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港北の歴史を知ろう！

特集 昔ばなしがつなぐ地域のコミュニティ

昔ばなしを紙芝居で伝える魅力
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港北の歴史を知ろう！

特集 昔ばなしがつなぐ地域のコミュニティ 「たまてばこ」
「たまてばこ」～生涯学級から市民活動グループへ～
港北区は、2014年度に生涯学級「港北昔ばなし紙芝居講座」を３年間の事業として行いました。講師の先生を迎え、
「港北に伝わる昔ばなしの紙芝居を作る」とのテーマで取り組み、作成した紙芝居を披露するというプログラムで行われまし
た。たくさんの人に見てもらいたいとの思いから、紙芝居を広める活動に繋がり、そして、講座開講中の2015年には、参加
者による市民活動グループ「たまてばこ」が誕生しました。
「たまてばこ」の名前の由来は、「箱を開けたら、港北区の歴史の中から
どんなお話が出てくるか、お楽しみに！」というところから。その由来の通り、
作品はすべて港北区に伝わる昔ばなしを題材にしたもの。
地域の昔ばなしに親しむことは、地域の歴史を知ることに繋がり、地域へ
の関心や愛着を深めるきっかけにもなります。
年に１回、地域の歴史や民話を学ぶ勉強会を開き、一つの紙芝居を作
り上げるために、構想を練り、文章を考え、絵を描き上げます。講師の先
生のアドバイス、仲間同士の意見交換を通して、よりよい紙芝居づくりを目
指しています。

（勉強会の様子）

活動への思い～地域の昔ばなしをもっと身近に～
12名のメンバーで、毎月第３水曜日に定例会を開き、今後の予定などを話し合います。高齢者施設や地域ケアプラ
ザ、保育園や子育て支援拠点などで月１回から年数回上演しています。また、港北ボランティアガイドとの協働で、紙芝
居の舞台となったお寺で上演するなど、地域でのイベントに参加し、昔ばなしを発信しています。
紙芝居の題材は、自分達が住んでいる地域で興味を持った場所を選びます。現地に取材に行ったり、「わがまち港北」
「港北百話」などの資料をじっくり読んで決めています。
難しくて深い歴史や港北区の言い伝えを、優しい言葉とわかりやすい絵で伝えることができること、わらべ歌や民謡、そ
の他の歌を取り入れて、読み手と観る人が一緒に楽しめること、そのようなところが昔ばなしを紙芝居で伝える魅力だと
感じています。
完成した紙芝居を読む時に、読み手として大切にしていることは、
「自分自身が楽しむこと」「わかりやすい言葉を使うこと」。そのような
ことを意識することにより、身近に感じてもらえるよう工夫しています。
活動を通じて、紙芝居を観てくださる方々の笑顔を見ることができ
たとき、感動の声を聞けたとき、そして子供たちの「また来てね」「あり
がとう」の励ましの言葉に、喜びや、やりがいを感じています。
（定例会の様子）

今後の取り組み～プロジェクターを 使った紙芝居～
紙芝居を画像に取り込み、プロジェクターに映して上映するプロジェクター紙芝
居を、地域ケアプラザのデイサービスで３回ほど行いました。高齢者の人数が多
く、小さいと見えづらいということがきっかけとなり、新たな上演方法に取り組みま
した。大きな画面に映し出された紙芝居は、評判がよく、皆さんに楽しんでいた
だけました。
そして、「たまてばこ」として、同じ場所で、月一回ほど上演できること、また、
コミュニティカフェなど、今まで上演したことのない新たな場所で上演することが
今後の願いです。
（プロジェクター紙芝居の様子）

創作紙芝居49作品は、港北図書館や大倉精神文化研究所附属図書館、
区役所区民活動支援センターなどで閲覧・貸し出ししています。上演の依頼も受け付けています。
《「たまてばこ」に関するお問い合わせ先》
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港北区区民活動支援センター

