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アワーズでは、自分の特技や知識、経験をいかし

的な活動や学習に取り組んでいるグループ、サーク

てボランティア活動を希望する人たちと、地域の学

ル、団体、施設、学校などが利用できます。各種イ

習や活動の場をつなげる『街の学習応援隊』事業を

ベント、講座、学習活動の際、まずは、アワーズへ

進めています。現在登録数は 126 件。ジャンルは、

お電話かご来館いただき、お気軽にご相談ください。

音楽や工作、クラフト作りや体操など 130 以上の

どんなことを地域でやってみたいのか、お話しをお

分野にわたっています。

聞きしながら、ご登録の方々との出会いのきっかけ

この『街の学習応援隊』は、主として地域で自主

を作ります。

新しく登録された方々を紹介します。（Ｈ28．６～）
ジャンル

登録名

主な活動内容

俳 画

俳画 弥生会

身近な物を題材に絵具（顔彩）と墨を使って、俳句を添えた絵を描き
ます。

アクリルたわし作り

アミアミクラブ保土ケ谷

だれでも編めるアクリルたわし作りを指導します。

口笛とピアノのセッション

横浜サウンドストリーム

室内のコンサートから屋外のイベントまで、楽しい口笛とピアノの演
奏をお届けします。

パーソナルカラー

き とう

輝東

み

さ

き

美紗衣

色が持つパワーや魅力をお伝えします。

歌唱指導・歌曲コンサート

東嶋 裕子

将 棋

将棋を楽しむ会

フラワーアレンジメント

アレンジメント 花時間

健康レクササイズ

みや子

笑いやヨガの深い呼吸と簡単なポーズやゲームを合わせた健康
体操です。

フラダンス

フラダンス

フラダンスの曲と動きの意味を理解しながら体を動かします。

童謡、合唱曲、懐かしのメロディーなど仲間と歌い盛り上がりましょう！

一緒に将棋を楽しみませんか。
花を長くもたせる方法や色合わせなどもお教えします。

応援隊にご依頼を考えている方、登録に関心のある方、お気軽にアワーズへ！お待ちしています。
次のページのお知らせ！

16 日（木）にアワーズで開催する

「活動団体向けＳＮＳ活用セミナー」の詳細を掲載
しています。ぜひご覧ください！
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講座・催し物情報
■ほどがや市民活動センター ＩＣＴ活用講座

活動団体向け ＳＮＳ活用セミナー
【日時】３月 16 日（木）13:30～16:00
【会場】ほどがや市民活動センター アワーズ
【定員】30 名（応募者多数時抽選）
【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
【内容】「フェイスブック、ツイッターなど、SNS
（Social Networking Service）を使って
自分たちの活動をもっと
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■横浜いのちの電話 春の映画会「ブルックリン」
横浜いのちの電話の活動を支えるための映画会。
支援会手作り品バザーも同時開催！
【日程】3 月 8 日（水） ①11:00（開場 10:30）
②14:30（開場 14:00）
③18:30（開場 18:00）
【会場】戸塚区民文化センター さくらプラザ ホール
（JR・市営地下鉄「戸塚駅」西口／戸塚区総合庁舎内4 階）
【参加費】前売券 1,000 円／当日券 1,200 円
全席自由
【主催】社会福祉法人横浜いのちの電話
【申込・問合せ】横浜いのちの電話事務局
TEL 045-333-6163（月～金 9:00～17:00）

多くの人に知ってほしい」
ときに、安全で効果的な
活動ＰＲのコツを学びます。
【講師】五十嵐 洋志氏
（吉野町市民プラザ職員/NPO 法人横浜コミ
ュニティ・デザイン・ラボ理事）
【申込】窓口・電話・FAX・ｅメールにて団体名・参
加者名・住所・電話番号をお知らせください。
TEL 045-334-6306/FAX 045-339-5120
ｅメール toiawase@hodogaya-ours.jp
■ほどがやガイドボランティアの会

