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年 11月 第 8号
センターからのお知らせ

青索区区民活動支援センター情報紙

く今月のまち活ギヤラリー〉

【11/5(火)～ 11/15(金 )】

「市ケ尾ユースプロジェク ト」

中高生と地域の人のチームに

よるまちづくり活動の展示

【11/18(月 )～ 11/29(≦≧)】

「区民まつ り」「まち活 フェ

ス」等イベント出演団体 PR

〈今月の FMサルース〉

「なしかちゃんコーナー」

【11/12(火)11:05頃 ～】

「NPO法 人

横浜青葉国際交流の会」

国際交流・外国人支援を行つて

います。今年は設立 30周年に

なります。
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″田奈から広がる地域の和・世界のわ～
~

令夢第 15回区民交流センターまつり

地域の活動団体の舞台発表、中学生の演奏や 日本体育大学研修部 「エ ッサ ッ
サ」など見どころ満載 |

国際色豊かな催 しに餅つき、綿菓子など模擬 Eが t｀ っないです=野菜や花苗
の販売、お茶席、健康チェックも、自バイ乗車体験などイベン トが盛 りだくさ
ん |お子さまから大人まで楽 しめるセンターまつ り|こ レッツゴー ||

◇開催日時 :11/23(祝・土) 10:○○～ 15:○○
◇会  場 :青葉区区民交流センター及び田奈駅前広場
◇主  催 :区民交流センターまつり実行委員会
◇間 含 せ :(事務局)区民活動支援センター な978-3327

*ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
*内容は変更になる場合がありますG

*雨天時、館外イベントは中止になる場合がありますこ
*11/22(金 )・ 23(祝・土)は 、区民交流センターの印刷機、会議室等はご利用い
ただけません^

*会議室予約業務、図書取次サービスは通常通 りに行いますこ

庫 もお見
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_リ ユース文庫ボックスに集まった寄付本 も、区民交流 :
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三センターまつりでお持ち帰りいただけます。掘り出し :
`‐ ‐ : 物もあるかも…。お楽 しみに !          :
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甦辣夢始めよう:ゼロからの場づくり
「地域にこんな場があれば」「自分に何ができるかな」・…あなたの漠然 と
した思いを 「場」につなげるヒン トが満載です。「場づくり」がイメージ
できれば、1月 から始まる区民企画運営委員養成講座もぜひご参加 ください。

◆開催日時 :12/5(木 )10:○○～12:○○

◆会  場 :青葉公会堂  2階 1号会議室

◆講  師 :長田英史氏 (NPO法人れん|ず舎代表理事)

◆募集人員 :20人  (うち保育5人予定 1歳以上の未就学児)

◆申  込 :青葉区生涯学習講座 HP [至E≡]か FA× に次の内容を記載して送付のこと

① 講座名 ②氏名・ フリガす・ 年代 ③郵便番号・ 住所・ 電話番号 ④保育の有無

※保育希望者は子どもの氏名 0フ リガす・ 生年月日 0性別を記載。当日保育雑費 (100円 )

◆締  切 :11月 25日 (月)必着 (応募多数の場合は抽選)

◆申込・間合せ :青葉区地域振興課 文化・ コミュニティ係

丁EL:978-2295 FA× :978-2413

〒225-0024青 葉区市ケ尾町 31-4(青葉区役所 lF)

TEL: 978-3327    1FAX: 972-6311

Eメ ‐一ル :ao―machikatsuCcity.yOkOhama.jp

(開所時間〉月曜～金曜 8:45～17:00 第 2.4土曜 9:00～ 12100

(休所 日)第 2・ 4土曜以外の土曜、日・祝日、年末年始 (12/29～ 1/3)

センタ区区民活ホームページ

★大切なお知らせ★

11月 23日 (祝 口土)

区民活動支援センターは臨

時休所となります。

ご理解をお願い

します。
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〈今月の団体紹介パネル〉

「語学・国際交流」関連団体
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NPO法 人入門講座 9月 26日 (本 )
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NPOについて知りたい人から設立を考えている人を対象に「NPO法人入門講座」を開催 し、約 30人が参加 しまし

た。NPOの しくみや特徴、NPOの概要についての説明のあと、NPO法人森ノオ ト理事長 北原まどかさんに設立と運

営の体験談、どんな関わり方ができるのかについてお話いただきました。

北原さんは、訪れる転機を前向きに捉え、子育て世代を巻き込むための試行錯誤など、いくつもの壁を乗 り越え

ながら、3年ごとに事業のフェーズが移 り変わってきたことや、組織においての人のかかわり方整理図を野球場に例

えるなど、ユニークでわかりやすいお話でした。NPOを法人化するにあた

り、その理由をきちんと整理し、明確な目的意識を持って臨む覚悟があれば

NPOと いう場所は社会貢献と自身の成長や、かがやける場所になることを教

えていただきました。すでに活動されている人やこれから何かを始めようと

している人にとって、一歩踏み出すきっかけになったのではないかと思いま

十 c(SM) 北原 さんのお話を熱心に聞いてい

る皆 さんc
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まち活パー トナーズ説明会 10月 16日 (水 )・ 24日 (木 )

「まち活パー トナーズ」は “知識や技術、経験を活かしたい"“ まちづくりに貢献したい"個人や団体の皆さん

にボランティア登録 していただく制度です。登録にあたり説明会を開催 し、多数の参加をいただきました。交流

会も併せて行い、参加者同士で情報交換等活発に行われま

した。まち活パー トナーズの登録は 11月 末まで受け付けて

います。ご興味のある人は区民活動支援センター窓ロヘお

出で くだ さい。 (Y)幅 広いジャンルで活動する皆さんが

ご参加されました。

還難 第 8回 まち活カフェを開催 しま した。テーマは「防災」 ! 9月 19日 (木 )

9月 は防災月間でしたので、まち活カフェもテーマは防災です。強い台風の来襲もあり、関心が高く、20人余

りの方が参加しました。まずは「伝言ゲーム」から。被災時の避難所開設について、6～ 7人伝言すると時間や場

所が微妙にずれたり抜け落ちたりし、情報を正確に伝えることの難しさを実感しました。ゲス トスピーカーから

は「大型マンション自治会の防災運営の工夫とコツ」「自助と行政の在 り方」「有事の際の高齢者・外国人への配

慮」など実際の活動に裏付けられたお話があり、参加者からは活発な質問が続きました。いざというときに役に

立つのはやはり普段からのコミュニケーション、ということでみなさん大いに納得しました。

カフェ参加の皆さん。 |ま ち活カフェは 11月 の実施はありません。次回の開催は 12月 「国際」がテーマです。 (SJ)
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食欲の秋・スポーツの秋、皆様は満喫されていますか ?

もう一つ「芸術の秋」ということで、12月 11日 (水)14時～16時に青葉

台のフィリアホールにて支援センターで活動している団体の皆さんが発

表会を行います。その名も『まち活フェス」です。予約不要。入場無料。出

入り自由です。歌・ダンス・詩吟とジャンルは多彩です。ぜひお越しいた

だき、活動団体の活気と成果を体験してください。(SJ)

【まち活】とは? 青葉のまちをさらに元気に・魅力的にするために、区民の皆さんが青葉の、まちで活き活きと活動し、まちを

活性化していただくことを目指しています。 あなたのまち活を青葉区区民活動支援センターがお手伝いします !
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