TEL 540-2246

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、「菊名桜山公園」と「菊名池公園」をご紹介します。

「わがまち港北」スポット

菊名桜山公園

～市民が守る八重桜の森～

東急東横線菊名駅から徒歩10分にある菊名桜山公園(通称:カーボン山)では、その名の通り、約150本の美しい桜を楽
しむことができます。また、春の桜祭りを始めとして、季節ごとに様々なイベントが開催されています。今回は、この公園の
愛護活動に取り組まれると共に、イベントを主催されている「菊名桜山公園愛護会（桜の森を守る会）」の代表者の方から
この公園の生い立ちについてご寄稿いただきました。
菊名桜山公園は２０１０年に開園した比較的新しい公園です。
小さな丘にある陽当たりのよい園内には八重桜と雑木の森が拡がっています。
開園前のこの森は都筑区にある「第一カーボン」という企業の所有地でした。
八重桜は５０年程前に先代の社長さんがお植えになったものです。近隣の人々
は、地域に開放されていたこの森を「カーボン山」と呼んで親しんできましたが、
２００１年にマンション開発会社に売却されることがわかると、人々は「桜の森を
守る会」を結成して保全活動を開始しました。
署名活動では１１,４９３名の署名が集まり、横浜市へ公園として保全すること
を要望すると共に、開発会社と横浜市に向けて土地の等価交換を始めとした
様々な提案を行った結果、両者の交渉が始まりました。
そして、２００５年、横浜市が土地を取得し、公園として整備することになりました。整備計画は、行政と市民が協働で行う
ことを「桜の森を守る会」が提案し、その計画に基づいて現在の公園の姿になりました。近年は、日頃の清掃や草刈り等の
活動に加え、花壇づくりに取り組んでいます。また、主催させていただいているイベントは、ユニークな愛護会活動として多く
の方々から親しまれています。

（菊名桜山公園）

（季節の花々）

（FOREST JAZZ）

菊名桜山公園愛護会（桜の森を守る会）
菊名桜山公園愛護会は、定期的な草刈りや落葉清掃、毎日のトイレ掃除、樹木や草花の見守りや
花壇づくりを行っている団体です。公園整備計画とその後の公園管理を横浜市環境創造局北部公園
緑地事務所と協力して行い「住民参加の公園づくり」を実践しています。
「身近な場所で自然に親しんでもらえるよう、さまざまな活動を続けていきたい」と、地域の方々で賑
わう『カーボン山桜祭り』に加え『森とアートでつながるコミュニティづくり』を目指したイベント『FORE
ST JAZZ』と『FOREST Xmas』を開催し、地域外の方々の参加も増えています。また、近年は花壇づ
くり活動の規模を拡大し2015年からは港北オープンガーデンに参加。子どもたちとの取り組みでは、
地元・港北小学校の「カーボン山調査隊」への協力や「樹名板づくり」なども行っています。
（活動の様子）
菊名桜山公園
問合せ：横浜市環境創造局北部公園緑地事務所【こども自然公園内】

TEL 353-1166 FAX 352-3086
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「わがまち港北」スポット

区民がつくる憩いの空間

菊名池公園
水道道

菊名池公園は、東急東横線妙蓮寺駅近くにある公園です。
水道道(すいどうみち）の愛称で呼ばれる市道鶴見駅三ツ沢線を挟み、
北側には菊名池、南側には夏に子どもたちで賑わう菊名池公園プール
があります。

菊名池公園
プール

東急東横線
至白楽

ファミリー
マート

菊名池公園
菊名池

妙蓮寺駅

菊名池公園の歴史

港北小

至菊名

菊名池は、かつて大豆戸（まめど）村の農地を潤す主要な用水でした。
当時は池の北端から鶴見川に向かって用水路が流れでており、大豆戸
菊名用水路、大豆戸利根川（まめどとねがわ）などと呼ばれていました。
その後、野毛浄水場から鶴見配水池まで送水管が敷設され（1931～
33年）、神奈川区片倉から鶴見までが市道鶴見駅三ツ沢線（水道道）
となりました。
1932年に東横線が全線開通すると、妙蓮寺駅から水道道沿いは急速
に高級住宅地化していきました。当時の菊名池は、葦の繁りから湧く透き
通った水に満たされフナやコイが泳ぎ、休日には家族やカップルでボート
遊びに興じたり、釣り堀で楽しむ姿も見られたそうです。しかし、宅地化が
進むにつれ、周辺の下水管7本が流れ込み、家庭雑排水で池はどんどん
汚れていきました。そこで、市は池への下水放流を止め、1968年11月より
（菊名池）
下水処理場を造りました。（1972年12月に港北下水処理場[現港北水再生センター]として完成。）
下水の流入が止まった菊名池は、干上がることが心配され、下水道の北側だけを池として残し、反対側には菊名池
公園プール（1973年7月オープン）を造り、現在の公園の姿となりました。きれいになった池には再び野鳥や魚が姿を現
すようになり、春は池に映る桜、秋は見事な紅葉、美しい雪景色とともにたくさんの渡り鳥を見ることができるようになりま
した。菊名池公園は、たくさんの人々が集う憩いの場となっています。
プールの南側の外縁部には、
港北七福神のひとつである菊
名弁財天の社殿があり、交通
安全、商売繁盛の守護神とし
て祀られています。
（菊名弁財天）

