
「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。 

vol.88 令和３年9.10月号  
 

【編集・発行】 
なか区民活動センター 

（横浜市中区役所地域振興課） 
TEL  045-224-8138 
FAX  045-224-8343 
Email 
na-katsudou@city.yokohama.jp 

な か 区 民 活 動 セ ン タ ー  
月曜～土曜 9:00～20:00（受付は19:45まで） 
 

 9:00～17:00（受付は16:45まで） 
 

〒231－0021横浜市中区日本大通35中区役所別館1F 

TEL: 045-224-8138  FAX: 045-224-8343 

Email: na-katsudou@city.yokohama.jp 

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。 

⌘ 9月は 浜っ子クラブ 

⌘ 10月は わんニャンの会 

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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なか区民活動センターからのお知らせ 

８月の展示  

Picture This Japan 

直近の休館日 ９月19日(日)・ 10月17日(日)  

【変更期間】 令和３年８月２日(月曜日)～緊急事態宣言の解除日まで 

【開館時間】 月～土曜日 9：00～20：00（利用は19：45まで） ※変更前は～21：00 

日・祝日    9：00～17：00（利用は16：45まで） 

【定 員 数】   研修室１=15名、研修室２=６名、ミーティングエリア=16名 ※通常の半分 
 

•当面の間、施設利用の新規予約の受付は行いません。ご了承ください。 

•相談窓口へは、原則として事前に電話・Eメール・FAX等でご予約の上、お越しください。 

•センター内での飲食及び、来館前後の会食や対面での飲食等はお控えください。 

•利用時はマスクの着用、手指消毒、検温、利用票の記入をお願いします。 

•コピー機、印刷機、紙折り機を利用の場合は、事前にご連絡をお願いします。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う『緊急事態措置』による、 

なか区民活動センターの開館時間等の変更について 

ご理解・ご協力をよろしくお願いします。  

7月23日～9月5日に実施した中区民利

用施設スタンプラリー！参加者は1000人

を超えるほどの大盛況でした！ 
 

「夏休みに家族で楽しく巡りました！」 

「色々な施設を知ることができました」 

「ビンゴ賞のマスキングテープが可愛い」 

など嬉しい感想を沢山いただきました！ 

A賞 

横浜スカーフ 

 

10名様 

B賞 

YOKOHAMA 
AIR CABIN 
ペア搭乗引換券 

10名様 

C賞 

三溪園 

ペア入園券 
 

10名様 

D賞 

香炉庵 

和菓子引換券 
 

10名様 

E賞 

横浜市営交通 
100周年記念みな
とぶらりチケット 

 

5名様 

応募を忘れていませんか？ビンゴ賞の景品の中には「Wチャンス賞応募用
紙」が入っています。専用はがき、またはインターネットで応募すると抽選
で素敵な賞品が当たります。※当選者の発表は景品の発送をもってかえさせていただきます。 

Wチャンス賞の応募は9月20日(消印有効)まで 

 応募しましたか？？ 

大勢の子供達が参加してくれました 

スタンプラリー終了

後も中区民利用施設

の詳しい利用方法を

掲載した「施設紹介

ブック」を配布してい

ます！ぜひご活用く

ださい！ 

便利だよ★ 

※変更中 



 

