
【日時】令和5年3月11日(土） 13：30～16：30 

【会場】なか区民活動センター 

【費用】500円 

【対象】スマートフォンで電話やメール、 

文字入力できる人 先着15名 

【内容】中区防災担当者からの防災講話、 

防災アプリ体験、災害時に便利なスマート 

フォンの使い方体験 

【申込】2月11日(土）から 

電話・FAX・Eメール 
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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） 

4ｐ 

開 館 
時 間 

なか区民活動センター情報誌 ２０２３年 

●お知らせとイベント 

 ・センター祭り 

 ・中区民祭り『ハローよこはま２０２２』 

 ・中区民利用施設スタンプラリー 

●講座やイベントのお知らせ 

 ・第10回中区多文化フェスタ 

  ・多⽂化共⽣ボランティア入門講座 

●事業報告              

 ・マジックライブ 

 ・胃がん患者の会懇談会 

●センターからのお知らせ  

 ・団体支援講座のご案内 

 ・なかく活動ガイド掲載募集 

 ・団体登録更新 

●展示コーナー 

「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5年1月15日(日)・ 2月19日(日) 

 

なか区民活動センターマスコット もなか 

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。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？ 

令和５年4月以降の参加団体を絶賛募集中です。

11月 フォト四つ葉 
12月 横浜栄写会 

展示コーナー 
 

センターホームページ
では、展示作品を動画
で公開しています。 
ぜひご覧ください！ 

 ⌘ 1月 スケッチララの会 ⌘ 

●お知らせとイベント 

・多文化共生のまちを考える 

・スマートフォンの使い方講座 

・中区タウンピクニック  

・キットを使ったウクレレ作り 

・手織りワークショップ 

・団体支援講座ファシリテーション講座 

●事業報告  

・なか区民活動センター祭り 

・中区民利用施設スタンプラリー 

・なか区ブックフェスタ         

●センターからのお知らせ  
 ・4月からの開館時間変更 

●展示コーナー 

開館時間変更のお知らせ 

春浅し 梅にうぐいす 

事業報告 

【日時】令和５年１月２２日（日） １４：00～1６：00 

【会場】なか区民活動センター   【費用】無料 

【対象】多文化共生や地域づくりまちづくりに 

     関心のある人  先着３０名 

【募集】【内容】講演とグループワーク 

【講師】白濱 小惠子先生 

 日本語支援拠点施設「ひまわり」 

 日本語支援アドバイザー 

（横浜吉田中学校主幹教諭）  

【主催】かながわコミュニティ学習支援実践研究会  【主催】PCサポート隊ハマボラ 

なか区ブックフェスタ連携イベント 

【開催日】11月１9日(土） 【参加者】親子10組17名  
  

製本の仕組みを学び、思い出の写真にそれぞれ好みの
表紙を作って本の形にしました。表紙や中身をシールや
イラスト、古切手等でコラージュして色とりどりのフォト
ブックが出来ました。参加した 

子供達や保護者も大満足でした。 

誰でも製本の仕方を簡単に学べ 

るように、センターホームページに 

動画を公開予定です。 
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日本語を母語としない「外国につながる子どもたち」に 

