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 横浜市 18 区で展開している協働の「地域づく

り大学校」事業。磯子区では「いそご地域づくり

塾」の名称で『居場所づくり』をテーマに 3年間

実施されてきました。 

ようやく！いよいよ！地元の団体である夢コ

ミネットが『仲間づくり・担い手づくり』をテー

マに磯子区役所と磯子区社会福祉協議会と 2019

年度協働事業として取り組みました。 

地域活動をはじめたい人、自分の特技・経験を

役立てたいと思う人を対象に、改めて自分の住ん

でいる地域に関心をもつことで愛着を深め、地域

課題やニーズを感じ取る力をつけます。同時に、

地域活動を継続することのハードルや不安をみ

んなで考えて、主体的に地域活動に参加できるよ

う、出番と運営のヒントを得ていきます。 

「さぁ はじめよう！自分らしく」と呼びかけ、

全７回の講座が 9月からスタートしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 仲間づくり  講 座 の 流 れ 
１ さぁ はじめよう︕ ⾃分らしく︓地域活動について 
２ 地域で活動する楽しさを知る︓実践者から学ぶ 

３ 
公開講座︓地域コミュニティの⼤切さ、地域活動の
おもしろさ NPO 法人 CR ファクトリー五井渕利明氏 

４ 仲間と活動するためのヒント︓話し合いの進め⽅ 
５ 活動の楽しさを知ろう︓イベントへの参加 
６ やりたいことをイメージしょう︓計画してみる 
7 ⾃分らしくはじめるために、次の一歩へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぱぴ 

【報告】 
協働の地域づくり大学校 
 

参加者は 20～80 代の男女 23 名。保育利用者

が 3 名、すでに活動をはじめている方・未経

験の方、地域施設に勤務している方や育休中

の男性も。多様な参加者と 7 回の講座＆2 回

の交流ランチ。イベント前の交流ウィークで

はグループが自主的に集まるミーティン

グ・準備を各チーム数回実施。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験 イベントへの参加  

磯子区役所で開催された「いそごこどもまつり」の模擬店に、「手形アート（いそっこ）」

と「豆つまみ（豆蔵）」で出店しました。（主催：磯子区青少年指導員協議会、来場 3600 名） 

 

 

 

 

公開講座 五井渕利明氏 

コミュニティが生み出す 

価値やボランティアにつ 

いてデータも交え体系的 

に、現場での実感も込め 

てお話しいただきました。グループディスカッ

ションでは、さまざまな考え・価値観を知ること

ができました。参加者から、自分のやりたいこと

が少し見えてきた気がした／コミュニティの大

切さがよく分かった／人とのつながりを深く感

じた／いろいろな人の意見が聞けて見識が広ま

った等の感想が寄せられました。 

実践者から学ぶ 

磯子区内で活動している３団体さんに、それぞ

れの活動を紹介してもらいました。 

◎すみびらき：るんるんサロン 

 きっかけと地域連携の大切さについて 

◎環境：NPO 法人こどもりクラブ 

まちの中の森づくり活動について。被災地の

こどもに贈るため「積み木磨き」を体験 

◎グループ活動の楽しさ：コーヒー会 TMC 

 美味しいコーヒーを飲みながら、仲間と活動

することの楽しさ、魅力を伺いました 

チーム いそっこ 

・意見の出し合いすり合わせでひとつの協働が

できた。合意形成の大切がわかった 

・世代のギャップを越えることができた 

・頼っていいんだなと思えた  

・大変さもあったが、それぞれが得意分野を発

揮して、アイデアを出し合いながら楽しんで

いったことで、チームの距離が縮まった 

・連帯感が生まれて行動力につながった 

・地域活動のファーストステップを踏み出せた 

・はじめは「個」を主張していたが、共同作業

を通じて「和」の意識が強くなった 

・チームでやることの楽しさを実感した 

・自ら積極的に動き、楽しもうとする気持ちが

大事だと気づいた 

・不安だったが、楽しもうとする思いや良いも

のをつくりたい思いをもつことで、相手に伝

えたいことも出てきて、良い循環が生まれた 

・集団でひとつのことをやりきる達成感！ 

 チーム 豆蔵 

全 7 回を終えて 

最終回では記入した「ステップアップシート」を基に、それぞれが「明日への一歩」を発信しました。 
講座に参加して変わったこと、気づいたこと、これからやりたい活動を記しておくことも大事ですが、その計画を実現する
ために「明日やること」を考え、⾏動に移すことが大切。そして、もっと大切なのが、出会った仲間とのつながりです。 
これから何かやるとき、教えて欲しい、⼒を貸してほしいとき、そこで応援しあえる関係こそ、コミュニティの醍醐味だから。 
もちろん夢コミネットも全⼒で応援します。私たちが地元の講座を担うミッションはここから第 2 章がはじまります。 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ手づくり寝相アート 

