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昔から港町として栄え、今では国際都市とも言われる横浜には、現在約 76,000 人の外国籍の方が居住
しているといわれています（横浜市統計ポータルサイトＨ24.11 月末データ）。その中で保土ケ谷区には約 4,200 人
の外国籍の方が居住され、区の人口の約２％を占めます。ここアワーズでも、国際交流、国際支援、さらに
は外国籍の居住者の方を対象に日本語支援などを主な活動とした登録団体が、11 団体ほどあります。また、
街の学習応援隊にもそのような活動をしている方々がいます。
＜登録団体＞
NPO 法人保土ケ谷国際交流の会、グループ YUU、NVG ほどがや、IBG、バオバプの会、
保土ケ谷から虹の架け橋・本を贈る会、中国語学習倶楽部、ヒッポファミリークラブ、
時事英語勉強会、浜友、スペイン語サークル
＜街の学習応援隊＞
プスパワルナ（バリ舞踊）、フォンラム（タイ舞踊）Dinky-di、Kalyani（英語の歌）、
マンジュ（英語指導）、ジラパット（英語・タイ語指導）

「ＮＰＯ法人 ＨＩＥＣ 保土ケ谷国際交流の会」
当会が主催する「第 23 回ほどがや国際交流のつどい」が、11 月 18
日(日)横浜市岩間市民プラザで開催されました。４階ホールでは、日本
語教室に通う外国籍の方が日頃の成果を日本語スピーチで披露してい
ました。テーマは、日本と自国との文化の違いや、日本語ができるよ
うになり、仕事を得た喜びなど、日常の生活のことでした。
また、世界の屋台村といった場所では、９か国の料理を一律２００
円で賞味できました。国際交流支援をしたいと、ボランティア登録を
した方達が、
「何よりもお手伝いが楽しい」と笑顔で答えてくれたのが
印象的でした。外国の方に着物の着付けを楽しんでもらったり、語学
支援だけでなく、いろんな形で支援し、国際交流を楽しんでいました。
「グループＹＵＵ」
同日午後、アワーズでは日本語支援を主な活動
としている当グループの、
「おしゃべりサロン」
交流会が開かれていました。アットホームな雰
囲気の中で、学習するみなさんがスピーチをし、
タイの伝統工芸のカービングや、タイ舞踊、歌
やギター、得意技を披露していました。小さな
子どもから大人まで国籍も広く、みなさん充実
した時間を過ごされていました。
日本語支援以外でも、外国文化（食・音楽・楽器・舞踊・美術品等）を紹介したり、留学生と関わっ
たり支援イベントでボランティアとして手伝ったり、身近なところから自分に合ったボランティアで
国際交流を楽しみながら市民活動ができるのです。興味をお持ちになりましたら、是非アワーズへご
連絡下さい。

＜アワーズ＞はみんなのもの

みなさんの学びや活動を応援します

街の学習応援隊

活動訪問記

連載 第 5 回
「オデット姫

真木愛子」さん

（腹話術）

和田西部第 2 子ども会の「2012 クリスマス会」に出演されたオデット姫 真木愛子さんの
腹話術を拝見し、終了後にインタビューさせていただきました。（平成 24 年 12 月 9 日訪問）
羊と熊のパペットとサンタ姿の腹話術人形が登場して、楽しいやりとりでおもしろおかしく
会話が続けられました。最後には歌で大盛り上がり。会場の子ども達は、大喜びの様子でした。
＜インタビュー結果＞
Q 腹話術を始めたきっかけは？
A 劇団を退団して結婚後、もう一度、何かをした
くなり一人で楽しめる腹話術と出会った。
Q 演技のシナリオは自作ですか？
A 自作の台本を時期や対象者に合せてアレンジしてい
ます。また、腹話術用の台本を使うこともあります。
Q 活動状況を教えて下さい。
A 主に横浜市内の子供会・福祉施設・コミュニティスク
ール（コミュニティハウス）等のイベントで活動して
います。2001 年から通算 144 ステージ。昨年は
26 ヶ所で演技しました。

