
2022年、プチチャレンジ
してみませんか？

いつものまちで新たな一歩
2021.12発行 =No.45=

ほどがや市民活動センター情報紙

OURSOURSOURS

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
MAIL：toiawase@hodogaya-ours.jp

アワーズ
HP

アワーズ
Facebook



OURS No.45

コロナ禍の2021年は我慢の1年でした。

2022年はその我慢をバネに、身近なところでプチチャレンジしてみませんか？

きっかけになりそうな情報を集めてみました。アワーズにもチラシや情報が

ありますので、是非立ち寄ってスタッフに相談してくださいね！

◆読書してみる！

◆寄付してみる！お買い物してみる！

ダウン
ロード
はこちら！

保土ケ谷区地域振興課

「保土ケ谷図書施設マップ」

◆身近なアートに触れてみる！
「横浜ガレリア」

YOKOHAMA
GALLERIA

野村不動産（株）ビルディング事業一部・二部
電話：0120-223015
（受付時間 9：00～17：40 土日祝定休）

◆ワークショップに参加してみる！

「多文化共生サポーターズ はなもも」

参加
日時
場所
申込

：無料（予約制）
：2022年1月16日（日） 10：00～12：00
：ほどがや市民活動センター アワーズ
：参加希望者は名前、電話番号を事務局宛てにメールしてください
（hanamomomlt2020@gmail.com）

当日は手ぶらで
ご参加いただけます！

◆プレイパークに参加してみる！
「ほどがやわくわくプレイパーク」

詳しくは
WE21の
HPで！

WEショップ星川店
TEL/FAX：045-334-5140 営業：10:30～16:00（短縮営業中）

休日：土・日・祝祭日（夏季、年末年始）

WEショップ天王町店
TEL/FAX：045-333-6336 営業：10:30～16:00（短縮営業中）

休日：水・日・祝祭日（夏季、年末年始）

詳しくは
Face
Bookで！

保土ケ谷には図書の貸出をしている施設がたくさんあるんです！
ご近所の施設を見つけて、ゆっくり読書してみませんか？

横浜ビジネスパークにあるアートギャラリー。公園のように
なっているので気軽に立ち寄ることができます。個人的には
作品「犬モ歩ケバ」が可愛くて癒されます！

日本の美しい手づくりの伝統文化つまみ細工のワークショップです！

県立保土ケ谷公園わんぱく広場（園内看板に表示あり）で毎月第2日曜日に
プレイパークを開催しています！参加無料で時間は10時半〜15時半。
お気軽にご参加ください！

WE21ジャパン・ほどがや
WEショップ星川店、天王町店では、地域のみなさんからご寄付いただいた
ものを販売し、その収益金で国内外の国際協力を行っています！

電話
FAX

：045-334-6305
：045-332-7409

mailto:hanamomomlt2020@gmail.com


PCN（プログラミング クラブ ネットワーク）は「すべてのこどもたちにプログラミングを」がコンセプトの世界規模の組織
です。「PCN横浜」は横浜市を中心に活動している団体で、 2018年8月に都筑区、旭区、保土ケ谷区から活動を開始
しました。各区に担当者がいて横浜全域が活動範囲です。
活動の目的はこどもパソコン「IchigoJam」シリーズなどの教材を活用してこども達に

プログラミングを体験する場を提供し、地域の成長に寄与することです。対象は
小中高生が中心ですが、地域に向けての活動なのでシニア向けにも対応しています。

◆アワーズ情報◆

◆活動紹介◆

12/4（土）～
12/12（日）開催！

ほどがやサンタプロジェクト2021
ほどがやに「笑顔」をプレゼント！

誰でも参加できるまちのイベントです！
みんなでサンタになって、ほどがやに笑顔を届けましょう！

●会場：ほどがや市民活動センターアワーズほか
●企画：おそうじサンタ

みんなでサンタさんになっておそうじしよう
ひろばサンタ
絵本の読み聞かせやペットボトルランタン
づくりを楽しもう

お手紙サンタ
手紙で笑顔を届けるサンタさんになろう

どうがサンタ
サンタ体操をお家でやってみよう

みんなでクリスマス会
うたったり体を動かしたりお楽しみ企画がいっぱい！

最新情報は
Facebook
ページへ！

詳しくは公式
WEBサイトへ！

●お申込み：WEBフォーム ▶▶▶▶▶
アワーズ窓口

アワーズでプログラミング教室の開催やほどがやサンタプロジェクトの運営メンバーとして活動し、
本職ではプログラマーのお仕事をされている「PCN横浜」の阿部さんにお話しを伺いました！

