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◆「多文化共生サポーターズはなもも」について

◆今までの活動内容

◆活動への想い

◆6月12日開催のワークショップに向けて

◆「落語」の魅力

◆活動の原動力

◆今後の活動

◆活動を始めたきっかけと今までの活動

◆名前の由来
「春風亭」にちなんで「秋風亭」にしました。「借金」は「秋風亭」とつながりがいいし、面白い

からフィーリングでングで決めました（笑）。覚えてもらいやすいし、ずっとこの名前でやってます。

ほどがやから「日本の文化」を発信
しているお二人にお話しを伺いました！

■ ほどがやの文化人
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秋風亭借金さんのイベント情報は最終ページに掲載しています!!

ワークショップ情報は最終ページに掲載しています!!

多
文
化
共
生
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ

は
な
も
も

武
田
さ
ん

大学生時代に落語同好会に所属していて、退職してから再開しました。40年近い歴史のある落語同
好会「わ會」を紹介してもらい、発表会に出るようになりました。「もっと長く話したい」と欲が出
て、仲間に背中を押してもらって自分で独演会を企画しました。「真っ向五番勝負」と銘打ち初陣
から有終の陣まで、5年にわたり開催しました。矢折れ、刀尽きた後、大学の後輩“恋南亭真っ平（こ
いなんてぇまっぴら）”の手を借り、二人で「きんぴら会」を立ち上げ、年1回開催で6回に至ってい
ます。そんな調子でもう15～16年やっています。

お客さんの反応がとにかく嬉しいんですよ。特に自分が意図したところでいい反応があるともうた
まらない！パフォーマンスをやる人はみんなそうなんじゃないかな。でも次に同じことをしてもお客
さんの反応が全然違ったりするから、場の雰囲気なんかを見ながら臨機応変にやる。そういうのが楽
しくてやってます。

落語は人の「業」を肯定するんです。話の中で変な人ばかり出てくるけど、それを否定しない。人
間そんなもんだと認めてる。それが魅力です。あと落語は「著作権」がない独特な世界で、同じ演目
を語り手がそれぞれの解釈をして好きに話していいんです。あらすじは同じなのに、語り手によって
変わるのが落語の面白さですね。

コロナ前は年間60回以上寄席をやってましたが、最近はほとんどやれていない
ので、機会を増やすためできることを考えて実践していきたいし、若い人たちに
落語に興味をもってもらえるように、形にこだわらず新しい工夫をしていきたい
と考えて色々と行動を始めています。
自分と来てくれるお客さんの年代も近いので、動けなくなるのはお客さんが先

か、自分が先かって感じで頑張っていきますので、ぜひ聴きにきてください！

日本の伝統文化を日本に住む外国籍の方々と一緒に楽しみ、ふれあいながらお互いの文化を吸収で
きるような「多文化が共生するまちづくりをサポートする活動」をしています。活動開始のきっかけ
は、保土ケ谷区の「多文化共生まちづくり講座」を受講したことで、その講座の受講メンバーで団体
を立ち上げました。

保土ケ谷区役所内のギャラリーでの展示や、ワーク
ショップの開催などを行っています。展示はパナマ大
使が見にきてくれたり、横浜国立大学の留学生など20
名もの方達が協力してくれて、「各国の美しい文字」
を展示することができました。ワークショップでは

過去に4年間アメリカに住んでいたことがあり、その時にマイノ
リティ（社会的少数者）ならではの大変さを知りました。その体験
から、地域のマイノリティの方々に対して「寄り添う姿勢」を大切
に、そして自分達も楽しみ、学びながら活動していきたいと考えて
います。

6月という季節を考えて、紫陽花をモチーフにした「つまみ細工」作りを
します。作るための動画資料も用意しますので、誰でもお気軽に参加してい
ただきたいです。「つまみ細工」はインテリアやアクセサリーにも使えるも
のを作れて楽しいですよ。外国籍ではない地域の方々や、小学生やお子さん
連れの方の参加も大歓迎です！

日本の伝統文化の「つまみ細工」作りを体験してもらい「こんな
綺麗なものが自分で作れるなんて」と、とても喜んで頂けました。



OURS No.47■アワーズからのお知らせ

6月25日：苔を育てる 7月9日：藍の生葉染め
（材料費別途 1,200円～）

【時間】13：30
～15：30

【日程】

【場所】アワーズ集合

【時間】13：30～15：30【日程】

【場所】アワーズ集合

6月11日 7月9日

【費用】各回500円 【主催】グリーン
ボックス

【費用】各回100円 【主催】西谷AFC

※6月11日は②のみ、6月25日は①のみ開催になります。

4月から新しい職員を迎えてアワーズの新年度がスター
トしました！ベテラン＆フレッシュなメンバーでみなさん
が元気に活動できるような場づくりをしていけたらと思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします！

