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「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。

なか区民活動センターマスコット
も な か

みかんで
冬はコタツと

団体の活動を紹介しよう！

講座内容：「撮影から編集まで動画を作る手順と流
れ」「パソコンで動画作成①素材・映像のつなぎ方」
「動画作成②タイトル､字幕､音楽の付け方」「ネット
上への公開方法」

実際にパソコンを
使って動画を
作成します

貸出しPCあります

【講師】黒田耕治さん
(なかく街の先生)

アシスト：PCサポート隊ハマボラ

【対象】なか区民活動センター登録団体

(1団体2名まで参加可)
【定員・申込】各コース8人

1月6日から電話かメールで先着順

【日程】金曜コース 2月１１日・18日・3月11日・18日
土曜コース 2月12日・19日・3月12日・19日
(両コースとも同じ内容です)

【時間】10：00～12：00
※詳細はチラシかHPをご覧ください！

講師は『人が集まる！行列ができる！
講座､イベントの作り方』 の著者で、
あのカリスマプランナー

坂 田 静 香 氏

(NPO法人男女共同参画おおた 理事長)

参加者アップの
講座を目指そう!

【日時】令和4年３月４日(金)
13：30～16：45

【対象】なか区民活動センター登録団体・区民利用施設

事業担当者・関係職員

【定員・申込】24人 ２月１４日からメールか電話で

先着順※詳細はチラシかHPをご覧ください

って思えるチラシ を作って

※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。

〒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

 : na-katsudou@city.yokohama.jp

なか区民活動センター

月曜～土曜 9：00～21:00（受付は20:45まで）

日曜・休日 9：00～17:00（受付は16:45まで）

直近の休館日 令和４年1月16日(日)・ 2月20日(日)

ぬり絵で彩る

【日時】12月18日（土） 参加者：８人

【場所】竹之丸地区センター

【講師】なかく街の先生 七戸淳子さん 村野美和子さん

同じ図柄でも塗り方で個性が現れ、それぞれ美しい

「ぬり絵デコパージュ石けん」の仕上がりとなりました。

講座の紹介動画を近日公開しますのでお楽しみに！

１１月はフォト四つ葉

街の先生オープン講座報告

１2月は横浜栄写友 ⌘１月は グループ フォトファン
⌘2月は さくらPCサロン

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！

詩や俳句、漢詩の創作活動をしている団体の

作品と、写真愛好家団体の作品を組み合わせて動

画を作りセンターのHPで公開しました。開催期間

の１１月中の再生回数は約300回でした。新しい表

現方法で作品を見ることができて出品団体の方か

らも好評でした。センターのモニターでも流してい

ましたので前を行く人も足を止めて見てくれました。

センターHPの動画集で公開しています。ぜひどうぞ！

◆令和４年度の貸ロッカー・
貸レターケースの申込みが
始まります！◆

【申込期間】令和４年１月４日(火)～2月18日(金)

