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アワーズサロンカフェ
好評開催中！！
9 月よりオープンした「アワーズ サロンカフェ」
。

ほどがや市民活動センター アワーズでは、来年

その日集まった人たちとおしゃべりを楽しみなが

2 月に『心に届く広報紙のつくりかた』講座を開催

らのひとときをあなたも一緒に過ごしませんか。ほ

します。「仲間を増やしたいけれど自分たちの取り

っとリラックスするティータイムも好評です。「ア

組みが伝わっていない」「もっと活動を広めたいが

ワーズってどんな場所か知らなかった」という方々

どうＰＲしたらいい？」…そう感じている団体の皆

にも気軽に参加していただいています。申込みはい

さん！ぜひこの講座にご参加ください。活動をキラ

りません。当日センターへ直接お越しください。

リと光らせる言葉や、見た人を引き付けるステキな
表現が見つかるかもしれません（全 3 回）
。
【日時】平成 29 年 2 月 4 日、18 日、25 日
いずれも土曜日 13:00～16:00
【会場】ほどがや市民活動センター

アワーズ

【講師】秦野 拓也氏
（NPO 法人まちづくりスポット茅ヶ崎 事務局長）

【対象】保土ケ谷区内を拠点に活動している団体や
自治会・町内会で活動している人
【定員】6 団体各 2 名（12 名）※応募者多数時抽選
【申込／問合せ】活動団体名、参加者氏名、住所、
電話番号、活動内容と課題に感じていることをア
ワーズまで
電話：334-6306／FAX：339-5120
メール：toiawase@hodogaya-ours.jp
または直接窓口へ 平成29 年1 月23 日（月）まで
（平日 9:00～21:00／日・祝 9:00～17:00
／第 3 月曜日休館）

サロンカフェ MENU
☆植物クラフトづくり
12／8・平成 29 年 ２／9 10:00～12:00
（偶数月 第 2 木曜日）
材料費：500 円 ／ 持ち物：作品を入れる袋
12 月はクリスマス・
はラ来
変フ年
ドアスワッグ（ドア飾り）、
わト２
り例月
2 月はひな祭りをイメー
まで
ジした植物クラフト作り
すす９
）（日
。材の
です。
料ク
担当：グリーンボックス
☆アクリルたわしづくり
12／21・平成 29 年 1／18・2／15・3／15
14:00～15:30 （毎月 第 3 水曜日）
材料費 100 円 ／ 持ち物：かぎ針７～8 号・
使わなくなった毛糸
だれでもできる洗剤不要の
アクリルたわしづくり体験
です。
担当：アミアミクラブ保土ケ谷

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
12 月 18 日（日） 社寺・教会を訪ねて尾根道を歩く
帷子川に沿って白根不動尊や
長屋門などを訪ねる
保土ケ谷公園から児童遊園地・
2 月 26 日（日）
英連邦墓地へ
1 月 22 日（日）

３月 26 日（日） 仏向の水辺から今井の里へ

【参加費】各回 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
ホームページ https://hodogaya-gaido.sakura.ne.jp/
■よこはまサンタプロジェクト２０１６
2009 年発足以来 8 回目を迎える、横浜の子ど
もたちへ笑顔を届けるプロジェクトです。ステージ
ショーや様々な体験ができるイベントやブースが
出店します。皆さんのお越しをお待ちしております。
【日程】12 月 10 日（土）13:00～16:00
【会場】パシフィコ横浜円形広場
【内容】☆ステージサンタ
…ヒーローショーや
ダンスなど
☆ブースサンタ
…ダンボールクラフト体験、
サンタカフェ、レインボーシートで
お絵かきなど
☆清掃サンタ…パシフィコ横浜周辺の清
掃。横浜に“キレイ”をプレゼント！
当日参加大歓迎！
【主催】横浜サンタプロジェクト実行委員会
【問合せ】NPO 法人 アクションポート横浜
TEL 662-4395
eメール santa@actionport-yokohama.org
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■横浜山手西洋館 世界のクリスマス 2016
「とっておきのプレゼントをあなたに」
～Joyful Christmas from Yokohama Yamate～
【日時】12 月 1 日（木）～25 日（日）
9:30～17:00（土・祝日は 18:00 まで）
【内容例】山手 111 番館『スウェーデン』
横浜市イギリス館『イギリス』
山手 234 番館『アルメニア』
エリスマン邸『フィンランド』
べーリック・ホール『ベトナム』
ブラフ 18 番館『イタリア』
外交官の家『日本』
山手 68 番館『ブラジル』
☆山手西洋館 光のファンタジー
イルミネーション
12 月 31 日（土）まで
日没～23:00
【問合せ】山手 111 番館 TEL 623-2957

