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 主催：都筑区民活動センター

つづき⼈つづき⼈
交流フェスタ交流フェスタ

第26回第26回

2023 3/33/3 FRI～ 3/83/8WED

つづき人交流フェスタは地域で活動している人や団体の
活動発表を通じて人と人を『つなぐ』場です。
今回のテーマは　”サードプレイス”　
自分のため、人のために好きなことをする居場所が
みつかるかもしれません。

詳しくはこちら→

びとびと

～都筑でさがそう！もう一つの居場所～
サ ー ド プ レ イ ス

3/5 (日)3/5 (日)
3/3 (金)3/3 (金)

��
3/8 (水)3/8 (水)

3/4 (土)3/4 (土)



3/5（日）　10：00～ 参加対象

1 ハムちゃんとバルーンで遊ぼう
（風船のハムちゃん）

どなたでも

2
ベースカラー診断
好きな服を着てもしっくりこない　
そんなモヤモヤを解決！
（knotknot）

小学校低学年～

区民ホール
3/4  ∼3/5    ⼟ 日⽇

ワークショップワークショップ

3/4（土）　13：00～ 参加対象

1 ～チャレンジ！！食品ロス　ミッケ！～
（一般社団法人GRAF）

小学校高学年～

2 缶バッジをつくろう！
（横浜歴博もりあげ隊）

子ども向け

3
スマホを使った
天体望遠鏡の導入操作体験
（都筑天文クラブ）

小学校低学年～

区民活動センター

区民ホール 区民活動センター

3/4（土）　10：00～ 参加対象

1 かわいいマスコットをつくろう
（NPO法人日本ぬいぐるみ協会）

どなたでも

2 私らしくイラスト缶バッチを作ろう！
（一般社団法人モヤキラ）

子ども向け

3
「わが家のおかず代はいくら？」
～日本人の食事摂取基準に基づいた
目安の量からおかず代の予算を
立ててみませんか？～
（東京第四友の会あざみ野方面）

大人向け

3/5（日）　10：00～ 参加対象

1
スペイン語ミニ講座
～簡単なスペイン語を学ぼう！～
（NPO法人子どもがかける虹の森ネットワーク）

小学校高学年～

2 折紙を楽しむ
（大塩　桂子）

小学生低学年～

3 トーンチャイムリサイタル
（アレグロ・モデラート）

どなたでも

3/4（土）　10：00～ 参加対象

1 マジックを観て、覚えて、楽しみまショー！
（つづきマジッククラブ） 小学校低学年～

2 世界のコーヒーを飲み比べてみませんか？
（青木　邦夫） 中高生～

3/4（土）　13：00～ 参加対象

1
笑って楽しく元気になる
「健幸アップ体操」
（一般社団法人カノンパートナーズ）

大人
シニア向け

2 ボードゲームで遊んでみよう！
（成田　直行）

小学校低学年～

参加費
500円

参加費
100円

参加費
50円

参加費
100円

参加費
100円

参加費
200円

参加費
500円

参加
無料

参加
無料

参加
無料 参加

無料

参加
無料

参加
無料

参加
無料

参加費
400円

3/4（土）
10：00～15：00

3/5（日）
10：00～12：00

交流カフェ
”平成カフェつづく”による香り豊かなコーヒーを飲んでみませんか？

ハンドドリップで淹れるこだわりの一杯をどうぞ！（有料）

＠区民ホール

 

完売次第終了

参加
無料



団体名
（プログラムバンク登録名）

活動紹介 活動分野

おもしろ科学探検工房
横浜北１地区

日ごろ我々が実施している体験塾の工作作品を展
示。また、ボランティアスタッフ募集のため、体験
塾やボランティア募集チラシ等の活動内容の紹介を
します。

社 会 教 育

よこはま緑の推進団体
都筑区連絡会

区内の様々な場所で緑化活動に取り組む団体からな
り、年に2回花苗等を助成する他、園芸用資材の購入
支援、菊の挿し芽やミックス球根花壇の研修会を開
催。また、区内の小学校に花の球根を寄贈していま
す。

