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夢コミネットの拠点でもある

大切なのは、地域に仲間をつくること！

「夢たま」
（地域元気づくり拠
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地域デビューという言葉は、定年退職を迎えた
団塊世代に対応して、ここ数年使われてきました。
しかし、地域コミュニティが希薄になった今、団塊世
代の男性だけでなく、比較的、地域と関わりをもち
やすいといわれる子育て中の女性にも、誰にも、
地域デビューは重要となっています。地域デビュー
は、自分が暮らす地域に仲間をつくること。地域
に、行く場所がある、やることがある、会う人がい
る。会う人が「会いたい人」になれば、しめたもの。
◆地域デビュー 常識は１つじゃない！
・地域のリズムを受け入れよう
・地域はヨコのつながり。対等、平等の関係
・「まあ、いいか」精神で！
・出会った人を、どんどん誘おう
・次に会う約束をしよう
・休んでも、出てきやすい雰囲気をつくろう！
自主的な活動だからこそ、自分も、周囲も楽しめる
ように、仲間を大切にしよう。

昨年までの磯子区役所との事業から数えて 4 年
目となりました。継続の中で様々な若者、そして若
者を応援する地域の人たちと出会ってきました。
「地域による若者応援」は相変わらず試行錯誤
の日々ですが、出会いから生まれる気づきや学び
が大切だということが毎回感じられます。
夢コミネットの活動の中で、若者が成長するサポ
ートを、地域での活動とリンクさせることを大事に
考えています。応援のためだけのプログラムをつく
ると、協力してくださる地域の方々にも無理をさせ
てしまいますし、若者にも過度な気遣いをさせてし
まったり、効果が出ないように思います。
地域での活動にも若い力が必要です。それをう
まく若者サポートにつなげ、自然なカタチで「地域と
若者が力を合わせられる活動」をつくっていきたい
です。若者にも地域にもプラスになる、そしてみん
なが笑顔になる場づくりを目指して、今後も頑張っ
ていきたいと思っています。

◆地域が元気になる舞台裏
実例：「おやこで遊ぼう♪」地域コーディネーター
「夢たま」では、地域コーディネーターとして、人
と人や活動を結んでいきながら、「こんなイベント
楽しそう！」「こんなのあったらいいな」というアイ
ディアやニーズを汲みあげ、地域の皆さんと一緒
に企画し、運営しています。
具体的事業は「おやこで遊ぼう♪」「子ども用品リ
サイクル」「仲間づくりフラワー」「クラフト教室」「根
岸橋ハンドメイドフェア」「ハロウィン」などです。
これらをきっかけに、関わってくれた方が、それぞ
れの活動で新たな関係づくりを深めています。

＊打合せの席は、いつもざっくばらんです。手づく
りのおやつを食べながら、ワイワイ話し合います
＊意見やアイディアを自由に言える雰囲気づくりを
し、「思い」を共有しています
＊商店街や地域施設、サークル等と連携します
＊ちょっぴり子育てに余裕のできた先輩ママが、地
域で活躍する場のひとつとして、声かけをします
＊先輩ママが活躍することで、当事者ママも身近
に感じられる企画にします
＊いつでも誰でも仲間になり、活動に参加できる
「小さな工夫」をたくさん伝えます
＊地域に顔見知りの関係ができるように促します
＊企画終了後、「楽しかった」「またやりたい」と、み
んなで一緒に喜び合います
＊反省点の改善や今後の活動へ弾みをつけます
＊繰り返すことで信頼関係を育み、新たな活動に
チャレンジし、仲間づくりを広げていきます
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地域で若者を応援！ セミナー＆相談
今年度の事業の柱は、これまでの磯子区役所との協働事業を踏まえ、相談とセミナーの２本
柱としました。相談は「若者 何でも相談」、セミナーは地域で知り合いをつくるきっかけと
しての「若者応援セミナー」です。これまでの参加者のリクエストを活かしつつ、まだ出会
っていない若者に届くような機会としたいと思います。
（担当：田中亮太、田中真由美）

