
４ 地域の生涯学習～区における生涯学習推進・支援 

●  旭 区                〒241-0022  旭区鶴ケ峰１－４－12  ℡(954)6095 

（地域振興課 生涯学習支援係） 

【生涯学習事業推進の考え方・目標】 

 近年の少子・高齢化や余暇時間の増加、価値観の多様化など、様々な社会環境の変化により、人々は

心の豊かさを求めるようになり、多くの区民が学習や活動の機会を求めるようになりました。 

 そこで、区民の生涯学習等に対するニーズに応えるため、学習機会や情報の提供、学習グループ相互

の交流などの事業を推進するとともに、区民の自主的な学習や活動を支援します。 

【生涯学習支援係の主な事業】 

事業名 事業説明 

ア 市民活動支援センター活動事業 

 ○ 市民活動支援センター事業 
市民活動・生涯学習に係る相談や機材の貸出し、ミーティングコーナー
の提供、市民活動グループの活動を発展させるイベントの実施等を通
じ、市民活動を支援しました。 

 ○ 生涯学習支援バンク事業 
生涯学習支援バンク登録者（生涯学習アドバイザー）に対する研修や、
区民へのアドバイザー活動のＰＲを通じて、区民の生涯学習を支援しま
した。 

イ 青少年健全育成事業 

 

○ こども写生大会 自然とのふれあいと、文化的実践活動を通じて創造性を養いました。 

○ 親子野外自然体験活動 自然の中で様々な体験や人々との交流を通じて、思いやり、協調性、自然
を大切にする心を育みました。 

○ 青少年を考えるつどい 青少年の健全育成に関わるテーマで、講演会・座談会等を通じて地域ぐる
みで青少年問題を考えました。 

○ 大なわとび大会 
異年齢の子どもたちや親が一緒になって一つのことに集中し、我慢したり、
励ましあったりすることで、チームワークの大事さや、思いやりの心を育
みました。 

○ 青少年指導員事業 青少年の健全育成を目的とする青少年指導員連絡協議会を事務局として支
援し、指導員対象の講習会等を行いました。 

○ こども未来発見事業 青少年を対象とした実験教室や体験イベントを実施し、科学技術や自然環
境等に関心を持つきっかけづくりを行いました。 

○ 旭区学校音楽祭 
区内の小･中学校が共に参加して、学校間の交流の場を創出するととも
に、地域の方々に学校の音楽活動を鑑賞する場を提供することを目的と
した音楽祭を開催しました。 

ウ スポーツ振興事業 

 

○ 旭区民スポーツ祭 旭区の連合地区対抗11種目の総合スポーツ大会を開催しました。 

○ 旭ズーラシア駅伝 よこはま動物園ズーラシアを会場とし、駅伝大会を開催しました。 

○ 旭区体育協会支援事業 各種区民大会や、区内のスポーツ振興事業を実施する旭区体育協会に対し
て補助を行いました。 

○ スポーツ推進委員事業 地域及び横浜市のスポーツレクリエーション振興を図ることを目的とする
スポーツ推進委員連絡協議会を事務局として支援しました。 

エ 文化振興事業 

 

○ 文化芸術活動支援事業 

公募、審査会を経たイベント（旭区三曲演奏会、旭区民合唱祭、童謡・愛
唱歌を歌う会、あさひ茶花道展、旭区水墨画公募展、旭区おやこまつり、
旭区書道展、旭美展、旭区俳句会作品展、コンセール241ガラコンサート、
Bell Flower ハンドベルコンサート、ソレイユフィルハーモニーオーケス
トラ コンサート、布夢彩画展）に対して補助・運営支援等を行いました。 

○ 横浜旭ジャズまつり事業 横浜旭ジャズまつりを開催し、実行委員会への補助、企画・運営支援等
を行いました。 

○ 旭区文化振興会事業 
旭区民文化祭において、いけばな展・舞踊・音楽関連イベント・作品展
などを開催しました。 

 オ 旭区の「農」の魅力ＰＲ事業 
旭区の豊かな「農」および地産地消をＰＲするため、収穫体験イベント、
農業体験、農産物直売イベント等を実施しました。 

 カ 「あさひくん」でつながる旭区
 の元気推進事業 

旭区制40周年を記念して誕生した、旭区のマスコットキャラクター「あ
さひくん」を活用して旭区と区民のつながりを深め、旭区への愛着度向
上を図りました。 
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旭ズーラシア駅伝（旭区駅伝競走大会） 
駅伝競走大会は、ズーラシア内部の一般園路と管理用道路を使用した特設コースを周回、 

