みどりーむ（緑区市民活動支援センター）広報誌

第 94 号（1・2 月号 ）
2022 年 1 月 1 日発行

第１5 回 みどりーむまつり 2022
３月５日（土）・６日（日）10 時～12 時、13 時～15 時
５日

スタンプラリー実施します
先着で景品あり 入場自由

活動紹介･交流

６日

地域で活動をしている人たちがあなたを待っています。
新しいチャレンジへのきっかけ作りにいらっしゃいませんか。
一緒に魅力ある地域を作りましょう！
（対象：どなたでも）

親子体験講座（事前申込制）

ドングリや竹などを使った工作
マジック･パソコン･バルーンアート体験
マスコット･カチューシャ･食品サンプル作り
邦楽体験 こども科学捜査体験 など
お子さんが挑戦したいことを選んでお申し込みください。
（対象：4歳～中学生 小学2年生までは要保護者1名同伴）

みどりーむまつり２０１９ 活動紹介・交流の様子

５日

活動パネル展示

自由に見学できます

団体・ちょっと先生の活動をパネルで紹介

６日

詳細は、みどりーむホームページを
ご覧ください。(1 月下旬より掲載予定）
こちらの二次元コードを
スマートフォンで読み取ってください

親子消防署体験（事前申込制）

車両見学、救急･救命講座、消火器体験などを行います。
親子で正しい知識を身につけましょう。
みどりーむホームページ

※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、状況に応じて人数制限を行うことがあります。

ちょっと先生の

参加者には、消防車前で撮影した写真で作成した缶バッチを後日プレゼント！
消防署オリジナルグッズがあたるガチャガチャもあります。
(時間:10時～11時30分 場所:緑消防署 対象:小学生まで 要保護者1名同伴）

チャレンジ講座

申込締切

開催日 ２月 6 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分

ちょっと先生のチャレンジ
講座とは､これまで培って
きた知識・経験・特技を
地域で役立てようとボラ
ンティアで活動している
｢ちょっと先生｣が行う
講座です

ユウコ

作品イメージ

①簡単芳香剤を作ってみよう
対 象：4 歳～小学生
参加費：300 円

大沼 弘典

山田 静夫

②二胡を弾いてみよう
対 象：小学生以上
参加費：無料

③マジックをやってみよう
対 象：小学生以上
参加費：無料

１/21(金)

端村 良幸
④ハムちゃんと
バルーンアートを作ろう
対 象：４歳以上
参加費：100 円

事前申込制（応募者多数の場合は抽選） メール、往復ハガキのいずれかでお申し込みください。
詳細は、チラシ（緑区内施設、駅ＰＲボックスなどで配布）、またはみどりーむホームページをご覧ください。

申込先 メール：md-midreamkouza@city.yokohama.jp

住所：〒226-0019 緑区中山４-36-20

Ｐ２ みどり市民活動交流会、サロンふらっと、運営委員会レポート、みどりーむから Ｐ３ めざせ YouTuber!!、Open!みどりーむ、我が子の SNS の使い方、運営委員募集
Ｐ４ イベントカレンダー､みどりーむへのアクセス等

-１-

メール・ハガキで申し込みの講座

申 住 所 ： 〒 226-0019 緑 区 中 山 ４ -36-20
込
先 メール：md-midreamkouza@city.yokohama.jp

聞いてみようまわりの活動
話してみよう自分の活動

【日
時】１月２３日（日）１０時～１２時３０分
【申込締切】１月１５日（土）
【定員】２４名(抽選) 定員に満たない場合は引き続き先着順に受付
第１部：【基調講演】

講座名､住所､氏名､所属団体名(あれば)、
電話番号を明記し､メール､往復ハガキ
のいずれか

第２部：【交流】

「人生 100 年時代に向けた地域活動」
～高齢者､障がい者､子育ての居場所づくりの体験から～

講師：認定ＮＰＯ法人若葉台
理事長 白岩 正明 さん

【申込方法】

グループに分かれて、基調講演をもとに自分の活動
を話したり、まわりの人たちの取り組みを聞いて、
これからの活動に生かそう。

認定ＮＰＯ法人若葉台は、
地域交流拠点「ひまわり」
地域交流サロン「ふれあいにし」
地域作業所「若葉台ぶんげいざ」
わかば親と子のひろば「そらまめ」
など、多数の事業を展開し、
福祉のまちづくり・地域住民
のコミュニティづくりに取り
組んでいます。

みなさんの相互交流や
ＰＲ、活動へのキッカケ
作りに活用していただき
たいと思います｡参加者
同士が直接話し合える
ことを目指しています。
是非ご参加ください。
みどり市民活動交流会実行委員会