私たち大人は何をすべきか、何ができるのかを考える。 

誰もが暮らしやすい地域をめざし 

多文化共生のまちを考える 
スマートフォンの使い方講座 

安全な場所に
行くために、 
スマホで安全
確認してね‼ 

「災害時にスマホを使った：73.3％」という調査結果 

もあり、非常時にスマホはとても有用なツールです！ 

月曜～金曜     ９時～21時 

土曜･日曜・祝日  ９時～17時  

※第３日曜日は休館日 

土曜・日曜・祝日は17時閉館となります。

研修室、ミーティングエリア、印刷室等の 

ご利用は16時45分までとなります。 

ご理解よろしくおねがいいたします。 

なか区民活動センターは 

写真愛好家同士の親善を
心掛け、写真技術の向上と
楽しい会話をしています 

撮 影・勉 強 会 を 通 し て 
自 身 の 技 術 の 向 上 と 
健康保持をしています。 

～3.11に防災アプリを体験しよう～ 

↑申込は 

上記2次元コードで 

（変更前：土曜21時閉館） 

「なか国際交流ラウンジ」の 

開館時間も4月に変更します 

   毎日 9時15分～17時 

mailto:na-katsudou@city.yokohama.jp


【日時】令和5年2月25日、3月4日、11日、18日、25日 

    全5回  いずれも土曜 17：30～19：30 

【場所】中本牧コミュニティハウス 

【定員】先着10名（全5回参加できる方） 

【参加費】材料費一式として8,500円 

【持ち物】エプロン 汚れてもよい服で 

【指導】なかく街の先生 吉田昇司さん 

【申込方法・主催】 

 2月11日(日）から電話、来館で 

 中本牧コミュニティハウス 

 ☎045(623)8483 

               

            【共催】なか区民活動センター          

              

【日時】１１月１３日(日）10：00～16：00 

念願のセンター祭りを4年ぶ

りに開催しました！今年の出

展者は３７団体。登録団体や

街の先生による1１種類の

ワークショップと、２３種類の

活動紹介の展示・体験を行い

ました。来場者数は約800人

で、会場は終始大盛況！ 

 

シニア世代をはじめ、体験や展示

を楽しむ若い世代の家族連れが

数多く来場されていました。セン

ター祭りは、幅広い世代の人々に

親しまれるイベントとして地域に

定着してきたようです。 

 出展者同士の交流もたくさん  

生まれ、様々な活動の輪が広がっ

たお祭りになりました。 

※中区民祭り「ハローよこはま」同時開催 

【日 時】令和５年１月１３日（金） 13:30～16：00 

【場 所】なか区民活動センター研修室  【参加費】 無料 

【対 象】なか区民活動センター登録団体のメンバー２０名（１団体２名まで参加可能） 

【講 師】横浜市立本牧中学校校長 高橋 秀吉氏 

【申込・問合せ】なか区民活動センターへ 
            （参加者名・団体名・連絡先をお知らせください） 

           ☎045-224-8138 
  Mail na-katsudou@city.yokohama.jp 

事業報告 

野毛にスポットをあて、ガイドつきでぶらりと巡ります。 
その後は、横浜にぎわい座で「寄席de防犯」を鑑賞します。 

【日時】令和5年２月2４日(金) 10：00～16：00 

     （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名（１８歳以上） 

申込方法 ： ２月１3日（月）から電話で申込み 

申 込 先   ： 中区役所 地域振興課  

☎０４５（２２４）８１３７ 

  １回のお電話で２名様までお申込み可能 

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる場合があります。  

 

