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あの手この手で考えて、あの手この手で問題解決！

この

あの手この手のマークの間のＳはsolution（解決）のＳです。

第104号 2016年３月10日発行
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大和市民活動センター［拠点やまと］

「世界と平和」 上和田小学校６年浜田歩美さん（ペルー）
今年度の表紙は「やまと国際フレンドクラブ（ＩＦＣ）」主催の
＜やまと国際アートフェスタ＞入賞作品を掲載しています。
今号は、昨年１１月に開催された第８回のアートフェスタで
「インターナショナル賞」を受賞した作品です。

２０１６

３月号
▲大規模緑地のひとつ中央林
間自然の森（つるま自然の森)

浜田歩美さんのメッセージ
「お母さんは赤ちゃんを愛しています。お母さんを世界の
人々、赤ちゃんを地球と考えて描きました。お母さんが赤
ちゃんを愛するように、人々が地球を愛していけば世界が
平和になると考えて描きました。」

３月12日(土) 13:00～
補助金公開プレゼンテーション

３月13日(日) 13:30～
まちづくりワークショップ＆交流会

平成28年度「大和市市民活動推進補助金」対象事業

「気づき・出会いから“新たな活動”を」テーマとした「ま
ちづくりワークショップ」。最終回の今回は、参加者の提
案による議題をテーマに 学校の時間割のような表をつく
り、希望の分科会に何回か参加できる「パズルミーティン
グ」を行います。今回が初参加でも全く問題ありません。
すでに活動をされている方の参加や提案も大歓迎。今回は
登録団体交流会も兼ねて行われ、仲間を増やす絶好の機会
でもあります。会場は勤労福祉会館ホールですが、終了後
は居酒屋で希望者による懇親会も行います。事前準備の関
係上、お申し込みのご連絡をいただけると助かりますが、
当日参加もＯＫ。お誘い合わせのうえ是非お越しください。

の募集に対して、事業補助の「はぐくみ」に２団体か
ら応募がありました。実際に公開プレゼンテーション
に参加するのは「ハウスメンテの担い手育成」事業を
提案するハウスメンテ大和１団体です。この団体は、
26年度は団体補助の「めばえ」を受け、28年度はそ
の成果を活かし、より活動を広げるために「はぐく
み」に申請しています。そのプレゼンテーションを、
勤労福祉会館３階ホールにて開催します。どなたでも
見学できますので、お気軽にお越しください。

共育セミナーからひろがる可能性

「居場所」見学ツアーを実施します。
今年度３回シリーズで開催している「まちづくりセミナー」。すでに
「コミュニティカフェをやりたい！」「こども食堂をはじめたい！」と
いった声も出てきています。こうしたある意味「居場所」を求める声は、
近年あちこちで聞かれます。

５月10日（火）
５月23日（月）

そこで、こうした想いを形にしていくために、「居場所」が多数ある希
望が丘の見学ツアーを実施します。偶然ですが、希望ヶ丘駅（相鉄線／
横浜市旭区）の南側には、個性的な「居場所」が４カ所もあるのです。
具体的な先進事例を見学すれば、きっと夢やイメージもひろがります。
そこで得られた気づきや出会いが、新たな活動として具体化していくこ
とを期待しています。
なお、寄付された衣料・雑貨を販売し、アジアの途上国を支援している
「ＷＥショップ」もすぐそばにあるため、あわせて見学します。東京・
神奈川になんと55店舗も展開している、これも先進事例です。
同内容で２回実施しますので、都合のいい日を選んでご参加ください。
多くの方のお申し込みをお待ちしています。

第７０回
共育(ともいく)セミナー
です。

２回開催・同内容
13:30～16:30
ミニ知識：1948年に設置され公募で名称
が決まった「希望ヶ丘駅」。地名はこの
駅名に由来しています。その後、1961年
に新町名が決 められた とき に 「希望が
丘」表記が登場。駅・高校・施設など、
この時よりも 以前に設 置さ れたものは
「希望ヶ丘」のまま、それ以後のものは
「希望が丘」となっているようです。