発見ウォーク参加者募集
【コース名】仏向の水辺から今井の里へ
【日時】３月 26 日（日）

■第 13 回 WE フェスタ春 2017
チャリティーバザール＆イベント
～もったいないは世界につながる～
【日時】3 月 12 日（日）11:00～17:00
【会場】横浜産貿ホール 1 階 展示場
（みなとみらい線
「日本大通り駅」
3 番出口より徒歩5 分）
【内容例】
・全国からの寄付品販売
・WE21 ジャパン・グループ活動紹介
・イベント ３．11 を忘れない
復興支援マルシェ
・NGO 団体、企業の出展
【問合せ】認定 NPO 法人 WE21 ジャパン
TEL 045-264-9390
FAX 045-264-9391
ｅメール info@we21japan.org

最終出発 9:00
相鉄和田町駅

活動お役立ち情報

解散 12:30 頃
金剛寺バス停

■区内の地域活動を応援します

【参加費】500 円
【申込】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、普通ハ
ガキ・ＦＡＸ・ホームページで、ほどがや
ガイドボランティアの会３月係へ
ハガキ：〒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）
FAX：045-339-5120
ホームページ

https://hodogaya-gaido.sakura.ne.jp/

【問合せ】TEL 080-3697-8077 団体携帯

～平成 29 年度 団体活動への補助制度～
★保土ケ谷区地域・まちづくり活動補助金
【補助対象】将来自立が見込まれる地域社会やまちづくり
につながる社会的公共性を持つ団体活動
【補助金額】最大 30 万円（予定）※実施回数や参加者数
により限度額が異なります。
【対象】区内在住・在勤・在学の方が中心で、区内を活動
拠点とする団体 ※詳細は募集要項に記載
【問合せ】区役所生涯学習支援係
TEL 045-334-6307/FAX 045-332-7409
区役所事業企画担当
（福祉・保健分野について）
TEL 045-334-6342/FAX 045-333-6309
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★保土ケ谷区地域運営補助金
【補助対象】自治会町内会を含む 2 つ以上の団体が連
携・協働した、地域課題の解決を図る活動
【補助金額】
最大20万円
（対象経費の10分の９が上限）
【問合せ】区役所地域力推進担当
TEL 045-334-6380/FAX 045-332-7409
※募集要項は、各問合せ先のほか、ほどがや市民
活動センター アワーズで配布、区ホームページ
からもダウンロードできます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/
bunyabetu/chiiki-kumin/chiikimachi-hojyo/
申請期間は 3 月 10 日（金）まで。事前予約の上、
直接持参してください。
（月～金 9:00～17:00／郵送・FAX 不可）
■平成 29 年度「あったかほどがや助成金」
地域福祉の推進を目的とした事業を実施するボラ
ンティアグループ、市民活動団体、障がい者団体などの
支援を目的とした助成金制度です。
【申請受付期間】4 月 14 日（金）～28 日（金）
※土日除く
【問合せ/申請先】保土ケ谷区社会福祉協議会
TEL 045-341-9876
（9:30～11:30/13:00～16:30）
■ドコモ市民活動団体助成事業募集
【助成対象活動】①子どもの健全な育成を支援する活動
②経済的困難を抱える子どもを支援する活動
【助成金額】①標準 50 万円（上限 100 万円）
②上限 100 万円 ※どちらも1 団体あたり
【助成対象期間】2017 年 9 月 1 日（金）
～2018 年 8 月 31 日（金）
【応募締切】2017 年 3 月 31 日（金）
【問合せ/申請先】NPO 法人 モバイル・コミュニケーション・
ファンド
TEL 03-3509-7651
ｅメール info@mcfund.or.jp
条件・応募方法の詳細はホームページをご確認く
ださい→http;//www.mcfund.or.jp/
■ちょっと聞いてみよう！

ボランタリー活動の相談窓口

※主な相談内容…NPO 法人の設立、助成金の応募
方法、報告書の書き方や会計、税務など
相談担当アドバイザー：
一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ

ボランティア募集情報
■特別養護老人ホーム かわしまホーム
幅広く老人福祉に興味をお持ちの方を募集して
います！
☆お年寄りの話し相手をしたい！
☆一緒に体操や歌、レクリエーションに参加して
盛り上げたい！
☆お風呂後のドライヤーかけや、お茶出しくらいなら
できる！
などなど、したいこと、出来ることがございましたら、
なんでもご相談ください。
【問合せ】特別養護老人ホーム かわしまホーム
TEL 045-372-0022
〒240-0045 保土ケ谷区川島町 1514-2
（相鉄バス 西原住宅行き
「西原住宅入口」
下車徒歩3 分）
■障害者地域活動ホーム ほどがや希望の家
地域で暮らしている障害児・者にさまざまな支援を
しています。
【内容】障害児・者（小学生～高校生）の余暇活動
の外出支援（ハイキング、調理など）
【活動場所】希望の家～各外出先
【曜日・時間】第 1～第3 土曜日 10:00～17:00
【問合せ】NPO 法人 きてん
障害者地域活動ホーム ほどがや希望の家
TEL045-333-6964/FAX045-333-4088
〒240-0003 保土ケ谷区天王町 1-21
（相鉄線天王町駅より徒歩 7 分）

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
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かながわ県民活動サポートセンター９階のアドバイ
ザー相談コーナーでは、NPO に関するご相談を専門の
アドバイザーがお受けしています。まずはお気軽に、お
電話でお尋ねください。
【受付・問合せ】かながわ県民活動サポートセンター9 階
アドバイザー相談コーナー
TEL 045-312-1121（内線 4112）
火～土 12:00～17:00
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ちゃん」は、
“かきくけこ”が言えません。
「カキフ
ライ」や「かきのたね」になってしまいます。会場
『街の学習応援隊』は、持っている知識や技術を地

全体で「かきくけこ～」と言うと、「しんちゃん」

域のために役立てたい方と、学習や活動などを応援

も一緒に「かきくけこ～」とようやく言えました。

してくれる人を探している方との出会いのきっか

くるくる表情の変わる「しんちゃん」と大いに盛り

けをつくる事業です。

上がりました。

「新年会を盛り上げてほしい」との依頼を受け、

「以前人形劇をやった経験もあって、腹話術を始

シニアクラブ「宮田町 福寿会」の新年会に出演し

めました。子どもから大人まで楽しんでもらえると

た「ヨーヨーさんと人形たち（以降：ヨーヨーさん）」

いいな、と思ったからです。街の学習応援隊へ登録

の活動見学にお邪魔しました。

したのは、区の広報に載っていた募集記事を見て、

参加者が見守る中、いよいよ登
場です。
まずはバルーンの披露か
ら。干支をテーマに、あっ
という間にねずみやうさぎ、
龍がヨーヨーさんの手から

のう
人さ
はぎ
いの
ま登
す場
か「
？う
」さ
ぎ
年

自分が身に着けた腹話術やバルーンを通して地域
と関われたら、つながれたらと考

れ会
た場
「を
し大
んい
ちに
ゃ盛
んり
」上
げ
て
く

えたからです。今は、楽しかった、
と喜んでもらえることが生きがい
になっています。特別支援学校で
勤務した経験も生かして、みなさ

生み出されていきます。客席のおひとりに茶色のバ

んに楽しんでもらえるようなプロ

ルーンで作った枝を持ってもらい、ピンクの花のバ

グラムに取り組んでいきたいです。」と応援隊の活

ルーンが次々と付けられ、梅のようにきれいに咲き

動を通して地域とつながる醍醐味を語ってくれま

そろっていきます。

した。

そして次の場面では、腹話術の人形「しんちゃん」
が登場。将来の夢がアナウンサーだという「しん
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地域と関わることで、自身の可能性も広がったと
いうヨーヨーさん。充実した笑顔が心に残りました。

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

カフェ＆フラワー ローズマリー、コミュニティショップ

ティハウス・地域ケアプラザ、保土ケ谷区社会福祉協議会、

井戸ばた、相鉄線 保土ケ谷区内の駅、旭区社会福祉

地域子育て支援拠点こっころ、保土ケ谷図書館、保土

協議会、旭区民文化センター サンハート、旭区市沢地区

ケ谷公会堂、保土ケ谷スポーツセンター、横浜市内各区の

センター、ナイス住まいる Cafe 星川、NPO 法人 ぎん

市民活動センター(一部閲覧のみ)、横浜市社会教育コ

がむら、かながわアートホール、特別養護老人ホーム

ーナ－、保土ケ谷国際交流コーナー、ＷＥショップ星川

かわしまホーム（順不同）

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

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＊
3 月 21 日（火）
4 月 17 日（月）
5 月 15 日（月）