菊名池公園愛護会

（秋の紅葉）

（雪の冬景色）

菊名池公園愛護会は、月１回定期的に園内の清掃活動を行っているグループ
です。（10月下旬から12月上旬までは、落ち葉かきのため月2～3回活動）
平成28年には、公園愛護活動への功績が顕著な団体として横浜市公園愛護会
表彰を受けました。
発足は15年ほど前。地域の有志20名程度で活動を始めました。公園を安全に
きれいに使う方法を港北土木事務所と話し合いながら、園内の清掃だけでなく、
樹木の刈込や草刈り・落ち葉かきなどを行っています。
現在のメンバーは地域のグラウンドゴルフ活動メンバーとほぼ一緒のため、週２回
のグラウンドゴルフの後にもこまめに清掃を行ったり、公園内で自転車を乗り回して
いる子どもに注意したり、と安全に配慮した利用者のマナー指導も行っています。
（菊名池公園愛護会のメンバーの皆さん）

草木の手入れに関しては、今ある自然を活かしながら公園をきれいに保つ活動を
してきました。長年の活動により地域の方々にも理解され、これからは公園内に低木
を植えていくことを、港北土木事務所と一緒に計画しています。
「高齢化にともない活動メンバーが減っており、人手が足りなくなってきている。これ
からもう少しボランティアを増やしていきたい。」とメンバーの河野さんが今後の課題
をお話しして下さいました。
ご協力いただける方は、ぜひ下記までお問合せください。
（落ち葉かきの様子）

菊名池公園愛護会
活動日：毎月第１日曜日 ９：００～１０：００（７～９月は８：００～９：００）
問合せ：港北土木事務所 下水道係・公園係 TEL 531-7363
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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）
しんよこはま地域活動ホーム

～しんよこ地活の秋まつり2018～
移動水族館やドラムサークルコンサート、模擬店、焼きたてパンの販売。

日時：11月3日（祝・土)10：00～14：30
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

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：11月9日・16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
講 師：武 臣風（たけ しんぷう）氏
参加費：無料 持ち物：筆記用具
申込・問合せ：11月8日（木）までに電話で申込
岳精流日本吟院 TEL 090-3819-4418

虹色畑クラブ
心の病などで生きづらさを抱えている人のための農業体験。
①サツマイモ堀りイベント

日 時：11月10日（土）13：15～15：00
※雨天順延 11月11日（日） 13：15～15：00
②農作業
日時：毎週木曜 10：00 ～ 12：00

港北図書館友の会 読書サロン
①11月25日（日） 「日本語を考える一辞書・文章読本」
②12月16日（日）一年の締め括りとして「今年の自分一番の一冊」
について
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 参加費：無料
問合せ：事務局 TEL 423-2223（八木クリニック内）

kiの会

愛するおとなのうた3

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：11月25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 ※前売り券受付は11/24の17時まで

港北ダンスフェスティバル芸術振興協会
港北ダンスフェスティバル

場所：①②とも港北区高田町 横浜藤田農園
対象：①②とも中学生以上の方
会費：①1,500円 ②500円（①②とも野菜お土産付）
問合せ：原田 Eメール hatake.club2016@gmail.com
HP https://ameblo.jp/niji-iro-hatakeclub/