↓４カ所の「居場所」を 比べてみました。
名称

➀Mana House

②コミュニティ工房クリエ

③希望(キボ)カフェ

④ハートフルポート

開設

2014年11月

2013年９月

2014年1月

2014年６月

スタイル

シェアキッチン

ＤＩＹレンタルスペース

コミュニティカフェ

コミュニティカフェ

内容

レンタルキッチン。
食のイベントも開催

男の居場所がコンセプト。
家のメンテ講習会など開催

手工芸教室を多数開催
レンタルBOXも設置。

ランチ充実。音楽イベン
トなども開く自宅カフェ

休日

月曜日

木曜日

日曜日・祝日

水・土・日曜日

駅から

徒歩２分

徒歩３分

徒歩４分

徒歩10分

住所

旭区中希望が丘102
プライムビル2F B

旭区中希望が丘106-17
ガイドビル1F

旭区中希望が丘93-10

旭区南希望が丘58

電話

045-744-8603

045-459-6358

045-465-4169

045-777-8159

会費：無料（イベント行事保険付）
対象：どなたでも参加できます。
申込：先着順
定員：各回20名
締切：定員になり次第締め切ります。
集合：相鉄線 希望ヶ丘駅 改札口
13:15～13:25 集合
※全行程を徒歩で移動しますが、計1.5km程度です。
雨天でも決行しますが、荒天時や相鉄線が動かない場合
は中止します（不明時は当センターにお電話ください）。

お気軽に！
定例相談日

●タイム・スケジュール
13:30 出発（来ない方は待たずに出発します）
13:35 WEショップ旭（20分）
14:00 ➀Mana House（30分）
14:35 ②コミュニティ工房クリエ（30分）
15:10 ③希望(キボ)カフェ（30分）
15:50 ④ハートフル・ポート（30分）
16:20 終了・現地解散
※希望者は17:00まで懇親・交流タイム

●お問い合わせ・お申し込みは、
当センターまで（TEL 046-260-2586）。

◆市 民 活 動 相 談＝３月14・28日(月)・４月11日(月) ※毎月第２・４月曜の10～17時
◆ボランティア相 談＝３月12・26日(土)・４月９日(土) ※毎月第２・４土曜の10～17時
◆パ ソ コ ン 相 談＝３月８・22日(火） ４月12日(火)・※毎月第２・４火曜の14～17時
※予約不要ですが、事前に電話予約していただいた方が、お待たせすることもなく確実です。

「あの手この手」新年度リニューアル企画

「市民活動にこの人あり」「スタッフのつぶやき」
次号105号からは2016(平成28年)度。「あの手この
手」も新年度にふさわしくリニューアルします。表紙
は「やまと子ども絵画大賞」の入賞作品を、なるべく
季節に応じて1年間掲載します。4面にあった連載もの
「大和の森・公園シリーズ」は今号で終了し、新たに
「市民活動にこの人あり」という新シリーズを、中面
（３面）に移し掲載します。団体ではなく、主に人に
フォーカスして、その人が活動を始めたきっかけや、
続けてきた想いなどをクローズアップしていきます。

そして「大和の森・公園シリーズ」があった４面下に
は、市民活動センタースタッフ７人と、市民活動課の
担当２人の９人全員が、毎月、感じたこと・思ったこ
となどをひとことずつ綴ります。題して「スタッフの
つぶやき」。長らく掲載していて好評だった「熱血編
集後記」をゆるくリニューアルし復活します。新年度
はより「顔が見える関係」を紙面でも強めていきたく
思いますので、よろしくお願いいたします。次号から
の新年度「あの手この手」にどうぞご期待ください。

一緒に歌って踊って楽しめる

YAMATO映画祭2016

やまと国際交流パーティー

第６回ショートムービーコンテスト 上映会

毎年この時期に開催しているやまと国際交流パーティー。大
道芸やモンゴル舞踊など、さまざまなステージが楽しめます。
また、タイ・フィリピン・中国・アメリカ・フランス・イタ
リア・ペルーなど、各国のおなじみの料理はもちろんのこと、
ちょっと珍しい料理やスイーツも味わえます。

大和をロケ地にさまざまな切り口で創り上げた５分間の
ショートストーリーが20本集まりました。地元愛あふれる魅
力満載の力作14本を一挙上映し、グランプリも発表します。

