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NPO 法人夢・コミュニティ・ネットワーク News

新年度をむかえ、私たち夢コ
ミネットも、地域の人が気軽に
参加できる講座やイベント等を
実施しながら、「学びあいとま
ちづくり」活動を元気にすすめ
ています。
磯子区丸山で運営する地域拠
点「夢たま」では、5 月 21 日に
「昔あそび広場」イベントを開
催しました。
子どもの育ちには「異世代交
流」の重要さが謳われています
が、核家族化が進む中、地域で
交流の機会をもつことが少ない
のが現状です。そこで、子ども
も大人も高齢者も楽しめる「昔
あそび」をテーマに、誰もが集
え、声を掛け合いながら楽しめ
る身近なイベントとして「昔あ
そび」を企画しました。
当日はスタンプラリー方式で、
こま・ベーゴマ・缶ぽっくり・
折り紙・お手玉・紙トンボ・ゴ
ム跳び・かるた等で遊びました。
初めて手にする玩具やあそび
に苦戦する子どもたち。各コー
ナーには、地域の「昔あそびの
達人」さんが技を披露しながら、
子どもたちに教えてくれました。
さすがは“昔とった杵づか”で
す。飛び入り達人も出現！

5 つ以上の遊びをやってみた
子どもには「チャレンジシール」
をプレゼント。さらに、竹馬と
けん玉のコーナーでは上達度に
あわせて「達人認定証」を発行
しました。
多世代の地域の人が参加し、
人とのふれあいを直に感じる機
会となりました。また、ここに
「子どもたちの居場所」がある
という安心感を、ほんの少しで
すが、地域に発信できたと実感
します。
地元の子ども会、商店街、お
やじの会の皆さんのご協力があ
ったからこそ、無事に開催でき
ました。いつもながら、このつ
ながりを本当にうれしく、あり
がたく思います。

子どもたちが、自分の暮らす
地域で、地域の人たちと一緒に
楽しむ体験を得る機会。
「自分は
社会の一員であり、社会に役立
つ人間である」という事実を肌
で感じて、自信を得て欲しいと
思います。
たくさんの子どもたちが参加
して、思いっきり遊んだこのイ
ベント。次回開催にむけ、さら
に楽しくなるよう、知恵を寄せ
合い、工夫していきます！

参加者からの声◆遊べるだけで、とても楽しんでいましたが、途中、
「認定証」をもらっている友だちを見て、ぼくも欲しい！となったら
しく、何回も挑戦していました◆ベーゴマは、やはり難しかったみた
いです。次こそは、という気持ちが芽生えたのは、良かったかもしれ
ません。◆秋の開催を知り、
「10 月も絶対行こうぜ！」
「オレも絶対！」
「お母さん、僕も行くネ」など、話しながら帰りました◆皆さん一生
懸命で、とても楽しい時間を過ごしていたことに感動しました。お手
伝いをした私も、素敵な時間を過ごすことができました◆久しぶりに
達成感を味わった一日でした。
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地域に知っている人がいる安心感と「ひとりじゃない」と実感できる地
域社会をつくるため、夢コミネットは、人と人をつなぐ「地域コーディ
ネーター」として、誰もが気軽に立ち寄れる「居場所」を「夢たま」に
つくっていきます。

「夢たま」に子どもからお年寄りまでさまざまな
人が気軽に立ち寄れ、交流するための“出会い”
と“きっかけづくり”の場が「夢たま倶楽部」で
す。地域の人が得意なことを活かし、講座や講習
会を行ったり、地元の商店街さんなどと連携して
イベントを実施することで、若者応援や子育て応
援など、さまざまな社会課題の解決に向け、発信
しています。倶楽部活動を紹介します！

＊クラフトカフェ・手編みカフェ
クラフト講習会や手編み講座に参加の皆さんから
の発案でオープンしました。世代はまちまちです
が、交流がうまれ、毎回楽しい時間を過ごしてい
ます。今後は、子育て中の母親や子どものための
「親子カフェ」
、手作り好きのための「手作りカフ
ェ」など、地域で同じ趣味や目的を持った仲間が
集まる「居場所」を増やしていく計画です。

＊おやこで遊ぼう！
＊HAPPY ハロウィン♪
＊子ども服、絵本のリサイクル
＊おやこで楽しむ「絵本講座」
子育て中のママたちが地域で孤立しないよう、
“ひとりじゃない”
“地域で支えられているんだ”
と感じられる「社会全体で子育てを応援する地
域」をめざし、活動しています。
そのために、普段子育てに関わりの少ない人が、
ちょっぴり「子育て」に関心をもつ“きっかけ”
と“出会い”の場をコーディネイトしていきます。

＊仲間づくり講座やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座の開講
夢コミネットとして経験してきたことを活か
し、コミュニケーションのスキルアップや地域
デビューのコツなど、ワークショップ形式の講
座、夢おこし講座などを開講します。

＊チャレンジショップ
地域の人が「好き」「得意」「経験」を活かし、
「夢たま」を使って、講師デビューや現在の活
動を広げたり、夢をカタチにすることのお手伝
いをします。
＊地域のさまざまな社会課題を発信
だれもが地域でイキイキと暮らすために、さま
ざまなネットワーク（連絡会など）で学んだこ
とや情報などを、ミニ講座や体験会、パンフレ
ットなどを利用し、広く多くの人に発信してい
きます。
＊社会体験の場づくり
自立をめざす若者たちに、社会体験の場として
地域イベントに参加する等、体験の機会を提供
し、サポートします。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊
「夢たま」は、“たまてばこ”のように、何
が出てくるのかわからない、ワクワク出会い
と発見の場。人と人がつながることで、地域
の元気をつくりだす場となるよう活動して
いきます。継続して活動ができるよう、応援
をよろしくお願いいたします。
交流拠点「夢たま」スタッフ＆サポーター
坂本、今井、上面、中、吉田、中村、田中
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・近くにいるよ・
若者を応援するしくみや場所は増えてきました。
彼らが求めるサポートは、一人ひとり違っています。地域の多くの人たちが、さまざまなアプローチで
応援できるよう、双方にとってよりよいサポートをしていきたいと思います。

