
「人々の、みんなの」を表すイタリア語のpopolareから。中区内の生涯学習・

市民活動の参加を夢見て、様々な活動をされている人たちのための情報誌で

あり、多くの夢が生まれ皆に親しまれますようにと名づけられました。 
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TEL: 045-224-8138  FAX: 045-224-8343 
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直近の定例休館日 7月18日(日)・ 8月15日(日)    
 

展示コーナーの作品を、センターのホームページ
で動画で公開しています。ぜひご覧ください！ 

 

センターのミーティングエリアにある展示コーナー

では、登録団体の方々の作品や活動紹介のパネル

展示などを行っています。広く活動を知ってもら

うことで、メンバー募集にもつながります。 

ぜひご活用ください。詳細はセンター受付まで。 

⌘ 7月は エピ ド プぺポ 

⌘ 8月は Picture This Japan(写真) 

展示コーナー 参加団体募集中 

開 館 
時 間 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、 

  開館時間等が一部変更となる場合があります。 

※「なかぽぽら」やセンターの情報はホームページで 

   もご覧いただけます。 
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6月 

蒼昊美術會 

  

  ５月  

彩好会 

 
 熱中症対策 盛夏の候8月  

●お知らせとイベント  

中区民利用施設スタンプラリー 

影絵劇団員養成講座 

ブラジル日本移民１１３周年記念講演 

蚊取り線香を作ろう 

ぬり絵デコパージュ石けん作り 

●事業報告 

中区タウンピクニック 

ジャックで過ごす楽しい１日 

登録団体の紹介 

●センターからのお知ら 

 なか区民活動センター祭り  

登録団体の紹介をします！ 

水彩の本物の魅力を広く市民の皆様に伝え、 

水彩を足がかりにアートで街の活性に努めています。 

【日程】 ７月２３日(金）14：00～15：30 

【場所】 なか区民活動センター 

【参加費】  ５００円   【定員】１５人 

【持ち物】 水彩画材（貸出あり）・  

        作品をいれる袋・ティッシュペーパー 

【申込先・方法】  ☎045-232-4341（成澤）  

【申込期限】 7月２２日まで 

中区民利用施設をまわって、素敵なプレゼントをもらおう！ 

区民利用施設とは地区センターやコミュニティハウス、 

地域ケアプラザなど、中区内の施設２５か所です。 

いろんな施設のある場所を知るチャンス！ 

ひまわりと夏空をハガキサイズの紙に 

制作してみませんか？ 
 

～水彩と消しゴムスタンプで 

   小さな夏のハガキを作ろう～ 

１０月１０日(日)開催！ 

今年度の出展者・運営委員が

決まりました！ 

センター登録団体と街の先生

から40団体の出展者と運営

委員10名が参加します！ 

当日は色々な展示や体験コーナー、手作り作品

などの販売を行います。同時開催の中区民祭り

ハローよこはま（象の鼻パーク開催）でもワーク

ショップを行います。お楽しみに！ 
過
去
の
運
営
委
員
会
の
様
子 

なか区民活動センターからお知らせ  

スタンプラリー案内 
ホームページ 

詳しくは 

中面へ⇒ 

なか区民活動センターマスコット もなか 

広げよう！深めよう!! 

水彩でアートの輪!!! 

講座開催のお知らせ 

蒼昊美術會
そ う こ うび じ ゅ つ か い

 



講座やイベントのお知らせ 

【開催日】６月５日(土）   【参加者】約１２００人(2会場合計） 

ジャックの愛称で親しまれている横浜市開港記念会館は、

修復工事のため、今年１２月より長期休館となります。そこ

で、休館前に市民の皆様にジャックを親しんでもらいたい

と、特別企画のイベントを開催しました。 

 