日時：３月19日（土）13:30～16:30（開場13:00)
会場：大和市勤労福祉会館 3Fホール
会費：大人1000円、子ども500円
主催・申込：やまと国際フレンドクラブ
TEL 080-5451-0432（留守電）
MAIL info@ifc-yamato.com

日時：３月26日(土) 13：00～16：00（開場12:30）
会場：渋谷学習センター 2F 多目的ホール
※小田急江ノ島線 高座渋谷駅 西口前 IKOZA
会費： 無料・予約不要（直接会場へ)
主催：大和市イベント観光協会
さがみの国大和フィルム・コミッション
TEL 046-260-5799
※詳細は「大和市イベント観光協会」で検索

清掃活動の年間予定が決定

４月の「手しごと市」

引地川を一緒にキレイにしませんか？

商店街フリーマーケットと同時開催！

引地川水とみどりの会では、2004年から引地川の清掃活動
をしています。本年度は草柳地区９回、上草柳地区３回、計
12回の活動を予定しています。市の内外を問わずどなたでも
参加できますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

手作り品などを展示・販売している毎月恒例の「手しごと
市」。原則として毎月第２土曜日に開催していますが、４月
は高座渋谷駅の西口商店街のフリーマーケットにあわせ、第
１土曜日の４月２日に開催します。手作り品の出店を希望さ
れる方も募集していますので、ご希望の方はご連絡ください。

日程：４月２日(土） 雨天時4/９(土) 草柳
４月17日(日) 雨天時4/24(日) 草柳
※アースディクリーンアップ
５月７日(土) 雨天時5/14(土) 草柳
５月28日(土) 雨天時5/29(日) 上草柳
※大和市一斉清掃日
６月18日(土) 雨天時6/25(土) 草柳
７月９日(土） 雨天時7/10(日) 上草柳
７月30日(土) 雨天時7/31(日) 草柳
※中高生夏休みボランティア体験
８月27日(土) 雨天時8/28(日) 草柳
９月10日(土) 雨天時9/11(日) 草柳
10月16日(日) 雨天時10/23(日) 上草柳
11月19日(土) 雨天時11/26(土) 草柳
※大和市市一斉清掃日
12月３日(土) 雨天時12/10(土) 草柳
区間：草柳は、大下さくら橋～厚木街道トンネル
上草柳は、相鉄線トンネル～東名高速トンネル
集合：9:00までに草柳自治会館前／草柳３号橋際(要申込)
注意：肌の露出が少なく汚れても濡れてもよい服装・履物で。
帽子着用。必要なら着替え持参。長靴禁止。貸靴あり。
清掃用具は会が準備。終了予定は13:00。
申込：引地川水とみどりの会事務局
TEL 046-264-8957 FAX 046-263-0698
MAIL info@hikijigawa.com

日程：４月２日（土）10:00～14:00
会場：高座渋谷駅西口ツルハドラック北側の空き地
主催：食のアトリエ・(株)ニッコー
問合：TEL 046-264-7434（小宮山）

２月27日（土）／晴れ
2011年7月から被災地の緑化を
通して復興支援活動を始めた
「チームしらかし華の会」。
宮城県女川の桜並木の根元に
泉の森で挿し木したアジサイ
を植え続け、一方女川の「大
漁桜」２本をプロムナードの
一角に植えていました。「その桜がやっと咲いた」と感
激の知らせがセンターに届きました。１本は郷土民家園
に移植されましたが、もう１本の行き先が未定とのこと。
せっかく根付いて花を咲かせたので、桜の声も聞きつつ
みんなが見られ場所に移植されることを切に望みます。
追記：本紙入稿日の３月４日、もう１本はふれあいの森
の草柳広場に移植が決まり本日作業中と立ち寄ってくだ
さいました。末永く愛され花を咲かせてほしいですね。
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ＦＭやまと

