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４面：地域の拠点紹介《かながわアートホール》

「大人も子どもも、みんなの音楽プロジェクト♪」
アートホールでは“みんなの音楽プロジェクト”とい
う子ども達に向けた音楽体験の場が用意されています。
Ｐ２でご紹介する家族一緒に楽しめる夏の「かなフィル
ランド」
。冬の「神奈川フィル・ジュニアオーケストラ」
は、楽器経験のある子ども達にむけた企画です。冬休み
の期間に練習を重ね、コンサートでその成果を発表しま
す。神奈川フィルの楽団員から直接指導を受けたり、他
の楽器と音を重ねて演奏するという体験を通し「音楽に
対する意欲がわいてきた」という嬉しい感想が寄せられ
ているそうです。 （※みんなの音楽プロジェクトの詳細は

かながわアートホール

（午前９時～午後９時開館）
利用申込受付は午後５時まで

住所：横浜市保土ケ谷区花見台 4－2
電話：045－341-7657
アクセス
〈徒歩〉 ・相鉄線「星川駅」から徒歩 20 分（上り坂）
（バス） ・ＪＲ横須賀線「保土ケ谷駅」西口より市営バス①乗り場 25 系統
横浜駅西口または保土ケ谷駅西口行き「明神台」下車徒歩３分
・「横浜駅」西口より市営バス④乗り場
25 系統・保土ケ谷駅西口行き「明神台」下車徒歩３分
・相鉄線「星川駅」より市営バス
25 系統・保土ケ谷駅西口行き「明神台」下車徒歩３分

ＨＰをご確認ください。
）

インタビューの終わりに「子育て中のお母さん達に向
けたコンサートを開きたい。
」そう話された馬場館長。
「今は未就学児を連れて参加できるコンサートが少な
い。赤ちゃん連れで楽しめるように、開催はお昼寝前の
午前中がいいかな。
」
大人も子どもも、みんなが音楽を楽しむことができる
アートホール。まだまだご紹介しきれません。
皆さんぜひ、自分だけの楽しみ方を見つけにアートホ
ールにお出かけください♪

見つけたい！
学びたい！
知りたい！

その１
館内の「音楽情報コ

その２

ーナー」には、音楽に関

ホールの外で行われ

「保土ケ谷ロックミーティング」

わ る 書 籍 ・ CD ・ DVD

る「新緑野外コンサー

6/8（土）10：00～15：00

があり、無料で視聴で

ト」や「保土ケ谷ロックミ

きます。

ーティング」。緑の中で

●アートホールのイベントスケジュールについては
HP またはチラシにてご確認ください。
※HP： http://www.kanagawa-arthall.jp

身近に音楽を楽しめる
イベントです。

★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）

ほどがや市民活動センター「アワーズ」は区民どなたでもご利用いただける施設です。
＊休館日＊
6 月 17 日（月）
7 月 16 日（火）
8 月 19 日（月）

まちの活動情報について詳しくは、中面をご覧ください
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★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★

地域を知りたい・歴史を学びたい
◆発見ウォーク

音楽を身近に♪ 家族一緒に楽しみませんか？

新コース！！「名水を訪ねて座間を歩く」
小田急線座間駅～星谷寺～三年坂～護王姫神社～鈴鹿
明神社～龍源水（弁財天）～龍源院～鈴鹿の湧水～円教
寺～番神水～座間神社～宗仲寺～ＪＲ相模線相武台駅

「かなフィルランド」
～ミュージックプレイパーク＆ファミリー縁日～

8 月 12 日（月・祝）

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）
・神奈川フィルハーモニー管弦楽団によるコンサート、楽器体験
・ファミリー縁日
≪ファミリー縁日≫

パソコン操作を身につけたい

【開催日】6 月 23 日（日） 9:30～12:30 ※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】アワーズに配架してあるチラシまたはＨＰで
【締 切 り】6 月 19 日（水）
【主 催】NPO 法人保土ケ谷ガイドの会
HP：https://hodogaya-gaido.sakura.ne.jp/
【問合せ】080-3697-8077（団体携帯）

「バルーンアート」

◆「ガイドと歩こう“平塚宿”」

街の学習応援隊※による

平塚宿と中原御林の跡を訪ねる半日コース
平塚八幡宮～八幡山の洋館～お菊の墓～江戸方見付跡～
本陣跡～平塚の塚～京方見附跡～木谷實道場跡～村井弦
斎公園 ほか （約６㎞）