■かながわアートホール
第 36 回 カジュアルコンサート Ｖｏｌ．２
～神奈川フィル・ジュニアオーケストラ
修了コンサート～
緑に囲まれた保土ケ谷の音楽の拠点 かながわア
ートホールで開催される入場無料のコンサートで
す（要申込）。
【日時】平成 29 年 1 月 9 日（月・祝）
13:30 開場 14:00 開演
【会場】かながわアートホール
（市営バス25 系統バス停「明神台」下車徒歩3 分）
【出演者】指揮：阿部未来（神奈川フィル副指揮者）
管弦楽：神奈川フィルハーモニー管弦楽団
／神奈川フィル・ジュニアオーケストラ
（第２部のみ）
【曲目（一例）】☆第 1 部 神奈川フィル
Ｊ．シュトラウス／喜歌劇「こうもり」序曲
シベリウス／交響詩「フィンランディア」 など
☆第 2 部 神奈川フィル＋ジュニア オーケストラ
モーツァルト／「アイネ・クライネ・
ナハトムジーク」より第1 楽章
チャイコフスキー／スラヴ行進曲
など
【申込方法】往復はがきに郵便番号・住所・氏名・
参加人数（2 名まで可）を明記の上、
〒240-0017
保土ケ谷区花見台4-2 かながわアート
ホール「カジュアルコンサートＢ」係へ

アワーズ

12 月20 日（火）必着
※未就学児入場不可

【定員】150 名（応募者多数時抽選）／無料
【主催／問合せ】かながわアートホール
TEL 341-7657（9:00～17:00）
e メール info@kanagawa-arthall.jp
■ぎんがむら イベント案内
ぎんがむらではお子様の預かりはもちろんのこ
と、さまざまなイベントや体験を通じて、スタッ
フや他のお父さん、お母さんと気楽にコミュニケ
ーションがとれるような環境作りをモットーとし
ております。気軽にお立ち寄りください。
（相鉄線 和田町駅より徒歩10 分／バス停 常盤園前より徒歩２分）

☆イベント案内（一例）
①【日時】12 月 19 日（月）10:00～
【内容】小物づくり
クリスマスオーナメント
（かぎ針使用／予約制 6 名
／850 円）
②【日時】12 月 20 日（火）10:30～
【内容】食育 クリスマス・お正月のお寿しを作
ろう～サンタや来年の干支『とり』の
デコ巻き、稲荷寿し～
（予約制 6 名／600 円）
【申込/問合せ】NPO 法人 ぎんがむら
TEL 331-0468（受付：月～土 9:15～15:45）

ボランティア募集情報
■保土ケ谷フリーマーケット実行委員会

ボランティア募集

■付き添いボランティアさん募集
障がいがある方や高齢者の外出時の付き添いです。
☆通学の付き添い
小学校・中学校の個別支援級に
通うお子さんの見守り・付き添い。
養護学校・特別支援学校に通う
お子さんの登下校のお手伝い。
☆通所の付き添い
障がいのある方が作業所などの施設に通う時の
見守り・付き添い。
☆外出の付き添い
通院、買い物、余暇など
の見守り・付き添い。車
いすでのお出かけのお手伝い。
【問合せ】保土ケ谷区社会福祉協議会ボランティアセンター
TEL 332-2412 FAX 334-5805
ｅメール v@shakyohodogaya.jp

