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ほどがやガイドボランティアの会
日ごろの活動
ほどがやガイドボランティアの会は、地域の方へまちの魅力を
伝えるため、月に 1 回のガイドウォークイベントを実施していま
す。毎回のテーマは、「ガイド養成講座」を修了した会員が担
当。当日参加される皆さんが楽しんでいただけるように、コース
の検討・ガイドの勉強をし、下見をして当日を迎えます。

ほどがやの元気力を発信する情報紙
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中面：街の学習応援隊の活動紹介、イベント講座情報等
４面：地域の活動紹介《ほどがやガイドボランティアの会》

ガイドで使用する資料も会員のオリジナル！

活動で大事にしている思い
誰でも参加できるイベントづくりで、まちへの愛着を育む
ガイドウォークを続ける理由は、保土ケ谷の歴史や文化・自
然を伝え、参加者との交流を深め、地域に愛着を持ってほしい
想いがあるから。ある参加者は、今までは家と駅までの往復
ばかりだったが、参加してまちのいろんな風景や歴史などを知
れて、次は子どもと一緒に訪れたいと話していました。
また、ガイドに参加していると、自然と参加者同士の会話が
弾んで、その人が暮らしてきたまちの記憶をみんなでシェアで
きます。こうしたコミュニケーションも、会員のみなさんの心のこ
もった場づくりから生まれます。ネットや教科書では絶対に見
つからない、リアルな暮らしの声が伝わるガイドをぜひ体験し
てみてください！

こんな方法で参加できます！

初めて知るまちの一面にみんな興味津々♪

経験や特技を生かして、何かしてみたいな…
あなたの力を生かして、
地域で学び合う場があります！

まちのイベントや講座に参加したいな！
アワーズに行くと、
まちの活動情報がたくさんあります！

定例会で今後のことについて話し合います

ガイドに行こう！

ガイドになろう！

ガイドウォークは誰でも参加 OK！親子も歓迎です。
チラシや会のホームページで確認の上、お申し込み下さい。

一緒にガイドを楽しむボランティアも募集しています！
あなたの言葉でまちの魅力を伝えませんか？
お問合せは、ほどがや市民活動センターアワーズまで。

継続して活動できるボランティアはあるかな？

ほどがや発見ウォーク 開催スケジュール
6 月 24 日(日)あじさいロードから滝の川に沿って慶運寺へ
9 月 30 日(日)新装なった水天宮参拝と芭蕉ゆかりの地を歩く
10 月 31 日(水)曹洞宗大本山總持寺拝観
11 月 25 日(日)遊行寺から藤沢宿を歩く
12 月 16 日(日)絹の道を歩いて「ハマのアメ横」でお買い物

ほどがやガイドボランティアの会
【アワーズ登録 NO.18－021】
会員数：24 名(男:16 名・女:8 名)
定例会：毎月第三水曜(7・8 月は夏休み)
時間：17:30～19:30
主な活動場所：アワーズ
※入会費・会費あり

イベント詳細は右の QR コードから➡

まちの活動情報について、詳しくは中面もチェック！
団体の情報発信もアワーズへ！
下記媒体へイベント情報等を掲載できます。

●センターでのチラシ配架・掲示
●ホームページ
●情報紙アワーズ
●メールマガジン
詳しくは窓口まで！

★情報紙アワーズを配架いただいてます！！

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、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）

アワーズでは、色んな仲間たちが
日々活動をしています！

＊休館日＊
6 月 18 日（月）
7 月 17 日（火）
8 月 20 日（月）

何から始めようか
分からない！ということも、
スタッフと一緒に相談しましょう

気軽にアワーズまで
遊びに来てください！
いいコト・新しいコト 見つかるカモ！

アワーズ

★各講座・催し物の詳細は各団体のホームページまたはアワーズ情報コーナーのチラシでご確認ください★

夏休みの 1 日はかながわアートホールを満喫しよう！

◆ほどがやガイドボランティアの会 発見ウォーク
あじさいロードから滝の川に沿って慶運寺へ
【開催日】6 月 24 日（日） ※少雨決行
【参加費】500 円（資料代・傷害保険料等）
【定 員】80 名（先着）
【申込み】アワーズで配布している参加申込書または
ホームページで
【締 切 り】6 月 20 日（水）
【主 催】ほどがやガイドボランティアの会
HP：https://hodogaya-gaido.sakura.ne.jp/
【問合せ】 080-3697-8077（団体携帯）

神奈川フィルハーモニー管弦楽団によるコンサートや楽器体験
バルーンアートや木の実のクラフトづくり、紙芝居、将棋・・・
ほかにも『街の学習応援隊』による
ミニ体験講座がいろいろあるよ！

『街の学習応援隊』とは
知識や経験、技術を生かして
地域でボランティア活動を
行っている皆さんです。

8 月 5 日（日）10：00～16：00
＠かながわアートホール
（花見台 4-2

保土ケ谷公園内）

※詳しい内容は 7 月に発行するチラシでご確認ください

平成 30 年度 アワーズ利用者交流会
「あなたの活動話してください！」
アワーズで活動している皆様の情報交換・交流の場です
＊参加者全員 PR タイムあり＊
【日 時】8 月 18 日（土）13：30～15：30
【場 所】ほどがや市民活動センター（アワーズ）
【参加費】無料
【対 象】日頃アワーズをご利用の方 30 名
【問合せ】045-334-6306（アワーズ）
※詳しいチラシは 7 月に発行予定です。

何か始めたい――そんな時、
さまざまな活動を紹介している
『ほどがや活動団体プロフィール』
知識や技術を生かし活動するボランティア
『街の学習応援隊ガイドブック』
ぜひご活用ください。
6 月下旬発行予定！

