
４ 地域の生涯学習～区における生涯学習推進・支援 
 
 ● 南 区    〒232-0024 南区浦舟町2-33   ℡(341)1238 

（地域振興課 区民活動推進係） 

 
【生涯学習事業推進の考え方・目標】 
 区民の学習ニーズに応えるよう、学習機会の充実・学習情報の提供に努めています。また、学びのネットワー

クづくりを進めます。 
 さらに、地域の特性や現代社会の課題（少子・高齢化社会、国際化など）を視野に入れながら、人材育成や地

域文化・スポーツの振興などをめざして事業を展開しています。 
 
【区民活動推進係の主な事業】   

事業名 事業説明 

ア 生涯学習の推進 

 

○ 地域人材発掘講座 
地域課題の解決に向け、自主的な集団学習機会の提供を行い
ました。 

○ みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ 
(市民活動支援センター及び国際交流ラウンジ) 

さまざまな分野の学習や市民活動に関する相談、情報の提供
を通じて、地域の生涯学習や市民活動を支援しました。 

イ  青少年育成事業 

 
○ 青少年健全育成活動支援事業 小学校３年生以上を対象とした「ふれあいキャンプ」、作文

募集と発表の場「ボイス・オブ・ユース」を開催しました。 

○ 青少年指導員事業 青少年指導員の地域活動を通して青少年の健全育成を図りま
した。 

ウ  地域スポーツ振興事業 

 
○ スポーツ推進委員事業 スポーツ推進委員の活動を通して社会体育の振興を図りまし

た。 

○ 体育協会への補助事業 加盟している種目別競技団体を支援して、スポーツ振興を図りま
した。 

エ  区民文化活動支援事業 

 

○ 南区文化祭支援事業 区民参加の創作作品展、合唱祭、ステージ等を行いました。 

○ みなみ区民文化活動支援事業 
区民の文化活動を活性化させるため、活動団体が自主的・主体的
に企画・実施する事業について、補助金交付による支援を行いま
した。 

オ 一時託児事業 
市民参加型事業が増えることに伴い、子育て中の親たちの社
会参加を促進するため、保育協力者（ボランティア）派遣な
どを行いました。 
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４ 地域の生涯学習～区における生涯学習推進・支援 
 

■南区区民活動推進係の事業紹介のページ 
 

１ 南区地域人材発掘講座（区民（生涯学習運営委員）が企画運営する講座） 

  区民の皆さんが地域課題の解決を目指し、南区内の生涯学習施設（地区センター等）を活用し、実施す

る講座です。(平成 29年度５講座実施) 

 

【発達障がい児と共に かがやく未来へ】 

    
 

【南区郷土の歴史研究】 

      
 

２ 第 42 回南区文化祭 

区内で活動する文化団体が、日ごろの活動の成果を発表しました。 

 
（１） 区民創作作品展 

絵画・手芸・工芸団体等の作品展示、茶道団体の御手前の披露ほか 

平成２９年 10 月２８日（土）～２９日（日）10 時～16 時 南センター  

（２） 区民ステージ 

舞踏・ダンス・体操・歌・演奏団体等による発表 

平成 2９年 11 月 3 日（金・祝）10 時～16 時 みなみん（南公会堂） 

（３） フラ★フェスタ 

フラダンス団体による披露 

平成 2９年 11 月４日（土）12 時～16 時 30 分 みなみん（南公会堂） 

（４） みんなの合唱祭 

コーラス団体による歌の披露 

平成 2９年 11 月５日（日）12 時３０分～16 時 みなみん（南公会堂） 

 

   
 

 

実施期間：H29 年 10 月１２日（木）、19 日（木）、28 日（土）、1１月９

日（木）、25 日（土）、12 月９日（土）、全６回  

受講生 25 人/運営委員９人 

発達障がい児の親が共に学び、情報共有し、悩みを話せる場を作りまし

た。最終回に実施したアンケートでは、「講師の方の経験談が参考になっ

た」、「自助グループに参加したい」などの意見がありました。 

実施期間：H29 年９月 10 日～H30 年 2 月 4 日の日曜日、全 5 回 

受講生 40 人/運営委員４人 

郷土の歴史についての理解を深め、郷土愛を作り出します。歴史研究に

関心を持つ仲間づくりを目指します。最終回に実施したアンケートでは、多

くの受講者の方が「大変よかった」または「よかった」と回答し、「地元の歴

史について認識が深められた」、「次に伝えていく大切さを感じた」という感

想がありました。 
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４ 地域の生涯学習～区における生涯学習推進・支援 

■みなみ市民活動･多文化共生ラウンジ 

住  所 
南区浦舟町３－４６ 

（浦舟複合福祉施設 10階） 

交  通 
市営地下鉄阪東橋駅徒歩５分 

京急黄金町駅徒歩 10分 

電  話 ２３２－９５４４／ 【外国語】２４２－０８８８ 

Ｆ Ａ Ｘ ２４２－０８９７ 

利用時間 

月～金   9:00～21:00 

（相談業務は 17時まで） 

土日・祝日 9:00～17:00 

休 館 日 
施設点検日（第３月曜日） 

年末年始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■南区の特徴 

  区内中央を流れる大岡川を七つの丘が囲み、さまざまな時代背景を映し出す歴史的文化財が数多く残

されているため、区の内外からたくさんの方々が歴史探索に訪れています。下町情緒豊かな商店街も見

所です。 

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジの利用者は中高年齢の方が多くみられ、さまざまな学習や活動

