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NPO 法人夢・コミュニティ・ネットワーク News

イベント「昔遊び広場」は、
「地
域元気づくり連合会」が 21 年
度に開催したイベントです。
コマ、ケン玉、型抜き、ベイゴ
マ、お手玉、あやとり、竹トン
ボ、輪投げ、紙芝居、缶ぽっく
り、駄菓子…など、懐かしい遊
びを、地域の大人と子どもが一
緒になって楽しもうという趣旨
でスタートしました。
第 1 回目は 21 年 11 月。
根岸橋商店街にそれぞれの遊び
のミニブースを設け、地域の「名
人」が遊び方を伝授しました。
滝頭小学校がチラシを配布して
くれるなどの協力もあり、当日
は約千人の地域の人が遊びに来
てくれました。

「名人」は商店街の店主をはじ
め、地元の子供会や体育指導員、
民生児童委員さん。みなさんが
自分の得意な遊びを担当し、
「名
人芸」を披露。
「ケン玉は膝を使
って…」
「コマは投げる時に手首
をキュッと…」
。

みんなが笑顔になれる 「昔遊び広場」
遊び方を伝授されて夢中になっ
ているのは子どもたちだけじゃ
なく、おじさん、おばさん、お
じいちゃんもおばあちゃんも！
少しやっているうちに、さすが
は「昔とった杵づか」で技が復
活する人もいれば、
「昔は出来た
のに～」と、何度もお手玉に挑
戦する人。

夢コミネットは紙芝居と輪投げ、
それと、大歓声を集めた「豆つ
かみ大会」を担当しました。
拍子木の響きも威勢よく、
「紙芝
居のはじまり、はじまり～！」
の声をかけると、子どもたちが
わっと集まり、
“三角すわり”を
して、今か今かと待ってくれま
した。紙芝居を読む声も、おの
ずと力が入りました。

中には、遠い日の熱い記憶が甦
り、ベイゴマのシートから離れ
られなくなった「おじさん」も。
親子連れ、親子三代、家族そろ
って遊びに夢中になりました。

輪投げは、夢コミネットの若者
応援事業とコラボして、若者た
ちに力を貸してもらいました。
若者が関わることで、地域の人
に「若者応援」について知って
もらう機会としました。

１つの団体や、誰かひとりが特
別に頑張るのではなく、それぞ
れの得意なことやできることを
持ち寄り、みんなが楽しみなが
ら参加し、力を合わせることで
「昔遊び広場」が盛り上がり
ました。

「楽しいから毎月やってほし
い」と、うれしいリクエストを
受け、22 年度は、早速 4 月 25
日に開催。お天気にも恵まれて、
のんびりゆっくり、
「自分の庭」
で遊んでいるかのようでした。

このイベントでは参加者の滞在
時間も長く、たっぷり遊び、地
域の仲間として関わりを楽しん
でいたようです。
地元の老人ホーム入居者の方も、
来てくれました。

子どもたちが一緒に遊ぶ大人の
姿を見て、笑顔の時間を共有す
ることで、次の世代が自分の地
域を好きになり、愛着と誇りを
もって暮らせる、そんな「まち
づくり」をしていきたいと、こ
のイベントを通じて思いました。
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横浜市磯子区・滝頭地区の「地域元気づくり連
合会」は、根岸橋商店街、滝頭小学校おやじの会、
滝頭地区連合町内会、NPO 法人夢コミネットで組
織しています。

【つながりづくり事業】
◆商店街・地域とのつなぎ、仲間づくり、情報共有
・地域元気づくり拠点「夢たま」の運営：火・木曜
・地域交流事業：48 回、参加者 863 名
仲間づくりのための「夢たま倶楽部」を実施し
ています。クラフト講習会、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
等、気軽に参加できるプログラムです。

それぞれの団体がもつ地域ネットワークを活用し
て、地域の活性化をめざすとともに、自分の暮らす
地域に愛着がもてるよう、20 年度より活動を進め
ています。
21 年度に実施した活動を一部ご報告します。
【まちづくり事業】
◆地元商店街のよさを地域にアピール
・プランターでの花植え
商店主たちが地域の人と一緒に、花やハーブの
植え替えを行い、街の美化をすすめています。
・季節飾り
」
・ロゴマークフラッグ
【にぎわいづくり事業】
◆商店街を中心とした交流の場づくり
・街角コンサート（2 回開催） 出演：10 団体
地域の人たちが主体的にイベントを企画・運
営できるよう呼びかけ、コーディネートして
います。

