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「保土谷のまちをもっと知りたい」 

「地域で何か始めたい」と思っている、あなたのための講座です。 

地域デビューの第一歩は“まち”を知ることから始まります。 

さあ、一緒に保土ケ谷の魅力を探しに行きましょう！ 

※ 荒天時は内容を 

変更する場合があります。 

回 日 程 内 容 講 師 ＆ サポーター 

1 
10月 12日（木） 

13:00～16：00 

「まちの魅力再発見！ 

～ぶらり歩きを極めよう」 

吉野町市民プラザ 五十嵐 洋志氏 

参画はぐくみ工房 竹迫 和代氏 

2 
10月 19日（木） 

13:00～16：00 

「保土ケ谷から戸部の海を臨む 

～500年前の保土ケ谷道を考える」 

横浜都市発展記念館 

曽根 勇二氏 

3 
10月 26日（木） 

13:00～16：00 

「保土ケ谷・今井の民話を訪ねて 

～祐慶坂と十三品塚」 
「ほどがや」えかたり～べ 

4 
11月 2日（木） 

13:00～16：00 

「自然の恵みを感じよう 

～身近な森、桜ケ丘を訪ねて」 

桜ケ丘森の仲間たち 

桜ケ丘・水辺のある森再生プロジェクト 

5 
11月 9日（木） 

13:00～16：00 

「自然豊かな公園や横浜国大の 

歴史をめぐる」 

ほどがやガイドボランティアの会 

横浜国立大学 

6 
11月 16日（木） 

13:00～16：00 
保土ケ谷の魅力を語ろう 参画はぐくみ工房 竹迫 和代氏 
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ほどがやの元気力を発信する情報紙 

発行：ほどがや市民活動センター（アワーズ） 
Tel：045-334-6306 
Fax：045-339-5120 
E-mail：toiawase@hodogaya-ours.jp 

Good 

things 

【対象・定員】原則全日程に参加出来る方 30人（抽選） 

【費用】無料（交通費は各自負担） 

【持ち物】初回のみ「私のとっておきの保土ケ谷」写真 

または切り抜き（任意） 

【会場】ほどがや市民活動センター（アワーズ）ほか 

【申込み】9 月 28日必着で、ハガキ・Fax・E メールで 

〒住所・氏名（ふりがな）・年代・電話番号・応募動機を明記 

ほどがや学び隊 受講生募集 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町 2-9 保土ケ谷区役所

地域振興課生涯学習支援係 「地域デビュー講座」宛 

※E メールは、件名に「地域デビュー講座」と明記 

※Fax の場合は、送信後区役所生涯学習支援係に電

話で送信確認を。 

【問合せ】保土ケ谷区役所地域振興課生涯学習支援係 

Tel：045-334-6308、 Fax：045-332-7409 

E メール：ho-manabi@city.yokohama.jp 

 地域デビュー 
講 座 

mailto:ho-manabi@city.yokohama.jp


アワーズ  No.30 

◆ 初めてのパソコン 受講生募集 
文字入力の基礎から始めます。Ｅメールの送受信や
インターネットの検索を覚えて、あなたの世界をひろげ
ませんか！ 
【日程】10月コース：3・6・13・17・20・24 

11月コース：7・10・15・17・21・24 
12月コース：1・5・8・13・15・19 

【時間】９:30～12:30（１回３時間×６回） 
【定員／参加費】各 12名（先着順）／3,000円 
【申込】ハガキに、氏名（ふりがな）・性別・年齢・〒・住
所・電話・希望コース・パソコンの有無を記入の上、 
〒240-0001保土ケ谷区川辺町 5-11「かるがも」3階、保
土ケ谷区福祉保健活動拠点内メールボックス No.12 
「ほどがやパソボラ」 宛 
【申込締切】10 月分：9/18（月）、11 月分：10/18（水）,12
月分：11/18（土） 
【主催】ほどがやパソボラ 
【問合せ】Tel 090-4412-4078 青山 
★講座のサポートをしていただける方も募集中です。 