参加者の仲間づくりを目指し、副題に～あなたの仲
間がここにいます～とつけ、実施しています。
8 月には杉田劇場で、地元の音楽グループのイベン
トサポートを体験し、盛り上がりました。
そして 9 月は、「料理人とみんなでつくろう！手作り
パスタ」。
料理人の宮内重明さん（パレ・ド・バルブ オーナー
シェフ）に教えていただきながら、「じゃがいものニョッ
キ」と「アールグレーのブリュレ」を作りました。
料理はほとんどしたことが
ないという人から飲食関係の
お仕事をされている人まで、
さまざまな参加者。グループ
に分かれ、力を合わせて作
業しました！
料理の力なのか皆さんとても積極的で、各グループ
無事料理が完成し、みんなで食べました。とてもおいし
かったです！ 若者たちにとっても自分たちで頑張って
作った料理の味は格別だったことでしょう。料理中も食
事中も、参加者たちは明るく言葉を交わし、終始にぎ
やかな調理室でした。
10 月は、磯子区役所で行
われる「学び合いと仲間づく
りフェスタ」のイベントサポー
トを行います。
尚、当事業は横浜市「よ
こはま夢ファンド」助成金交
付事業です。
■担当より：
今回のセミナーは特別なことではなく、すべての人
が生きていく上でとても大切な「食」を題材にしました。
調理を通じて自然に会話ができ、共に料理を作り上げ
た達成感を得てもらいたいと、セミナーを企画。
コミュニケーションづくりの場として、楽しい時間とな
りました。この企画を地域方々の協力のもと、開催でき
たことをうれしく思います。

「自立について悩んでいる」
、｢家族や友人とうま
くいっていない｣、「毎日がつまらない」「仕事を
しているが悩みがある」…など、自立を目指して
いる若者のさまざまな悩みを聴きます。また、ご
家族からの相談も受けています。
会場は、夢コミネットの拠点「夢たま」です。
どうぞお気軽にご利用ください。
◆対象／自立を目指している
10～30 歳代のかた およびそのご家族
◆日時／10 月 22 日（木）13～17 時
10 月 31 日（土）13～17 時
11 月０5 日（木）13～17 時
11 月 21 日（土）13～17 時
11 月 29 日（土）13～17 時
※基本的に予約制・一人１回 50 分まで
◆相談員／田中 亮太（心理カウンセラー）
◆会場／元気づくり拠点「夢たま」
横浜市磯子区丸山 2‐10‐8
045-750-0675（火・木 10～16 時）

wakamono@yumecomi.net
◆申込／上記の電話・メールにてお申込みくださ
い。（相談者が多い場合、ご希望に添え
ない場合があります）

若者応援サイト「YOKOHAMA ハマトリアム・カフ
ェ」に、9 月のセミナーの様子が掲載されました。
ぜひ、ご覧ください。
「ハマトリアム・カフェ」は、若者の働く・学ぶを
みんなで創る情報サイトです。
――――――――――――――――――――――

◆夢・コミュニティ・ネットワーク
〜地域力を活かした自立サポート〜
http://www.hamatorium.com/headlines/view/00
002/00015
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作品募集中

平成 22 年１月 30 日（土）に開催する「磯子ビデオフェス
ティバル」で上映するビデオ作品を募集しています。
テーマは「伝えたい磯子の魅力」
残したい風景や日々の出来事、暮らしの様子などをビデ
オ作品にして、磯子区の魅力を区内外に発信してみませ
んか。家族や仲間と作品づくりを楽しんだり、地域の情報
をみんなと共有するのもいいですね。
応募締切 平成 21 年 12 月 10 日（土）
◆テーマと部門
ホームムービー部門（家族、仲間、趣味や特技等）
クリエイティブ部門（ﾄﾞﾗﾏ、ｵﾘｼﾞﾅﾙｱﾆﾒ、CG 等）
ＰＲ部門 （施設紹介、お店紹介、学校紹介等）
ドキュメンタリー部門（歴史、暮らし、残したい風景等）