若者相談室 現場ＰＳ

若者よろず相談
自立を目指す若者や青少年の日常生活におけ
るさまざまな悩みを、地域相談ボランティアが聴
く場を設け、若者たちが元気や自信を生みだすき
っかけとします。また、コミュニケーション能力
の向上をサポートし、若者たちの自立を地域でサ
ポートすると同時に、自分の住む地域と人に愛着
を感じられる支えあえるコミュニティづくりを
発信していきます。
相談者は自立支援に関する情報を得ることも
でき、相談員は必要に応じてそれらの支援活動と
相談者をつなぐ役割を担っています。
○主たる活動内容：自立をめざす青少年を対象とし
た相談と仲間づくり活動（若者トークタイム）

新たな若者支援活動であるパーソナルサポ
ート（PS）に、夢コミネットも本格的に関わる
こととなりました。さまざまな状況におかれて
いる若者を幅広くサポートするこのサービス
を利用して、一人でも多くの若者に前進しても
らいたいです。
行うことはこれまでとほとんど変わりませ
んが、PS の地域窓口（※現場 PS）となったり、
いざという時に PS 相談室と力をあわせていく
ことで、より多くの人たちにより適切な応援が
できると考えます。
これからも夢コミネットらしい若者応援と、
若者とともに生きる地域づくりに力を注いで
いきたいですね！

地域ボランティア体験

若者応援担当 田中 亮太

若者と地域の人をつなぐことで、若者の自立を
地域で応援していく場です。ボランティア体験活
動を通じて、若者の社会
的自立に必要なコミュニ
ケーションの練習や、社
会体験の場を地域が提供
するセミナーの企画・運
営を行います。

・・・・・・・・・・・
横浜パーソナル・サポート・サービス
対象：原則として 15～39 歳
045-628-9119（相談無料）
http://personalsupporters.youthport.jp/
※現場 PS はパーソナルサポートサービスモデル（よこはま
若者サポートステーション機能強化事業）
「生活・しごと∞
わかもの相談室」の現場として活動します。

若者よろず相談 ＆若者トークタイム
*
*
*

６月 ５日（日）
１６日（木）
２５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：交流拠点「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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絵本

“子どもにどんな絵本を与えたらいいの”
“どう読み
聞かせをしたら”と迷うことはありませんか？
講座では、親子で歌や手遊び、絵本の読み聞かせを楽
しみながら、ちょっとしたコツやヒントを学べます。
地域での学びあいで、仲間をつくりましょう！

6 月 1 日、横浜市立東山田中学校学校区の「学校
支援ボランティア養成講座」が、東山田中学校コ
ミュニティハウスにて開催されました。
「地域の力を学校へ」の副題のもと、新たな気づ
きがあふれた楽しい講座でした。

第 1 回 絵本の楽しさ ～選本や読み方のコツ～
■日時：6 月 15 日（水）10:00～11:30
■会場：交流拠点「夢たま」
■講師：五十嵐 裕子さん

夢コミネットが担当したのは１時間目の「地域
デビューのひけつ」。ここでは、ボランティアマ
インドや対等な関係、コミュニケーションについ
て、時任がお話させていただきました。
２時間目はボランティアの
体験談を伺いました。
お昼は、受講者みんなで
「中学生と同じお弁当」を
食べて、とっても感激！

第 2 回 絵本との付き合い方＆地域情報・交流
■日時：6 月 22 日（水）10:00～11:30
■会場：交流拠点「夢たま」
■講師：滝頭小学校読み聞かせメンバー
第 3 回 絵本フェスタ みんなで楽しく♪音楽付絵本
■日時：6 月 29 日（水）10:00～11:30
■会場：滝頭地域ケアプラザ
■講師：オコシ エリコさん、読み聞かせメンバー
■定員：先着 1･2 回親子 10 組、3 回 30 組（要予約）
■参加費：各回 300 円
◆申 込: TEL、FAX、E メールにてお申込みください
◆TEL＆FAX 045-750-0675 info@yumecomi.net
主催 :夢コミネット／子どもゆめ基金（独立行政法人
国立青少年教育振興機構）助成活動

４時間目は、関田校長先生の案内で学校見学。午
後は竹本靖代さん（あおば学校支援ネットワーク
代表）の「きほんのき」と現場のお話。さらに、
学活に放課後とわくわく連続でした。
各地でこうした「学校支援ボランティア」のしく
みが活発になると、地域づくりが進む。学校と地
域がつながるって、ステキな地域になることだと
感じた一日でした。
※学校支援地域本部とは、学校の教育活動を支援す
るため、地域住民の学校支援ボランティアなどへの

絵本のリサイクル実施中
地域全体で子育てを応援する
ことを目的に、絵本と子ども服
のリサイクルを行っています。

参加をコーディネートするもので、いわば“地域に
つくられた学校の応援団”です。
（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ「学校へ行こう」より抜粋）

■ □ ■ □ ■

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・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
自分にできることで、少しでも誰かの
役に立ちたい、社会に貢献したい、と
思っている人が多いでしょう。
動くことで、お金で、食べることで、
歌で…。思いが届きますように。笑顔
につながりますように。
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