◆ 東海道ウォーク・ボランティアガイド養成講座 
東海道の歴史や文化に興味のある方、それをボラ

ンティアガイド活動によって多くの人々に伝えてみたい
方のご参加をお待ちしております。 
【講座内容】歩きの理論と実践、東海道と神奈川県内
各宿場の概要の講義、ガイド実習など。 
【日程】11/5～12/10の 6日間（日曜日） 9:30～16:40 
【会場】かながわ県民活動サポートセンター 
【募集人数】10名程度 
【受講料】5,000円（全 6回） 
【申込】下記問合せ先へ確認し、氏名・〒・住所・年齢・
電話番号と「養成講座参加」と記入し、郵便振替口座
へ受講料をお振込みください。ご案内をお送りします。 
郵便振込口座：00220-8-0140551 

神奈川東海道ウォークガイドの会 
【申込締切】10/30（月） 
【主催】NPO法人神奈川東海道ウォークガイドの会 
【問合せ】Tel 090-5804-4647（藤井） 

◆ ＷＥ21 じゃぱん・ほどがやリメイク連続講座 

布ぞうり：Tシャツをカットして作るぞうり 
9/6（水）13:00～16:00、9/20（水）9:30～12:30 
リメイク：羽織をほどいて作るリメイク品 
10/4（水）13:00～16:00、10/18（水）13:00～16:00 
裂き織り：糸の成型から織り上げまで  先着 8名 
10/9（月）10:00～13:00、10/24（火）10:00～13:00 

【会場】ほどがや市民活動センター （アワーズ） 
【参加費】600円（各講座） 
【持ち物】ハサミ、裁縫道具（各講座とも） 
【主催】認定 NPO法人ＷＥ21 ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ほどがや 
【問合せ】ＷＥショップ星川店：Tel  045-334-5140 

ＷＥショップ天王町店：Tel  045-333-6336 

◆ 「ほどがや発見ウォーク」参加者募集 

両国・北斎ゆかりの地を歩く （9月） 
9/24（日）JR両国駅西口～JR両国駅西口 

保土ケ谷道を行く      （10月） 
10/22（日）天王町駅前公園～桜木町駅） 

開港の道 横浜道を歩く   （11月） 
11/26（日）天王町駅前公園～吉田橋 

※最終出発時間 9:30/解散予定時間 12:30頃（全回） 
【参加費】500円（資料代・傷害保険料等） 
【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、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「○月」係 宛 
葉書：〒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/ 
【主催】ほどがやガイドボランティアの会 
【問合せ】Tel 080-3697-8077団体携帯 

◆ 第 17回ほどがや生涯学習フォーラム 

まなぶん祭り 
 ～出あい・ふれあい・学びあい♡～ 

保土ケ谷区内で活動しているグループが、ステージ、
体験ブース、パネル展示等を通して、活動発表する年
に 1度のお祭りです。工作、販売品等もあります。ご家
族での参加をお待ちしています。 
【日時】11月 11日（土） 9:30～15:00 

11月 12日（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 

◆ 保土ケ谷フリーマーケット出店募集 
【日時】10月 14日（土）10:30～15:00 （小雨中止） 
【会場】県立保土ケ谷公園 ※区民まつり同時開催 
【申込】出店希望は往復ハガキに住所・氏名・電話番
号・品名・点数・販売価格帯・車搬入の有無（駐車場無
し）を明記の上、〒240-0001保土ケ谷区川辺町 2-9 
保土ケ谷区役所地域振興課資源化推進担当内 
保土ケ谷フリーマーケット実行委員会へ 