今年はメール
でも受け付け
ます。詳細はセ
ンターHPで！

団体の連絡者の方に案内を送っています。申し込み多数の
場合は抽選となり、結果は３月中にお知らせします。

会員の皆さんの作品がセンターのHPでご覧いただけます

なか区民活動センターからのお知らせ・事業報告

参加
無料

サークルのメンバー不足や高齢化、講座企画がマン
ネリかなとお悩みの方々へ、次の一手を見つけ、新
しい扉を開くために、元気の出る話を聞いてみませ
んか！

●講座情報

・動画を作ってYouTubeで公開

・参加者アップの講座を目指そう！

・はじめてのトールペイント

・シニアのためのスマホ入門

・子育てサークル体験＆見学会

・中区タウンピックニック

●センターからのお知らせ・事業報告

・ぬり絵で彩るデコパージュ石けん作り報告
・ブックフェスタ報告・パソコン相談コーナー開催
・貸ロッカー､貸レターケースの申込み案内

★特別企画

・なか区民活動センターのホームページを紹介

●展示コーナー

スマホの相談も
OKだよ

毎月第1・3木曜
13時～

15時45分

【講師】PCサポート隊
ハマボラ

先着６人

１時間/500円

個別相談いたします。
事前にお電話で予約
すると確実です。

パソコン相談コーナー
開催しています！

センター登録団体の皆さんの活動を支援します！

展 示 コ ー ナ ー

なか区ブックフェスタ2021
センター参加 事業報告

講 座 情 報



なかよろずアップ企画「しでんの
学校・写真と模型でよみがえる
横浜市電」 2021年１月３０日・
３１日

野毛をガイドつきでぶらり巡ります。

その後は、横浜にぎわい座で

「寄席de防犯」を鑑賞します。

防犯マジックショー・防犯落語・

警察署講話をお楽しみください。

【日時】 令和４年1月２6日（水)13：00～14：30

【定員】 先着１0人 【参加費】300円

【講師】 岩田めぐみさん（なかく街の先生）

【受付】 １月12日（水)

9：00～

電話か来館で

本牧地区センターへ

622-4501

なか区民活動センターのホームページを紹介します！講 座 情 報

【日時】 令和４年２月2４日(木)
10:00～16:00頃

（横浜にぎわい座公演時間：13:30～15:30）

【集合】 JR桜木町駅南改札東口 【参加費】 無料

【募集人数】 先着２０人（１８歳以上）

【申込方法】 令和４年２月１４日（月）9：00～

電話受付

【申込先】 中区役所 地域振興課

０４５－２２４－８１３７

名前・電話番号・町名・年代を伺います。

（一度の電話で２人まで申込み可能)

二代目
林家木久蔵さん

スマホの
「困った｣を
解消！

安心して
使うには？

センターの
トップページ

だよ

日々、進化している「なか区民活動セ
ンターのホームページ」、ご覧いただい
ているでしょうか？
パソコンやスマートフォンの検索窓に
「なか区民活動センター」と入れて検索
してみてください。

研修室等の予約空き状況や講座案内、

事業の報告レポートや動画での活動紹

介など、見ごたえある内容です。

ぜひご活用ください！

動画でも様子を
知ることができて

楽しいよ

展示コーナー紹介

中区民利用施設紹介動画
センター事業紹介動画

曜日の記入も
忘れないで！

なかく街の先生動画

25施設への道順と館内
の紹介、スタッフによる
PRタイムもあります

施設利用申込書
ご利用ください

『なかく街の先生
ガイド』
『なかく活動ガイド』
の最新情報が見られ
ますよ!

#家で一緒にやってみよう

街の先生の
内容がよく
わかるよ

イベント…事業案内、最新情報がわかります

各種ダウンロード

【日時】 令和４年２月28日（月）

10：00～12：00

【場所】 地域子育て支援拠点（のんびりんこ）
中区住吉町１－１２－１belle横浜３階

【対象】 子育てサークルの参加を検討している

未就園の親子

【条件】 １歳前後の歩き始めたお子さん

配慮の必要なお子さんは事前にご連絡を

ください。

【申込】 2次元コードよりお申し込み

ください

※令和４年２月２０日（日）締め切り

～おしゃれメガネケースを作りましょう～

【日時】 令和４年1月２２日(土)

12：30～14：30

【定員】 先着１２人 【参加費】500円（材料費）

【講師】 加藤幸子さん（なかく街の先生）

【受付】 １月８日（土) ９：00～

電話で野毛地区センターへ

241-4535 

スマホの使い方・活用方法を

わかりやすく指導します。

購入検討中の方もどうぞ！

登録団体情報・・・団体の活動内容を載せています。更新も受付けま



4.竹之丸地区センター 6.本牧地区センター

7.中図書館 8.中スポーツセンター

ミーティングエリアの壁面を利用して、月替わりで
登録団体の皆さんの活動を紹介しています。

９月横浜写真グルー｢浜っ子
クラブの皆さんの作品

10月｢福島の被災地に取り残された
犬猫を救う会」(横浜わんニャンの会)