「ほどがや・街の学習応援隊」は皆様が、お持ちの特技や経験を地域活動・生涯学習・ボランティア
活動に生かす、地域人材ボランティアの登録制度です。奮ってご応募ください。
１）申し込み受付期間：平成 25 年 2 月 1 日（金）～ ２月 28 日(木)
※3 月以降も申し込みを受け付けております。なお、受付日によっては、「街の学習応援隊ガイ
ド冊子（第９期初版）
」
（４月発行予定）の掲載に間に合わない可能性もございます。
２）申し込み方法：① 「第９期 街の学習応援隊登録申込用紙」（アワーズ、区民利用施設にて配
布）に必要事項をご記入の上、アワーズまでご持参ください。
② 第８期に登録されている方：案内状と１月に送付しました「第９期
街の学習応援隊登録申込用紙」に必要事項をご記入の上、ご提出下さい。
問合せ：ほどがや市民活動センター

＜アワーズ＞はみんなのもの

☎ 045-334-630６

みなさんの学びや活動を応援します

あ」

★ほどがや

ガイドボランティアの会

昭和 20 年～30 年代の横浜市内の
区内の見どころ、区内から横浜の巡
戦後復興、開港１00 周年記念の様子 りどころならおまかせ。
などを 16ｍｍフィルム、ＤＶＤで
月一回の発見ウォーク、依頼を受け
上映します。懐かしのヨコハマを貴
てのガイドをしています。
重なモノクロ映像でお楽しみ下さい。
■日時：2/22 (金）
18：00～19：30
■場所：ほどがや市民活動センター
（アワーズ）
法性寺から県立保土ケ谷公園、今井
■参加費：無料
川調整池公園をめぐり横浜市こども植
■定 員：40 名（申込受付順）
物園までの約 5.9 ㎞のコース。
■申込：TEL 045-334-6306
■日時：2/24(日) 9:00 出発
FAX 045-339-5120
12:00 頃解散予定。
E-mail：ours@xe.catv-yokohama.ne.jp ■受付：8：30～（小雨決行）
■問合せ：ほどがや市民活動センター
■場所：相鉄線 星川駅 南口
（アワーズ）
■参加費：300 円
☎045-334-6306
■締切：2/20(水) 必着
■申込：普通ハガキまたは、FAX で。
全員の氏名、代表者の住所・電話・
FAX 番号を明記。
■宛先：〒240-0006 星川 1-2-1
ほどがや市民活動センター気付
発達に遅れや障がいのある子と保護
（レターケースＮｏ．41）
者を応援する講座です。発達障がい
FAX 045-339-5120
について知り、疑似体験、見学会、
ほどがやガイドボランティアの会
当事者のお話し等を交え、自分がで
「2 月」係
きることでサポ―トします。
■問合せ： ☎／ＦＡＸ
■日時：第１回 2/1 (金）
小島
045-373-5293
第 2 回 2/15 (金）
★ほどがやパソボラ
第 3 回 3/ 1(金）
第４回 3/15（金）
シニア（55 歳以上）
、身体に障がいの
各回とも 10：00～12：00 ある方、団体活動に携わっている方を
■場所：保土ケ谷区福祉活動拠点
対象に文字入力から始め、メールやイ
多目的研修室（かるがも３階） ンターネットで世界を広げるお手伝い
■参加費：無料
をします。
■定 員：20 名
■申込：TEL 045-341-9876
FAX 045-334-5805
■問合せ：保土ケ谷区社会福祉協議会
Windows7 オフィス 2010 で実施
■共催：保土ケ谷区地域子育て支援拠点 1 回 3 時間で６回講座。
こっころ
(別途補習講座有)
保土ケ谷区社会福祉協議会
■日時：3 月コース
5,8,15,19,22,27
4 月コース 3,12,16,19,23,26
各回 9：30～12：30

■会場：保土ケ谷区福祉保健活動拠点
団体交流室
■募集：各コース 9～12 名
(応募多数抽選)
■費用：3,000 円 (テキスト代含)
■締切：2/15(金) 必着
■申込：往復ハガキで。氏名、性別、
障がいのある方は内容、住所、電
話、所属団体名、希望するコース
名、紹介者（パソボラ会員からの
紹介の場合）自分用の持っている
PC の種類と OS の種類を記入。
〒240-0001 保土ケ谷区川辺町
5－11 かるがも 3F
保土ケ谷区福祉保健活動拠点内
メールボックス NO.３
ほどがやパソボラ 青山宛
■問合せ：青山 090-4412-4078
■主催：ほどがやパソボラ

★脳いきウォーク
（保土ケ谷）

■内容：日本の季節感を味わい、月 1
回の散策で健康を維持、老化、生
活習慣病を予防しましょう。
■会費：無料
■日時：毎月第２木曜日
10：00～12：00
■活動場所：その都度。
ラジオ体操、ウォーキング、情報
交換や、四季のイベント、懇親会
などの内容による
■申込み先：
小嶋
☎045-353-2377