講座・催し物情報 街の学習応援隊 PR展 

特技や知識を活かして地域の活動をボランティ

アで応援している“街の学習応援隊”のＰＲ展で

す。地域での活動プログラムを考える際のヒン

トにして頂けます。ぜひお立ち寄りください。 

【日時】9月 29日（金）～10月 11日（水） 

【会場】保土ケ谷区役所 1階 区民ギャラリー 

【主催】ほどがや市民活動センター（アワーズ） 

【問合せ】Tel 045- 334-6306 

雨天決行 

雨天決行
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【締切】9月22日（金）必着（応募多数時抽選） 
【募集数】約 50店（１区画1.8ｍ×２ｍ） 
【出店料】500円 
【問合せ】Tel 045-333-6877 福田 
【主催】保土ケ谷フリーマーケット実行委員会 

◆ 第 1回偕恵いわまワークス 
『わくわくマーケット』 開催（雨天決行） 

 毎年ご好評いただいている『あきまつり』は、今年度
から『わくわくマーケット』にリニューアル。模擬店、福引、
楽しいイベントがいっぱいです。 
【日時】11月 11日（土）10:00～14:00 
【会場】偕恵いわまワークス 
（相鉄線天王町下車徒歩 2 分/岩間市民プラザ内） 
【問合せ】偕恵いわまワークスわくわくマーケット事務局 
  Tel 045-336-0928 / Fax 045-336-0929 
☆当日のお手伝いボランティアも募集中！ 
偕恵いわまワークスは、障がいをもつ人たちが「働くこ
と」「暮らすこと」を支援する障害福祉サービス事業所で
す。 
◆ 横浜国立大学大学祭「常盤祭」  
今年のテーマは『ワンダーランド』 
約 150 の学内外の団体の参加で、食品販売、楽器演
奏・ダンス発表などのパフォーマンスや展示・発表など、
様々な団体が参加し、期間中の図書館企画では親子
向けの内容を多く行います。 
【日時】11月 3 日（金）13:00～21:00 
    11 月 4 日（土） 9:00～21:00 
    11 月 5 日（日） 9:00～15:00 
【会場】横浜国立大学 常盤台キャンパス 
（横浜市営地下鉄、三ッ沢上町駅下車徒歩 16 分） 
（市営バス 202 系統岡沢町バス停下車徒歩 3 分） 

【詳細】http:www.ynu-fes.com/ 
【主催】横浜国立大学大学祭実行委員会 

◆ 「中央ろうきん若者応援ファンド2018」募集 
家庭環境や経済状況、病気や障害などの諸事情による社会
的不利・困難を抱え、不安定な就労や無業の状態にある若者
の自立就労支援をサポートする市民活動助成制度です。 
【応募受付期間】10月2日（月）～10月27日（金）必着 
【詳細】
http://chuo.rokin.com/about/csr/assistance/youth_support/ 
【問合せ】中央労働金庫 総合企画部 <CSR企画> 

◆ スミセイコミュニティスポーツ推進助成プログラム 
第Ⅱ期 

コミュニティスポーツによる健やかな人づくりと社会づくりに
向けて、コミュニティスポーツの発展と展開を目指す”実践的
な取り組み“に焦点を絞って助成します。 
【応募受付期間】10月2日（月）～10月16日（月）必着 
【詳細】http://www.skzａidan.or.jp/ 
【問合せ】公益財団法人 住友生命健康財団 事務局 

◆ パソコンボランティア募集 

パソコン無料相談会、パソコン教室、パソコンクリニック、友
の会支援活動等ご一緒に活動をしてくださる方を募集してい
ます。パソコンを介して社会に貢献する活動です。 
（参照：http://pcyado.com） 
【募集人数】4～5名 
【年会費】1,000円 
【申込方法】http://pcyado.com のサイトからお申込みください。
ほどがや市民活動センター（アワーズ）で 
毎週（金）13:30～16:30 相談会開催中です。見学にお越しくだ
さい。 
【主催】NPO 法人パソコンよこはま宿 