楽しい、楽しい体験が
みなさんをお待ちしています♪
詳しくは、７月発行のチラシで！！
「クラフト体験」

「南京玉すだれ」

※街の応援隊は、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。

アワーズって何するところ…
ほどがや市民活動センターアワーズは、「はじめの一歩」の相談どころです。
みなさんの、知りたい！学びたい！見つけたい！気持ちを応援します。

【日 程 】①6/8（土） ②6/13（木） ③6/16（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】各実施日の 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】080-3125-9178 （星）
子育てを通して知り合った仲間が集まり
ひとつの活動が始まりました。

知りたい！知らせたい！
・区内を中心に市内外の各種イベント、講座
情報やサークル情報、又助成金情報等を探し
ている方
・自分たちの活動（イベント・発表会・講座
等）を地域に発信したい方
アワーズの情報コーナーには、文化・スポーツから
大学や自治体の情報まで多様な分野とお役立ちの
情報が集まっています。
また、アワーズのＨＰやメルマガなどで活動の情報
を発信できます。

相談窓口から

学びたい！！
アワーズでは一緒に楽しく学び活動する仲間との出会い
の場をご用意しています。
～みんなのひろば～
「環境」をテーマにグローバルな視点から身近な取り組み
まで毎月ゲストを迎えセミナーを開催しています。
～第 6 回“環境”って何？≪基礎編≫
「まちの移り変わりから見る
保土ケ谷の“住みやすさ”～そのワケとは？」
日時：6 月 21 日(金)18:30～20:30 申込：6 月 13 日まで
会場：ほどがや市民活動センター アワーズ

見つけたい！
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。
2019 年版 6 月発行予定！

アワーズの

「何かを始めたい！」
「一緒に活動する仲間を増やしたい」
「活動の拠点を探している」
アワーズは市民活動・生涯学習の拠点です。
まずはアワーズにお越しください。お話の内容を聞き
一緒に考えながら、次の一歩を紹介します。

子育て・親育てサークル
「KOTOKOTO（ことこと）」

◆「楽しいパソコンライフを始めましょう」
（7 月・9 月コース）
文字入力・ワード・エクセル・デジカメからの写真の取込み
等、パソコン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、あなたの世界を広げませんか！
【日

程】７月：2・5・9・12・16・23（6/20 締切り）
9 月：3・6・13・17・20・25（8/20 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内 団体交流室
【参加費】2,000 円
【定 員】各コース 12 名（先着順）
【申込み】ハガキに氏名（ふりがな）・性別・年齢・〒・住所・
電話番号・希望コース・パソコンの有無を明記。
〒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）
講座のサポーターも
募集中！

◆「ご家庭に眠っているタオルを集めています」
皆さんのご家庭に眠っているタオルはありませんか。
ほどがや市民活動センター（アワーズ）では、寄付いた
だいたタオルで雑巾等を作り、様々なところで役立てて
もらう活動を応援しています。
【集めている物】タオル・バスタオル 古タオルも可
【募集期間】通年
【収集場所】アワーズ内 ミーティングスペース入り口
【問合せ】045-334-6306
ほどがや市民活動センター アワーズ

子どものこと、自分のこと、夫婦のこと、家族みんなのこと。
私たちには、時間をかけてじっくりと育みたい大事なことがあります。
いっしょに見守り、遊び、本を読み、相談しませんか？

サークルの活動予定
【開催日】6 月 20 日（木）
【会場】横浜市青少年育成センター（関内ホール地下２Ｆ）
【開催日】７月 18 日（木）
【会場】ほどがや市民活動センター アワーズ
【時間】両日とも 10：00～12：00（受付は 9：50 から）
【申込み】事前申し込み不要 現地集合
【参加費】１００円（ひと家族）
【持ち物】お弁当と飲み物（昼食タイムあり）
【詳細・今後の予定】子育て・親育てサークルＫOTOKOTO サイト
HP：http://kotokoto-yokohama.jimdofree.com
【問合せ】E メール：kotokoto.yokohama@gmail.com

◆活動グループ募集
タオルで雑巾等を作り、高齢者施設や学校に
届ける活動をするグループを募集しています。
アワーズ職員にお気軽に声をおかけください。
ほどがや市民活動センター アワーズ
☎045-334-6306