◆応募規定
・ビデオカメラで撮影したもの、写真をビデオ作品に編集した
おやじの料理教室 「生きるための料理」
もので、5メニュー：ビーフカレー、肉じゃが、けんちん汁、サラダ、
分以内の作品・一般的な DVD プレイヤー（パソコン
いか刺、ごはん、デザート（練乳イチゴ）
ではない）で再生できる
DVD（DVD-R）でご応募ください・１作
品につき１枚に記録ください・作品著作権が作者本人に帰属
しているものに限ります・政治や宗教、公序良俗に反するも
のはご遠慮ください。

◆選考基準

若者たちが未来に希望をもてる社会の創造に
取り組んでいる NPO コトバノアトリエ代表・日本中
退予防研究所所長の山本繁さんを講師に招き、
公開講座を開催します。
「地域にできること」「共に生きること」とは具体
的にどんなことなのか。社会における若者たちの
現状を知り、地域に関わるものとして、一緒に考
えてみませんか？（無料）
※著書「やりたいことがないヤツは社会起業家になれ」

◆日時：平成 21 年 11 月 11 日（水）13：30～15：30
◆会場：都筑公会堂 第１会議室
◆申込：①名前②所属③住所④電話⑤メールア
ドレスを明記し E-mail 又は FAX にて
FAX: 045-750-0675
E-mail: wakamono@yumecomi.net
◆主催：NPO 法人 夢コミネット
（横浜市教育委員会生涯学習課受託事業）
■ □ ■ □ ■

・当フェスティバルの主旨に沿った、磯子の魅力を十分に表
現した作品・日常生活や地域ｺﾐｭﾆﾃｨ等をとりあげた地域性
あふれる作品・ビデオの新しい魅力や可能性を拡げる作品

◆日時：平成 21 年 11 月 14 日（土）10：00～16：00
◆会場：横浜市磯子センター 体育館
◆主催：磯子区役所 協力：磯子区 NPO 連絡会

◆ご応募の方は、必ず「磯子ビデオフェスティバル」作品応
募要項をご確認の上、応募申込書に必要事項をご記入し、
ご応募ください。
主催：NPO 法人 夢コミネット／共催：磯子区民文化センター

磯子区で活動する人々が、集い、交流し、活動発
表するイベントが開催！ 「地域に目を向けよ
う！」「他の団体や施設とつながろう！」「新しい
『何か』を始めよう！」をテーマに、団体・グループ
の活動紹介パネル展示やパネルディスカッショ
ン、ワークショップや交流会等を予定。

杉田劇場／後援：磯子区役所、Y150・磯子まつり振興委員会
協力：日本ビクター㈱、アーツカレッジヨコハマ、磯子マガジン

■ □ ■ □ ■

会員募集のご案内
夢コミネットは、会員のみなさんに支えられて運営しています。ぜひ、「夢をか
なえるＮＰＯ」の会員として、「地域での仲間づくり」活動を応援してください。
◆◆会員募集◆◆
□ 正会員／年会費 6,000 円／総会での議決権有、会報誌・メールマガジンの
送付、主催講座の割引
□ 準会員／年会費 2,000 円／会報誌・メールマガジンの送付
□ 賛助会員／年会費 5,000 円(1 口以上) ／会の運営を財政的にサポートす
る個人または団体
◆◆入会方法◆◆
入会を希望される方は、会員種別を明記の上、入会金･年会費の合計金額を
下記にお振り込みくださいますようお願い致します。
※郵便振替 口座番号 00290-6-94824 口座名 夢コミネット
※銀行振込 横浜銀行 磯子支店 普通 1323239 口座名 夢コミネット

編集後記
学びの秋ですね。地域イベントや講座が続
いて、わくわくします。新しいことに触れ
るのは、緊張も大きいけれど、新しい発見
や出会いもたくさんあって感動です♪
どこかでお会いできると、うれしいです！
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