運営委員会レポート５

サ ロ ン ふ ら っ と

みどり市民活動交流会
実行委員長

創業１００余年 「和菓子処“かわはら”のこだわり」
～伝統の味を継承する極意にせまる～
【日

時】2 月 20 日（日）13 時 30 分～15 時 00 分

【申込締切】2 月１１日（金）必着
【対象者】どなたでも

【申込方法】
講座名､住所､氏名､電話番号、
メールアドレス(あれば)を明記し
メール、往復ハガキのいずれか

浅井 三佐男 さん
第１回開催（平成１８年）から担当して
います。毎年、皆さんの活動を後押しし､
活動の輪が広がることを願って取り組ん
できました。
今まで、交流会がキッカケで、「団体へ
入会した」「イベント出演をお願いした」
「連携して活動できた」など嬉しいお話

【定 員】２５名（抽選）

も聞いています。

【受講料】１００円

次世代に向け、一緒に活動してくれる

【ゲスト】 和菓子処“かわはら”
３代目社長

仲間を求めています。

河原 久男 さん

関心 のある方 、お問 合 せお待 ちして

和菓子処“かわはら”は、緑区長津田で 1909 年に創業した和菓子屋です。

います。ぜひ一緒にやりましょう！

みどりーむからのお知らせ
みどりーむ に設置しているリソグラフ 印刷機の支払い方法 を令和５年４月１日から現金支払いに変更 します。
支払いにプリペイドカードと現金を併用できる移行期間を設ける予定です。詳細は、決まり次第お知らせします。
プリペイドカード の購入時にご注意ください 。
みどりのなかま 2022 年 1,2 月
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申

電子申請で申し込みの講座

←みどりーむホームページから
講座・イベント情報へお進みください

込
先

緑区生涯学級地域デビュー講座
緑区の魅力を一緒に
探してくれる人、募集中！
【日時】１月２９日（土）
、２月５日（土）
、１２日（土）、１９日（土）、２６日（土）
毎回１３時３０分～１５時３０分
昨年の様子は
こちらから
ご覧ください

【申込締切】１月１８日（火） 電子申請
【定員】１５名(抽選) スマートフォンが使える人

【費用】２,０００円

【講師】・坪田拓郎さん（株式会社タウンニュース社 緑区編集室記者）
・神原洋一さん（イッツ・コミュニケーションズ株式会社 メディア事業部 ディレクター）
・山口良介さん（ＮＰＯ法人まちづくりエージェント SIDE BEACH CITY.理事長）
運営委員会公式YouTubeﾁｬﾝﾈﾙ
令和２年度「めざせYouTuber!!」再生リスト
・横溝豁吉さん（ＮＰＯ法人みどりＩＴコミュニティサポーターズ理事）
情報発信と動画作成のポイントをプロから学び、自分のスマートフォンを使って撮影した
動画をフリーソフトで編集し、ＹｏｕTｕｂｅへ投稿する方法を実践的に教えます。
緑区の魅力を一緒に探してくれる人、お待ちしています。
講座運営委員代表

神田廣志さん

家庭教育学級講座

全２回

「それって大丈夫？
我が子の SNS の使い方」

交流ワークショップ！

【日時】①２月

９日(水) １０時～１２時

②２月１５日(火) １０時～１２時

【日時】２月１３日（日）１０時～１２時
【申込】１月１１日(火)～２月１０日(木) 電子申請
【定員】Zoom４０名(先着) 会場１０名(先着)

【申込締切】１月３１日(月) 電子申請
【定員】２０名（抽選）
【対象】小学生の保護者を中心に興味のある方

今までのゲストに再登壇してもらいます。
地域で既に活動している方々のコロナ禍での色々な経験談
を聞いて､これからの地域活動のアイディアをみんなで考え
てみませんか？ この２年間を振り返りながら､ゲストに
いろいろ聞いちゃいましょう！

【講師】①牛島 佳江さん（緑警察署少年係スクールサポーター）
②大幸 麻理さん（森の台小学校校長）
田後 晴美さん（森の台小学校児童支援専任教諭）

第９期

Vol.1 のゲスト

荒井 聖輝 さん
ここくらす代表取締役

緑区市民活動支援センター
運営委員募集

【任期】令和４年４月 1 日～令和６年３月３１日
【対象】区内で市民活動・生涯学習活動を実施している団体
に所属し、緑区市民活動支援センター事業に積極的
に参画できる人
【活動内容】運営委員会を年３回程度開催。運営方針や事業
計画を検討し、助言や支援を行います。

Vol.1 のゲスト

関口 春江 さん
７５３プロジェクト メンバー
Vol.2 のゲスト

石井 正宏 さん

詳細は､ホームページを
ご覧ください。

ＮＰＯ法人パノラマ代表理事

【申込締切】

Vol.6 のゲスト

相澤 くるみ さん

令和４年１月３１日（月）

石塚計画デザイン事務所

第８期

第２回 運営委員会の様子

※特に記載のない場合、講座の会場はすべて緑区市民活動支援センター「みどりーむ」です。（地図は裏面）
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2022