港北区を中心に活動するダンスサークル、団体による合同発表会。

小机城のあるまちを愛する会

「落語と手品」

第1回 小机城・秋の陣

日 時：12月2日（日）14：00～16：00
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） 当日直接会場へ（先着順）

日 時：11月11日（日) 13：00～16：00 （開場は12:30～）
テーマ：「小机城の魅力を地域に発信しよう」
会 場：城郷小机地区センター 2階 体育室
参加費：中学生以下 無料 大人 500円
内 容：第1部 13：10～ 城まち小劇場 第2部 13：40～ トークショー
第3部 14：30～ 舞踏ショー
第4部 15：00～
チャンバラ合戦 ※小学生対象 定員100名 要事前申込
問合せ：木村 携帯 090-2738-0278
Eメール mitsuyoshi.kmr@gmail.com

MAMAstyle プレママ＆ビギママサロン
出産を迎えるママさん、新米ママさんにソーイング講師がベビーグッズ
（授乳ケープ、ベビースタイ等）の作り方を教えます。情報交換の場とし
てもご利用ください。
日時：11月21日(水)、12月18日（火） 10：00～12：00（入退室自由）
会場：こもれびサロン 港北区大倉山3-15-21（大倉山駅徒歩5分）
参加費：各回 1,000円（材料費別）
問合せ： I ♡ Ｎｅｔ（アイネット） Eメール mamaculture@inet.yokohama
HP https://inet.yokohama/

まめどシニアクラブ
①11月：健康な身体づくり ポールウォーキング体験会
②12月：脳の活性化 麻雀体験教室
①日時：11月22日(木)13：00～15：00
②日時：12月20日(木)13：00～15：00
会場：①②とも菊名地区センター
定員： ①②とも20名（先着順）
参加費： ①②とも300円 ①はポール貸出別途500円
問合せ：大島 携帯 090-5778-6553 または TEL 974-2733
Eメール ina-oshima@m07.itscom.net

神奈川歴史散歩
日時：11月24日（土）
集合：8：30～9：00 市営地下鉄仲町台駅
解散：12：00～12：30 市営地下鉄センター南駅 ※小雨決行
コース名：「都筑の公園」
参加費：500円
コース：古民家～せせらぎ公園～茅ヶ崎公園～自然生態園～みね
みち公園～正覚寺～観音堂～茅ヶ崎城址公園ほか（5.0㎞）
申込・問合せ：１１月２０日（火）までにハガキかFAXで申込（開催日・
コース名・氏名・住所・電話を記入）。HPからも申込可。〒221-0802
神奈川区六角橋1-10-11 すぺーすろっかく内「NPO法人神奈川区い
まむかしガイドの会」 FAX 401-8320 ＨＰ いまむかしガイド 検索

日時：12月2日(日) 13：00開演（12：30開場）
会場：港北公会堂 ※入場無料
問合せ：木村 携帯 090-2401-6045

生涯現役つなしま会 リラックスフォーラム

問合せ：草田 TEL 434-3760

生涯学習 グループ大地
第66回 映画鑑賞会「王様と私」
日 時：12月3日（月）13：00～上映
会 場：大豆戸地域ケアプラザ 参加費：500円
監 督：ウォルター・ラング 出 演：ユル・ブリンナー、デボラ・カー
問合せ：河野 TEL 401-0608

ヴォーカルアンサンブルフルール
♪フルールのクリスマスコンサート♪
日 時：12月7日（金） 10：10開場 10：30開演
会 場：大倉山記念館 ホール 定員：80名（事前申込不要、先着順）
参加費：無料（座席整理券を９：４０より受付にて配布） 未就学児入場可
曲 目：クリスマスメドレー、「オペラ座の怪人」、「となりのトトロ」ほか
問合せ：山本 Eメール mayu_yama@hotmail.co.jp

FB ヴォーカルアンサンブルフルール 検索

親子で参加できる多言語講座
日 時：12月8日（土）10：00～12：00
テーマ：「多言語で世界につながろう」
会 場：港北公会堂 対 象：0歳～同伴可
参加費：無料 (要申込）
申込・問合せ：一般財団法人言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
TEL 0120-557-761（平日9：00～17：30）
HP http://www.lexhippo.gr.jp/