・七夕まつり
・写真展：テーマ「昔の磯子」「スポーツ」「花」
当初は商店街内での展示でしたが、地元の信用
金庫、ガソリンスタンドと展示会場も増え、多
くの人に観ていただきました。
・夏まつり
・もちつき大会
・昔遊び広場
【情報発信事業】
◆地域資源の情報発信、
連携強化、地域意識の醸成
・ブログ発信
・拠点情報発信

・情報発信：「瓦版」の発行、情報ボード、ブログ
・地域資源活用事業：根岸橋ハンドメイドフェア
手づくりが大好きな人が中心となって、講習会
と販売のイベントを実施しました。大勢の子ど
もたちも参加してくれました。
・地域施設との連携
滝頭地域ケアプラザ、滝頭コミュニティハウ
ス、根岸地区センター、根岸地域ケアプラザ、
滝頭会館等の地域施設と、顔と顔の見える関係
で、双方の情報交換をしています。
・Y１５０記念
地元の小学生が商店や地域施設を取材し、ビデ
オ作品に仕上げました。杉田劇場と「夢たま」
での上映会では、地域を改めて知る機会となり
ました。

地域コーディネーターとして
地域にはさまざまなテーマや関心ごとがあり
ます。元気なまちづくりをめざす「夢たま」
では、地域の人と一緒にイベントを実施した
り、情報発信や学びあいを通して、たくさん
の「きっかけ」を提示してきました。
地域の人は、そこで得た元気や気づきを基に、
新たな関係をつくりはじめています。
さらに地域の人が自主的にまちの元気に関わ
れるように、私たちはこれからも、地域施設
や多くの人とつながりながら、コーディネー
ターとして活動していきます。大切なことが
実現できるよう、全力をつくします。
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―地域でつながるー
自立のためにさまざまなサポートを必要としている若者たち。そして、若者の自立問題に関心を持ちな
がらも、なかなか具体的な動きには至っていない地域。本事業では両者が自然なカタチでつながること
により、地域による若者自立応援を行っていきます。
また、セミナー情報および実施報告を発信することで、青少年自立支援機関や相談窓口にアクションを
起こせずにいる当事者（若者とその家族）にこのような活動を知ってもらうと共に、地域全体で若者を
応援していこうというメッセージを「若者応援通信」で発信していきます。

街角コンサート ボランティア体験

■◇若者地域ボランティア体験◇■
若者にとって必要な社会体験を無理のないカタチで
積めると同時に、地域もイベントなどで若い人の力
を借りることができ、かつ現代の若者の様子を直に
知ることができます。
この「地域ボランティア体験」では、そんな「若者
と地域双方にプラスのある活動」を目指しています。

日時：2010 年 6 月 13 日（日）
13：00～15：30
場所：根岸橋商店街
対象者：１０～３０代の自立をめざす若者
集合：地域元気づくり拠点「夢たま」
磯子区丸山 2-10-8
※雨天時は室内にて若者ﾄｰｸｻﾛﾝを実施

専門的支援機関とはまた異なる“地域ならでは”の
距離感や内容で、若者と地域が互いに応援しあえる
場づくりができるよう活動しています。
・

・ ・ ・ ・

若者自立応援の活動も今年度で 5 年目となりまし
た。これまでたくさんの若者たちとの出会いの中で、
私たちも地域も、さまざまなことを気づき学んでき
ました。また、継続の大切さや地域・関係支援機関
との連携強化の必要性も日々感じています。
今後も地域とのつながりを大切に、「地域による若
者自立応援」を行っていきたいと思っています。
若者応援担当 田中 亮太

若者の声：地域の人たちや他の参加者のかたが
たとの出会い・交流は、居場所の少ない自分にと
って貴重なものです。 また、ボランティア活動か
ら学ぶこともたくさんありました。今後もこのような
活動をぜひ続けてもらいたいです。
地域の声： 4 月 25 日に開催した「昔遊び」の
イベントでは、若者たちに駄菓子屋の準備と
販売をお願いしました。お客さんは小さな子
どもたちが多く、ひとつひとつ選び、迷いな
がら買っていましたが、皆さんがやさしい笑
顔で対応してくれて、とても助かりました。
ありがとうございました。 （根岸橋商店街）

