2012 年 1 月 1 日発行

NPO 法人夢・コミュニティ・ネットワーク News

地域でのつながりの大切さ
が改めて見直された 2011 年。
地域の多様な資源を発掘し、
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割も動きもさまざまです。

りをめざして平成 18 年に誕生

地域で活動するＮＰＯ夢コ
ミネットにとって、具体的に
事業を実施したり、提案や情
報を発信して一緒に動くこと
が「連携」です。動いていく
なかで、つながりが目に見え、
人と人の関わりが深まって行
くのだと感じています。
ここでは、夢コミネットが
連携している２つの連合町内
会エリア（磯子区滝頭地区、
根岸地区）での取り組みをご
紹介します。
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し、活動しています。
本年度の当事業では、4 つの
地域イベントの実施を中心に
動いています。まず、地域の
人の参画の機会をもち、主体
的・継続的に地域で連携して
実施することができる基盤を
つくります。そのために、イ
ベントでは関わる人を増やし、
新たな担い手の発掘・育成も
視野に入れてすすめています。
地域のことをみんなで楽しく
実行する取り組みです。

12 の町内会からなる根岸地
区は「磯子区地域運営力アッ
プ事業」のもと、事務局を町
会館内に置き、ホームページ
による情報の共有・発信に力
をいれ、地域活動を推進して
います。
さらなる地域活性化のため、
人材発掘や活動の「きっかけ
づくり」を事務局が企画され
た際、講座運営ノウハウをも
つ夢コミネットとの連携が生
まれました。講座の運営は、

滝頭地区では、磯子区役所
地区連合

の 23 年度「元気な地域づくり
推進事業」を通じ、支えあえ
る地域づくりのために、複数

事務局と連絡を密にし、地域
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主体が連携・協働し、地域連
携イベントを実施しています。
事業主体は「滝頭地区 地域

滝小おや
じの会
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施設や地域ボランティアとの
つながりなど、「地域ならで
は」を意識して行いました。
◆根岸地区連合町内会事務局ＨＰ
http://www.geocities.jp/negishi
rencho/index.html
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イベントの第 1 弾はハロウィンパレードでした。実施の様子
は区や夢コミ（夢たま）のホームページの他、当事業の広報
紙「元気通信」で地域の皆さんにお知らせしています。

第 1 弾のイベント「Happy ハロウィン 楽し
くパレードしよう♪」を 10 月 27 日（木）に開
催しました。海賊やピーターパン、ドナルドダ
ックなどさまざまに仮装した子どもたちが根岸
橋商店街をパレード！中には超手づくり衣装オ
クトパス子もいました！
行進の途中のポイント（協力店）ではお菓子を
ゲット。お菓子をもらったり演奏を聞いたり、
記念撮影をしたりと、秋のひとときをにぎやか
に楽しみました。

夢コミのハロウィンイベントは 4 回目。おかげさ
まで参加者も増え、パレードでの安全確保が大変
ですが（横断するときスタッフは、絶叫っ――
―！）、地元で気軽に参加できるイベントは、地域
の人同士、知り合う場として大切に思います。
「来年も参加したい！」と、うれしい声もいただ
きました。
本年の協力店さんは 13 店舗。
早くからかぼちゃの装飾で雰
囲気を出してくれたり、店主
さんが魔女だったり！毎年協
力店さんが増えることに、“応援してくれている”
と実感します。商店街の皆さんや地域の方による、
子どもたちの安全見守のなか、地域全体でイベン
トを盛り上げることができました。本当にありが
とうございました。

地元の音楽家を中心に、
“だれでも楽しめる”
コンサートを地域の皆さんと一緒につくりあげ
ていく手づくりの「街角コンサート」。
元気づくり事業の第 2 弾はクリスマス飾りが
華やかな 12 月 17 日（土）に行いました。
楽しい演奏や歌声ダンス！で元気になって、
心癒される音色にうっとり。もっと聞いていた
かった。そんな素敵な時間になりました。
このイベントでは、出演者や司会者も地域の
人に活躍してもらいました。サンタクロースも
登場して、子どもたちも大喜び！ 滝小おやじの
会のトン汁もおいしかったね。
地域の皆さん、ありがとうございました！
♪ 滝小ブラスバンドクラブ
♪ 街の演奏家
～バイオリンとキーボードのコラボ～
♪ 田中亮太
～ギター～
♪ みんなで歌おう！
～子ども合唱団と一緒に歌おう～
♪ 渡邉純一、中村牧
～サックス＆キーボード～

【出演者の声】初めて参加させていただき
ました。今まで、チラシは目にしていたも
のの、まさか自分がお手伝いできるとは！
と、ドキドキしていましたが、商店街の
方々、おやじの会の方に支えられ、無事に
私は音楽を通して、お手伝いできたかと思
います。ありがとうございました。
これからも、楽しい企画で風情や人情のあ
る商店街を媒体として、地域がつながると
いいな、と思います。（井上ふみえ）
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子育てをがんばっているママが元気になる講座。そして、関わる人たちが知り合いに
なって、“地域の仲間”として交流をもつ場。この講座が地域コミュニティを深める
機会になったらいいな。ひとりじゃないよ。まずは、会っておしゃべりしよう！
■主催／根岸地区連合町内会事務局■共催／夢コミネット■会場／根岸地区センター
■保育協力／保育ボランティア、滝頭地域ケアプラザ、磯子区社会福祉協議会