【開催日】５月２５日（火）   【参加者】２１名 

当日は、街歩きには少し暑いくらいの晴天に恵まれ、バラ園のある２つ

の公園散策やマリーンルージュに乗船して横浜港巡りと、盛りだくさん

の内容でした。 

港の見える丘公園や山下公園では、サカタのタネグリーンサービス㈱

の案内ガイドから、バラの詳しい説明があり、ハーブの香りやレモン果

実などの案内もありました。植物についての詳しい話に、参加者の方

もとても興味を持って楽しんでいました。 

事 業 報 告 

みんなで祝おう 

ブラジル日本移民 

113周年記念講演&シンポジウム 
本牧地域を中心に

活動する影絵劇団

「本牧影絵座」の第

２期生募集のため、

影絵の知識や技術

が学べる養成講座

を開催します。影絵

制作や楽器演奏、 

仲間との上演活動に興味のある方、 

ぜひご参加ください！ 

【場所】 中本牧コミュニティハウス 

【参加費】 無料 【定員】 15名（先着） 

【申込先・方法】 電話か来館で 

中区役所地域振興課 ☎045-224-8137 

中本牧コミュニティハウス ☎045-623-8483 

【日時】 いずれも13:30～15:30 

 ① 7月14日(水) 影絵上映鑑賞  

 ② ７月28日(水) 技法紹介 

 ③ 8月 4日(水) 実演体験 
※受講後、劇団員になると中本牧コミュニティハウスの 

「野外お月見会」（秋頃開催）で影絵上映します。 

夏休み宿題応援企画 

自分が描いた絵やぬり絵

を貼って、オリジナルの 

石けんを３個作ります。 

【日時】 ９月１１日(土） 

      １３:３０～15:00 

【場所】 竹之丸地区センター 

【対象】 小学生以上  【参加費】 5００円 

【定員】 先着１２人 

【申込先・方法】 ８月１１日（水）から電話か来館で 

 竹之丸地区センター  ☎045-651-5575  

ブラジルとセンターをリモートでつなぎ、ブラジルにお

ける日系社会のディープな現状を、現地ブラジルから

語っていただきます。皆さんぜひご参加ください！ 

【日時】 7月22日(木・祝)10:00～12:00  

【場所】 なか区民活動センター 
 

≪第1部≫ 記念講演  

「日本人の知恵 アグロフォレストリーを世界に」 

  講師 長澤 誠 氏（株式会社フルッタフルッタ代表取締役）  
 

≪第2部≫シンポジウム  

パネリスト 

 長澤 誠 氏（株式会社フルッタフルッタ 代表取締役）  

 伊藤 修 氏（伊豆大島富士見観音堂）   

 細川 多美子 氏（サンパウロ人文科学研究所 常任理事） 他 
 

【参加費】 無料 

【定員】 先着36人（オンライン参加は何人でも可能） 

【申込先・方法】 7月11日(日)より電話かメールで 

ブラジルソリダリオ横浜 ☎ 045-935-1315    

E-mail：bsyokohama1908@gmail.com 

開港記念会館では影絵上演、なか区民活動センターの登録団体やなかく街

の先生による絵画や写真の作品展、エコバッグのぬり絵コーナー、缶バッジ

のプレゼントなど盛りだくさん！ 

なか区民活動センターの会場では、なかく街の先生による物づくりワーク

ショップを行い、小学生から大人までたくさんの方が参加しました。 

横浜三塔を撮影すると記念品がもらえるフォトラリーや、横浜野菜のマル

シェ、中区ヘルスメイトによる食育ワークショップも行いました。このイベント

の様子はセンターホームページで紹介していますのでぜひご覧ください。 

入口には開館を待つ列ができました 

ワークショップ 

で作った作品 

バラ以外の花々も楽しめました 

●スタンプラリー用紙は、中区

民利用施設25施設や鉄道駅

に設置されている横浜市PR

ボックスで配布します。（7/23～） 

●スタンプシートのタテ・ヨコ・

ナナメのいずれか1列のスタン

プ５個を集めたらビンゴ！ 

●ビンゴで景品交換施設の 

「アンケート」にお答えいただい

た方に景品を差し上げます。 

横浜開港記念会館特別企画 

←ビンゴ賞のマスキン
グテープは中区の名所
が描かれたオリジナル
デザイン！（非売品） 

お香の知識を学んで蚊取り線香を作ろう！

夏休みの宿題にピッタリ!! 

【日時】 ８月１日（日） 

          １０：00～12：00 

【場所】 中本牧コミュニティハウス  

【対象】 小学生（３年生以下は保護者同伴で） 

【参加費】 １０００円  【定員】 先着１２人 

【持物】 エプロン・お手ふき 

【申込先・方法】 ７月１１日(日）から電話か来館で 

 中本牧コミュニティハウス ☎045-623-8483 
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今年度の出展者・運営委員が

決まりました！ 

センター登録団体と街の先生

から40団体の出展者と運営

委員10名が参加します！ 

当日は色々な展示や体験コーナー、手作り作品

などの販売を行います。同時開催の中区民祭り

ハローよこはま（象の鼻パーク開催）でもワーク

ショップを行います。お楽しみに！ 
過
去
の
運
営
委
員
会
の
様
子 

なか区民活動センターからお知らせ  

スタンプラリー案内 
ホームページ 

詳しくは 

中面へ⇒ 

なか区民活動センターマスコット もなか 

広げよう！深めよう!! 

水彩でアートの輪!!! 

講座開催のお知らせ 

蒼昊美術會
そ う こ うび じ ゅ つ か い
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