まちづくり

都筑ペット防災を考える会 都筑区内を中心に災害時のペット防災対策について
の啓発や区内イベントに参加しております。

まちづくり

都筑をガイドする会 当会の活動イベントで訪れる場所の写真や地図上の
位置、簡単な案内（説明）を付けて紹介します。

まちづくり

都筑魅力アップ協議会

水と緑がネットワークされた都筑区の魅力をアップ
し豊かな美しいまちに育てる提案を続けています。
運営する「都筑のいい景観」捕捉＆ストックサイト
と開設中の「都筑のいい景観」投票所をご紹介。

まちづくり

つづき相談窓口

区内で活動する生活クラブ運動グループ9団体で構
成。身近な福祉の情報提供、メール相談、食品の寄
付と分け合いのフードシェア、仕事探しのイベント
も実施しています。

まちづくり

つづき図書館
ファン倶楽部

魅力ある地域図書館をつくり広く市民に知らせる活
動や図書館環境の充実をめざし活動中。都筑図書館
との協働事業や見学会、学習会などを行っていま
す。

まちづくり

走らせよう！　
つづきブックカフェ
実行委員会

絵本の楽しさ・力を人と街にひろげる。車に絵本を
積んで公園や駅前、子育て拠点、高齢者施設などに
出向き、「絵本のある小さなひろば」を開設。

まちづくり

つづき交流ステーション

都筑区役所と協働で都筑区民が取材・編集・発信す
る情報サイト。  区民レポーター随時募集中です。ぜ
ひ、一緒に「人の輪をつなぎ・魅力をさがし」しま
せんか？

まちづくり

小児がん支援
レモネードパーク

【小児がんに関わる全ての方を応援したい】をモッ
トーに活動。レモネードスタンド活動を通じ、小児
がんについて周知し、患児や家族など当事者への理
解と応援を社会へ呼び掛けていく。

福 祉

NPO法人
アーモンドコミュニティ
ネットワーク

不登校等の小中学生の居場所支援と、高齢者の居場
所「アーモンドカフェ」を運営。市民対象の「傾聴
と対話研修」で、支援を担うボランティアを育成し
ています。

福 祉

都筑に薬膳を普及する会

『薬膳料理講習・試食会』又は『薬膳講話』を年に
数回実施。毎回違うメニューを参加者と一緒に作る
か、実行委員が作って試食してもらい、薬膳の基礎
に関する『薬膳講話』を実施している。“感染症に負
けないための食材選び”とか“ちょいたし薬膳素材”で
あなたも今日から健康寿命を延ばしましょう。

健 康

団体名
（プログラムバンク登録名）

活動紹介 活動分野

おはなしネットワーク　
かたらんらん

小学校や保育園、未就園児向けのおはなし会を、開
催しています。紙芝居・パネルシアター・わらべ歌
や人形で楽しいひとときを。ご依頼をお待ちしてお
ります！

子育て支援

つづきっこ読書応援団

子ども達の読みたい気持ち知りたい気持ちを高める
ために読書活動の推進と環境の改善を図りたい。子
ども達に関わりながら自分たちも楽しみ成長したい
と思い活動中。

子育て支援

TAMおやこのひろば
親子で生の舞台鑑賞や野外活動、あそびの会など、
いろいろな体験を楽しんでいます。0歳から大学生ま
で幅広い年代で交流できるのも魅力です。

子育て支援

おはなし広場

子ども達に楽しい「おはなしの世界」を届けたい。
絵本、語り、わらべ歌、紙芝居、パネル等を組み合
わせた「おはなし会」を開催。乳幼児向けは月1回、
小学生向けは中川西地区センターイベント時。親子
でホッとするひとときを！

子育て支援

グループすこやか

「グループすこやか」は会員それぞれが「できる時
に、できる人が、できる事をしよう」をモットーに
保育教育および高齢者・障がい者等の支援活動を続
けています。

子育て支援

NPO法人　H＆K

笑顔あふれる街に「地域まるごと子育て応援団」。
横浜市から助成を受け都筑区センター南に親と子の
つどいの広場「ハッピーひろば」を運営していま
す。

子育て支援

東京第四友の会
あざみ野方面

衣・食・住・家計・子どもについて、幅広い年代で
学び合っています。「婦人之友」「かぞくのじかん
「明日の友」を愛読。

子育て支援

都筑ノルディック
ウォーキングクラブ

クロスカントリ―スキ―の夏場のトレ―ニングを源
流とした新しい理想的なスポ―ツである「ノルディ
クウォ―キング」の歩き方を習得し、楽しく・健康
づくり・仲間づくりの交流をします。

