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〒225-0024青葉区市ケ尾町 31-4(青葉区役所 lF)

TEL:978-3327    FAX: 972-6311

E´メ‐一ル :ao―machikatsuOcity.yokohama,jp

〈開所時間)月 曜～金曜 8:45～17:00 第2.4土曜 9:00～ 12:00

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

区民活動支援センタ 匝□ホームページ

2019年  12月 第 9号
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議文鰤瘍重ス :窮 費轟董
区内で元気に活動 している団体の皆さんの活気と日頃の成果をぜひご体験くださ

い。一緒に活動する仲間も募集していますG

2019年 12月 11日 (水)14:○○～ 16:○○ (13:30開場 )

青葉区民文化センター フィリアホール

(青葉台東急スクエアSouth-1本 館 5階

東急田園都市線「青葉台駅」下車 3分 )

予約不要 入場無料 途中出入自由

問合せ :青葉区区民活動支援センター

〈今月のまち活ギヤラリー〉

【12/2(月 )～ 12/27(金 )】

「区民活動支援センター事業

紹介」

・交流センターまつり、まち活

フェス in青葉台参加団体紹介

・まち活カフェ紹介

(今月の団体紹介パネル)

「語学・国際交流」関連団体
【出 演】

参ケワイアS:e:o<ゴスペル>
響ミュー響尭ル十一クル黄素

<ミュージカル>
響青葉鈴詠奎 <詩吟>
鬱ふるさを具嚢う予ブ <民謡>
警ハーモニックデォイシズ

<ゴスペル>
豊ハー参考 フラ オ

マ尭ナニケア郵翼<フラダンス>
響横浜オーバーガールズ

<オリジナルソング>
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〈今月のFMサルース〉

「なしかちゃんコーナー」

【12/10(火)11:05頃～】

「ハーラウ フラ オ マカナ

ニケアロハ」

本場ハワイ直輸入のフラを学ん

でいます。区内中心に活動。

講 区民企画運営委員養成講座「みんなの 力で講座 をデザインしよう :」

__γ企画の立【方と仲間■く_り のコツを学びます～ (全 6回 )

区民主体で講座を企画・運営するノウハウを身につけます。活動している人や何かを始めたい人、講座の企
画作 りを通 して地域や人とつながりの輪を広げてみませんか。

◆会場 :青葉区役所会 ◆時間 :10時～ 12時

◆募集人員 :20人 (うち保育5人予定 1歳以上の未就学児) ※原則全国参加 ※初めての人優先

◆申込み :ホームページ
1董葉区生涯学習講麗1慶:国か FA× に次の内容を記載して送付のこと

①講座名「みんなの力で講座をデザインしよう !」  ②氏名・フリガす・年代    ´■1‐

③郵便番号・住所。電話番号 ④応募動機 ⑤保育の有無   スマートフォンはこちらから

※保育希望者は子どもの氏名・ フリガナ・ 生年月日・ 性別を記載。当日保育雑費 (600円・全国分)

◆締切り :1月 10日 (金)必着 (応募多数の場合は抽選)

◆間合せ・ 申込み先 :青葉区地域振興課 文化・ コミュニティ係  TEL:978-2295 FAX:978-2413

回 日 程 タイ トル 講 師

1月21日 (火 ) みんなと学ぶ場をつ<ろう 有元典文氏 (横浜国立大学教育学部 教授 )

2 1月28日 (火 ) お互いを知 り合おう 青葉区地域振興課

3へ′6 2月4日 (火)18日 (火 )

25日 (火)3月 3日 (火 )
企画を立ててみよう 竹迫和代 氏 (参画 は ぐくみ工房  代表 )

|セ ンターからのお知らせ
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籍青葉区民まつ り 2019 11月 3日 (祝・ 日)

青葉区民まつり2019は、5万 7千人の来場者で終日盛 り上がりました。

区役所 1階にある区民活動支援センターでは、「まち活ひろば みんなで

あそぼう !」 をテーマに、“315田 奈将棋クラブ"の将棋体験コーナー、

“青業区冒険遊び場づくりの会''のベーゴマや木エワークショップ、ダン

ス、“市ヶ尾ユースプロジェク ト"の ミサンガ作 り、ひらめきゲーム、“チ

ームA00BA(青葉台地域ケアプラザと大場地域ケアプラザ合同チーム)

のバルーンコーナー''で終日にぎわい、多くの人たちに出展団体の活動を

知っていただくことができました。 (SW) たくさんの人に楽 しんでいただきました。
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■≡ 第 15回 区民交流セ ンターまつ り 11月 23日 (祝・土)

今年も「田奈から広がる地域の和 口世界のわ」をキャッチフレーズに新 しい出会い、つながり合 うまつり

を目指して開催 しましたが、あいにくの雨模様で急邊、舞台発表を屋外舞台から会議室に変更し行いました。

それでもたくさんの人にお越しいただき館内は熱気であふれていました。あかね台中学校吹奏楽部の演奏で始ま

り、日体大生 30人による力みなぎる「エッサッサ」で盛り上がり、活動団体の練習成果を発表していただき地域

の力が集結した 1日 になりました。模擬店も雨の中出店していただき、青葉国際交流ラウンジによる催し、リユー

ス文庫配布、骨密度や血管年齢測定などが行われ、多文化交流など多くの来場者がイベントを楽しみました。

ご協力いただきまし

たみなさまありがとう

ございました !(T)

雨天でも大盛況で した i

:議

デ
:「

第 10回 まち活カフェ」を開催 します。テーマは『国際」です。

国際交流や多文化共生等に関心のある人がワイフイ集まり、コーヒー片手に意見交換や

交流をしますc関心のある人、何かを始めたい人、繋がりたい人お気軽にご参加ください。
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【日時】12月 19日 (本)10:00～ 12:00 【場所】区民活動支援センター (区役所1階)参加費 :50円

【ゲストスピーカーI NPO法人横浜青葉国際交流の会(青葉国際交流ラウンジ)小池 由美さん、
T‐ GAL 金子恵美子さん、ハナソタマ 三枝 初子さん
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4年末年始のお知らせ

【区民活動支援センター】12月 28日 (土)午後 ～1月 5日 (日 )は休所します。

【区民交流センター (国奈)】 12月 29日 (日 )～ 1月 3日 (金)は休館します。

また、12月 28日 (土 )、 1月 4日 (土)は 17時に閉館します。

図書取次サービスは 16時 45分 まで、会議室利用は午後① (12時～15時)ま でになりますので、ご注意ください。

主 編集後記 _
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12月 に入 り、本格的な冬の寒さを感 じるよう|こ なりました。それでも青葉区の皆さん

は元気いっぱい活動 しています。今月も発表や講座がたくさん催されます。暖かくして

ぜひご参加ください。 (SJ)
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【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 :

|…

~~・ ‐・ ・ ・ ・ "… … ・ ・
…

…
… …

1

1護 ち活 Reporti