◆ グループホーム アートショップ よこはま 

【内容】昼食づくり（買い物を含む）      （岩井町） 
【活動日時】水曜日・金曜日 9:30～12:30  

（謝金 1,500 円、昼食付） 

◆ 認知症型グループホーム若草の丘（保土ケ谷町） 

【内容】余暇支援（手芸・折り紙・歌・音楽演奏他） 
園芸手伝い    

【日時】曜日・時間は応相談 

※ 内容・活動時間は変更になることがあります。 

◆ ボランティアセンターボランティア講座（川辺町） 
【内容】「はじめの一歩」の参加者募集 

    ボランティアの基礎を習得 
【日時】10/20（金）14:00～16:00  

【上記すべての問合せ】 
横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会 

 保土ケ谷区ボランティアセンター 
Tel  045-332-2412 
Fax 045-334-5805 

E メール v@shakyohodogaya.jp 

ぼｂぼボランティアぼ

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 

 

http://hodogaya-ours.jp/ 
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情報紙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、イオン天王町店、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、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、NPO 法人ぎんがむら、かながわアートホール、特別養護老人ホームかわしまホーム（順不同） 

星川地域ケアプラザ 2F 

☎045-333-9500 

毎月（12月休み） 

第 4（土）受付 10～11時半 

地域子育て支援拠点こっころ 
☎045-340-0013 

偶数月 
第 1（土）受付 10～11時 

今井地域ケアプラザ 
☎045-351-8812 

毎月（8月休み） 
第 2（土）受付 9時半～11時 

川島地域ケアプラザ 
☎045-370-1550 

毎月（12月休み） 
第 4（月）受付 9時半～11時 

仏向地域ケアプラザ 
☎045-336-1565 

奇数月 
第 3（火）受付 9時半～11時 

＊休館日のお知らせ＊ 

  9月 19日（火） 

 10月 16日（月） 

 11月 20日（月） 

アワーズ No.30

 

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 

<作業進んでいますか？> 

「ほどがやおもちゃ再生館」活動場所一覧 

<ほら、ここが壊れていたよ> 

<入会の見学に> 

<遠くから来て良かった> 

<

な
お
る
と
い
い
な>

 

～見学を終えて～ 
使い捨てにされてしまいがちな”おもちゃ”を大切に使う方、
それを助ける方の温かい気持ちが溢れる場でした。修理費は原
則として無料（部品が 300 円以上の場合は相談）で、ボラン
ティアを自分たちの喜びとして活動しているのが伝わってき
ました。 
孫のおもちゃの修理がきっかけで、入会をお考えの方が見学

にいらしたりと、出会いの大切さに改めて気づかされました。 
☞アドバイス☜故障の原因の多くは電池ボックスの腐食なの
で、1か月位使用しない場合は電池を抜いておくと、よいそう
です。 
 模型工作や機械いじりが好きな方、一緒に 
活動しませんか。一度見学にいらしてください。 
。

www.facebook.com/hodogayaomotya 

おもちゃの修理は区内 5 か所で定期的に行われていま

す。小学校低学年の家族の利用が多いのですが、今回の

「こっころ」では乳幼児家族が対象でした。 

 受付開始早々に、おもちゃを抱えた家族連れが順番を

待ち、メンバーは話を聞きながらドライバーでビスを外

したり、テスターで電流を確認したりと故障の原因を探

し部品を交換していきます。一つでも多くのおもちゃを

直していきたいと、それぞれが知恵を出し合い、話し合

いながらチームワーク良く修理は進みます。 

 2か月の赤ちゃん連れのお母さんは、ネットで調べて遠

方からいらしたそうで、直ったオルゴールメリーを大事

そうにお持ち帰りになりました。最近は区外からの利用

も増えています。 

 あっという間の 1時間、12点のおもちゃの受付が終わ

った時には、修理のために入院するおもちゃもありまし

たが、元気になったおもちゃを受け取る利用者とメンバ

ーの皆さん、共に笑顔が輝いて見えました。 

 2009年区役所の生涯学級「ほどがやおもちゃ再生館」

受講後に団体が発足し、孫のおもちゃを直したいと入会

された方などを含め、現在 15人で活動中です。 

メンバー 
募集中！ 




