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毎月開催   

 団体図鑑  dantai zukan  No.2  ＴＡＭおやこのひろば 

舞台鑑賞を通して、子育てを豊かに 

ＴＡＭ（タム）おやこのひろば 

ぎりや司会を担当した子どもは、朝早くから準備を始めているのに

疲れた様子もなく、その役割を夢中で楽しんでいるようでした。舞

台鑑賞中、途中で飽きてしまう子どももいるのでは？と思っていまし

たがそんな心配は無用で、舞台に集中し、時に笑いあり時に悲鳴

あり!?の密度の濃い1時間でした。「最初は上演中落ち着きのない

子もいるけれど、鑑賞の経験を踏むことで周囲の雰囲気に合わせ

て集中できるようになるんです。」とTAMおやこのひろばの谷崎さん。

一般的な舞台鑑賞では、演者と観客に数メートルの距離がありま

すが、TAMおやこのひろばで開催される舞台は、正に至近距離。こ

れも、子どもにとっては貴重な経験です。 

舞台やイベントの運営は、お母さん達が運営委員となり、作品選び

やチラシづくり、開催準備なども行います。とても大変な作業です

が、そこには、みんなで一緒に一つのものを作るという日常では味

わえない楽しさがあるのだそうです。「現代は働くお母さんも多いし、

子ども達もたくさん習い事をしていて、みんな忙しい。子育てはイラ

イラするし、思い通りにもいかないこともあるけれど、今しかない子ど

もとの時間を一緒に楽しみませんか」と谷崎さん。読者の皆さんも

TAMおやこのひろばで、親子の楽しい思い出を作りませんか？ 

12月  
プログラムバンク一日体験講座 
定年後を豊かにおくるために(12/1) 
 
つながりカフェ 
テーマ：現役世代も地域で活躍(12/7) 
 
地域デビュー準備講座(12/7) 
 
ボランティアベースつづき 
コーヒーボランティア(12/8) 
 
縁ジンミーティング 
縁ジン大交流会(12/16) 

 
プログラムバンク一日体験講座 
着物の着付け講座(1/21) 
 
ボランティアベースつづき 
専門的な技能を活かしたボランティア
(1/24) 
 
地域デビュー準備講座(1/25) 
 
 

contents -----------------------● 
● 地域デビュー準備講座 開催中 
● 縁ジンミーティング（団体向け講座）紹介 
● WOMEN‘S MEET UP FES in 都筑 
● 合同成果発表会・区民活動補助金説明会 
● 開催レポート 
● ドイツクリスマスマーケット in 都筑2019 
● つづき人交流フェスタ 
● 縁ジンきっかけカレンダー 
● 団体図鑑 

-----------------------------------● 

親子で生の舞台鑑賞をするサークル「ＴＡＭおやこのひろば」。
この日は人形劇団ひとみ座による舞台「はれときどきぶた」を鑑
賞しました。鑑賞するだけではなく、子どもたちが裏方もやりま
す。お揃いのレインコートを着ての司会も子ども達にとっては大
舞台、大人達は成長を温かく見守る観客です。 
（詳細は裏表紙参照） 
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TAMおやこのひろばは、文化・芸術を多くの子どもに広めることを目

的に、プロによる生の舞台の企画から鑑賞までを楽しむ親子サー

クルです。“TAM”には都筑区（T）青葉区（A）緑区（M）の意味があ

り、横浜北部を中心として活動しています。 

現在の会員は、約150人。年４回、舞台鑑賞ができる「定例鑑賞

会」（通称、例会）が開催される他、仲間づくりを目的とした「遊び

会」やお祭り、お泊りキャンプもあります。9月23日には、低学年対

象の例会が開催され、人形劇団ひとみ座による「はれときどきぶ

た」の上演がありました。毎回ただ鑑賞するだけではなく、朝からの

会場準備やチケットもぎり、司会、片づけなどを子ども達が交代で

担い、一緒に舞台を作るということを楽しみます。当日、チケットも 
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今後のＴＡＭおやこのひろばのイベント 