★初音ヶ丘 鶴の会
■内容：気功、太極拳を通じ、心身
の健康を増進する。
■日時：毎週月曜日（除く第 3 月曜）
10：00～11：30
■活動場所：初音ヶ丘地区センター
体育館
■入会金：無料
■会費：2,300 円/月
■申込み先：
前田
☎045-351-7215
運動できる服装、上履き持参。体験無料

＜アワーズ＞はみんなのもの みなさんの学びや活動を応援します

「趣味の会」とは、高齢者施設の慰問を目的とした
メンバー各々が踊り（ハワイアン、民謡、日本舞踊）
、
歌、マジック、三味線等を芸能特技を１時間ほどの
演目にして披露するボランティア団体です。今回
は、仏向地域ケアプラザでの活動を拝見しました。
３０人ほどのデイケアサービス
の高齢者の方に、
「瞼の母」、
「一
本刀土俵入り」
「人生劇場」など、
披露していました。
ご覧になった高齢者は、懐かしい
演目に口ずさんだり、ゆらゆらと
リズムをとって、楽しんでいました。

会は、慰問時に
楽しい時間を過ご
していただき、
最後によこはま
アラメヤ音頭（横浜
市歌の盆踊り版）を
一緒に踊り、広めることを目標として
いるそうです。
これからの展望は、会員それぞれが演目
を増やし、慰問先に喜んでもらい、活動
の場を広げていくこと、慰問の他にも、
地域活性化のため、催し物に積極的に参加し、会員の
楽しみと生きがいを実現していくことで活動の幅を

最初は少人数で
始まった「趣味の
会」ですが会の趣
旨に賛同するメ
ンバーが増え、現
在は３０名ほど
の大所帯です。

広げていくこととのことです。
趣味の会は常時新会員を募集しています。
年齢は問いません。特技を生かしたボランティアに
ご興味のある方は、まずは、気軽に見学をしてほしい
とのことです。

連絡先 藤巻 ☎045-383-0340
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「ほどがや☆元気村」は、「保土ケ谷に残る唯一の水
田、畑を活用して、児童、生徒をはじめ、多くの区民の
交流の場をつくる」という目的で行われている、保土ケ
谷区役所の事業で、「ほどがや☆元気村実行委員養成講
座」を受講修了したメンバーで構成されています
活動内容は、約１年にわたり、西谷駅から徒歩５分の
連絡先 及川 ☎
帷子川沿いの田んぼで、農家さんの指導のもと、公募で
045-731-8685
集まったこども達（小・中学生）５０人
余りが、ボランティアで活動する実
行委員と一緒に１年にわたり、お米
の一生に関わる活動をします。また、
じゃがいも、さつまいも、さといも、
大根、白菜、トマト、ゴーヤなども
栽培し、農体験をします。

今回は、１２月８
日（土）に川島町
の杉山神社で行わ
れた大収穫祭を訪
れました。

皆で収穫したも
ち米でお餅を作り
収穫した野菜を使
った、豚汁をいた
だきました。ふか
したおいもを食べ
たり、皆でついた
お餅は格別の味で
子ども達も笑顔がこぼれます。
日々の農作業や、案山子やわら細
工を作ったり、自然観察をした様子
を模造紙に貼られた写真を見ながら
嬉しそうに報告するお子さんもいま
した。
今年も 2 月から区主催の「ほどがや
☆元気村実行委員養成講座」が開催され、ただ今受
講生募集中です。
（締切２月８日（金）
）今後は、色々
な世代の交流の場として発展していくことが目標
だそうです。ホームページをごらんください。
http://www.genki-mura.jp
申込・問合せ 区役所生涯学習支援係☎045-334-6307

皆さんの情報を掲載しませんか？
情報紙アワーズ Ours は、年に 4 回発行します。５月・８月・１1 月・２月（予定）皆様の団体のイベン
ト情報、会員募集を掲載することが出来ます。詳しくはアワーズまでお問い合わせください。
〒240-0006 横浜市保土ケ谷区星川 1-2-1 Tel 045-334-6306 Fax 045-339-5120
アワーズ配布先：保土ケ谷区内

各地区センター、コミュニティハウス、ケアプラザ、区内各公共施設、保土ケ谷区内

相鉄駅の横浜市 PR ボックス、ＡＥＯＮ天王町店フリーペーパーボックス
（配布先も募集中）

