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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

●お知らせとイベント

・フラワー＆グリーンフェスタ2022

・中区タウンピクニック

・センター祭り運営委員会・出展者募集

●事業報告

・いいね！って思えるチラシを作って

参加者アップの講座を目指そう！

・動画を作ってYouTubeで公開

・地域と学校をつなぐ市民のチカラ

●センターからのお知らせ

新人職員を紹

「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5月15日(日)・ 6月19日(日) 

なか区民活動センターマスコット もなか 

早 苗 月   ５月  展示作品をセンターホームページで 

動画で公開しています。ぜひご覧ください！

参加団体募集中 

なか区民活動センターからのお知らせ 

３月の展示 

パッチワーク友の会 ４月の展示 

浜っ子クラブ 

⌘ ５月は 本牧スケッチ会 

⌘ ６月は 横浜詩誌交流会 

趣味は音楽鑑賞と

裏道散策です。 

お役に立てるよう

頑張りますので、よ

ろしくお願いいたし

ます。 

三浦知佐 

石けんとタディング

レース作りが趣味で

す。皆様のお役に

立てるよう頑張りた

いと思いますので、

どうぞよろしくお願

いいたします。 

村野美和子 

6月4日(土）・5日(日）開催！ 
【時間】10時～15時

【場所】なか区民活動センター 

なかく街の先生による「花と緑」がテーマのワークショップ 

本牧影絵座による影絵上演 

横浜野菜のマルシェ 
(5日のみ） 

【食育イベント（5日のみ）】 
手のひらで野菜の摂取量が 

計れるベジチェック 

ガーデンネックレス横浜２０２２の開催にちなんで、 
なかく街の先生による、「花と緑」をテーマにした 
楽しいワークショップイベントを開催します！ 
ガーデンベアが登場する影絵上演（4日のみ）や、 
横浜野菜のマルシェや食育イベント（5日のみ）も同時開催！ 
ガーデンベアとの撮影コーナーやエコバッグのぬり絵コーナー 
など、大人からこどもまで楽しめるイベントがいっぱいです！ 
ぜひお越しください！ 

楽しいワークショップ ガーデンベア撮影コーナー 
エコバッグの
ぬり絵コーナー

入場無料 

センターミーティングエリアの「展示コーナー」では、月替わりで登録団体

の皆さんの活動や作品を展示して紹介しています。展示後は、作品等を

動画でスライドにして、センターホームページで公開しています。 

ぜひ、展示コーナーを活用して、作品や活動を紹介してみませんか？ 

参加団体を絶賛募集中です。詳しくはセンターまで。 

影絵上映 
(４日のみ） 

※イラストと写真はイメージです



講座やイベントのお知らせ 事  業  報  告 

【開催日】令和４年３月２６日（土） 

【参加者】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 １９名 

【主催】かながわコミュニティ学習支援実践研究会 

団体の活動を動画で紹介しよう！ 

なか区民活動センター祭り 運営委員・出展者募集！ 

【募集対象】 センター登録団体・なかく街の先生 （応募多数の場合、出展は抽選） 

【募集期間】 6月15日（水）までにセンターに電話かメールで連絡 

【出展内容】 展示またはワークショップ（体験やモノづくり等） 

【委員の活動内容】7月～11月に4回程度の委員会出席と当日の運営等 

 ※運営委員になっていただくと、センター祭りへの出展希望が優先されます。 

センター祭りで日頃の活動をアピール

したり、企画・運営に関わって、来場者や 

センタースタッフや他の出展者と 

楽しく交流しませんか？ 

皆様の参加をお待ちしています！  

カリスマプランナーが教える 

 

 

  【開催日】３月１８日 【参加者】２８名 

カリスマプランナーとして有名な、女性向け創業支

援施設「パシオンＴＯＫＹＯ」現センター長の坂田静香

氏に講師を依頼し、手に取ってもらえるチラシ、集客

できるチラシについての講座を開催しました。 
 

人の集まらない言い訳や企画力向上ワーク、手に

取ってもらえるチラシ作りのポイント、キャッチコ

ピーは集客に重要な要素など、坂田氏が作成したチ

ラシの失敗事例、改善事例など具体的内容の講座で

した。 
 

「そもそものチラシのノウハウがわかりました」「対象

者が明確なタイトルのついたチラシの重要性を学び

ました」「目からウロコな事、参考にしたいこともたく

さんあって、とても勉強になりました」などアンケー

ト結果の声を聞くことができ、とても満足度の高い

講座となりました。 

▲坂田氏の講義 

【開催日】 
２月１１日、１８日   ３月１１日、１８日 金曜日コース   
２月１２日、１９日 ３月12日、１９日 土曜日コース     

団体紹介の動画の完成を目
標にした、全４回の講座を修
了しました。３回目の動画編
集では、PＣサポート隊ハマボ
ラのアシストを受けながら、
動画を完成することができま
した。最終日は参加者同士作
成した動画を鑑賞しました。
参加団体の紹介動画はセン
ターホームページ団体一覧か
ら見ることができます。 

▲講師の黒田耕治氏 

▲動画作成中 

ガーデンネックレス横浜会場の花と緑を楽しみながら、
デジタルスタンプラリーを集めよう！ 

５月27日(金) 13:00～16:00 

13:00 JR桜木町駅 南改札東口集合 
      ↓ 
 市庁舎・大さん橋・山下公園など 
 約５キロのコースを歩きます 
      ↓ 
16:00 なか区民活動センター解散 
 
※スマートフォンをお持ちでなくても

参加可能ですが、スタンプラリーに
は参加できません。 

✿募 集 人 数 ： 横浜市在住在勤 20名（先着順） 
✿応 募 方 法 ： ５月11日（水）から電話で申込み 
✿持  ち  物 ： スマートフォン※ 
✿申 込 み 先：中区役所 地域振興課                                    ☏ ０４５-２２４-８１３７   
                      ※１回の電話で２名まで申込み可能 

主催：中区役所地域振興課  企画・運営：タウンピクニック実行委員会  協力：楽しくスマホ会 

第１部では、地域学校推進員の取組みについて、講師の髙橋

様、鈴木先生より、花植えボランティアの成り立ちや、予算的

なことなどの具体的な事例が発表されました。 

第２部では、４つのグループに分かれて話し合いと交流会を行

いました。 

「サポート活動は継続が一番難しく、『やらされ感』ではなく、

個人に頼らずに仲間で『楽しい』と思える活動にすることがポ

イントではないか」、「地域の方が活動を担ってくださると、職

員は活動量が軽減され、子どもたちに向き合う時間が増え

る。そして、将来、教員になりたいと言う子どもたちが増える

ことを願う」などの感想がありました。 

センターでは、団体紹介動画の掲載を 

いつでも受け付けています‼ 

どんなセンター祭りにしようかな？ 

今年は新しいスタイルで挑戦！ 

ガーデンベア 
スタンプラリー 

エントリー 
2次元コード 

台風や新型コロナウイルスの影響で中止が続きましたが、4年ぶりの開催に向けて、 

センター祭りの出展者及び運営委員を募集します。 

センター登録団体一覧から作成した紹介動画が視聴できます↑ 
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