二代目林家木久蔵さん 

団体支援講座 センター登録団体の皆さんの活動を支援します！ 

無料講座 
持続可能な活動のカタチ  

参加される皆さんが所属しているまちづくりの活動、趣味の団体・サークルなどを、より居心地の良い 

意義のある場とするため、ファシリテーションを活かした場づくりの方法を学びませんか？ 

講師 本牧中学校校長  

高橋秀吉氏 

ファシリテーションによってお互いが遠慮なく意見を出し合える

環境がつくれれば、チームの結束力がまします‼ 

弦楽器製作のプロに教わる 
キットを使ったウクレレ作り 
土曜日の夕方、ウクレレ作りに集中してみませんか。 

キットを使ったウクレレ作りなので全5回で完成します。 

作ったウクレレは演奏できます。希望者には託児もあります。 

～手織りワークショップ～ 

コースター＆ミニタペストリー 

【日時】令和5年1月22日（日）、2月5日（日） 全2回  

      いずれも13：00～15：30 

【場所】本牧地区センター 

【定員】先着10名 

【参加費】2,500円（2回分毛糸代・織り枠付） 

【持ち物】室内履き（スリッパ可）・はさみ・筆記用具 

【指導】なかく街の先生 手紡ぎ・手織り工房アルムKayoさん 

【申込方法】1月11日(水）から電話、来館で 

【申込先】本牧地区センター 

  ☎045(622)4501 

【主催】本牧地区センター 

【共催】なか区民活動センター 

織り機枠は持ち帰りです。

織り方のコツを覚えたら 

何度でも作れます。 

吉田ヴァイオリン工房 吉田昇司さん 
イタリア国立クレモナ国際弦楽器製作学校
卒業。今までにヴァイオリン約85丁、チェロ
約25丁を製作。 

 ワクワクすることしよう！ 

講座やイベントのお知らせ 

主催：中区地域振興課 企画・運営：タウンピクニック実行委員会 協力：横浜シティガイド協会 

SDGｓ発見と行動が未来につながる 

【実施期間】１０月１５日（土）～１１月３０日（水） 

 今年は秋の開催となったスタンプラリー。開催期間中

は天候にも恵まれる日が多く、景品交換総数1,180個

とたくさんの方にご参加いただきました。「新しい施設

を知ることができた」「楽

しかった」「運動不足解消

になった」などの感想が

あり、中区民利用施設を

訪れたことがなかった

方々にとっても、施設を

知っていただく良い機会

となりました。 

 Wチャンス賞の抽選・

発送は1月中です。発

表は発送をもってかえ

させていただきます。

応募総数８９７件と、 

たくさんの応募があり

ました。 

【第１部】防犯マジックショー 

   講師：防犯エンターテインメント 

集団「ＧＩＦＴ」 

【第２部】防犯落語 

   講師：二代目 林家 木久蔵さん 

【警察署講話】 

 伊勢佐木警察署 生活安全課 

横浜にぎわい座 寄席de防犯 

好天に恵まれ、今年も大好評でした！ 



【日時】令和5年2月25日、3月4日、11日、18日、25日 

全5回 いずれも土曜 17：30～19：30 

【場所】中本牧コミュニティハウス 

【定員】先着10名（全5回参加できる方） 

【参加費】材料費一式として8,500円 

【持ち物】エプロン 汚れてもよい服で

【指導】なかく街の先生 吉田昇司さん 

【申込方法・主催】

2月11日(日）から電話、来館で 

中本牧コミュニティハウス

☎045(623)8483

【共催】なか区民活動センター 

【日時】１１月１３日(日）10：00～16：00 

念願のセンター祭りを4年ぶ

りに開催しました！今年の出

展者は３７団体。登録団体や

街の先生による1１種類の

ワークショップと、２３種類の

活動紹介の展示・体験を行い

ました。来場者数は約800人

で、会場は終始大盛況！ 

シニア世代をはじめ、体験や展示

を楽しむ若い世代の家族連れが

数多く来場されていました。セン

ター祭りは、幅広い世代の人々に

親しまれるイベントとして地域に

定着してきたようです。 

 出展者同士の交流もたくさん  

生まれ、様々な活動の輪が広がっ

たお祭りになりました。 

※中区民祭り「ハローよこはま」同時開催

【日 時】令和５年１月１３日（金） 13:30～16：00 

【場 所】なか区民活動センター研修室  【参加費】 無料 

【対 象】なか区民活動センター登録団体のメンバー２０名（１団体２名まで参加可能） 

【講 師】横浜市立本牧中学校校長 高橋 秀吉氏 

【申込・問合せ】なか区民活動センターへ 
（参加者名・団体名・連絡先をお知らせください） 
☎045-224-8138
Mail na-katsudou@city.yokohama.jp

