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ほどがや市民活動センター アワーズは、相鉄線
星川駅下車徒歩 4 分、保土ケ谷公会堂、図書館の並
かたびら

び、帷子川沿いにあります。「アワーズ」というの
は、「わたしたちの」という意味です。皆さんにと
っていつでも集まれるわたしたちの場、アワーズを
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Good
things

★講座・催し物情報はまかせて！
市内県内の各施設、活動グループで実施される講
座・催し物の案内を中心としたチラシを常時 300
以上配架しています。ふらりと立ち寄り手に取った
チラシが学びや活動のキッカケになるかも!？
また、活動団体の情報提供はセンター内の掲示板

紹介します。

でもご覧いただけます。アワーズホームページでも
案内していますので、こちらもご利用ください。
こんにちは。帷子
川へお散歩ついで

（http://hodogaya-ours.jp）

に気軽にお立ち寄
りください♪
by センター長

B

★「何か始めたいな」そう思ったらアワーズへ！
何か始めてみたいけど、どこに聞けばいいの…？
そう思ったことはありませんか？そんな時はぜひ
アワーズへご相談ください。アワーズ登録団体は
200 以上。学習や活動など、どういった内容のも

このチラシの中から新しい発見があるかも！

のに興味がおありなのか、何をやってみたいのか、
ゆっくりお話を聞きながらご紹介します。活動グル
ープの立ち上げや運営など、グループとして活動し
ていくにあたってのご相談も受付けています。一緒
に考えながら皆さんの次の一歩につなげます。

次のページでもアワーズの
さらなる魅力、活用法を紹介
します。

アワーズ

★地域での催し物や講座の場の応援隊！
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別途かかります）
。

アワーズでは、さまざまな知識や経験、技能・技

プロジェクター・ワイヤレスマイク、アンプ・ス

術をボランティア活動に活かしたい方々と地域の

クリーン・CD ラジカセなど貸出機材も充実。会

学習や活動の機会をつなげる「街の学習応援隊」

議や講習の時にご活用ください（利用には登録が

事業を実施しています。
「子ども会のクリスマスイ

必要です）
。

ベントに、何か子どもたちが楽しめるプログラム

製本作業や簡単な打ち合わせなどはミーティン

を考えたいんだけど…」
「地区センターで活動して

グスペースをご利用ください。予約なしでも利用

いる書道グループですが、講師が体調を崩された

できるスペースもあります。

ので、どなたかいないかな…」そんな時はぜひア
ワーズにご相談ください。

団体登録をすると、センター内の研修室（定員
15 名）、和室（定員 20 名）、ミーティングスペー

また、これまで培ってきた経験や技術を地域の活

スの予約利用が可能です。また、活動に必要な物

動の場で活かしたいと考えているアナタ！アワー

品を保管することのできるグループボックス、団

ズは地域のボランティア活動を応援しています。

体の私書箱として、またメンバー間の情報交換に

「街の学習応援隊」への登録についてぜひ一度ご

便利なレターケースも利用できます。団体登録時

相談ください。
「街の学習応援隊」は依頼者に登録

に活動内容等お聞きしながら、アワーズの機能に

者を紹介するだけでなく、お互いの力を地域の活

ついて詳しく説明します。まずはご連絡ください。

動で活かしあい、学びあう仕組みになっています。
依頼・登録時にスタッフが丁寧にお話を聞きます。 ★そして…アワーズから広がる PR の輪！
お気軽にご相談ください。

活動の PR にはぜひアワーズをご活用ください。
チラシの配架・掲示、ホームページや毎月 1 回（15
日）発行のメールマガジンへの情報掲載など、皆
さんの活動 PR にお役立てください。
もちろん、この『アワーズ』紙面も PR の場です。
年 4 回（6 月・9 月・12 月・3 月）の発行です。
講座・イベント情報、ボランティア募集の内容を
掲載していきます。ぜひアワーズへ情報をお寄せ
下さい（掲載については別途ご相談ください）。

