
夏本番を迎えました。今夏は身近な都筑の自然

を感じてみませんか。五感がリフレッシュされ、

新たな発見がきっとあります。

（詳細は裏面記事参照）
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問い合わせ・講座申込み先

都筑区民活動センター
横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1都筑区役所1階

045-948-2237

tz-katsudo@city.yokohama.jp

都筑の自然満喫！

公園

緑道

茅ケ崎公園自然生態園

7月22日(木)9時～14時

昆虫標本づくり

7月31日(土)9時20分～11時

昆虫探偵団「バナナトラップ」

木に仕掛けたバナナトラップに

どんな昆虫が集まるか調査しよう

8月28日(土)９時20分～11時

昆虫探偵団「セミの抜け殻」

今夏は自然を感じてみよう！

都筑の身近な自然のイベントを厳選！
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イベント内容は中止・変更になることがございます。

最新情報はホームページ等でご確認ください。

協力：令和2年度市民ライター養成講座

受講生(令和3年度縁ジンサポーター)
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茅ケ崎公園

鴨池公園

山田富士公園

徳生公園

山崎公園

都筑中央公園

川和市民の森

池辺市民の森

緑道沿いに昆虫や

ザリガニがいるか

もしれないから

探してみよう♪

徳生公園には

カワセミも！

都筑里山倶楽部

7月24日(土)18時～21時

夜の昆虫観察会

8月22日(日)10時～12時

親子里山体験

竹林の手入れや竹細工作りなど

水と緑の散策マップ

はおすすめです。

区役所１階売店で

売ってるよ(200円)。

昆虫等の大量採取や市民の森(私有地)

などでの採取は禁止されています。

お願い

お申し込み、詳細のお問い合わせ等は直接下記まで

★茅ヶ崎公園自然生態圏 045-945-0816 
★都筑里山倶楽部 045-941-0987
★鴨池公園こどもログハウス 045-942-1569
★勝田小学校コミュニティハウス 045-592-1877

鴨池公園こども
ログハウス

8月20日(金)～23日(月) 

9時30分～11時45分

13時～16時

オリジナルキーホルダー作り

間伐材を使ってキーホルダー

を作成

勝田小学校
コミュニティハウス

７月31日(土)

10時～11時30分

不思議な発電機を作ろう

自然の力で電気を起こす

発電機を作ろう

持ち物有(空ペットボトル

など要問合せ)

イメージ

勝田小コミハ



都筑区民活動センターの広報誌「縁ジン」を一
緒につくる市民ライター養成講座が6月8日から
スタートしています。講座で学び、取材して書
いた記事は10月号、1月号に掲載します。

日程 内容 講師

6/8(火) 講座ガイダンス 区民活動センター

6/15(火) 取材の楽しさ・取材の基本 北原まどかさん

6/22(火) 取材先を探す➀ 区民活動センター

6/29(火) 文章の書き方 北原まどかさん

8/3(火) 記事を推敲・添削する 北原まどかさん

9/28(火) 取材先を探す➁ 区民活動センター

11/9(火) 記事を推敲・添削する 北原まどかさん

今後の予定

7/16 施設サポーター

9/17 情報ボランティア

11/19 スポーツ応援ボランティア

1/21 地域サロンボランティア

やりたいことをカタチにする

つづき場づくり講座

略して‥「やりカタ」講座

市民ライター養成講座

つながりカフェ

都筑こども小麦部が「小麦のお手入れと野菜の収穫体験」の活
動を5月8日(土)都筑ハーベストの畑でおこないました。
11月に種まき、2月に麦踏み、そして今回「大きくなったね」
と子ども達も歓声をあげるほど小麦は青い穂を伸ばし、力強く
育っていました。

小麦の周りに生えたスギナ等の雑草を採り、畑がきれいになっ
ていく様子をみんなで優しく見守りました。

7月25日(日)に中川まちなかマーケットで、新商品のお披露目
と販売をする予定です。
都筑区産の小麦で地域のみんなと繋がり、どんな新商品が誕生
するのか今から楽しみです。

荒井 典子(令和3年度縁ジンサポーター)

小麦の穂が青々と

転勤妻の
おしゃべりサロン

第1回 つながりカフェ

日 時：8月31日(火)10:00～12:00
会 場：区民活動センター（定員15名 + 職員）
テーマ：コロナ禍で気付いたこと、これからのこと

コロナ禍においての自分の活動やニューノーマルな生
活で見つけた楽しみ、コロナ後にやりたいことなど、
今だから聞きたい・話したいwithコロナを話題に交流
を深めましょう！

25周年でリニューアル

今年度のつづき人交流フェスタは内容をリニューアル！
都筑で活動している人たちのパネル展・ワークショップ
パフォーマンス・交流会など、参加者が楽しくなるフェ
スタを現在企画中です。

開催期間：2022年3月22日(火)～3月27日(日）予定

日 時：毎月第3金曜日 10:00～12:00

会 場：都筑区役所1階 区民活動センター

転勤族の妻の皆さんが集まって、世代を超えて気楽にお
話ができる場です。
転勤族の妻だからこそ伝わる日常のあれこれ、地方の話
など、たくさんお話して笑ってくださいね。

「やりカタ講座」シーズン２始まりました！

今年も「場づくりの教科書」著者のNPO法人れん
げ舎代表理事長田英史さんを講師にお迎えし、多
彩でパワフルな皆さんと11月まで楽しく「場づく

り」を学んでいきます！

ボランティアベース

ボランティア活動を始めたい方、ボランティアに
興味がある方、ボランティアを探している方、
どうぞご参加ください。

読む人から書く人になってみたいと市民ライター養成講
座を受講しました。わくわくどきどきの取材や記事作成
をとおして、市民ライター仲間や地域で活動されている
人などたくさんの人々との貴重な出会いがありました。
そして思いがけず、私は地域活動に参加する人になって
いました。都筑区の街と人の魅力をあなたも書いてみま
せんか。

井野 文子(令和3年度縁ジンサポーター)

昨年度受講生のコメント

5月のボランティアベースは、学習支援ボランティア
「学ぼう会」代表の柴田さんをお迎えしてお話しを伺
いました。
子育てしているお母さんたちを助けてあげたい！とい
う柴田さんの熱意から始まった学ぼう会は、ボランテ
ィア講師がマンツーマンで勉強をみてくれる、子ども
のための学習教室。活動をはじめて6年半。通ってい
る子ども達の年齢や生活環境は様々で、とてもアット
ホームだという。
「子どものために、何かをしたい！応援したい！」と
思っている方が、自分のできることや経験を活かし、
ボランティア講師として活躍できるのは素晴らしいと
思いました。

若林 瑞江
加瀬 智子

(令和3年度縁ジンサポーター)

学習支援ボランティアの会に参加しました

「学ぼう会」の活動日などの情報は
つづきの丘小コミュニティハウス
電話045-945-2949までお問い合わ
せください。

講座・イベント情報

相談

実践

ワーク

座学

日程 内容

6/5(土) オリエンテーション

6/12(土) 場づくりの３ステップ

6/26(土) 会議のやり方

9/25(土) イベント実施

10/9(土) 場づくりのリアルを見る・聴く・学ぶ

10/23(土) 組織の作り方

11/6(土) 場づくりプラン発表

日 時：5月・7月・9月・11月・1月

毎月第3金曜日 15:00～17:00

会 場：都筑区役所1階 区民活動センター

申込は区民活動センターまで

つづき人交流フェスタ