姉川圭一
10年ぶり？にアワーズスタッフになりました。お近く

に来たときは是非お立ち寄りください！

黒田賢太郎
2児の父、主夫です！地域での活動支援など、自分に

できることを精一杯できればと思います！

岩永真帆
春から学生スタッフとして働くことになりました！

様々なことを心から楽しんで活動していけたらなと
思っています！どうぞよろしくお願いします！

立野希海
昨年にアワーズでインターン生として活動させて

もらった経験を活かして、地域の活動に積極的に携
わっていきたいです！

【申込】アワーズ窓口・FAX・Eメール・WEBフォームにて

「OURS GREEN DAY」

アワーズに新しい仲間が加わりました！

●新しい仲間から一言！

「みんな一緒に！オンライン活動はじめ隊！」

日頃お使いのスマートフォン

7月16日(土) 9月17日(土) 14：00～15：00

アワーズ

各回8名

無料

アワーズ窓口・FAX・Eメールにて
希望参加日・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・持参するスマホの機種・知りたいことや質問などを明記して、お申
込みください。各開催日の1か月前から受付。定員になり次第〆切。

こちらから
Eメールで
お申込み
できます！

【日程】

【場所】

【定員】

【申込】

【費用】

【持物】

名前（ふりがな）・電話番号・メールアドレス・参加希望日・質問などを明記し、お申込みください。

藍の生葉染めなど、季節に合わせて、誰でも気軽に植物とふれられるワークを行います。

モルックと呼ばれる木を投げて的に当てる、フィンランド発祥のアウトドアスポーツ。
楽しく体験したり、オリジナルのモルックづくりもチャレンジしようと思います。

おしゃべりを楽しみながら、基本的なスマホの使い方を覚えて、活動の情報を
しらべたり、仲間と連絡をとったり、活用してみませんか？

イベント紹介

毎月第2土曜日に開催！

要申込 先着5名

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

申込不要 定員10名

お申込み用
WEBフォーム

①みどりのワークショップ

②モルック体験

アワーズHP： https://hodogaya-ours.jp/



■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、JR保土ケ谷駅、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、
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

090-4412-4078 佐藤仲子（月～土 9：00～18：00）

エーデルワイスの会 講習会 やさしいホームページ作成

6月2日（木）13：00～16：00

yokoedelweiss@gmail.com

●申込

●問合せ

●時間 ●募集9：30～12：30（1回3時間×6回） 先着9名

はがき、メールで

●日時

●申込/
問合せ無料●参加費

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

[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≪7月 8月(夏休み) 9月≫

[メール] hsv14@sc.catv-yokohama.ne.jp

OURS No.47

7月：5日, 8日, 13日, 20日, 22日, 25日 （6月20日締切）
8月：夏休み
9月：6日, 9日, 14日, 16日, 20日, 26日 （8月20日締切）

多文化共生サポーターズはなもも つまみ細工ワークショップ開催

●日時

●会場

●参加費

●申込

国籍や文化の異なる人達と一緒に日本の伝統工芸品を作ってみませんか！
（Why don't you make traditional Japanese crafts with people of different nationalities

and cultures! 何不与不同国籍、语言和文化的人们一起制作日本传统工艺品！）

6月12日（日） 10：00～12：00

要予約 名前、電話番号を記入の上メールで
[メール] hanamomomlt2020@gmail.com

(Reservations are required. Please be sure to email your name and phone number to 
the secretariat 必须预订请务必将您的姓名和电话号码通过电子邮件发送给秘书处）

ほどがや市民活動
センター アワーズ

無料

ほどがや市民活動センターアワーズ おそうじサンタ定例おそうじ 6月/7月

●日時

動きやすい服装
夏は飲み物、帽子も！

●持物

6月11日, 25日 7月9日, 23日（第2・4土曜日）
10：00集合 12：00解散予定

※事前に社会福祉協議会で対応している「ボランティア活動保険」
への加入をおすすめします。詳しくはお近くの社会福祉協議会の
窓口へお尋ね下さい。

●集合 ほどがや市民活動センター アワーズ
申込み不要！

ほどがやのヒーロー！
リオ五輪三段跳び日本代表の長谷川
大悟選手も参加してくれました！

●会場 ほどがや市民活動センター アワーズ

パソコンあるいはスマホ●持物

今、ホームページはスマホで簡単につくれます。

・個人の趣味でホーム
ページを持ちたい

・自治会などでホーム
ページを持ちたい

この講座は、そんな要望を持つ方々にピッタリです。

エーデル
ワイスの会
HP

秋風亭借金 イベント情報

6月4日（土）10：00～10：20 6月11日（土）13：30～15：30

「いそご地域活動フォーラム2022ミニステージ
落語ひとり会？」 「みのりわはは寄席」

●日時
●会場

●木戸銭

磯子公会堂 集会室
（磯子区役所1F）

当日観覧、直接会場へ
(人数制限があります)

無料

みのりサポート 045-832-5636

洋光台地域ケアプラザ2F集会室

500円

先着50名

●日時

●会場

●木戸銭

●定員

●予約

●日時

●会場

・サークルでホーム
ページを作りたい

mailto:hsv14@sc.catv-yokohama.ne.jp