第1回

11 月 22 日(火)
10:00～11:45

アロマテラピーで
美しくなる
～ お 気 に 入 り の 香 りで
ハンドマッサージ体験～
講師 ： 雪江 奈津代
IFA 認定ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｽﾄ

第２回

12 月 1 日(木)
10:00～11:45

プリザーブドフラワー
アレンジメント
～クリスマスにピッタリ
ミニアレンジ体験～
講師： 田中 まゆみ
日本切花協会認定講師

第３回

12 月 8 日(木)
10:00～11:45

これからの輝く
自分をみつける
～写真・雑誌を使って、
わたしのココロ再発見～
講師： ふぁしりの会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

緊張をほぐすために簡単なゲーム、それぞれの得意・好きなことを伝
える自己紹介などをしました。後半は、講師からアロマテラピーのレ
クチャーや生活に役立つ情報を教えてもらい、オリジナルマッサージ
オイルで、二人一組でハンドマッサージを楽しみました。
【参加者の声】良い香りにつつまれてリフレッシュタイムを楽しませ
て頂きました。マッサージを家族にもしてあげようと思います。
／はじめに皆さん（初対面）とお会いした時はどうなるか心配しまし
たが、講座が終了するころにはすっ
かり仲良くなれて楽しかったです／
楽しかったです！！香りでこんなに
リラックスできて良かったと思いま
す。色々な方とお話もできて、子ど
もと離れてリフレッシュできました
ウォーミングアップとしてグループ対抗でゲームをした後、プリザー
ブドフラワーづくりをしました。シルバーに輝くミニサイズの靴型に、
リボンとプリザーブ加工したバラを、それぞれに工夫したりサポート
し合いながら飾り付け、完成しました。
【参加者の声】グループの方たちと教え合いながら
楽しく完成することができました。ものづくりを通
して交流がはかれました／
初めてプリザーブドフラワーを体験しま
した。キラキラとガラスの靴のようにとて
もきれいな作品になりました／あっとい
う間に時間が過ぎてしまうほど楽しかっ
た。自分でも材料を買い、ゆっくりとやっ
てみたいです
雑誌やチラシ、旅行のパンフレットなど
直感的にココロ惹かれる写真などを切り
抜いて、色画用紙に自由に貼り付けてい
きました（コラージュ）
。その後、お茶を
飲みながらリラックスした雰囲気の中、
完成した作品を紹介し、交流を深めました。
【参加者の声】コラージュは初めてでしたが、様々な気づきがあって
とても有意義な時間でした／初めてコラージュをやってみて、改めて
自分のやりたいこと、好きなことがわかった気がします。10 年後、な
りたい自分になれるようにがんばってみようと思う機会になりました
／自分のやりたいことに気づくよい機会になりました。いつか達成す
るためにいろいろ計画をたて、やりたいことに近づきたいと思います
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◆手づくり カフェ
1 月 12 日(木) 12：30～14：30
手づくりが好きな仲間が気軽に集まり、楽しくお
しゃべりしながら手作業する交流スペースです。
材料持込・参加費 300 円、OPEN 中は出入り自由

◆子育てカフェ
1 月 17 日(火) 10:30～11:30
「手形アルバム」をつくろう！

◆子育て応援リサイクル
1 月 12 日(木) ,17 日(火),26 日(木),31 日(火)
12：00～15：00 出入り自由
【情報ボード 始めました！】
地域からのリクエストにより、
「売ります・譲りま
す情報ボード」を設置しました。不要となったベ
ビーカーやチャイルドシート等の情報を、欲しい
方にお知らせします。ご活用ください。

1 月 14 日（土）、21 日（土）、
26 日（木）（予約制 1 回 50 分）
会場：交流拠点「夢たま」磯子区丸山 2-10-8
対象：1０～３０歳代のかた及びそのご家族
申込：E メール wakamono@yumecomi.net
電話 045-750-0675 (火・木）

担当：田中亮太
（心理カウンセラー）

相談をご希望の方はご予約をお願いいたします。毎回実施し
ている「若者トークタイム」は予約不要です。詳しくは担当まで
お気軽にご連絡ください。

ラッキーセブンの 7 回目を迎える「初春学びの
会」。2012 年は ～学びあいの喜びをまちづくり
の力に～のもと、開催いたします。
これまでも、磯子区で活動する仲間たちとコミュ
ニケーションをとり、連携の機会としてきまし
た。本年はさらに、「磯子のまちをより豊かにす
るために、あなたはどんな活動をしますか？」を
テーマに、それぞれができること・やることを話
し合い、元気に発信します。
磯子の逸品や「お年玉」、楽しい交流会もあるの
で、どうぞ気軽にご参加ください。
磯子区およびその周辺で学びあい・地域活動を実
践する市民。学びあい・地域活動を応援してくだ
さる方。これから活動を考えている方も大歓迎で
す！ ぜひご参加ください！
◆日 時：１月 11 日（水）
13：30～16：00
◆会 場：磯子区公会堂 集会室
◆参加費：995 円（交流会費含む）
◆主 催：夢コミネット
◆後 援：磯子区役所
◆ 申込み：お名前・連絡先・所属の団体・施
設名をお書き添えの上、夢コミネットまで
お申込みください。FAX：045-750-0675
★E メール：info@yumecomi.net

誰もが夢をかなえられる社会をめざして
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
新しい年を迎えるたび、
“よーし、おも
しろいことやろう！”ってワクワクす
る。人がつながること、社会に必要な
こと、まだ誰もやっていないこと…。
それぞれの夢を応援し、支えあいなが
ら、本年も元気にいきましょう！
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