        ５区間でタスキをつなぎ競います。30年１月大会は289チーム・1,881人もの市民が参加し 

        ました。年に１回、１～２月の土曜に開催しています。 

 

大なわとび大会 
 区内19連合地区での地区大会を経て、３部門の各代表チームによる区大会を開催します。 

 親子や地域のふれあいの場を提供し、異年齢の人々が一緒になってひとつのことに集中 

することで、チームワークの大切さ、思いやりの心を育みます。 

  29年度の参加者数は区大会411人、地区大会1,158人で、640回が最高記録でした。 

冬

 

■旭区生涯学習支援係の事務事業紹介のページ   
              

 こども写生大会  
こども写生大会は、５歳から12歳までの子どもたちを対象に、毎年よこはま動物園ズーラ 

シアで開催しています。自然とのふれあいを通して、創造性を養います。 

  29年度は総勢267人（子ども150人）の皆様の参加がありました。 

 

旭区民スポーツ祭の開会 
毎年６月には、旭区民スポーツ祭の開会式が行われます。 

６月から11月にかけ、19連合地区対抗で11種目の競技を競います。 

子どもから高齢者まで参加し、日頃の練習成果を発表する場として、熱気あふれるイベント

となっています。         

あさひの朝市 
          毎月第４木曜日（変則あり）の9時30分～12時30分に旭区役所１階で、新鮮な地場野菜を販

売しています。旭区のおいしいもの「あさひの逸品」も同時に販売しています。 

 

 
 

横浜旭ジャズまつり 
こども自然公園の野球場を会場とした野外コンサート「横浜旭ジャズまつり」は、平成29年度

で28回目の開催となりました。自然豊かな屋外ステージで本物のジャズの音とジャズの原点に 

触れられる、誰もが楽しめるイベントとして、区内外より毎年多数の方が来場されています。 

個性豊かなアマチュアステージからジャズ界の巨匠が登場するプロステージまで見所満載で

す。  《平成29年度実績 スタッフ・出演者：600人 観客数：1,600人》 

 
              旭ふれあい収穫祭～収穫体験～・夏  

 旭区の農について広くＰＲするとともに、地産地消について理解を深める機会として、小さな 

お子様でも収穫を楽しむことができるイベントです。「冬」と２回、実施しています。 

親子野外自然体験活動 
親子野外自然体験活動は、こども自然公園で親子を対象にウォークラリー、野外炊事、 

                  ゲームを行います。自然の中で、様々な体験や人々との交流を通じて、思いやり、協調性、  

                 自然を大切にする心を育みます。29年度は30組96人の方の参加がありました。 

 

  旭区学校音楽祭 
1,000人収容できる横浜富士見丘学園中等教育学校の大講堂で、観客の皆さんに日頃から 

練習してきた合唱や演奏を披露し、音楽の楽しさや素晴らしさと感動を与えてくれました。 
 

春 

夏 

秋 
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■旭区市民活動支援センター 
「みなくる」 

所 在 地 
旭区鶴ケ峰２-８２-１ 

ココロット鶴ヶ峰４階 

交  通 
相鉄線鶴ヶ峰駅 

徒歩約２分 

電  話 ３８２－１０００ 

Ｆ Ａ Ｘ ３８２－１００５ 

利用時間 
月～土  9:00～21:00 

日・祭日10:00～16:30 

休 館 日 
毎月第３水曜日・年末年

始・他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■情報の提供、相談・コーディネート 

「何かを始めたい」「活動を広げたい」という皆さんに、情報の提供・相談・アドバイス等の支援

を行っています。 
活動団体を紹介する『利用登録団体名簿』(毎年発行)のほか、会員を募集しているサークルを掲

載した『旭区サークルガイド』（隔年発行）を発行しています。また、『みなくるだより』（年４回発

行）で「みなくる」の情報をお知らせしています。 
 
■活動場所の提供 
 団体の打合せ・会議に利用できます。（★は団体登録が必要） 
  ★研修室 ★貸ロッカー ★貸レターケース ミーティングコーナー 情報コーナー 
  作業コーナー（印刷機・紙折機・裁断機があります） 
 
■生涯学習支援バンク登録者（生涯学習アドバイザー）の登録・紹介 
 生涯学習支援バンクの登録者（講師）を探しているサークルや団体にご紹介し、地域の学びにそ

の知識や技術を活かしていただいています。（紹介対象は、グループ・団体のみ） 
 
■学習機材の貸出し 
 学習活動に必要な機材を貸し出します。事前に登録が必要です。 
 ・貸出機材（無料） 
  プロジェクター・スクリーン・CD ラジカセ・16ｍｍ映写機・アンプ（ワイヤレスマイク付）・