■会場 ほどがや市民活動センター アワーズ ■参加費 無料（先着順）

希望する企画名・日時を選択の上、参加者全員分の名前、
年齢、代表者の住所、電話番号、メールアドレスを明記

■お申込み 窓口・はがき・FAX・メールで参加希望日時・名前（ふりがな）・年齢・電話番号（および携帯番号）
メールアドレス・持参する端末の種類・機種・知りたいことや質問などを明記して、以下の
宛先までお申し込みください。

日時 定員対象機種 内容

■お申込み・
お問合せ先

ほどがや市民活動センター アワーズ 〒240-0006 保土ケ谷区星川1-2-1

TEL：045-334－6306 FAX：045-339－5120 E-mail：toiawase@hodogaya-ours.jp ▶▶

新年からスマホの使い方を覚えたり、オンライン会議を始めてみませんか？
まずはみんなで気軽なことから、和気あいあい教え合い助け合うオンライン講座です。

阿部さんが活動を始めたのは、同僚が独立して教育関連の会社を立ち上げ、その手伝いをしたのが
きっかけで、現在5年ほど活動しているそうです。それまで教育関連に関わったことはなかったそう
ですが「自分のプログラマーとしての技術を役立てられることにやりがいを感じています」とのこと。
また「教室でゲームを作るという課題を出すと、参加したお子様それぞれがルール作りが好きだったり、
ひたすら遊ぶのが好きだったり、細かな仕様を考えるのが好きだったりと、異なる個性がありとても
新鮮で刺激を受けられる」そうです。今後やってみたいことを質問すると「仕事で得たリモートワーク
に関する知見を、リモートワークが苦手と感じている人たちにシェアできたら」と話してくれました。

今後需要が増す一方のプログラミングやリモートワークのことを教えてくれる、心強い味方だなと
とても頼もしく感じました。

「IchigoJam」
こどもにフレンドリーで
安価なパソコンです。

イチゴジャム

最新イベント情報がチェックできて、活動内容もよく
わかります！是非「PCN横浜」のHPをご覧ください！

「すべてのこどもたちにプログラミングを」 PCN横浜

「PCN横浜」とは？

プログラマーの技術を活動に
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FAX
メール

045-339-5120 
toiawase@hodogaya-ours.jp

:
:

1月 8日(土)
1月18日(火)
1月24日(月)
2月12日(土)
3月12日(土)

スマホ
PC/スマホ/タブレット
主にPC
スマホ
スマホ

5名
15名
15名
5名
5名

・アプリとは・文字入力・QRコード
[ZOOM初心者] ・ダウンロード・ゲスト参加
[ZOOM中級者] ・ホスト機能の基本・共有機能の活用
・LINE
・写真の撮影と整理

mailto:toiawase@hodogaya-ours.jp
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横浜国立大学大学祭実行委員会
TEL/FAX：045-331-9096 メール：ynu.fes.c@gmail.com

◆講座&イベント情報◆

★情報紙アワーズを配架いただいてます！！
保土ケ谷区役所、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、岩間市民プラザ、横
浜市内各区の市民活動センター、横浜市社会教育コーナ-、保土ケ谷国際交流ラウンジ、ＷＥショップ
星川店・天王町店、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 ローズマリー、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、ナイス住まいるＣａｆｅ
星川、NPO法人ぎんがむら、かながわアートホール、保土ケ谷公園管理事務所、Gallery coen、
MICHIBA、帷子番所、シルバー人材センター保土ケ谷事務所、狩場緑風荘、川島町公園こどもログハ
ウス、瀬戸ケ谷スポーツ会館、かながわ県民活動サポートセンター（順不同）