笑福亭鶴笑の爆笑寄席～パペット落語あれやこれや～ 

 [日時]12/8（日） 14:00～ [対象] ３歳～３年生くらいの親子 

 [場所]森のようちえん めーぷるキッズ園舎（地下鉄センター北駅徒歩５分） 

■Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ■ 

 ＴＡＭおやこのひろば  e-mail：tam.oyako@gmail.com 

                 タムおやこのひろば 
 

第３金曜日 転勤妻のおしゃべりサロン 
第４金曜日 ボランティアベースつづき 
毎週金曜日 夜間開館（20時まで） 
 



東京横浜独逸学園 
住所：横浜市都筑区 
茅ケ崎南2-4-1 
Tel：045-941-4841 

WOMEN’S MEET UP FES in 都筑 
講演『習慣が人生を動かす』 

毎日の習慣をほんの少し変えるだけで、人生が面白いよ
うに展開していくという素敵なお話しをしていただきま
す。習慣を変えて人生を楽しく変化させてみませんか？
事前申込要 
[日時]3/17(火)10:00-12:00 
[会場]都筑区役所6階会議室 
[講師]川田 治さん(女性起業家専門プロコーチ) 

区民活動補助金説明会を開催します 
今年度都筑区区民活動補助金を受けた団体の合同成果発
表会と来年度補助金を希望する団体への募集説明会を行
います。関心のある方は、ぜひご参加ください。事前申
込不要 
[日程]3/14(土)9:30-12:00 合同成果発表会 
       12:30-13:30 補助金説明会 
[会場]都筑区役所6階会議室 

つづき人交流フェスタ 
都筑区民活動センターに登録している団体やプログラムバン
ク登録者が日頃の活動を紹介し、区民の皆さんと交流するイ
ベントです。この機会に様々な活動を知って、自分のやりた
いことを見つけ、体験してみませんか？ 
 
■パネル展示期間 
[日時]3/25(水)-3/30(月) 
[会場]区民ホール(都筑区役所1階） 
市民活動、生涯学習団体が活動内容を展示します。 
今年は、パネルの出来栄えを競う「パネル展コンテスト」を
3/28(土)・29(日)に開催。投票により受賞団体が決まります。
(表彰式は、3/30(月)14時～区民ホールにて開催) 
 
 

センター北駅前芝生広場でクリスマスマーケット開催 
毎年、12月最初の土日にセンター北駅前の芝生広場でクリス
マスマーケットが開催されているのは御存知ですか？８回目を
迎えるこのイベントは、「東京横浜独逸学園」（以下、ドイツ
学園）の協力により毎年開催されています。今や世界中で開催
されているクリスマスマーケットですが、発祥の国ドイツでは、
日本のお正月のように家族や学生時代の友人と一緒に過ごす心
温まる行事です。ドイツ学園によるクリスマスマーケットの
ブースは、商業的なものとは趣が異なり、ドイツ本国に近い温
かい雰囲気を楽しめます。 
ドイツ学園は明治37年に設立されたドイツ語によるインター
ナショナルスクールで、平成３年に東京から横浜に移転してき
ました。創立以来ドイツ学園として地域貢献をしてきましたが、
東日本大震災を目の当たりにし地域コミュニティの一員であり
たいと強く願うようになりました。ドイツ学園が地域とどのよ 

■ワークショップ（事前申込不要） 
[日時]3/28(土)・29(日) 
[会場]区民ホール(都筑区役所1階） 
事前申し込み不要で様々な体験ができるコーナー 
■交流カフェ 
[日時]3/28(土)・29(日)  
[会場]区民ホール(都筑区役所1階） 
コーヒーボランティアが淹れる美味しいコーヒーを飲みなが
ら、パネル展やワークショップをゆっくりご覧ください。 
■公開活動（事前申込要・一部有料） 
[日時]3/1(日)-3/29(日) 
市民活動やサークル活動を区内各所で一日体験することがで
きます。この機会に様々な活動をぜひお試しください。 
 
 

