生涯学習や市民活動情報を探したいとき、発信したいとき、
アワーズがお役に立ちます。

来られる方がたくさんいらっしゃいま

ア ワーズ には日々 いろいろ なご相 談に

告知や会員募集、作品展示 ※(アワーズへ

内で のチラシ掲 示や配架によ るイベン ト

「発信したい」 方には、アワーズ館

動を伝えることにもつながります。

です 。積極的に 関わることで 、自らの 活

ます 。横浜は様 々な交流イベ ントが盛 ん

トを 作り上げる 経験も人脈作 りに役立 ち

す。 様々な人と の交流や、一 緒にイベ ン

し口 コミを活か す広報はまだ まだ大事 で

どを 活用した情 報発信が盛ん です。し か

現 在はツ イッター やフェイ スブッ クな

得られるヒントもあるでしょう。

能性 は？などス タッフとの会 話によっ て

報が 有効か？新 聞やミニコミ 紙などの 可

の登録が必要 が) 出来ます。どのような広

す。 自分が参加 したい講座や イベント を
「探したい方」
、自らが関わる団体のイベ
ント 企画や会員 募集などの情 報を「発 信
した い方」と大 きく分けて２ 通りがあ り
ます。

「 探 した い 」 方に は、 館内 に配 架し
てあ る多数のチ ラシをはじめ 、年間４ 回
発行 する情報紙 ｏｕｒｓ、月 １回発信 す
るメ ルマガ、ア ワーズのホー ムページ 上
の新 着情報、な どがあなたの お手伝い を
しま す。またサ ークルガイド やアワー ズ
スタ ッフとの会 話を通して「 何か」を 見
つけていくことも出来ます。

メルマガは
ＨＰ画面から
ご登録できます

【ファイナル】
■日時：12/17(土)15:30 開場、
16 時開演
■会場：横浜赤レンガ倉庫 1 号館
3F ホール
■料金：1,500 円
(ドリンク代 500 円別)
福祉事業所製品や食品販売、模擬店、 ■チケット購入方法：
縁日コーナー、キッズコーナーなど
1．ローソンチケット
多数。午後にはマーチングドラムパ
2．アークシップ事務局での購入
フォーマンス集団「鼓和-core-」の
■問合せ：NPO 法人 ARCSHIP(アー
ステージもあります。(要整理券)
クシップ) ☎ 045-243-2247
✉ info@arcship.jp
■日時：11 月 5 日(土)
■主催：NPO 法人 ARCSHIP(アーク
10:00～15:00 (雨天実施)
シップ)
■会場：偕恵いわまワークス、
■URL：
岩間市民プラザ(保土ケ谷
http://www.arcship.jp/yh/
区岩間町 1-7-15)
■問合せ： 偕恵いわまワークス
あきまつり事務局 045-336-0928
■主催：偕恵いわまワークス賛助会

■参加費：300 円(一般) / 200 円(会
員と家族)
■締切：11/20(日)
■申込先：中村 ☎ 045-351-1349
✉ mn-hatcy@nifty.com
■主催：
〝カーリットの森“を守る市民の会

タイトル： 求む!R24 のチカラ

神奈川を中心に活動する若手社会
人グループが「地域を盛り上げるの
は若者だ」をコンセプトに、
「若者
100 人を集めて横浜を変える」ため
の作戦会議を開くことになりました。
1 つでも多くのアイデア、1 人でも
多くの参加者がいれば地域課題が解
決するチャンスが増えます。R24 世
代の活動事例発表、アイデア出しワ
ーク、交流会。

日本語スピーチ、韓国の打楽器、
インドネシアのダンス（４階ホール）
や各国料理の世界の屋台村、和服着
■日時：11/26(土)15:00～18:00
付けのなりきり写真館ほか（３階）
■会場：野毛 Hana*Hana
をお楽しみ下さい。
■募集：50 名
アマチュアミュージシャンの活動
■参加費：無料
を応援するための神奈川県最大規模
■日時：11 月 20 日(日)10：00～
■申込方法：E-mail で。氏名、電話
のコンテストイベントです。
■会場： 岩間市民プラザ
番号、企業名/団体名、E-mail アド
応募総数71 組から29 組がセミフ
(保土ケ谷区岩間町 1-7-15)
レスを記入しアクションポート横浜
ァイナルへ進出。12 月のファイナル ■問合せ・主催：
(高城)あて E-mail、または下記 Site
へ向け熱い演奏が繰り広げられます。 NPO 法人保土ケ谷国際交流の会
から。
☎ 045-337-0012
■問合せ・主催：NPO 法人アクショ
【セミファイナル】
■URL：
ンポート横浜 ☎ 045-662-4395
■日時：
http://www.hodogaya-kokusai.co
✉
11/5(土)15:30 開場、16 時開演
m/
ｙ.takajo@actionport-yokohama.org
11/6(日)13:30 開場、14 時開演
■URL：http://yokohama-ap.jp/
■会場：かながわアートホール
(保土ケ谷区花見台 4-2
県立保土ケ谷公園内)
■料金：500 円
散策中に拾い集めた森の恵みを利
用して、世界で一つのオリジナルク
ラフトを作ります。森の中の半日が
あなたの作品に残ります。お子様も
歓迎。
■日時：11/26(土) 9:30 集合(12
時終了予定) 雨天の場合 27 日(日)
順延
■集合場所：相鉄バス「新桜ヶ丘団
地」バス停集合