◆ボランティア募集◆
介護する方のたいへんさ…
介護される方の不安…
温かいコーヒーを飲みながら一息つける
“ネーブル倶楽部”では、お茶を出したり、
お話を聞いてくださる方を募集しています。
次回は 6 月 17 日（日）13：30～、
星川地域ケアプラザで開催します。
主催：ネーブルの会～みんなで認知症を
考える会
問合せ：横浜市星川地域ケアプラザ
045-333-9500

保土ケ谷公園の緑に囲まれた音楽拠点、
かながわアートホールにある音楽情報コーナー。
音楽や舞踊に関する書籍、CD・DVD が無料で
閲覧、視聴できます。
自然を眺めながらリラックスした時間を
過ごしてみては？

◆ガイドと歩こう「大磯宿」
松風が吹く、要人・文人たちが愛した大磯を巡る
【日 程】①6/9（土） ②6/14（木） ③6/24（日）
【参加費】一般 500 円、中・高校生 200 円
【申込み】ホームページ・E メール・FAX に、希望参加日
氏名・〒・住所・電話番号を明記。
【締 切 り】実施日の 3 日前まで
【主 催】NPO 法人神奈川東海道ウォークガイドの会
HP：https://www.tokaido-wg.com/
E メール：re@tokaido-wg.com
FAX：050-5865-0662
【問合せ】050-5240-3217（吉見）
◆とうもろこし収穫体験（少雨決行）
【日 時】①6 月 19 日（火） 10：00～11：00
②7 月 22 日（日） 14：00～15：00
【集 合】相鉄線「ゆめが丘」駅 改札
【参加費】小学生以上 1,000 円（とうもろこし 3 本・体験
料・資料代）、3 歳～未就学児 400 円（保護者と一緒に
体験）
【申込み】ぎんがむらホームページ・お問い合わせより、
名前・年齢・携帯電話番号を明記
【主 催】NPO 法人ぎんがむら
HP：http://www.gingamura.co.jp/
【問合せ】045-331-0468（月～土 9：15～15：45）
◆受講生募集◆
初めてのパソコン （7 月コース・9 月コース）
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】７月：3・6・10・13・17・20（6/18 締切り）
9 月：4・7・11・18・21・25（8/18 締切り）
【時 間】9:30～12:30（1 回 3 時間×6 回）
【場 所】保土ケ谷区福祉保健活動拠点
【参加費】3,000 円
【定 員】各コース 12 名（先着順）
【申込み】往復ハガキの往信に氏名（ふりがな）・性別
年齢・〒・住所・電話・希望コース・パソコンの有無。
返信面の宛名欄にご自分の氏名・〒・住所を記入。
〒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メールボックス No.19
「ほどがやパソボラ」 宛に。
講座サポーターも
【主 催】ほどがやパソボラ
募集中！
【問合せ】090-4412-4078（寺島）
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◆保土ケ谷ファミリーブラス～かるがも隊～
第 3 回ファミリーコンサート
ないても さわいでも 大丈夫！
小さなお子様と一緒に楽しめる、吹奏楽のコンサート♪
【日 時】7 月 1 日（日） 13：30 開演（13：00 開場）
【場 所】保土ケ谷公会堂 ホール
【申込み】当日直接会場へ
【主 催】保土ケ谷ファミリーブラス～かるがも隊～
HP：http://home.catv-yokohama.ne.jp/77/ppp/
【問合せ】E メール：karugamotai2008@yahoo.co.jp
◆世界の絵本の魅力をさぐる
大人が楽しむ「絵本」の会です。
【日 時】毎月第 1 火曜日 14：00～16：00
【場 所】横浜市社会教育コーナーなど
【参加費】1 回 1,000 円
【対 象】絵本好きの大人の方ならどなたでも
【申込み】E メールに参加希望日・名前・電話番号を明記
【主 催】絵本セミナー フレンズ
E メール：friends.yokohama@gmail.com
◆旧東海道を日本橋から歩きませんか！
専門ガイドが日本橋から沼津宿まで１１９km の行程を
10 回に分けて案内（1 日 15km 前後の日帰りウォーク）
します。※詳細はホームページをご覧ください。
【開催日】第 1 回目：9 月 22 日（土）
【参加費】12,000 円（10 回分一括払い・書籍付）
【定 員】80 名（ 完全予約制、定員になり次第締切り）
【申込み】ホームページまたはチラシで。
【特 典】①「神奈川の宿場を歩く」改訂版②街道地図
③守護手形④日本橋出発時と沼津宿到着時の記念写
真 ★全行程を踏破された方に完歩賞
【主 催】NPO 法人神奈川東海道ウォークガイドの会
HP：https://www.tokaido-wg.com/
【問合せ】090-3519-5563（牧）
◆作品募集◆
第 18 回保土ケ谷区民写真展
保土ケ谷区内で撮影された写真を募集しています。自
慢の写真をお送りください。作品展示は 9 月 22 日（土）
より岩間市民プラザで行います。
【テーマ】第 1 部「保土ケ谷の道」
【募集期間】8 月 1 日（水）～31 日（金）必着
【出展料】無料
【対 象】保土ケ谷区在住、在勤、在学または区内に
活動拠点のある写真団体所属の方
【申込み】アワーズ・地区センター等で配布されている
出展票に必要事項を記入し保土ケ谷区役所地域振興
課宛に郵送または持参（保土ケ谷区川辺町 2-9）
【主 催】保土ケ谷区民文化祭実行委員会 写真部会
【問合せ】045-335-0168（大関）