みなさんの
活動ＰＲにお役立てください！
講座・イベント、ボランティア募集など

情報受付 スケジュール
●情報紙アワーズ…５・8・11・2月の5日頃まで
●センターでのチラシ配架・掲示…常時
●ホームページ…常時 ●メールマガジン…
掲載希望月の前月末まで
ちア
らク
かセ
らス
は
こ

http://hodogaya-ours.jp/

ら登
か録
らは
こ
ち
⇓

■食器洗い・調理補助ボランティア募集
ふれあいショップ クレヨンは、障がい者とスタ
ッフが協力して働いている軽食と喫茶のお店です。

お店の運営をサポートしてくれる人を募集してい
ます。
☆食器洗いボランティア
【内容】厨房内での食器の洗浄
【曜日／時間】火曜日
11:30～14:00
☆調理補助ボランティア
【内容】厨房内での調理サポート
【曜日／時間】月・火曜日 11:30～14:00
【問合せ】ふれあいショップ クレヨン
TEL 333-9633（アナハラ）
※昼食はご提供します。
（営業時間：月～金／第３土曜 10:30～17:00）

⇓

環境にやさしい暮らしを目指し、リユース・リ
サイクルの推進活動をしています。
現在 22 名で開催準備などを
中心に活動中。当日のみの
運営ボランティアも大歓迎！
気軽にできるエコなボラン
ティアを一緒に始めませんか？
☆区役所前広場でフリーマーケット開催
☆横浜ビジネスパークフリーマーケットに協力
☆ほどがや区民まつり会場でフリーマーケット開催
【問合せ】保土ケ谷フリーマーケット実行委員会
TEL 333-6877 （福田）
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校 4 年生～60 歳代と幅広く、普段の練習は今井地
区センターで行っています。
『街の学習応援隊』は、持っている知識や技術を地

「地元のおまつりやイベントは、その地元の人が

域のために役立てたい方と、学習や活動などを応援

参加することが大切だと思います。保土ケ谷のおま

してくれる人を探している方との出会いのきっか

つりだから、地元の人が太鼓を叩くことに意義があ

けをつくる事業です。

るのではないかと思うんです。そこからつながりも

今回は、応援隊として活動している「横浜和太鼓
音や」の皆さんが出演する今井地区センター・今井
地域ケアプラザ合同秋まつりの発表会に行ってき
ました。

生まれます。だから、『地元の皆さんで太鼓を叩い
てみてください』と必ずお話しするんです。
太鼓を通して、地域に友
達や知り合いがたくさんで

子どもたちの

子どもたちもこの勇姿。カッコイイ！

きました。今年も太鼓を頼

かわいらしさの

むよ、と続けて声をかけら

中にも力強い太

れることも多く、私たちの

鼓や男性メンバー

成長を見てもらえることも

が中心の圧倒さ

うれしいです。」と代表の金子一馬さんからお聞き

れるような響き

しました。地域に根ざし、「みんなが主役」をモッ

の演奏に、聞いている人たちもどんどん引き込まれ

トーにした活動です。

ていきます。最後は全メンバーがステージに登場し、

新年１月２日・３日は、保土ヶ谷宿松並木プロム

子どもたちがリズムを取りながら会場を練り歩く

ナード水辺愛護会からの依頼で、瀬戸ケ谷町の松並

中、会場にいる人が手拍子で参加する一体となった

木周辺で太鼓を披露し、箱根駅伝を走る学生たちを

演奏でプログラムは終了しました。

応援します（2 日は 2 区、3 日は 9 区）
。大迫力の

「横浜和太鼓 音や」 は、平成 24 年 3 月に結成さ

太鼓の生演奏と一緒に応援に参加してはいかがで

れ、現在メンバーは 30 名ほどです。年齢層は小学

しょうか。

情報紙

Ours（アワーズ）は、次の場所においてあります。

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、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)、横浜市社会教育コ
ーナ－、保土ケ谷国際交流コーナー、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、イオン天王町店、

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

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、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、ぷらっとサロン「はぐツリー」、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（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！

＊休館日のお知らせ＊
12 月 19 日（月）
2017 年 1 月 16 日
（月）
2 月 20 日（月）