に対する意欲が伺われます。また、南区は近隣の中区と並んで、外国人住民が多く生活しているため、

特にニューカマーと言われている外国人の日本語学習をサポートする市民活動が盛んです。 

■主な施設 

《事前に利用登録が必要な場所》 

  研修室１～３（研修室１と研修室２は、真ん中のパーテーションを取り外し、一部屋としての利用も

可能）・多目的室・作業室（印刷機や紙折機、裁断機などを備えています）・貸しロッカー・貸しレ

ターケース・キッズスペース・展示コーナー 

《事前の利用登録が不要な場所》 

  ミーティングコーナー（ちょっとした打ち合わせや急な会議などにご利用ください） 

■機材の貸し出し 

 マルチメディアプロジェクター・ワイヤレスアンプ＆マイク・パラバルーン・おもちゃ・紙芝居等 

■みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ刊行物 

情報紙「アクセスみなみ」を年４回発行。登録団体の紹介やイベント情報の提供をしています。 

英語・中国語による多言語情報紙「みなみの風」を年４回発行。地域に住む外国の方々に役立つ情報

の提供をしています。 

南区「街の先生」ガイドと「グループ・サークルガイド」を隔年発行しています。 
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日本語 

 

 

 

 

 

 

  施設の特徴 

広々とした館内は、 

明るく開放感にあふ 

れています。自慢は、 

冬の晴れた日に西側 

の各部屋から見える 

富士山のパノラマです。 

掲示スペースがたくさんあって、いろいろな情報を

入手することができます。地下鉄・京急・バスなど交

通の便もよく、隣りに市民総合医療センター、近くに

横浜橋通商店街があります。 

市民活動・地域活動の支援 

①まるごとみなみ施設交流会 

昨年から引き続きの事業で、南区内の区民利用施設

間の職員の連携や交流をはかるために、区内 19 施設が

連携して「まるごとみなみスタンプラリー」を開催しまし

た。期間は１１月から年度末までで、地域の方に各施設

の代表的なイベントをまわってスタンプを集めてもらいま

した。参加者からはアンケートをいただき、その結果を広

く知らせる為に、桜まつりで発表しました。 
 
②みんなの「わっ！」フェスタ 
恒例のラウンジのお祭り「みんなの「わっ！」フェスタ」

（11月3日開催）の準備委員会として、市民活動団体のつ
どいを 3 回開催しました。企画、担当決めなど行い、その
結果、多くの市民活動団体や街の先生、利用者と共に作
り上げたフェスタとなりました。当日は約 1000 人の来館
があり、地域の人にも楽しんでいただきました。 
 
③地域活動応援講座 
・「知らなかった！それが著作権『侵害』と題して地域活動
者対象に著作権問題に関する講座を開催しました。 
④地域課題講座 
・親子の自主グループ設立を目的に「１歳児親子あつま
れ！」と題して 1歳児を持つ親と子の講座を 5回実施しま
した。 

生涯学習の支援 
①「街の先生」の研修・交流会 
・街の先生のつどいを開催し、交流を図りました。 
・地域活動応援講座と共催し、街の先生の研修を実施し
ました。 
 
②街の先生地域関連事業 
１．レインボーフェスタ 

9月 23日浦舟・中村地域の施設が集まってレイン
ボーフェスタを開催しました。当ラウンジからは H29
年度は折り紙とフェイスペイントの街の先生がブー
スを出して、来場者を楽しませました。 

２．納涼祭 
8月20日浦舟複合福祉施設の全施設が参加するお
祭りが開催されました。今年度は街の先生一日体
験講座を同時開催し、お祭りを盛り上げました。 

 
 

 

外国人も日本人も垣根のない 

地域づくりを目指します 
              
国際交流ラウンジ機能を備え、窓口では曜日ごとに外

国語スタッフを配置して、多言語での相談に対応していま

す。区役所や学校への通訳ボランティアの派遣や学校へ

の母語による学習支援ボランティアの派遣もしています。 

その他、29 年度は「みなみ多文化共生推進事業」として

次の事業を実施しました。 

①日本語ボランティア養成講座の開催 

②「多読の時間」の開催（日本語学習支援プログラム） 

③外国につながる児童生徒のための学習支援ボランティ

ア研修会の開催 

④外国人無料専門相談の定期開催（法律・在留・教育） 

⑤外国人中学生学習支援教室の開催 

⑥学校を核にした多文化共生事業 

⑦多文化共生コミュニティづくり事業 

 

また、日本語教室や外国につながる子どものための 

学習支援教室などとも連携し、活動に協力しています。 

 
みなみ市民活動・多文化共生ラウンジは、さまざまな

分野の学習や市民活動に関する相談・情報の提供を

通じて、地域の皆様の生涯学習や市民活動を支援し

ています。 

また、市内ではじめての国際交流ラウンジ機能を併

設した市民活動センターとして、外国の人々が、南区

で円滑な日常生活を送れるよう、情報提供や生活相

談などを実施するとともに、日本人も外国人も垣根の

ない環境づくりに努めています。 
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