）♪』
日時：11月3日(祝・土) 開場12：40 開演12：50 (終演14：00予定)
会場：大倉山記念館3階 第5集会室(音楽室)
①②とも入場無料、途中入退出可、当日直接会場へ
問合せ：大倉山記念館 TEL 544-1881

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：10月1日(月)～2019年1月31日(木) （予備日含む）
※全12回もしくは24回 時間：18：30～20：00
場所：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31日(金)13:00～9月17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

「港北文庫のつどい45周年記念講演会」のご案内
講師：養老 孟司氏（東京大学名誉教授）
「かけがえのない子どもたち～過去から未来へ」
日時：10月2日（火） 10:00～12：00
会場：菊名地区センター3階 レクホール 定員：120名(先着順)
参加費：1,500円（資料代） ※当日受付にて支払
【保育あり（500円） 2歳以上 先着10名】
申込・問合せ： 電話かメールで（保育希望の場合は、電話で）
港北文庫のつどい TEL 斉藤 544-8335、松尾 581-2825
Eメール k.bunko@gmail.com HP http://kohokubunko.web.fc2.com/

親子学級ワン・ツー・スリー
①１歳半～2歳半児学級「パンダ」
期間：10月3日(水)～2019年1月23日(水) 全7回
時間：10：00～11：30 会場：新羽地域ケアプラザ4階多目的ルーム他
参加費：3,000円(保険代含)

②2歳半～3歳半児学級「リトルベア」

期間：10月12日(金)～2019年1月18日(金) 全7回
時間：10：00～11：30 会場：トレッサ横浜南棟3階師岡コミュニティハウス他
参加費：3,500円(保険代含)
※①②とも、連れてくるきょうだい児1歳児以上は参加費同額、0歳児
は保険代のみ(300円)必要。
申込：NPO法人ポケット HP http://npo-pocket.yokohama内 『各親子
学級申込み先』より申込。
問合せ：伊藤 TEL 090-7260-1122 Eメール npo.pocket@docomo.ne.jp

講演会「若者サポートステーション」とは
働くことに悩みを抱えている15～39歳までの若者の就労を支援しています。
日時：10月5日(金) 14:00～16:00
会場：港北区社会福祉協議会 多目的研修室
参加費：無料 ※事前申込み不要
問合せ：まいんどくらぶ事務局 TEL&FAX 533-1375

こうほくぱそぼら 「年賀状作成講座」
ワードや市販ソフトを使い、オリジナルの年賀状を作ります。
【10月】6日・13日・20日・27日の土曜、10日・17日・24日の水曜
【11月】3日・10日・17日・24日の土曜、14日・21日・28日の水曜
【12月】1日・8日・15日の土曜、5日・12日・19日の水曜
時間：10：00～12：00、13：00～15：00
会場：港北区福祉保健活動拠点3階団体交流室
参加費：1回500円、入会金1,000円
※個人のパソコン持参。借用の場合 1回100円
※9月は通常通り開催しております。日程はHPでご確認ください。
問合せ：髙橋 TEL 562-7177 HP http://www.geocities.jp/pasobora131

グループ大地 平成30年度講座開講のお知らせ
「日本政治の明日～大丈夫か日本の国～」
日時：10月10日(水) 13:30～15:30（開場 13:15）
講師：福岡政行氏（東北福祉大学特任教授/県立広島大学教授）
※他4講座（10/16、10/24、11/1、11/6）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(月)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頃受講証引換え郵送）
〒222-0003 港北区大曽根3-4-15 田中孝治 宛
問合せ：河野 TEL 401-0608

「高麗若光と坂上石楯-史実と伝承の世界」
日時：10月13日(土) 14:00～16:00(受付13：30より)
会場：横浜市歴史博物館2階講堂 参加費：500円(当日受付にて)
定員：170名(応募者多数の場合は抽選)
申込： 9月29日(土) 必着で、往復ハガキに講座名・〒住所・氏名(ふ
りがな)・電話番号を明記し右記へ(一人一枚） 〒224-0021 都筑
区北山田6-3-6 長田方 横浜古代史料を読む会事務局
問合せ：横浜古代史料を読む会事務局 TEL＆FAX 594-0187

第135回港北区民囲碁大会のご案内
本戦(横浜市の各区囲碁団体対抗戦)出場のための予選囲碁大会です。

日時：10月20日(土) 12：20集合 12：40開始
会場：菊名地区センター中会議室 定員：40名(事前申込・先着順)
参加費：1,000円 女性・小中高学生 800円 ※10月14日(日)締切
申込・問合せ：港北区囲碁連盟 砂川 TEL＆FAX 473-2966
携帯 090-4675-3603

港北邦楽協会
第7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20日(土) 13：00開演
会場：港北公会堂 当日直接会場へ
問合せ：吉田 TEL 402-4193

※入場無料
（楽遊学
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『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）
小机城址市民の森「竹灯籠まつり」

男の料理教室

日時：10月27日(土) 17：00～20：00 (入場は19:30まで)
※雨天の場合28日(日) 会場：小机城址市民の森
入場無料(保全活動協力費一人あたり500円)

★点火ボランティア「あかりびと」50名募集(先着順)

日時：10月27日(土) ※雨天の場合28日(日) 15：30までに小机城
址市民の森本丸広場に集合 申込・問合せ：〒住所・氏名・年齢・
電話番号・FAX・Eメールアドレスを記入し、FAXかEメールかハガキで
下記へ。 〒224-0001 都筑区中川1-5-19 プロミネンス14-304
NPO法人日本の竹ファンクラブ
TEL＆FAX 306-9993
Eメール office141@takefan.jp HP http://takefan.jp

港北図書館友の会 講演会『ご先祖調べは面白い・第2弾』
ご先祖様の調べ方と、歴史に埋もれた名字のお話
日時：11月11日(日) 14：00～16：00 講師：戸部 廣康氏
会場：港北図書館2階 会議室A 定員：30名(事前申込・先着順)
参加費：無料
申込：10月16日(火)9：30～窓口か電話で
問合せ：港北図書館 TEL 421-1211

港北区移動サービスを考える会
2018年度 外出支援ボランティア講座
「介助の基本・送迎ボランティアの基本を知ろう！」
日時：11月17日(土) 13:30～16:00 参加費：無料 定員：20名
会場：大豆戸地域ケアプラザ2階 多目的ホール
申込：氏名・電話番号・居住地域(例 菊名○丁目)を電話で。
問合せ：らら・むーぶ港北 清水 TEL 562-2705

区民活動支援センター
からのお知らせ

家庭料理を先生の指導で楽しく作っています。
日時：毎月第２日曜日 10:00～13:00
会場：菊名地区センター
会費：2,000円/月(材料費込)
問合せ：栗林 TEL 546-1077

●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。（掲載依頼締切日が変更になりました！
詳しくは、下記をご参照ください。）
●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！

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。

市民グループ・団体運営の「スキルアップカフェ」 （第2回）
団体の効果的な運営、団体PR、協力者の集め方、お金の管理方法など市民団体グループ間で悩みを共有し、
スキルを高めることをめざし開催します。

今回のテーマ：「活動のためのお金のはなし」

日時：10月25日（木） 14:00～16:00

場所：港北区区民活動支援センター会議室（区役所4階）
・事前申込制 先着6団体 （9月10日より定員になり次第締め切り）
【問合せ】港北区地域振興課 地域力推進担当 540-2247 Eメール ko-chikara@city.yokohama.jp

「遊学スポット」掲載希望のかたへ
「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11月号です。（原稿締切は9月28日（金）となります。）
詳しくは、区民活動支援センターまでお問合せください。

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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