第 8 回 日本で最初の「近代水道の
道」を巡る
■日時：11/27(日) 相鉄上星川駅改
札前集合。受付 8：30 開始、出発 9
時。
12:30 頃野毛地区センター解散。

第 9 回 保土ヶ谷宿から品濃一里塚
へ
■日時：12/18(日) 相鉄天王町駅前

公園集合。受付 8：30 開始、出発 9
時。12：30 頃 JR 東戸塚駅解散。
第10 回 瀬谷八福神めぐり(新コー
ス)
■日時：1/15(日)相鉄瀬谷駅集合。
受付 8：30 開始、出発 9 時。12：
30 頃瀬谷駅解散。
(各回共通)
■募集：80 名(申込受付順)
■参加費：300 円
■申込：普通はがき、FAX で。
氏名、住所、電話番号を明記。
■宛先：240-0045 保土ケ谷区川島
町 1299 小島方「発見ウォーク○
月」係
FAX 045-373-5293
■締切：各回開催日の 4 日前必着
■主催：
ほどがやガイドボランティアの会
■URL：
http://blog.goo.ne.jp/hodogaya
gaido2010

横浜に笑顔を贈るサンタプロジェ
クト。広場サンタ参加者を募集しま
す。メイン会場となるパシフィコ横
浜円形広場で、子どもの参加型企画
を多数用意。大人も子どももサンタ
になって、笑顔と元気と楽しさ一杯
にします。当日参加・親子大歓迎!
■日時：
12/10(土) 12:30～16:00(予定)
■会場：パシフィコ横浜円形広場集合
■問合せ：NPO 法人アクションポー
ト横浜 ☎045-662-4395
✉
info@actionport-yokohama.org
■主催：サンタが街にやってきた!
2011 実行委員会
■URL：
http://actionport-yokohama.org/
action/santa/

第 11 回 ほどがや生涯学習フォーラム

まなぶん祭り

ホームケアのコツと小児科とのか
かわり方など、子どもの急な病気の
対処法を学びます。定員 180 名。
講師/山本淳(星川小児クリニック院
長)、保育先着 15 名(6 か月～未就学
児。保育料 800 円)。
■日時：
H24 年 2/5(日) 14 時～16 時
■会場：岩間市民プラザ 4F ホール
(保土ケ谷区岩間町 1-7-15)
■申込方法：12/15(木)受付開始。
住所、参加者氏名、連絡先、(保育希
望者のみお子様のお名前、ふりがな、
年齢)を記入して、こっころⅠ/Ⅱへ
直接、TEL、FAX、E-mail で。
■問合せ・主催：保土ケ谷区地域子
育て支援拠点 こっころ
☎ 045-340-0013
FAX 045-332-3190
✉ 19323coccoro@ezweb.ne.jp
■URL
http://www.kokkoro.org/

～出会い ふれあいの街 ほどがや～

子どもも大人も遊んで・学んで・楽しもう! 33 団体がいろんな企画であなたをお待ちしています。
おもちゃ修理と動物の型抜き、ストレス回復カウンセリング、クリスマス小物づくり、バルーンアート、
におい袋作り、缶バッジ作り、ちぎり絵、トーク＆ライブ、多言語クイズ、琴尺八演奏、和太鼓演奏、リ
メイクファッションショー、おしゃべりタイム、アコーディオン演奏 ♪ のほか、野菜スープ、焼きそ
ば、豚汁、黒船カレー南蛮、和スープ、地場産野菜市、綿菓子など、食品販売もあります。
同時開催：ほどがや発見ウォーク (横浜ビジネスパーク YBP ギャラリオと昔の工場跡地を巡る)
12/3(土) 9：30(天王町駅前集合)～昼頃(アワーズ解散)