★活動中のみなさん！活動を支える作業コーナー
も充実しています！
センターには作業コーナーがあり、印刷機・コピ
ー機・紙折り機・裁断機があります。活動 PR の
ためのチラシづくりや資料作りにご利用ください。
活動や学習に必要な情報の検索や資料の作成等が
できるパソコンも 2 台あります（コピー機・印刷
機の利用、パソコンのプリントアウトには費用が

アワーズ

講座・催し物情報
■ほどがやガイドボランティアの会

平成 28 年度 発見ウォーク参加者募集
畠山重忠ゆかりの地と帷子川に
6 月 19 日（日）
沿って歩く
水道坂から横浜唯一の陣ケ下渓
9 月 25 日（日）
谷を歩く
10 月 23 日（日） 横浜もののはじめを訪ねる
11 月 27 日（日）

本郷界隈・史跡と文学ゆかりの
地を訪ねる

【参加費】500 円
※出発・解散時間等各回【問合せ】へご確認ください。
【申込】普通ハガキまたは FAX で、参加者全員の
氏名・代表者の住所・電話番号（あれば
FAX も）を明記の上、
〒240-0006 保土ケ谷区星川 1-2-1
ほどがや市民活動センター気付（レターケ
ース No.2）ほどがやガイドボランティア
の会○月係 または FAX 339-5120
【問合せ】TEL 080-3697-8077（団体携帯）
https://hodogaya-gaido.sakura.ne.jp/
■横浜山手西洋館

フェスタ JUNE
花と器のハーモニー

16 回目を迎える「花と器のハーモニー2016」
。
花・器・人・館がつくり出すハーモニーを楽しむ
とともに、花のあるライフスタイルを提案いたし
ます（入場無料）。6 月 12 日（日）には『花育！
子どものためのフラワーアレンジメント教室』も
開催されます（定員 30 名/要予約）。
【日時】6 月 4 日（土）～12 日（日）
9:30～17:00
【会場】横浜山手西洋館 全 7 館
【問合せ】
（公財）横浜市緑の協会
ベーリック・ホール
TEL 663-5685
www2.yamate-seiyoukan.org
■海の子山の子アドベンチャー交流会
小学 4・5・6 年生のみなさん！福島県南会津郡下
郷町で山の子 50 人と交流し、自然とふれあおう！
【日時】7 月 29 日（金）～31 日（日）2 泊 3 日
【対象】保土ケ谷区在住・在学の小学校 4～6 年生
【定員】 42 名（応募者が多い場合は区子連に所属
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している子ども会の児童優先の上、抽選）
【参加費】28,000 円（区子連加盟子ども会児童）
30,000 円（上記以外の児童）
【申込み】〒240-0012 保土ケ谷区月見台 20-3
「保土ケ谷区子ども会」あて 6 月 30 日必着
※事前親睦会＆保護者説明会を行います。
7 月 10 日（日）10：00～12：00
ほどがや市民活動センター アワーズにて
【主催・問合せ】保土ケ区子連 TEL 512-2709（杉浦）

ボランティア募集情報
■森の調査や臨床整備を一緒にやりませんか？
陣ヶ下の貴重な自然を記録し、維持していくため
の植物調査や林床整備などを
行っています。参加希望の方は
お気軽にお問い合わせください。
※北部公園緑地事務所の許可
を得て活動を行っています
【問合せ】陣ヶ下愛好会 TEL 333-2571（相原）
■ アミアミクラブ

アクリルたわし作りボラ

ンティア募集
（平成28 年度保土ケ谷地域まちづくり活動補助金申請活動）

貧しくて食器を洗うスポンジも買えない海外の
児童施設等に送るアクリルたわしを作る活動です。
どなたでも参加できる国際ボランティア活動です。
【日時】毎月第 2 水曜日

14:00～15:30

【会場】三友会館（岩崎小学校斜め前）
【費用】1 回 100 円（会場費）
【問合せ】TEL 333-2358（小西）
※できあがったアクリルたわしは特定非営利活動
法人 地球市民 ACT かながわによってタイ・ミ
ャンマー・インドなどの地域の子どもや女性たち
に届けられます。
■市沢・仏向の谷戸に親しむ会

