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～index～ 
中面：秋の[出かける][食べる][観る][学ぶ]情報紹介！ 

４面：地域の拠点紹介《HAPPY SQUARE(ハッピースクエア)》 

ほどがやの元気力を発信する情報紙 アワーズ 

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：http://hodogaya-ours.jp 

MAIL：toiawase@hodogaya-ours.jp 

かける べる 

る ぶ 

今 年 の 秋 は 何 し て み る ？ 

 
アワーズで、いいコト・新しいコト 見つかるカモ！ 

大人のみなさんに伝えたいこと 

地域の一員として一緒にチャレンジする関係になりたい 

青少年たちも地域を担う一人として、色々考え模索を続け

ています。そうした彼らのチャレンジを地域のみなさんにぜひ

キャッチしてほしい。時には青少年の活動体験先になって受

け入れたり、青少年の育ちの機会となる活動を共に生み出し

たり…そうした地域の大人と青少年の輪が広がっていけばと

思っています。 

2 階はレンタルスペースとなっており、中高生の 

自習室、青少年育成に関わる地域の方々の会議室

や多目的室としての利用も可能です。事前申し込み

をしていただければ、どなたでも利用できます。 

ご利用については、ハッピースクエアまで。 

★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、保土

ケ谷公園管理事務所、Gallery coen  （順不同） 

地域の青少年たちへ伝えたいこと 

自分のことは自分で決める、でも誰かに頼ることも大事 

 ハピスクでは、スタッフや地域の大人が、日々みんなの活動や

成長する姿を見守っています。 「これから世の中は、どんどん選

択肢が増えて迷うことも多くなるかもしれない。だからこそ、誰か

に言われたことではなく、自分のことは自分で決めていくようにな

ってほしい。でも、それは“一人で生きる”ことではなくて、誰かに

頼ることも大きな力になる。」これはハピスクのメッセージ。 

そんな思いの大人が保土ケ谷にいるんです。ハピスクで自分の

想いをカタチにしてみるのはどうでしょう。 

“あなただからできる、がきっとあると思います。” 

 

ＨＡＰＰＹ ＳＱＵＡＲＥ(ハッピースクエア) 

秋は色んな情報が盛りだくさん！ 

まちに一歩出て新しい発見をしてみよう♪ 

どんなところ？？ 
天王町にある「HAPPY SQUARE(以下、ハピスク)」は、中高生世

代を中心とした青少年が気軽に集える活動場所です。ここには、

勉強や工作、ゲーム等を通して、様々な体験を共有できる場があ

り、色んな人との交流が生まれています。 

 そして今後は、ハピスクの青少年たちが、まちへ一歩出て、地域

の主体として自ら考え、社会参加するプログラムを展開していきま

す。今夏は地域ケアプラザでのボランティア活動、冬はアワーズ

で開催される、『ほどがやサンタプロジェクト』にも参加予定！ 

一歩一歩青少年たちのチャレンジが始まっています！ 

 
HAPPY SQUARE 開館情報 

開館時間：火曜～金曜 15:00～20:00 
      ※17:00～20:00 は中高生専用の時間帯です。 

       土曜      13:00～18:00 

住所：  保土ケ谷区天王町 1-30-17 

TEL：   045-334-3042 

Twitter： @happysquare_ho 
 

横浜市保土ケ谷区青少年の地域活動拠点事業 受託団体：ＮＰＯ法人リロード 

＊休館日＊ 

9 月 18 日（火） 

10 月 15 日（月） 

11 月 19 日（月） 

応援パートナーになりませんか？ 
青少年たちの学習活動の補助や見守りスタッフとなる 

「応援パートナー」を募集しています！ 

詳しくは、リロード(045-334-3042)までお問合せ下さい！ 
またはハピスクにお立ち寄りの際にもお声がけください。 

説明文～～～～～～～～～～～～～～～～～
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◆ほどがやガイドボランティアの会 発見ウォーク 
9 月：新装なった水天宮参拝と芭蕉ゆかりの地を歩く  