 胃がん患者会に関心のある方  

リモートで懇談会を視聴しませんか！ 

【主催】 アルファ・クラブ横浜会(センター登録団体） 

  ※胃がん患者の会としてなか区民活動センターを拠点に活動。 

      定例会を年に3回(1月、5月、9月)開催しています。 

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 

【実施日】 7月22日(木・祝) 【場所】 なか区民活動センター 

【参加者】 30人（会場参加10人 オンライン参加20人） 

【実施日】 ７月１４日・２８日・８月４日（全て水曜） 

【参加者】 ６名 

【場所】 中本牧コミュニティハウス 
 

影絵劇団の新たなメンバーと

して、はさみやカッターナイ

フ、千枚通しも使用しながら、

人形や背景作りを学びまし

た。また、上演に向けて人形の

動かし方を中心に、ナレーショ

ンや機材などを参加者全員で

順番にチャレンジしました。 

コロナ禍の影響で、練習の

成果を発表できるのは少

し先になりそうですが、2

期生が加わった「本牧影絵

座」が、中区の色々な地域

や学校で影絵上演する日

をお楽しみに！ 

～夏休み宿題応援企画～ 

蚊取り線香を作ろう 

事 業 報 告 講座やイベントのお知らせ 

【申込】 9月5日（日）～9月20日(月)に 

     メールに①～⑤を記入して下記アドレスへ 

         umeshu0813＠ozzio.jp  

        ①名前 ②年代 ③電話番号 ④視聴の動機  

        ⑤聞いてみたいこと。 

                   いただいたメールにZoomのアクセスURLを送ります。 

【実施日】 8月1日（日） 

【参加者】 12名 

【場所】 中本牧コミュニティハウス 

小学生の夏休みの自由研究

として、①蚊取り線香が何

でできているのかを知る 

②実際に作ってみる③帰宅

後家族と一緒に燃やして効

果を確認する、の3点が学

べる内容でした。 

材料を一生懸命混ぜています 

完成 

した 

線香 

ご自身、またはご家族で胃がんの病気がある人を対象

としたオンライン懇談会を開催します。病気についての

知識や悩み、解決法について知ってみませんか？ 

【日時】 9月25日(土) 14：00～15：30 

【定員】 オンライン参加10名(先着順) 

 Zoomが使える方 

 

