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【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 

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  9:00～17:00（受付は16:45まで） 

展示コーナー 

開 館 
時 間 

なか区民活動センター情報誌 20２2年 Vol.91 

●お知らせとイベント 

 ・なかく街の先生ガイド発行記念イベント 

 ・地域と学校をつなぐ市民のチカラ 

 ・なか国際交流ラウンジ映画上映 

 ・富士見川で遊ぼう。 

 ・動画で巡る横浜市開港記念会館 

●事業報告              

 ・動画を作ってYouTubeで公開 

 ・なかく街の先生オープン講座  
●展示コーナー 

講座やイベントのお知らせ 

「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。 

〒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 

※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。 

  直近の休館日 令和４年3月20日(日)・ 4月17日(日) 

なか区民活動センターマスコット もなか 

 冊子完成 2022年春版 

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！ 
⌘ 3月は パッチワーク友の会 
⌘ 4月は 浜っ子クラブ 

 

自分のスマホやPCで、知りたいことがマンツーマンで教えてもらえます。 

事前に予約が必要です。 

 2月は 

さくら 

PCサロン   

 1月は  

グループフォトファン 

参加団体募集中 

【日時】4月29日（金・祝）10：00～16：００ 

【会場】なか区民活動センター 

「なかく街の先生ガイド」の発行を記念して、掲載の先生を紹介するイベント

を開催します。 

花のアレンジや絵手紙などの素敵な作品を身近に見られ、講義やダンスなど

のミニ講座もあります。先生の様子が直にわかる機会となり、作品の販売も

行います（売り上げの一部は寄付）。 

「なかく街の先生」出展者募集 

【募集数】作品展示15組、ミニ講座・発表20組 先着順 

【申込】電話かメールでなか区民活動センターへ 

エコバッグの 

ぬり絵コーナー

もあるよ 

展示と販売 ミニ講座 

 

入館 
無料 

 外国につながる若者たちによる自主製作映画 

限定公開 鑑賞無料！ 

上映作品 

＃1 「にじいろ」を探し求める私たち 

＃2 向陽而生(こうようじせい) 

    ～私らしく生きること～ 

＃3 恋がしたい 

【日時】3月21日(月・祝) 

     開場12：50 上映13：00 

【場所】横浜シネマ ジャック&ベティ 

【主催】なか国際交流ラウンジ 

富士見川で遊ぼう。 

【日時】3月23日(水)14時から16時 

※雨天の場合は3月24日 

【場所】富士見川公園 

     (中区末吉町4-91-6) 

※駐車場・駐輪場はありません。電車や 

  バスで来てください。 

【主催】中区区政推進課企画調整係 

コメ袋を使ったアートのワークショップ 

コマ、けん玉などの昔遊び 

ボッチャ体験など 

参加無料 

【日時】毎月第1・第3木曜日 13時から15時45分 

【場所】なか区民活動センター研修室2 

【費用】1回500円/約60分 【人数】予約優先6人/一人1時間まで 

【対象】パソコンやスマホの使い方に質問や疑問がある人。 

【講師】PCサポート隊ハマボラ 【主催】なか区民活動センター 

【問合せ・申込】なか区民活動センター 045（224）8138 

 
予約してね！ 

「みんなヨコハマ中区人」ビジョン達成に向け、地域との 

つながりづくりを目的とした多文化交流イベントです。 



講座やイベントのお知らせ 

4月からセンター勤務のメンバーが一部変わります。 

新年度もどうぞよろしくお願いします。 

事 業 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施日】1月26日(水） 

【参加者】12名 

【場所】本牧地区センター 

予約開始日、電話が鳴り

やまず、あっという間に

定員となり、追加の日程

を設定したほどの人気講

座となりました。 

スマホは2種類あるとい

う説明があり、自分が

持っているスマホはどち

らなのか、まずは知ると

ころから始まりました。 

岩田先生の説明 

↑素敵に仕上がりました 

アプリなどの用語の説

明、ワクチンパスポート

のアプリのインストール

方法など、すぐに役立

つ説明と実践がありま

した。 

今後、復習会を経て、4

月からは定期的な事業

になっていく予定です。 

子どもが健やかに育つよう、地域と学校が協力する

活動が注目されています。今回は、地域学校コー

ディネーターと学校が協力している事例を聴き、参

加者同士の交流会もあります。 

【日時】令和４年３月２６日（土）１３時から１６時 

【場所】なか区民活動センター（研修室） 

【費用】１，０００円 

【対象】地域学校コーディネーターや教員 

      地域で活動されている方や関心がある方 

【申込】下記の二次元コードよりお申込みください 

【問合せ】なか区民活動センター045（224)8138 

【主催】かながわコミュニティ学習支援実践研究会 

※状況によりオンライン開催と

なる場合があります。 

ごめんなさい 

３月２６日から６月１２日までガー

デンネックレス横浜が各地で開催

されます。 

タウンピクニックでは、ガーデン

ネックレス会場を巡るコースを企

画中です。 

５月号の広報よこはま中区版に掲

載予定です。 

おたのしみに！！ 

２月２４日（木）の予定でしたが、 

まん延防止等重点措置が延長されたために 

中止といたしました。 

お申し込みは 

こちらから 

横浜市開港記念会館 
保存改修工事中の横浜市開港記念会館の施設を紹介する動画を作

成しました。動画はYouTubeで公開しています。 

施設の紹介をするのは、センターの登録団体「ジャックサポーターズ」

さんです。動画では、ふだんは公開していない地下室など

も、説明しています。 

全編のほかに部屋ごとの動画もあります。 

YouTubeから「横浜市役所公式」で検索！ 

YouTubeで公開 

【実施日】1月２２日(土) 

【参加者】10人 

【場所】野毛地区センター 

なかく街の先生加藤幸子さんのご指導で、オリジナル

眼鏡ケースを作りました。 製作段階ごとの全体説明の

ほかに、色の乗せ方や葉脈の描き方など難しいところ

は、個別に丁寧なご指導がありました。  

同じ図柄でも色使いや彩色

具合で個性が現れ、それぞれ

に美しい眼鏡ケースができ上

がりました。 また、参加者有

志で事後グループを作り、加

藤さんのご指導のもと活動し

ていくことになりました。  

はじめてのトールペイント 

↑地下室 

↑２階ロビー 

←時計台に登る階段 

ジャックサポーターズとは… 

ジャック（横浜市開港記念会館）の歴史や 

建築の特長について来館者にガイドする 

ことにより、理解を深めてもらうことを 

目的とした団体。 

会員数は約120名 

↑加藤幸子さん 

センター登録団体の活動の幅を広げるために、「団体の活動を紹介しよう！動画講
座」が始まっています。全4回の講座に金曜コースと土曜コース合わせて１４団体が参
加しています。 
第１回目は、動画を発信することの目的について整理し、シナリオを作りました。 
      

団体の活動を紹介しよう！ 

中間報告 

ガイドツアー 

全編 

また、動画の素材となる写真についても学びました。 
第２回目は、実際にそれぞれの団体の素材をパソコンに取り込み、
画像編集などを学びました。 
いよいよ３回目は動画の編集に入る予定です。 
完成後はセンターホームページの登録団体一覧で公開する予定で
す。お楽しみに！        

↑全員のスマホを確認 

なか区民活動センターからのお知らせ 

ありがとうございました 

よろしくお願い

します！ 
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