若者よろず相談 ＆若者ティータイム
*
*
*

６月 ６日（日）
１０日（木）
２６日（土）

*

無料

相談日

相談時間
13：00～13：50
15：00～15：50
16：00～16：50
（予約制 1 回 50 分）

各 14：00～14：50 若者ティータイムは予約不要です

会場：地域元気づくり拠点「夢たま」磯子区丸山 2-10-8
対象：1０～３０歳代のかた、およびそのご家族
申込：E メール wakamono@yumecomi.net
電話 045-750-0675 (火・木 10：00～16：00）

相談員：田中 亮太
（心理カウンセラー）

（相談者が多い場合、相談時間はご希望に添えない場合があります）
主催：NPO 法人 夢・コミュニティ・ネットワーク 後援：磯子区役所
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楽しくカラダを動かし、おやこでリフレッシュ！

ママも楽しむ！「おやこ体操」
ママも子どもも、のびのび元気いっぱいカラダを使って
体操しながら、楽しく地域に知り合いや子育て仲間ができ
たらいいなぁという思いで、今回「磯子スポーツセンター」
の中川晴美所長をお招きして、ママも楽しむ！「おやこ体
操」を実施しました。
参加者は 0 歳～4 歳の子どもとママ。地域の先輩ママサ
ポーター総勢 70 名でさわやかな汗を流しました。
参加者同士が自然に友達になれるように、輪になった
り、ペアを組んだり仲間づくりのきっかけになるようプログ
ラムを工夫しました。
いろいろな年齢の子どもたちが
参加して、ママがリラックスできる
ストレッチや体操、サポーターによ
る手遊び、エプロンシアターなどを
一緒に楽しみました。
◆参加したママの声
おやじの料理教室
「生きるための料理」
◇子どもが
8 カ月なので、一緒に楽しめるか不安でしたが
メニュー：ビーフカレー、肉じゃが、けんちん汁、サラダ、
私自身もリフレッシュできてよかったです。
いか刺、ごはん、デザート（練乳イチゴ）
◇久しぶりに体を動かしました！
◇引っ越してきたばかりで知り合いができてよかった。
◇親子でできる簡単ストレッチを教えてもらったので、家で
もやってみようと思います。
◇インストラクターの方がイキイキと明るく教えてくれたの
で、元気になりました！
◆サポーターの思い
◇自分も先輩ママに地域の情報をもらったり、ちょっとした
子育ての相談をして元気になりました。少し子どもの手
が離れたので、サポーターとして参加しました。ママた
ちの笑顔が印象的でした。
◇帰りがけに、ママたちが携帯メールを交換している様子
を見て、なんだかうれしくなりました。

横浜市が行っているコミュニティビジネス支
援事業を、2010 年は特定非営利活動法人アク
ションポート横浜さんが受託しました。事業内
容は、CB に関する相談事業、情報発信、セミ
ナー等、CB 事業者や支援機関等のネットワー
ク構築、潜在的な CB の発掘、です。
その中に、「横浜コミュニティビジネス応援・地
域拠点」を市内 15 か所設け、連携による支援体
制をつくり、市内の CB を推進するという事業が
あります。この拠点の１つが「夢たま」です。
私たち夢コミネットでは、これまでの活動と連
携力を活かし、また、新たな情報を得ながら、
拠点「夢たま」で、次の役割を担っていきます。
①コミュニティビジネスの普及・発信拠点
②相談拠点
③地域拠点間の連携促進（ﾈｯﾄﾜｰｸづくり）
「横浜コミュニティビジネス応援サイト」
◆http://www.yokohama-cb.com
■ □ ■ □ ■

主に磯子区で活動するＮＰＯ法人等が、相
互の情報交換を通して親睦を深め、より豊か
な地域社会づくりに役立つことを目的とし
て、磯子区 NPO 連絡会をつくっています。
個人での参加も可能です。毎月定例会を開
いていますので、まずはご参加ください。
◆日時：平成 22 年 6 月 15 日（火）16：00～17：00
◆会場：いそご区民活動支援ｾﾝﾀｰ（区役所 7F）
■ □ ■ □ ■

活動への応援をよろしくお願いいたします！
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／会の目的に賛同し、運営に積極的に参加する
個人、議決権有、会報・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／会の目的に賛同し、活動に積極的に参加する
個人、会報・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、会報誌・メールマガジンの送付
◆◆入会方法◆◆
ご入会は、会費を下記にお振り込みくださいますようお願いいたします。
※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

市民に親しまれている横浜市歌がさら
にブーム（？）になっている。
「横浜市歌で盆踊りを踊りたい」の思
いから、「Bon Dance 横浜市歌・よこ
はまアラメヤ音頭」が誕生。みんなで
歌って踊るって、無条件に楽しいね！
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