スポーツ

養浩館道場

養浩館道場の最大の目標は日本の伝統文化武道であ
る剣道を通じた『人づくり』、子どもたちの『人間
力』を育てること。共に頑張る仲間と大切な居場所
があることの素晴らしさを知ってほしい！

スポーツ

横浜シャフルボード協会

シャフルボードは中高年向きの軽スポーツ。知って
楽しんで頂くために葛が谷コート（都筑ふれあいの
丘駅徒歩６分）で毎年4月の各土曜日に4回無料講習
会を行っています。

スポーツ

都筑スポーツプランナー　
竹の子会

地域の方々がスポ―ツを介し老若男女が揃って楽め
る、総合型クラブとして発足しました。現在は、バ
レ－、ハンドボ－ルを中心に活動。小学生が多く明
るく楽い雰囲気です。一度見学にお越しください。

スポーツ

一般社団法人モヤキラ

小さな一歩をふみ出せるきっかけとなる、コミュニ
ケーションの場、一緒に学べる場を創っています。
2023年、モヤキラCAFEがセンター北にオープン。
否定のない居場所づくりで活動が広がっています。

社 会 教 育

区民ホール

パネル展パネル展
3/3  ∼3/8    ⾦ 日⽔



お問い合わせ 都筑区民活動センター
住所：都筑区茅ヶ崎中央32-1　都筑区役所1階

TEL：045-948-2237　MAIL：tz-katsudo@city.yokohama.jp ホームページはこちら

団体名
（プログラムバンク登録名）

活動紹介 活動分野

つづき詩の会
あなたが読みたい詩をみんなで読もう。事前の準
備はなし。感想を話し楽しんでいます。奇数月の
第3木曜日あたりに活動しています。

学術

認定NPO法人
WE21ジャパン都筑

都筑区役所そばで、チャリティショップ「WEショッ
プつづき」を運営しているNPO。地域の方から寄付
していただいた服、雑貨などを販売して売り上げか
らアジアの女性、子供の自立を支援しています。

環 境

特定非営利活動法人
都筑里山倶楽部

循環型社会を学べる自然体験型倶楽部で、保全田畑
部会、炭焼部会、調査観察部会、親子自然体験部会
の４部会で、里山保全、環境学習、また、四季折々
の祭りが楽しめます。

環 境

一般社団法人GRAF

主に高校生が運営をしており、令和4年５月に法人
化。現在は16人(全国に在住)のメンバーで運営をし
ています。 「食品ロス」を削減するために日々活動
中。 

環 境

TIME誌を読む会

月二回集い、英語の読みはできるだけ正確に、会の
中は和やかにを心がけて25年を越えました。英語の
勉強に、地域の人々との交流に会へいらっしやいま
せんか。

国 際 交 流

つづき国際交流カフェ
実行委員会

横浜市在住の外国人が国の文化を紹介。毎年秋に区
役所１階区民ホールで、カフェやワークショップ、
多言語で絵本の読み聞かせなどを開催しています。

国 際 交 流

サッカーボールを贈る会

都筑区の皆さんからいただいたサッカーボールを世
界中の子供たちに贈っています。サッカーボールを
展示しますので、ぜひ海外の子供たちにメッセージ
を書いてください。

国 際 交 流

あいうえお つづき

都筑区と近隣区にお住まいの外国方の日本語学習の
支援をするボランティアグループ。毎週水曜と土曜
の午前中につづきMYプラザで活動しています。あな
たの居場所にもなります。

国 際 交 流

青木　邦夫
（コーヒー）

趣味が高じて資格（アドバンスド・コ―ヒ―マイスタ
―）を取りました。施施等に出向き珈琲教室を開い
ています。ハッピ―なコ―ヒーライフをご一緒に！！
をモット―に、丁寧にお教えします。