10 月：曹洞宗大本山總持寺拝観 

11 月：遊行寺から藤沢宿を歩く ←★新コース 

【開催日】 
①9 月 30 日(日)、②10 月 31 日(水)、③11 月 25 日(日) 

※小雨決行 
【参加費】500 円（資料代・傷害保険料等） 
      ※10 月のみ拝観料含め 850 円 
【申込み】アワーズに配架してある参加申込書または 

ホームページから 
【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） 

秋のボランティア募集情報 

｢お買物をしたら地球のためにも人のためにもなっていた．(びっくり！)｣  

家庭で使わなくなった衣類や雑貨など、地域の皆様から寄付していただいたものを

販売し、その収益で国内外の支援協力活動を行っている「WE(ｳｨ)ショップ」では、 

ショップをお手伝いしてくださるボランティアさんを募集しています。 
 

【内容】寄付品の仕分けや値付け、ディスプレイ、接客など。 

【場所】WE ショップ星川店（土・日・祝休み） 川辺町 2‐2‐103 TEL：334‐5140 

WE ショップ天王町店（水・日・祝休み）天王町 1‐23‐20 TEL：333‐6336 

【営業時間】10：30～17：30   【活動日】お好きな曜日、2～3 時間程度（応相談） 

HP：http://we21hodogaya.org/ 

◆講座情報 地域デビュー講座 （全 5 回） 
地学博士 鷲山先生の『地層で学ぶ保土ケ谷の歴史』 

地球科学的(地学)な視点から、保土ケ谷の土地ができた生い立

ちを学び、東海道が通る理由等をお話やまち歩きから考えます。 

【日 程】11 月 1・8・15・22・29 日(木) 13：00～16：00 
【会 場】アワーズ他 
【申込み】9 月末に発行される講座チラシをご覧ください。 
【問合せ】アワーズまで 
 

★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★ 

 

まちへ出かける 食べる・つくる 

◆学園祭情報 

18 常盤祭 ～テーマ：Polaris～ 

お子様向けゲームなどの企画が盛りだくさん！ 

【開催日】11 月 2・3・4 日(金・土・日) 
【会 場】横浜国立大学 常盤台キャンパス 
【企 画】ミス・ミスターYNU コンテスト,スタンプラリー, 

屋台コンテスト 等 
【主 催】横浜国立大学大学祭実行委員会 
HP：https://www.ynu-fes.com/  Twitter：@ynu_fes 
Facebook：https://www.facebook.com/ynufes 

◆おまつり情報 
保土ケ谷宿場まつり 2018 

【開催日】10 月 7 日（日）8 日（祝月） 
【会 場】保土ケ谷駅西口商店街他  
【主 催】保土ケ谷宿場まつり実行委員会 
HP：https://syukuba.net/2018/syukuba_top.html 

◆受講生募集 
初めてのパソコン（10 月ｺｰｽ・11 月ｺｰｽ・12 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！ 

※講座のサポートをしていただける方も募集中です。 

【日 程】10 月：2・5・12・16・19・23（9/18 締切り） 
11 月：2・6・9・13・16・20（10/18 締切り） 
12 月：4・7・11・14・18・21（11/18 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。 
【主 催】ほどがやパソボラ 
【問合せ】090-4412-4078（寺島） 

学ぶ・仲間作り 

◆出展情報 
街の学習応援隊活動 PR 展 

【開催日】8 月 31 日(金)～9 月 11 日(火) 
【会 場】保土ケ谷区役所 1 階ロビー(区民ギャラリー) 
【問合せ】アワーズ 

◆展示企画募集中！ 
県立保土ケ谷公園内「Gallery coen（ｷﾞｬﾗﾘｰｺｰｴﾝ）」 

公園内のカフェが隣にあるおしゃれな空間で市民作品の 

展示をしてみませんか？現在 31 年度分を募集しています。 

【期 間】平成 31 年 4 月～平成 32 年 3 月 
【使用料】無料 
【会 場】Gallery coen（ギャラリーコーエン） 
【問合せ】保土ケ谷公園管理事務所 