朝ラジ☆ホッとスクランブル
大和市民活動センターだより

第1.3.5(火)9～10時

77.7 ＭＨｚ

『やまとっこ☆みつけた』

再放送 15時～、21時～
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★
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トスタジオみどり」のみどりママこと足立原さんと、お客
端で、なかでも龍の宮彫りに着目。その不思議な魅力に取
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さまの相馬さんの二人が出演しました。相馬さんがいくつ
りつかれ、調べていくと県内各地に多数あることを発見。
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かのゼミに参加して、みどりママにも勧めたことがきっか
「鎌倉・江ノ島八龍」「藤沢九龍」「大和十龍」（「登
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けだったとのこと。「今回、長年の夢であった外国人に着
龍」をかけて「とうりゅう」と読む）「海老名十一龍」を
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つ
物を着せてあげて、日本の文化を知ってもらい交流ができ
見つけ出し、江ノ島から大山阿夫利神社までの「龍の道
け
たらとの思いから参加しました」といきいきとした表情で
53カ所めぐり（ドラゴントレイル）」を計画しています。 た
★
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語るみどりママ。前回の『おしゃれ教室』に参加した相馬
すでに近畿日本ツーリストを通じて「鎌倉八恋龍めぐり」
ま
さんは「シャンプー・トリートメント・顔のマッサージの
「鎌倉・江ノ島八龍めぐり」のモニターツアーも実施。３
と
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れを習えたことが嬉しかったです」と笑顔で話されました。 展と講演会を準備中。「この新しい日本の文化財を外国に
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すかさずみどりママが「頭皮には睡眠と栄養なんです」と
も広く発信したい。そのために、英語版のホームページを
け
自信たっぷりに話されたのが印象的でした。「『まちゼ
作成したい」と上田さんは意欲を語られました。来る東京
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＜３月の出演団体＞ ※出演希望の団体を募集中！ 詳しくは当センターまで。
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間や晃風園などでのボランティア活動
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について、その体験や感じたことなど
と
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大和市の森・公園シリーズ／最終回
これまで右表の通り11回で13の森・公
園をご紹介してきましたが、一口に森
や公園といってもさまざまです。市内
には、都市公園法にもとづく「都市公
園」としては、市民全員を対象とした
２つの総合公園(表の⑦⑪)、４つの近
隣公園(➀など)、174の街区公園、４
つの都市緑地(③⑫など)、都市林(⑤の
「みどりの森」)があります。市による
と、同じ公園でもより適正に管理でき
るように「都市公園」を積極的に増や
しているとのこと。他には、7つの大
規模緑地(④⑩⑬の他、中央林間自然の
森[旧称:つるま自然の森]、谷戸頭・谷
戸緑地、上和田境川緑地、下和田境川
緑地）や民有地を活用した18の「緑の

広場」など多数あります。こう見てく
ると、大和市は森・公園が多く感じま
すが、航空写真で調べる緑に覆われて
いる緑被率では、2006年と多少古い
データながら31.2％。横浜市全域と同
時期で比較してわずかに高い程度です。
都市公園1人当たりの面積では、大和
市は人口密度が川崎市・横浜市に次い
で高いため、逆にかなり下位になって
しまいます。しかし「若みどり」を市
のシンボルカラーとし、水源のある泉
の森やふれあいの森などを観光資源と
して打ち出し、ボランティアを初めと
する多くの緑地保全活動にも支えられ、
大和市は、森と公園の豊かな市として
のイメージが生まれているのだなと感
じました。年々減っていく緑。名実と
もに、末永く守っていきたいものです。

４月号／➀やまと公園
５月号／②泉の森・③ふれあいの森
６月号／④上和田野鳥の森
７月号／⑤宇都宮記念公園
８月号／⑥緑野青空子ども広場
（中央林間ツリーガーデン）
９月号／⑦引地台公園・⑧やまと冒険の森
10月号／⑨なかよし公園(山王塚公園)
11月号／⑩深見歴史の森
12月号／⑪大和ゆとりの森
１月号／⑫多胡（たご）記念公園
２月号／⑬久田（くでん）緑地
まもなく始まる電力全面自由化。
料金のことばかり注目されますが、
大切なのは「電源特性」、つまりどう
やってできた電気かということ。エコな
電気はまだまだ供給が少ないものの、
秋まで待てば選択枝はもっと広がり
そうです。(と)

大和市民活動センターは「大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例」に基づいて設置されています。

「あの手 この手」 第104号 発行日：2016年 ３月10日
大和市民活動センター ＜開館：月～土 9：00～18：00＞
〒242-0021 大和市中央 1 – 5 - 1 （大和駅南口より徒歩２分）
※祝日も9：00～18：00で開館しています。
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