事業報告 

野毛にスポットをあて、ガイドつきでぶらりと巡ります。 
その後は、横浜にぎわい座で「寄席de防犯」を鑑賞します。 

【日時】令和5年２月2４日(金) 10：00～16：00 

（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名（１８歳以上）

申込方法 ： ２月１3日（月）から電話で申込み 

申 込 先  ： 中区役所 地域振興課

☎０４５（２２４）８１３７

１回のお電話で２名様までお申込み可能 

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる場合があります。 

二代目林家木久蔵さん

団体支援講座 センター登録団体の皆さんの活動を支援します！ 

無料講座 
持続可能な活動のカタチ

参加される皆さんが所属しているまちづくりの活動、趣味の団体・サークルなどを、より居心地の良い 

意義のある場とするため、ファシリテーションを活かした場づくりの方法を学びませんか？ 

講師 本牧中学校校長 

高橋秀吉氏 

ファシリテーションによってお互いが遠慮なく意見を出し合える

環境がつくれれば、チームの結束力がまします‼ 

弦楽器製作のプロに教わる 
キットを使ったウクレレ作り
土曜日の夕方、ウクレレ作りに集中してみませんか。 

キットを使ったウクレレ作りなので全5回で完成します。

作ったウクレレは演奏できます。希望者には託児もあります。 

～手織りワークショップ～ 

コースター＆ミニタペストリー 

【日時】令和5年1月22日（日）、2月5日（日） 全2回

いずれも13：00～15：30 

【場所】本牧地区センター 

【定員】先着10名 

【参加費】2,500円（2回分毛糸代・織り枠付） 

【持ち物】室内履き（スリッパ可）・はさみ・筆記用具

【指導】なかく街の先生 手紡ぎ・手織り工房アルムKayoさん

【申込方法】1月11日(水）から電話、来館で

【申込先】本牧地区センター

☎045(622)4501

【主催】本牧地区センター 

【共催】なか区民活動センター 

織り機枠は持ち帰りです。

織り方のコツを覚えたら 

何度でも作れます。

吉田ヴァイオリン工房 吉田昇司さん 
イタリア国立クレモナ国際弦楽器製作学校
卒業。今までにヴァイオリン約85丁、チェロ
約25丁を製作。 

ワクワクすることしよう！

講座やイベントのお知らせ 

主催：中区地域振興課 企画・運営：タウンピクニック実行委員会 協力：横浜シティガイド協会

SDGｓ発見と行動が未来につながる 

【実施期間】１０月１５日（土）～１１月３０日（水） 

 今年は秋の開催となったスタンプラリー。開催期間中

は天候にも恵まれる日が多く、景品交換総数1,180個

とたくさんの方にご参加いただきました。「新しい施設

を知ることができた」「楽

しかった」「運動不足解消

になった」などの感想が

あり、中区民利用施設を

訪れたことがなかった

方々にとっても、施設を

知っていただく良い機会

となりました。 

 Wチャンス賞の抽選・

発送は1月中です。発

表は発送をもってかえ

させていただきます。

応募総数８９７件と、 

たくさんの応募があり
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【第１部】防犯マジックショー

講師：防犯エンターテインメント 

集団「ＧＩＦＴ」

【第２部】防犯落語 

講師：二代目 林家 木久蔵さん

【警察署講話】

伊勢佐木警察署 生活安全課 

横浜にぎわい座 寄席de防犯 

好天に恵まれ、今年も大好評でした！ 



【日時】令和5年3月11日(土） 13：30～16：30 

【会場】なか区民活動センター 

【費用】500円 

【対象】スマートフォンで電話やメール、 

文字入力できる人 先着15名 

【内容】中区防災担当者からの防災講話、 

防災アプリ体験、災害時に便利なスマート 

フォンの使い方体験 

【申込】2月11日(土）から 
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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） 