「転換期の皇位継承 キサキからみた幼帝の登場」
日時：12月8日(土)14：00～16：00(受付13：30より)
講師：仁藤智子氏(国士舘大学准教授）
会場：横浜市歴史博物館2階講堂 参加費：500円
定員：170名(応募者多数の場合は抽選)
申込： 11月24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・どこで開催を知ったかを明記し下記へ
(一人一枚） 〒231-0062 横浜市中区桜木町1-1-56 クリーン
センタービル5F 横浜市市民活動支援センター「レターケース
NO.35 横浜歴博もりあげ隊」
問合せ：横浜歴博もりあげ隊事務局 TEL 080-4896-4677
(10月11日より使用可 9：00～17：00)
HP https://sites.google.com/site/moriage20/
（楽遊学
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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）
港北ボランティアガイドツアー（横浜ボランティアガイド協議会連携ガイド ） ～港北のいのちの水をたずねて（約4.5㎞）～
日 時：12月9日（日）9：30 東急東横線「妙蓮寺駅」妙蓮寺駐車場集合
コース：妙蓮寺駅⇒菊名池⇒菊名川⇒菊名駅⇒大豆戸不動尊⇒熊野神社（いの池、のの池）⇒大曾根第二公園（ちの池）⇒大倉山駅
参加費：500円（保険料など）
定 員：50名（応募多数の場合は抽選）
持ち物：飲み物、防寒具、雨具など
※小雨決行。中止の場合は、当日朝7時過ぎに当会のＨＰに掲載します。 ※服装、履物は歩き易い物をご着用ください。
※万一事故発生の場合、主催者は加入保険の給付以外では責任を負いません。
申込・問合せ：11月30日（金）必着で、往復ハガキに①「いのちの水」、②〒住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、
③返信先を記入し、右記へ郵送。 〒222-0032 港北区大豆戸町26-1 港北区役所 区民活動支援センター「連携ガイド担当」
※「港北ボランティアガイド」HPより、Eメールでの応募も可 http://kouhokuvg.yokohama/

港北童謡の会

港北区移動サービスを考える会

①【146回】12月11日(火) 三縄みどり先生
②【147回】平成31年1月22日(火) 青山恵子先生
③【148回】平成31年2月26日(火) 三縄みどり先生・宮本益光先生
会場： ①～③とも港北公会堂
時間： ①～③ とも14：00～16：00
参加費：①②900円/回 事前申込み不要 当日直接会場へ
③ニューイヤーコンサート 2,000円
※12月・1月童謡の会にて前売り
問合せ：港北童謡の会事務局 吉田 TEL 531-6390

ボランティアの保険、学習会
横浜市市民活動保険・ボランティア保険・車での送迎時に関係する
送迎補償・自動車保険「事故やトラブルを回避し、リスクに備える」為
の活動保険について。
日時：12月15日（土） 13：30～15：30
会場：大豆戸地域ケアプラザ2階 多目的ホール 参加費：無料
定員：20名（先着順）
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

『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
おぐら会

百人一首で遊ぼう！

楽しくベトナム語を学ぶ会

競技ではありません。初めてのお子さんも昔なつかしい方も一緒に
楽しく遊びましょう。（お子さん用五色カルタもあります。）
日 時：12月2日、平成31年1月6日、2月3日の日曜
13：15～16：00 ※毎月原則第１日曜
会 場：大綱中学校コミュニティハウス 参加費：無料 どなたでも
問合せ：宇野 TEL 547-2233

ネイティブの講師を囲み、挨拶をはじめベトナム語会話と文化に
ついて楽しく学びます。初心者の方も歓迎です。
日 時：月2～3回金曜 15：30～17：00
会 場：主に港北国際交流ラウンジ
参加費：3,000円/月 どなたでも
問合せ：中村 Ｅメール hoctiengvietkouhoku@gmail.com

●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。（掲載依頼締切日は11月28日（水）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！

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。
次号は平成31年1月号です。

区内で活動されているグループ・団体の皆様へ
平成31年3月末に発行予定の『港北区グループ・団体ガイド』に掲載する団体を募集しています。
登録用紙は区民活動支援センター(区役所4階48番窓口）で配布しています。新たに登録を希望される方
は、11月30日（金）までにご提出ください。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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