講座・イベント情報 
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うに交流していくか模索していた平成24年、日独交流150周
年をきっかけにセンター北周辺の商業施設・市民活動団体・
自治会・公園愛護会・都筑区役所と協力してクリスマスマー
ケットをスタートしました。 
今年もドイツ学園の子ども達によるコーラスから始まり、職
員、保護者、在園生と学園を挙げてグリルソーセージ、レー
バーケーゼ、ケーキ、ビール、ホットワインなどを提供しま
す。子ども向けのクリスマスメイク(1回500円)も昨年から始
まり人気のイベントの一つです。クリスマスメイクの収益は
全て地域のNPOに寄付されます。これもドイツのチャリティ
精神を引き継いでいます。「このイベントを通じた地域の
方々との交流が楽しみです。ドイツ語圏の国々やドイツ学園
を地域のみなさんにもっと知ってもらえたらと思います。」
と、ドイツ学園保護者のティルグナーさん。12月7・8日、本
場ならではのクリスマスマーケットを楽しみませんか。 

地域デビュー準備講座・開催中 
セカンドライフを考える講座です。2回目以降からの参
加もOK！お待ちしています。事前申込要 
[会場]都筑区民活動センター 

縁ジンミーティング『縁ジン大交流会』 
「つながりをつくろう」をテーマに、都筑区で活動して
いるメンバー同士が集まる交流会を開催します。都筑区
の活動や人を知って、語って“つながりをつくる日”にし
ましょう。事前申込要・託児あり(先着順) 
[日程]12/16(月) 13:30-16:00 
[会場]都筑区役所6階会議室 
[対象]市民活動団体、プログラムバンク登録者、生涯学
習サークルのメンバー 
[講師]豊田 有希さん（NPO法人CRファクトリー） 

大人の学級 終了報告 
『身近な地域でみつけた5つの居場所』 

ご参加ありがとうございました 
50代以上の女性のための講座2年目は、都筑区内で様々
な「居場所」を運営する4人の講師に、団体やサークル
の活動を始めた経緯、取り組んできた活動、これから予
定している事業などをじっくり伺いました。受講者の中
には、新しい「居場所」を見つけた方もいらっしゃいま
した。 

日時 内容 
1 11/16(土) 14:00-17:00 講座ガイダンス 
2 12/7(土) 13:00-15:00 つながりカフェに参加 
3 12/7(土) 15:30-17:00 魅力発見緑道ウォーク 
4 1/25(土) 13:00-15:00 人生100年時代をどう生きるか 
5 1/25(土) 15:30-17:00 60歳から始める新たな仕事 
6 2/1(土) 14:00-17:00 都筑で暮らすセカンドライフ 

ボランティアベースつづき 
毎月開催しています！ 

ボランティアをしてみたい人とボランティアを必要とし
ている人が集まる場所です。6月から毎月開催していま
す。1月以降もぜひご参加ください。事前申込要・当日
参加可。 
[日時]1/24(金) 2/28(金) 15:00-17:00 
[会場]都筑区民活動センター 
[テーマ] 
 

■information■ 
ドイツクリスマスマーケット 
in都筑2019 
[開催日程] 
12/7(土) 10:00-20:00 
12/8(日) 10:00-19:00 
[会場]センター北駅前芝生広場 
ソーセージやグリューワイン・ドイツ
ビールを楽しめる他、クリスマスオーナ
メントを作るワークショップも開催予定。 

■information■ 
つづき人交流フェスタ 
[開催日程] 
3/1(日)-3/30(月) 
[会場] 
都筑区役所1階区民ホール 他 
[問合せ先] 
都筑区民活動センター 

開催レポート 

スタンプラリーを同時開催。パネル展・ワークショップ・交流カフェ・公開活動の中から３つ体験しスタンプを合計3個集める
と都筑区民活動センターで記念品をプレゼント！詳細は都筑区民活動センターのホームページやFacebookでもお知らせします。 
 

縁ジンミーティングとは・・・都筑の市民活動団体や生涯学習サークルのスキルアップや交流

を目指し、講座やグループワーク、交流会を実施します。 

大人の学級とは・・・区民の皆様のニーズに合わせてテーマを設定し、次のステージを楽しく過ごすために必要な情報を知り、同じ思いの仲間をみつける講座です。 

1月:専門的な技能を活かしたボランティア 
2月:ボランティア交流会 
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