ピンマイク・有線マイク・一時保育用道具（マット･おもちゃ）・着ぐるみ等 

相鉄線 

区役所 

鶴ヶ峰 
バス 

ターミナル 

鶴ヶ峰 
公園 

帷子川 

 
 

交
番 

銀行 

国道 16 号 

郵
便
局 

鶴ヶ峰駅 

厚
木
街
道 

銀行 

ココロット 

鶴ヶ峰 
 

旭 
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☆「みなくる」展示コーナー 

[ガラスケース：２ パネル：４] 

「みなくる」の利用登録団体の活動紹介（１ヶ月２団体）や旭区生涯

学習アドバイザーの作品・活動（１ヶ月４人）を紹介しています。 

☆トライグループ 

  旭区の生涯学習アドバイザーに依頼し、「みなくる」の研修室で新

たに学びを始めるグループのことです 

（３ヶ月以内）。「みなくる」を卒業後は各施設で活動を続けています。 

子育て中の母親を対象に、心と身体のリフレッシ

ュ、ネットワーク作りのきっかけ場所の提供、必要

とされている情報の提供を行いました。 

単発講座での午前、午後の２部制とし、午前１部

では、母子分離託児でのヨガ体験講座を行いました。

ヨガ講師は、人材バンクに登録している参加者と同

じ子育て中の母親に依頼し、ヨガ体験の他に、受講

者が社会参画していくための参考事例となるよう、

地域で活動を始めたきっかけや活動するに当たり工

夫している事、また参加者に伝えたい思いをお話い

ただきました。 

午後２部では、母子一緒の 

ランチ交流会を行いました。 

子育てママ応援講座から立ち上がった団体や子育て

中の母親向け講座を行っている団体の紹介、また自

己紹介ワークを行い、交流のきっかけ作りの場とな

りました。 

 

子育てママ応援講座 ８月 アドバイザー研修・交流会 
 
 
講師を招いて、地域で特技をボランティア講師として
活かしているアドバイザー対象の研修会を実施しまし
た。 
今回の研修のゴールは活躍する場を増やすこと。 
アドバイザー自身の活動を多くの人に簡潔に分かり易
く伝え、具体的に活動に活かす為のスキルアップとし
て、実際にスピーチをする機会を設け、効果的に PR
活動を行うためのノウハウや、生徒の心をつかむコミ
ュニケーション術なども学びました。 
また、書面で効果的な PR をする技術を習得し、PR シ
ートを持って区内の公共施設に自ら足を運び、各自 PR
活動を行いました。 
今回は、初の試みとして、他の公共施設と連携して取
り組みました。 
出来上がった PR シートは館内でも掲示をし、多くの
来館者に見ていただきました。 
結果、アドバイザーの認知度が深まり、アドバイザー
の活躍する場が増え、研修の効果が見られました。 
 

 

 ８月 

みなくる 10th フェスタ 

 

12 月 

 みなくる開設 10 周年を記念して、利用登録団体の皆様

が抱えている「会員不足」「事業・イベントの来場者不足」

「活動の宣伝機会がない」「活動の宣伝方法がわからない」

という課題解決のため、 

団体自ら案内人となり 

来場者に活動を PR する場・ 

会員募集の場を設けました。 

当日は午前・午後合わせ、 

400 人近い来場があり、大変盛況なイベントとなり

ました。 

どの団体も、ご自分たちのブースへ来場者に足を止めて

もらえるよう、日ごろ使用されている道具や作品等を飾っ

たり、クイズなど体験型の PR を行ったりと、工夫を凝ら

した活動紹介をされていました。 

立ち寄られた方も、楽しんで参加し、個々の活動の様子

を感じていただけたようです。 

           また、周りのブースを見て 

           参考にする等、参加者同士 

           の交流も進みました。 

           なかには、これから団体合同で 

           イベントを行おう、 

というお話も・・・今後がますます楽しみです！ 

 

 

区民利用施設において、地域で活動されている団体

等との交流・連携を更に深めることを目的として 

計 3 回の研修会を行いました。 

会場は、第 1 回の「みなくる」をスタートに、 

施設の役割を知ることから始まり、第 2 回は「若葉

台地区センター」にて地域との連携を行っている事例

を紹介し、第 3 回の最終回は「上白根コミュニティ

ハウス」にて、協働事例紹介と事業企画について学び

ました。 

毎回グループワークを行いながらの研修に、参加者同

士の顔が見える関係づくりにも結びついた研修とな

り、次年度も開催して欲しいとの声が多く寄せられま

した。 
 

区民利用施設職員研修 9,10,11月 
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