参加募集

ホタルの住み続ける谷戸の自然を見つめ、親しみ
ながら活動を 27 年にわたり続けています。
「ホタルをサポートしてみたい」と想う
“あなた”を募集しています。
【問合せ】市沢・仏向の谷戸に親しむ会
TEL 353-2258（藤川）

アワーズ

アワーズ
NEWS
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雨上がりの日に、センター周りの樹木の剪定を
ボランティア活動の一環としてご協力いただきました。

“カーリットの森”を守る市民の会は、1997 年に

の中の木々を剪定するのはまた違った発見があり

日本カーリット社の工場跡地とそれを取り巻く緑

ました。こういった街の木々もコントロールして、

地の貴重な自然が破壊されるのを止めようとして

住環境を守ることも大切だと感じました。手入れ

結成されました。この大切な森が末永く守られるよ

をしないと暗くなるし、樹木も弱くなってしまい

う活動をしています。剪定の後、少しお話を聞きま

ます。

した（聞き手：アワーズ【ア】／話し手：〝カーリ

【ア】今後の活動予定をお聞かせください。

ット“の森を守る市民の会【カ】）
。

【カ】毎年 5～6 月と秋 11 月ごろに保土ケ谷の森

【ア】 今日はアワーズの樹木剪定にご協力いただ

に親しむイベントを開催しています。その他、小

きありがとうございました。センター周りもスッ

学校等からの依頼があった時に森の観察会や出前

キリしました。

授業のような形で協力しています。

【カ】アワーズはいつも
利用させてもらってる
し、活動 PR のチラシ

活動予定など詳しいことはホームページに掲載さ
れています。ぜひご覧ください。
（http://forest-carlit.jimdo.com/）

を置いてもらったりし
ています。我々でできることなら協力しようか、

≪センター長より≫“アワーズ”～わたしたちの～

と。

という思いから、心地よく利用できるセンターにな

【ア】 今日の剪定活動で気づかれたことはありま
すか？

る中、あっという間にスッキリ！ありがとうござい

【カ】いつもは森の雑木林で活動しているので、街

情報紙

るよう取り組んでいただきました。空模様も気にな
ました。

Ours（アワーズ）は、次の店舗・施設においてあります。

保土ケ谷区内の地区センター、コミュニティハウス、地域
ケアプラザ、保土ケ谷区社会福祉協議会、地域子育て
支援拠点こっころ、保土ケ谷図書館、保土ケ谷公会
堂、保土ケ谷スポーツセンター、横浜市内各区の市民
活動センター(一部閲覧のみ)、保土ケ谷国際交流コ
ーナー、ＷＥショップ星川店・天王町店、スタジオ★
へそちく、美容室カノン、ハッピースクエア、ふれあい
ショップクレヨン、かたびら・スペース・しばた。
、偕恵

いわまワークス、星川郵便局、カフェ＆フラワー、ローズマリ

★ほどがや市民活動センター アワーズは、平成 28
年 4 月 1 日より NPO 法人 横浜市民アクトに管理
運営者が変わりました。保土ケ谷の皆様と学びや活
動を通して、豊かで平和な地域を一緒に作っていく
ことを目指します。

編集発行
ほどがや市民活動センター アワーズ
〒240-0006 横浜市保土ケ谷区星川 1-2-1
TEL 045-334-6306 ／ FAX 045-339-5120
Web Site：http://hodogaya-ours.jp
E-mail：toiawase@hodogaya-ours.jp

ー、イオン天王町店、相鉄線（保土ケ谷区内の駅）
、旭
区社会福祉協議会、旭区民文化センター サンハート、旭
区市沢地区センター、保土ケ谷区役所、ぷらっとサロン
「はぐツリー」(順不同)

情報紙アワーズの配架にご協力いただき、
ありがとうございます。ご協力いただけ
る方、ご連絡をお待ちしています！