◎：申込不要 ★：要事前申込

みどりーむ・イベントカレンダー
1月

2022 年
January
月

2

3

火

水

4

5

木

金

6

11

12

13★ 日本語◎ ＰＣ 14

17時閉館

17

◎ ＰＣ 19
18
★めだか塾
「めざせ YouTuber‼」 ★ め だ か 塾
パソコン入門④
パソコン入門③
申込締切日
（13:30～）
（13:30～）

17時閉館

23★みどリ

★ 日本語 ◎ ＰＣ

24

25

15 ★ 日本語 ◎ ＰＣ

★めだか塾
パソコン入門②
（13:30～）

休館日

16

8
★めだか塾
パソコン入門①
（13:30～）

10 祝
17時閉館

土

7

休館

1日～3日
9

★ 日本語 : 外国につながりのある方対象の日本語教室（午前）
2022/1/2
◎ ＰＣ : 初級･中級者対象のパソコン相談（午後）

1月

日

△：申込締め切り済

◎ ＰＣ

22 ★ 日本語 ◎ ＰＣ

20★日本語 ◎ ＰＣ 21
ちょっと先生の
チャレンジ講座
申込締切日

27★ 日本語 ◎ ＰＣ 28
28

26

みどリ市民活動交流会
申込締切日

29 ★ 日本語 ◎ ＰＣ

市民活動交流会

★「めざせ YouTuber‼ 」

（10:00～12:30）
17時閉館

(13:30～15:30)

31◆やさしい

30

日本語講座

「我が子の
SNSの使い方」
申込締切日

17時閉館

2022 年
2月 February
日

2 月
月

30

火
１
1

31

◎ ＰＣ

◆日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座

6 ★ちょっと先生の
チャレンジ講座
（13:30～15:30）
17時閉館

13

★Open!みどりーむ

7

14

15★

◆日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座

21

22

2

◎ ＰＣ

木

金

土

3 ★ 日本語◎ ＰＣ 4

★めだか塾
パソコン入門①
（13:30～）

9

★
「我が子の
SNSの使い方」
（10:00～12:00）

16

5

10★日本語◎ ＰＣ 11 祝

12 ★ 日本語 ◎

サロンふらっと
申込締切日
17時閉館

17★ 日本語 ◎ＰＣ 18

(13:30～15:30)

19 ★ 日本語 ◎ ＰＣ
★「めざせ YouTuber‼ 」
(13:30～15:30)

24★ 日本語◎ ＰＣ 25

26 ★ 日本語 ◎ ＰＣ
★「めざせ YouTuber‼ 」
(13:30～15:30)

17時閉館

28

ＰＣ

★「めざせ YouTuber‼ 」

（13:30～）

23 祝

★ 日本語 ◎ ＰＣ

★めだか塾
★「めざせ YouTuber‼ 」
パソコン入門②
(13:30～15:30)
（13:30～）

◆日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座

17時閉館

27

◎ ＰＣ

水

「我が子の
SNSの使い方」 ★ め だ か 塾
（10:00～12:00） パソコン入門④

休館日

17時閉館

20★ サロンふらっと
「和菓子処“かわはら”の
こだわり｣ (13:30～15:00)

◎ ＰＣ

8

★めだか塾
パソコン入門③ ◆日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座
（13:30～）

（10:00～12:00）

31
2022/2/1

30

#REF!

17時閉館

＊新型コロナウイルス感染予防のため、人数制限・各講座の開催が中止となる場合もあります。予めご了承ください。
＊行事開催時はミーティングスペース、会議室、ロッカー、印刷機器、市民パソコンの利用を制限することがあります。
＊有料のイベントもあります。

■日本語教室・「◆事業」の申込・問合せは、みどり国際交流ラウンジまで
TEL：532-3548 月・木・金・土・日 9：30～18：00、水 9：30～21：00、 火曜日休館
■パソコン相談・めだか塾の申込・問合せは、MICS（ミックス）まで
TEL：932-3272 火・木・土 13：00～16：30
■その他、イベントカレンダーに関することは、みどりーむへお問合せ、
またはホームページをご覧ください。

みどりーむホームページ

発行：緑区市民活動支援センター みどりーむ
広報情報部会 編集担当：漆原・半田
〒226-0019 横浜市緑区中山4-36-20
TEL:045-938-0631
md-shiencenter@city.yokohama.jp FAX:045-939-5401
9:00～21:00開館(日曜日･祝日は17:00まで)
JR横浜線､市営地下鉄グリーンライン中山駅南口より徒歩７分
※駐車場はありません。公共交通機関でご来館ください。
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