記念講演では、講師の長沢氏（(株)フルッタフルッタ代表取締役）が、日系ブラジル

人が取り組みを始め、2万ヘクタールもの荒廃地を再生させた「森をつくる農業」 

アグロフォレストリーについて詳しく解説しました。 

シンポジウムでは、鈴木氏※（ブラジルで保育園を経営）、伊藤氏（日本海

外移民慰霊施設長）、ブラジルからリモートで参加した細川氏（サンパウ

ロ人文科学研究所常任理事）が、日系移民の知られざる歴史と現状に

ついて、それぞれ語りました。  

普段なかなか知ることができない貴重なお話が聞ける機会となり、  

参加者の満足度も高い内容となりました。 

※鈴木氏の著書「天使が舞い降りる村のカノア保育園」をセンターでご覧になれます。 

 Zoomで行います▶ 

センターに登録している文芸団体の詩や俳句作品を、

絵や写真の団体の作品とコラボレーションさせて映像

にしてホームページで公開します（10月31日～）。 

柿
食
え
ば 

鐘
が
鳴
る
な

絵や写真の団体 
詩や俳句、漢詩

などの団体 

なか区ブックフェスタとは…「読書の秋」を盛り上げる

べく集まった中区内の企業や団体が、様々なイベントを

同時多発的に開催する本の祭典です。 

なか区民活動センターでは 
詩や俳句の作品をインターネットで発信！ 

作品集の新しい 
表現方法を 
お楽しみに！ 

ブラジルの現地と繋いだシンポジウム 

日本大通り～象の鼻パークまでパレードも実施 

※イメージです 

2期生の練習の様子 

新しい演目のタヌキの影絵 

なかく街の先生 飛田尚映さん 

除虫菊粉とタブ粉、香りづ

けの丁子（ちょうじ）など

を混ぜて練って丸めたり、

形を作ったりなど、子供た

ち の 自由 な 発想 が 形に

なっていきました。講座の

様子はセンターのホーム

ページの「動画集」でご紹

介します。 

 胃がんの悩みや 
対処法の 

話しが聞けます 

コラボ 

２期生 

中止のお知らせ 
なか国際交流ラウンジ主催 

(10月31日） 

【募   集】 先着60名（①②各15名、両方30名） 

【参加費】 ①②各700円（①②両方：合計より200円引） 

【申   込】 10月11日（月）からFAXか 

       主催者ホームページで ⇒⇒⇒⇒ 

【主   催】 NPO法人横浜シティガイド協会 

       (センター登録団体） 

       FAX：045-228-7693 

【日程】 11月25日（木）  

【場所】 横浜市開港記念会館(※12月から休館します） 
 

渋沢栄一ゆかりの地を巡るツアー（２コース） 

 ①日本近代経済の父(9:30～14：00） 

 ②国際親善・平和活動（13:00～16：45） 

と、創業者の精神を受け継ぐ「澁澤倉庫株式会社」 

役員による講演会（13：00～14：00）。 申込先ホームページ 

10月中に開催を予定していた上記のイベントについて、新型コロナウイルス感染症拡大の状況から中止を決定しま

した。出展予定者及び、開催を楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありませんが、ご了承ください。 

中区民祭り(10月10日) なか区民活動センター主催（10月31日） 

横浜には渋沢栄一ゆかりの地が沢山あるんですよ 

※新型コロナウイルスの感染症拡大の状況により、 

  中止または内容が変更となる場合があります 
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※「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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●お知らせとイベント  

中区民利用施設スタンプラリー 

なか区ブックフェスタ 

胃がん患者会リモート懇談会 

渋沢栄一ツアー＆講演 

センター祭り中止のお知らせ 

●事業報告 

ブラジル日本移民113周年記念講演  

影絵劇団員養成講座 

なかく街の先生 蚊取り線香を作ろう 

●センターからのお知らせ 

●展示コーナー  

なか区民活動センターマスコット もなか 

中
秋
の
名
月 

九
月
二
十
一
日 

なか区民活動センターからのお知らせ 

８月の展示  

Picture This Japan 

直近の休館日 ９月19日(日)・ 10月17日(日)  

【変更期間】 令和３年８月２日(月曜日)～緊急事態宣言の解除日まで 

【開館時間】 月～土曜日 9：00～20：00（利用は19：45まで） ※変更前は～21：00 

日・祝日    9：00～17：00（利用は16：45まで） 

【定 員 数】   研修室１=15名、研修室２=６名、ミーティングエリア=16名 ※通常の半分 
 

•当面の間、施設利用の新規予約の受付は行いません。ご了承ください。 

•相談窓口へは、原則として事前に電話・Eメール・FAX等でご予約の上、お越しください。 

•センター内での飲食及び、来館前後の会食や対面での飲食等はお控えください。 

•利用時はマスクの着用、手指消毒、検温、利用票の記入をお願いします。 

•コピー機、印刷機、紙折り機を利用の場合は、事前にご連絡をお願いします。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う『緊急事態措置』による、 

なか区民活動センターの開館時間等の変更について 

ご理解・ご協力をよろしくお願いします。  

7月23日～9月5日に実施した中区民利

用施設スタンプラリー！参加者は1000人

を超えるほどの大盛況でした！ 
 

「夏休みに家族で楽しく巡りました！」 

「色々な施設を知ることができました」 

「ビンゴ賞のマスキングテープが可愛い」 

など嬉しい感想を沢山いただきました！ 

A賞 

横浜スカーフ 

 

10名様 

B賞 

YOKOHAMA 
AIR CABIN 
ペア搭乗引換券 

10名様 

C賞 

三溪園 

ペア入園券 
 

10名様 

D賞 

香炉庵 

和菓子引換券 
 

10名様 

E賞 

横浜市営交通 
100周年記念みな
とぶらりチケット 

 

5名様 

応募を忘れていませんか？ビンゴ賞の景品の中には「Wチャンス賞応募用
紙」が入っています。専用はがき、またはインターネットで応募すると抽選
で素敵な賞品が当たります。※当選者の発表は景品の発送をもってかえさせていただきます。 

Wチャンス賞の応募は9月20日(消印有効)まで 

 応募しましたか？？ 

大勢の子供達が参加してくれました 

スタンプラリー終了

後も中区民利用施設

の詳しい利用方法を

掲載した「施設紹介

ブック」を配布してい

ます！ぜひご活用く

ださい！ 

便利だよ★ 

※変更中 
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