開館時間
・月曜日～土曜日 9:00～21:00
・日曜日/祝日 9:00～17:00
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横浜国立大学大学祭 21オンライン常盤祭「碧空」

090-4412-4078 佐藤仲子（月～土 9：00～18：00）

12月 4日(土)・5日(日)  ▶ 9:00より企画公開開始

12月19日(日) ▶企画公開終了

Web展示・大学祭の公式YouTubeチャンネルとその動画にアクセスしていただけます。
ブラウザから「横浜国立大学 常盤祭」で検索してもご覧いただけます。

NPO法人 保土ケ谷ガイドの会 発見ウォーク 参加者募集
12月12日（日）中原街道武蔵小杉に徳川の御殿跡・吉良家の菩提寺を訪ねる

1月23日（日）横浜の原点吉田新田を歩く
2月27日（日）鎌倉極楽寺から長谷光則寺までを歩く
3月27日（日）保土ケ谷宿金沢横丁から光明寺を歩く

〒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
NPO法人 保土ケ谷ガイドの会「〇月」係 FAX番号 045-339-5120

※各回9：30～12：30頃

※詳細についてはチラシ、HPをご覧ください

2022年1月29日（土）30日（日） 10：00～15：00

■開催日

オンライン大学祭公式ホームページ: https://ynu-fes.yokohama/ ▶▶▶■企画公開
場所

■問合せ

■開催日

■会場 ほどがや市民活動センター アワーズ

■企画 ●グループ活動概要の「パネル展示」●グループの保全している「実物見本」や
「作品」の展示●日頃の活動風景をスライドショーで紹介

●来場者に記念品をプレゼント！ ●活動風景をYouTubeで動画配信（予定）

■問合せ 保土ケ谷区地域振興課 生涯学習支援係 045-334-6307

1月：5日,7日,11日,14日,19日,24日（12月20日締切）
2月：1日,4日,  7日,  9日,14日,18日（ 1月20日締切）
3月：2日,4日,  8日,11日,15日,18日（ 2月20日締切）

■日時

■申込

■問合せ

■時間 ■募集9：30～12：30（1回3時間×6回） 先着6名

はがき、メール（hsv14@sc.catv-yokohama.ne.jp）で応募

保土ケ谷区区民企画型講座「はぐくみ塾」 パパもママも子育てを楽しむコツ＆ヒント

第1回 12月11日（土） 夫婦のパートナーシップ・褒めると認めるの違い
第2回 12月19日（日） パパ育児のコツ！
第3回 1月 8日（土） コミュニケーションを大切にして子育てを楽しもう♪

■開催日

■会場 保土ケ谷公会堂 和室(駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください）

■対象 ■費用 無料

各回10：00～11：30（15分前より受付）

■申込

■問合せ

■日時

■申込

080-3697-8077（NPO法人 保土ケ谷ガイドの会）

￥500（各回共通）

■問合せ

■参加費

■会場 ■参加費保土ケ谷区川辺町5-11「かるがも」3階 2，000円（テキスト代別）

■定員未就園のお子様をおもちのご家族 10家族（応募多数の場合は抽選にて決定）

■保育 なし
ハガキ・FAX・Eメール
応募締切2021.11.24

〒住所・御氏名（ふりがな）・年代・電話番号及びメールアドレス
簡単な応募動機をご記入の上、ご連絡ください。

保土ケ谷区地域振興課 生涯学習支援係「楽しい子育て」宛
〒240-0001 保土ケ谷区川辺町2-9 TEL 334-6308 FAX 332-7409
メール ho-manabi@city.yokohama.jp（メールの件名に必ず「楽しい子育て」と明記してください）

お申し込み
コード

保土ケ谷
ガイドの会
HP

保土ケ谷区内で様々な
まちづくり活動をして
いる団体の、活動発表
や体験・交流の場です!
ぜひご来場ください！

ｷﾃﾈ!

第21回ほどがや生涯学習フォーラム まなぶん祭り

[宛先]〒240-0001 保土ケ谷区川辺町5-11「かるがも」3階 福祉保健活動拠点内
メールボックスNo.19「ほどがやパソボラ」宛

ほどがやパソボラ「初めてのパソコン初級講座」受講生募集（1月 2月 3月）
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