プログラム
バンク

一般社団法人
カノンパートナーズ

健康寿命延伸と介護予防を目標に笑って楽しく継続
できる「健幸アップ体操」や各セミナ―を現在８か
所で開催。センタ－南では昭和医大北部病院前のビ
ル２階で月２回第２第４水曜日午後開催中！

プログラム
バンク

プログラムバンクとは？
様々な知識・技能・経験を

地域活動に役立てたい、協力したいと
考えている方が活動のプログラムを

登録する制度です。

団体名
（プログラムバンク登録名）

活動紹介 活動分野

都筑写真倶楽部

創設24年で「写真を撮る・見る・見せるで楽しも
う」をモットーにフォトライフを楽しんでいます。
撮影ジャンルは、風景、スナップ、祭り、生物、花
火、スポーツなど多彩。

学 術

都筑天文クラブ

都筑区内で星空を楽しもうとする集まりです。区内在
住者以外の方でも参加OKです。月に１度程度の観望
会や当サイトを利用した情報交換などに参加して一緒
に楽しみましょう。

学 術

あおばぱそこん横丁

毎週水曜日、土曜日の２回、パソコンのお困りごと、
スマホの使い方など、利用料無料の「パソコン何でも
相談」と各月３～４コースの各種講習会（受講料実
費）を行っています。

学 術

チームロクマル先生

体験べントを都筑区にてハイブリットで開催。メイ
ク、折り紙など９つのブースで多くの参加者があり、
盛り上がりを見せた。それぞれのスキルを生かし地域
に貢献したいと、リアル講座を開催中。

学 術

つづきマジッククラブ

結成から２３年目。自治会、福祉施設、子ども会、小
学校などでボランティア活動を実施。毎年、都筑区民
文化祭、中川西地区センターまつりに出演していま
す。

学 術

ハッピーじゃむ

原則として、男性60歳、女性50歳以上の部員で編成
されるジャズのフルバンド。地域のイベント、ケアプ
ラザ等に「出前演奏」として音楽を通じた支援活動を
行なっております。

学 術

横浜歴博もりあげ隊

横浜市歴史博物館の応援部隊。講演会や、コンサー
ト、こどもさんとのワークショップなどを通じ、博物
館は楽しく学べ、新しい発見があり、ゆったりした憩
いの場であることをお伝えしています。

学 術

アレグロ・モデラート

コミュニティハウスやかけはし都筑で「音楽を楽しも
う」の講座を行ったり、依頼を受けて老人施設や小学
校で演奏しています、7月12日には新しく改装したみ
なとみらい小ホールで神奈川トーンチャイムフェステ
ィバルを行います。

学 術

つづきパソピア

スマホ・PCの質問・疑問個別相談対応します。①毎
月第１㈯10時～12時区民活動センタ―②毎月第３㈰
13時～17時（原則）かけはし都筑で開催。どなたで
も参加できます。講座開催の依頼なども受付中。

学 術

都筑クラブ
「星空のコンサート」

８月の最終土曜日にセンター南のすきっぷ広場で開催
しているプロの演奏家による無料の野外クラシックコ
ンサート。Vol.26は、会場の都合で最終日曜日8月
27日の開催となります！

学 術

区民ホール

パネル展パネル展
3/3  ∼3/8    ⾦ 日⽔

 
他にも楽しいブースがあるよ！
フォトスポットで撮った写真を

SNSに投稿、またはアンケートに答えると
オリジナルプレゼントがもらえちゃう！

（プレゼントは先着順）

楽しいこと

他にも！フォトスポ
ット メッセージ

ボード

クイズラリ
ー

出展団体の交流会を開催♪
 お互いの活動を知り、活動の幅をさらに広げましょう！

出展団体以外にも地域活動に興味のある区民の方も大歓迎！

3/5 ⽇

『つながるをさがそう！』
交流会

日   時：3/5（日）14：00～16：00
会   場：都筑区役所6階大会議室
対   象：つづき人交流フェスタ出展者、または
　　　   都筑区の市民活動、サークル活動に関心がある人
申   込：右にある二次元コードよりお申込みください。
参加費：無料

交流会
申込はこちら