電話 045-333-5515 
HP：http://www.kanagawa-park.or.jp/hodogaya/gallery.html 
★詳しくは公園に来てね♪ 

◆地元の味覚情報 
ほどがや弁当★保土ケ谷宿場まつり 2018 登場予定！ 

この機会に保土ケ谷野菜を使った弁当もお試しあれ。 

【お値段】600 円弁当／500 円弁当（ハーフサイズ） 
【企 画】ほどがや・人・まち・文化振興会、保土ケ谷区 

◆イベント情報 
みんなあつまれ！フリーマーケット 

【開催日】10 月 20 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 
                     ※区民まつりは小雨決行 
【主 催】保土ケ谷フリーマーケット実行委員会 

観る・みせる

◆上映イベント 
みんなちがって 皆いっしょ  

みんなの学校 みんなの居場所 

映画『みんなの学校』の上映、和太鼓の演奏を行います。 

 
【開催日】9 月 29 日(土)13:00～16:00 （開場 12:20） 
【会 場】保土ケ谷公会堂 
【主 催】NPO 法人横浜市精神障害者家族連合会(浜家連) 
【問合せ】548-4816(浜家連事務局) 

◆10 月は「世界食料デー」月間 
10 月 16 日は国連が定めた「世界食料デー」。 
世界の食料問題をみんなで考える日です。 
この機会に“食べ物のもったいないを減らす”を考え
てみませんか。ほどがや産直便の渡邊さんにお話を
伺いました！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「世界食料デー」について詳しくは、特設サイトへ 
http://worldfoodday-japan.net/ 

全国でも上位の収穫量を誇る“ハマの小松菜”。
保土ケ谷でも 7～8 月を除いて出回ります。9 月は
身がしまり甘くて最も美味しい秋ナスや水ナスもお
ススメです。旬野菜は美味しくて栄養豊富。生産
者の顔が見えて、はじめて知る野菜と出会える、
区内の直売所（ほどがや農産物直売所マップを参
照）や朝市などでお買い物をして、この秋は新鮮
な野菜を味わってみませんか？ 

【野菜を丸ごと使い切るコツ】 
・野菜を沢山食べるには汁物や鍋物 
・残り野菜はピクルスや佃煮など常備菜に 
・栄養価を残すために電子レンジを活用 

◆講座情報 かるがもキッズ「保育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座」 

保土ケ谷区内の施設で未就学児の一時託児や親子遊びの 

活動を行うメンバーを募集します。 

【開催日】10 月 1・15・22/11 月 5・19 日(月) 10：00～12：00 
【会 場】かるがも／ほどがや地区センター 
【対 象】テーマに興味があり、講座終了後活動可能な方 
【参加費】500 円(資料代等) 
【申込み】FAX 又は E メールにて(9/21 締切り) 
【問合せ】かるがもキッズ「保育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座」担当 
FAX：712-9155 MAIL：karugamo.kids.2018@gmail.com 

◆おまつり情報 
まなぶん祭り 

【開催日】11 月 10 日(土)・11 日（日) 
【会 場】アワーズ 
【主 催】ほどがや生涯学習フォーラム実行委員会 
      保土ケ谷区役所地域振興課 
【共 催】アワーズ 

◆講座情報 「さきおり講習会」 

2 回連続の講習で、可愛い小さなポーチができあがります。 

【開催日】9 月 11 日(火)／17 日(月・祝) 
10：00～12：00 

【会 場】アワーズ 
【申込み】 
WE ショップほどがや星川店 334－5140 
WE ショップほどがや天王町店  333－6336 