11月「フォト四つ葉」の皆さんの
作品

花と緑の作品展 2020年６月 和菓子作り体験 2021年5月8日

イベントの記録が
残っていいね

特別企画

実施事業

令和4年
1月12日
(水曜日)
～

令和3年
12月18日
(土曜日)

≪なかよろずアップ企画≫
パソコン初心者講座と使い方相談コーナー始まり
ま～す！
※第1・第3木曜の相談コーナーに参加ご希望の方
はセンターまでお電話ください(045-224-8138)

≪なかく街の先生オープン講座≫
ぬり絵で彩るクリスマスデコパージュ石けん作り

チラシ (PDF:
1,098KB)

チラシ (PDF:
532B)

募
集
中

募
集
中

報告書(PDF:
707B)

K-001

K-002

K-003

K-004

山手日本語教室「絆」 (PDF:517KB）

グループフォトファン (PDF:541KB）

横浜中国語勉強会 (PDF:515KB）

PCサポート隊ハマボラ (PDF:546KB）

日本語教育を通じた外国人の支援

写真研究

中国語学習

パソコン(スマホ・タブレット)学習
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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。

〒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

 : na-katsudou@city.yokohama.jp

なか区民活動センター

月曜～土曜 9：00～21:00（受付は20:45まで）

日曜・休日 9：00～17:00（受付は16:45まで）

直近の休館日 令和４年1月16日(日)・ 2月20日(日)

ぬり絵で彩る

【日時】12月18日（土） 参加者：８人

【場所】竹之丸地区センター

【講師】なかく街の先生 七戸淳子さん 村野美和子さん

同じ図柄でも塗り方で個性が現れ、それぞれ美しい

「ぬり絵デコパージュ石けん」の仕上がりとなりました。

講座の紹介動画を近日公開しますのでお楽しみに！

１１月はフォト四つ葉

街の先生オープン講座報告

１2月は横浜栄写友 ⌘１月は グループ フォトファン
⌘2月は さくらPCサロン

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！

詩や俳句、漢詩の創作活動をしている団体の

作品と、写真愛好家団体の作品を組み合わせて動

画を作りセンターのHPで公開しました。開催期間

の１１月中の再生回数は約300回でした。新しい表

現方法で作品を見ることができて出品団体の方か

らも好評でした。センターのモニターでも流してい

ましたので前を行く人も足を止めて見てくれました。

センターHPの動画集で公開しています。ぜひどうぞ！

◆令和４年度の貸ロッカー・
貸レターケースの申込みが
始まります！◆

【申込期間】令和４年１月４日(火)～2月18日(金)

今年はメール
でも受け付け
ます。詳細はセ
ンターHPで！

団体の連絡者の方に案内を送っています。申し込み多数の
場合は抽選となり、結果は３月中にお知らせします。

会員の皆さんの作品がセンターのHPでご覧いただけます

なか区民活動センターからのお知らせ・事業報告

参加
無料

サークルのメンバー不足や高齢化、講座企画がマン
ネリかなとお悩みの方々へ、次の一手を見つけ、新
しい扉を開くために、元気の出る話を聞いてみませ
んか！

●講座情報

・動画を作ってYouTubeで公開

・参加者アップの講座を目指そう！

・はじめてのトールペイント

・シニアのためのスマホ入門

・子育てサークル体験＆見学会

・中区タウンピックニック

●センターからのお知らせ・事業報告

・ぬり絵で彩るデコパージュ石けん作り報告
・ブックフェスタ報告・パソコン相談コーナー開催
・貸ロッカー､貸レターケースの申込み案内

★特別企画

・なか区民活動センターのホームページを紹介

●展示コーナー

スマホの相談も
OKだよ

毎月第1・3木曜
13時～

15時45分

【講師】PCサポート隊
ハマボラ

先着６人

１時間/500円

個別相談いたします。
事前にお電話で予約
すると確実です。

パソコン相談コーナー
開催しています！

センター登録団体の皆さんの活動を支援します！

展 示 コ ー ナ ー

なか区ブックフェスタ2021
センター参加 事業報告

講 座 情 報
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