子育てを地域で応援 

 親と子のつどいの広場 夢ひろば ＆ 夢たま 

8 年目を向かえた杉田の「夢ひろば」では、地域子育て支援のめざす姿といわれる、利用者同士が支

え合いながら地域で子どもを育てる場へと醸成されてきました。地域で子育てを応援されている方を

はじめ、利用者・先輩ママたちにもたくさん助けてもらいながら、養育者のチカラを信じて親子に寄

り添い、互いに信頼関係を築いてきたことの成果だとうれしく思っています。 

●  夢ひろば  ●● 
父親が子育てに関わることが楽しいと感じ、子

どもと共に身近な地域社会につながるコミュニ

ティづくりの取り組みとして「パパと一緒に 育

児はじめの一歩＆おやこあそび」を開催しまし

た。講師は NPO 法人全国育児普及協会 古茂田万

作さん。夢ひろばでの講座に、ご自身のお子さん

と一緒に出向いてくれました。前半は育児につ

いての話、後半はおやこあそびで楽しみました。 

育児でのキーワードは、子どもには「自己肯定

感」、パートナーには「リスペクト」（よく見る）。

参加のパパたちも、パパならではの視点に、そう

そう！そうだったんだとうなずいていました。 

 

パパの感想： 

・『あり方』を変えようと思います 

・日常のことを改めて考える機会をつくっても

らい感謝しています 

・普段父親同士で関わることが少ないので、この

ような機会に参加できて良かった 

・日頃自分が思っていたことを再確認できた 

●  夢たま  ●● 
同じフロアにコミュニティステーション「夢まる」

があります。ここは地域の人が気軽に来訪し、顔

見知りの関係を築く交流の場です。この入り口に、

「夢まるチャリティショップ」があります。 

ここは、子どもの育ちを温かく見守り、地域全

体で子育てを支援する地域力の取り組みをお店の

方式にしたものです。このショップを利用する地

域の人に子育ての現状を発信し、子育てを支える

環境づくりに協力してもらいます。 

また、物やお金を寄付するだけでなく、夢たま

に来ている親子と一緒に歌をうたったり、おしゃ

べりしたりと交流がうまれ、子どもが親以外の大

人とふれあうきっかけにもなっています。同時に、

地域の人には乳幼児親子を身近に感じてもらう機

会に。地域の人たちが、いつも地域の親子を気に

かけてくれている、そんな場をめざします。 

作って楽しい！遊んでうれしい！手づくりおもちゃ 

夢ひろば・夢たまには、身近な材料で工夫した手作りおもちゃがたくさんありま

す。子どもたちが楽しく遊ぶ様子を見て、ママたちから“自分でも作ってみたい”

と声があがり、子どもたちを交代で見守りながらみんなで一緒に作っています。 

 

牛乳パックのイス ゆら〜っとキラキラボトル 
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「夢コミ通信ぱぴ」は夢コミネットの会報紙です。“ぱぴ”はパピルス（エジプトナイル河畔に茂るパピルス草・英語の［paper］の語源）

から名付けました。団体ホームページ、メールマガジン（はっち）ともども、よろしくお願いいたします。 

【会員募集】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 

●ふるさと納税「よこはま夢ファンド」で夢コミネットに寄附が可能です● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

コミュニティステーション「夢まる」で小さな夏祭りを開催しました。

「シニアはシニア世代で集まることが多く、若い人とも交流したい」

そんな声から生まれたボランティアチャレンジ企画です。 

 こども夏祭りのゲームは 4種類。ヨーヨー 

つり、スーパーボールすくい、しゃてき、 

つみきあわせ、そしてゴールは「お楽し 

みガラポン」。地域の人と学生ボランティ 

アさんが担い手となり活躍してくれました。 

当日、「夏まつり楽しそう…、でも私にできるかしら」と不

安そうな地域のシニアボランティアさん。イソカツ(磯子区青

少年の地域活動拠点)の学生さんたちも少し緊張して、全員で

自己紹介をしました。 

まずは水ヨーヨーの準備からはいりました。ヨーヨー風船

に水を入れていくのですが、とにかく楽しい！失敗ばかりで

顔も服もびしょびしょ、大笑い。何度もチャレンジし、なん 

とか完成。５つのチームに分かれ、 

スタートしました。 

夏のひととき、参加の小学生や親子 

にも、地域の人とふれあう機会になり 

ました。 

 

みんなのテーブル 

編集後記 

東京 2020 オリンピックの年。 

大会ボランティアのハンドブックには「私は輝

く 楽しむ、変わる、世界を変える。」とありま

す。私たちではなく、みんなでもなく、「私」と。 

関わるメンバーの一人ひとりの輝きが集まり、

大きな輝きへ。そう、地域の元気も同じだね！ 
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2 月は折り紙・紙てっぽう 

12 月はペンシルバルーンで動物や剣をつくって楽し
みました。教えてくれたボランティアさん、ありがとう︕ 

発達障がいの基礎講座（全 3 回）。 

幼児期から学齢期、思春期、成人期 

について、専門家の話を聞きます。 

■日時：①1 月 9 日(木) 10：00～12：15 

②１月 16 日（木）10：00～12：15 

③1 月 28 日（火）10：00～12：15 

■会場：洋光台地域ケアプラザ 

          磯子区洋光台 6-7-1 

■対象：発達障がいに関心のある人 

■参加費：500 円（資料代） 

◎問合せ 夢コミネット 

（担当坂本） 

子ども食堂 

★地域で顔⾒知りの関係になろうね★ 

発達障がい地域サポーター養成講座 

2020 年 1/11、2/8、3/7 

11：30～13：00   

会場：夢まる 

地域にたくさんの 
あたたかいまなざしを︕ 
まずは「知る」ことから 
はじめてみませんか 

2020 年 

昨年の様⼦ 

みんなで食べるとおいしいね！ 

 