4ｐ 

開 館 
時 間 

なか区民活動センター情報誌 ２０２３年 

●お知らせとイベント 

 ・センター祭り 

 ・中区民祭り『ハローよこはま２０２２』 

 ・中区民利用施設スタンプラリー 

●講座やイベントのお知らせ 

 ・第10回中区多文化フェスタ 

  ・多⽂化共⽣ボランティア入門講座 

●事業報告              

 ・マジックライブ 

 ・胃がん患者の会懇談会 

●センターからのお知らせ  

 ・団体支援講座のご案内 

 ・なかく活動ガイド掲載募集 

 ・団体登録更新 

●展示コーナー 

「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5年1月15日(日)・ 2月19日(日) 

 

なか区民活動センターマスコット もなか 

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。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？ 

令和５年4月以降の参加団体を絶賛募集中です。

11月 フォト四つ葉 
12月 横浜栄写会 

展示コーナー 
 

センターホームページ
では、展示作品を動画
で公開しています。 
ぜひご覧ください！ 

 ⌘ 1月 スケッチララの会 ⌘ 2月 横浜わんニャンの会 

●お知らせとイベント 

・多文化共生のまちを考える 

・スマートフォンの使い方講座 

・中区タウンピクニック  

・キットを使ったウクレレ作り 

・手織りワークショップ 

・団体支援講座ファシリテーション講座 

●事業報告  

・なか区民活動センター祭り 

・中区民利用施設スタンプラリー 

・なか区ブックフェスタ         

●センターからのお知らせ  
 ・4月からの開館時間変更 

●展示コーナー 

開館時間変更のお知らせ 

春浅し 梅にうぐいす 

事業報告 

【日時】令和５年１月２２日（日） １４：00～1６：00 

【会場】なか区民活動センター   【費用】無料 

【対象】多文化共生や地域づくりまちづくりに 

     関心のある人  先着３０名 

【募集】【内容】講演とグループワーク 

【講師】白濱 小惠子先生 

 日本語支援拠点施設「ひまわり」 

 日本語支援アドバイザー 

（横浜吉田中学校主幹教諭）  

【主催】かながわコミュニティ学習支援実践研究会  【主催】PCサポート隊ハマボラ 

なか区ブックフェスタ連携イベント 

【開催日】11月１9日(土） 【参加者】親子10組17名  
  

製本の仕組みを学び、思い出の写真にそれぞれ好みの
表紙を作って本の形にしました。表紙や中身をシールや
イラスト、古切手等でコラージュして色とりどりのフォト
ブックが出来ました。参加した 

子供達や保護者も大満足でした。 

誰でも製本の仕方を簡単に学べ 

るように、センターホームページに 

動画を公開予定です。 

▲出来上がったフォトブック 

▶
製
本
の
撮
影
・編
集
は 

動
画
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の 

「動
画
ク
ラ
ブ
」の
皆
様 

◀
講
師
の
髭
白
さ
ん 

日本語を母語としない「外国につながる子どもたち」に 

私たち大人は何をすべきか、何ができるのかを考える。 

誰もが暮らしやすい地域をめざし 

多文化共生のまちを考える 
スマートフォンの使い方講座 

安全な場所に
行くために、 
スマホで安全
確認してね‼ 

「災害時にスマホを使った：73.3％」という調査結果 

もあり、非常時にスマホはとても有用なツールです！ 

月曜～金曜     ９時～21時 

土曜･日曜・祝日  ９時～17時  

※第３日曜日は休館日 

土曜・日曜・祝日は17時閉館となります。

研修室、ミーティングエリア、印刷室等の 

ご利用は16時45分までとなります。 

ご理解よろしくおねがいいたします。 

なか区民活動センターは 

写真愛好家同士の親善を
心掛け、写真技術の向上と
楽しい会話をしています 

撮 影・勉 強 会 を 通 し て 
自 身 の 技 術 の 向 上 と 
健康保持をしています。 

～3.11に防災アプリを体験しよう～ 

↑申込は 

上記2次元コードで 

（変更前：土曜21時閉館） 

「なか国際交流ラウンジ」の 

開館時間も4月に変更します 

   毎日 9時15分～17時 

mailto:na-katsudou@city.yokohama.jp
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