■日時：12 月 3 日(土)、4 日(日) 両日 10：00～15：00
■会場：ほどがや市民活動センター(アワーズ)
■主催：ほどがや生涯学習フォーラム実行委員会、保土ケ谷区役所
■問合せ：保土ケ谷区役所 地域協働課 青少年・文化・スポーツ係 ☎045-334-6308

まなぶん祭り URL では実行委員の活動をみることができます。 http://hodogaya-ours.jp/manabun/
♪♪ 情報紙 Ours 設置協力場所 ♪♪
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、保土ケ谷区地域子育て支援
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、横浜市市民活動支援センター、横浜市内各区の
市民活動センター(一部閲覧のみ)、横浜市社会教育コーナー、神奈川県生涯学習情報センター、かながわ県民活動サポートセン
ター、保土ケ谷区国際交流コーナー、ＷＥショップ星川店、WE ショップ天王町店、スタジオ★へそちく、ハッピースクエア、
ふれあいショップクレヨン、美容室カノン、保土ケ谷宿 番所、偕恵いわまワークス、シバタ洋品店、カフェ＆フラワーローズ
マリー、コミュニティショップ井戸ばた、保土ケ谷区役所、横浜市ＰＲボックス(相鉄西谷駅、相鉄上星川駅、相鉄和田町駅、相
鉄星川駅、相鉄天王町駅)
順不同
皆さまご協力ありがとうございます!！

商店街に人の賑わいを取り戻すための取り組みは

市民演出型コミュニティショップ

井戸ばた

市内各地で行われている。近隣住民の買い物場所とし
て発展してきたこの商店街も、車で行ける品ぞろえ豊
富な大規模店との競争の中で、次第に空き店舗が目立
ってきた。それらを利用した「コミュニティカフェ」
と呼ばれる場所が各地にあるが、この店が Open した

相鉄線西谷駅

10 年前はそれほど多くなく、これで店が成り立つの

から歩いて数分、

かと多数の人に言われたという。

西谷商店街の中

代表の田邊氏は当時を振り返って語る。「お店のア

にあるユニーク

イデアが生まれたとき、本当にやっていけるのか?と

なお店、コミュ

いう疑問の裏付けをとるため“このような常設店があ

ニティショップ

ったら出店したいと思いますか？”とフリーマーケッ

「井戸ばた」は

トに出店している人などに聞いて回りました。地区セ

市民運営の非営

ンターなど公共施設を利用している趣味のグループ

利店舗として
店の中には大小各種 60 もの小箱スペースがあり、

にもアンケートも取りました。ニーズがあることを確
信して始めたのです。」

手作りのアクセサリーや服、アーティストが作る美術
品や工芸品、材料にこだわって作る地方の産直品が所
狭しと並んでいる。 似たものでも、しばらくたつと
売れる売れないの違いが出てくるというが、その差は
どこにあるのだろうか。
「お客さんの感
想や意見をショ

手作り品の中には芸術性の高いもの
もあり、見ているだけでも楽しい。

2000 年 12 月に開店し、今年で 10 周年を迎えた。

ップオーナーに
伝えています。ま
たほかの人のこ
の商品はこれだ
け売れましたよ
と教えたりもし
ます。」ショップ
オーナー達は、商
品を見比べ、商品性や展示方法を自ら工夫する。
買う人も出展する人も皆お客様。出展する人にとって
は「井戸ばた」の店内の棚を利用した小さなお店が持
てることになる。時には出展者と買う人がたまたま店

地域の人に支えられて 10 年の「井戸ばた」
。これ
からの夢は？との問いに田邊氏は「お店まで来られな
い人にも「井戸ばた」を使ってもらいたい。商品販売
という意味だけならネットショップという方法もあ
るだろうけれど、それだけじゃないもの…リアルなコ
ミュニケーション付きのもの…難しいかな(笑)。いま
までみたいにゆっくりやっていきますよ」と笑顔で答
えてくれた。
( 井戸ばた：保土ケ谷区西谷町 808

で出会い、商品について意見交換をして新たな作品の
アイデアが生まれることもある。

様々な保土ケ谷区内の情報を探して
います。詳しくはセンターの情報紙担
当までおよせください。

次回は 2 月 1 日発行です。

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
E-mail ours@xe.catv-yokohama.ne.jp
Web Site http://hodogaya-ours.jp

☎ 045-370-2521)

