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今こそ発揮しよう。地域のチカラ！

まさに未曽有のコロナ禍において、地域の仲間づ
くりをリアルに行う夢コミネットの活動にも大き
な制約がありました。緊急事態宣言が解除されてか
らも密を避けることが重要で、会うこと、話すこと、
触れ合うことが難しい日が続いています。当初は感
染予防対策に手探りだったこともあり、すべての講
座やイベントを中止しました。しかし、暮らしは継
続しているため、なんとかして人との関係性、コミ
ュニティをつないでいきたいと強く思いました。

組織としてオンラインに強くなり、スタッ
フが安心して Zoom 対応ができるようになる
ための学習をはじめました。
オンラインの講座開催を 目標に、まず
Zoom に慣れるため「Zoom 研修会」を日曜日
に全 5 回行いました。個人の環境もスキルも
差のあるなかのトライ。その甲斐あって、地
域の人にやり方を伝えられるまでになりま
した。“女優ライト”も購入し、準備万端！

７月から感染拡大予防対策を講じての仲間づく
り講座を再開しました。机を離し、道具は共有せず、
私たちはマスクとフェイスシールドを着用。仲良く
なるためのゲームも課題を話し合うグループワー
クも離れて行うという不自然さでしたが、なんとか

地域団体から「活動することが難しい」と
の声を聞き、オンライン講座を開催。

リアルに会えたのです。

◆タップダンスワークショップ

この頃からオンラインを使った取り組みや会議
等が盛んになりましたが、すでに関係性ができてい
る人との会議や懇親会等はオンラインでも十分可
能ですが、「はじめまして」から関係性を育み、共
感を重ねるなかで仲間になっていく関係づくりは、

磯子キャラバンで連携する磯子区障害者
地域活動ホーム主催の「タップダンスワーク
ショップ」にサテライト「夢まる」会場とし
て参加しました。これまで以上に地域の団体
との連携を深めていきます。

どうしても「リアルの場」が大事になります。
しかし、あきらめていては何も進まないので、で
きることから新しい取り組みに向かいます。環境整
備として、外水道の設置、換気のために網戸を付け、
空気清浄機、アクリル板の仕切りを配置する等、可

◆おいしいコーヒーの淹れ方講座（TMC）
同じ豆でコーヒーを淹れ、楽しくコーヒー
タイムを過ごしました。「この時間を楽しみ
に久しぶりにケーキを焼きました」と。離れ
ていても共有できる時間は重要と再確認。

能な限り感染予防を行いました。
新しい試み、工夫と変革で、先行きの見えないコ
ロナ禍でも、地域づくりに向かって活動を推進して
いきます。引き続き、よろしくお願いいたします。
笑顔でお会いできる日を楽しみにしています。
本日のコーヒーはモカです

鏡を使って見やすく工夫

親と子のつどいの広場 夢ひろば・夢たま
；

緊急事態宣言解除より ひろば事業を再開！
親子の元気な声と笑顔が戻ってきました。「近くにひろばがあってよかった」「家だとぐずってばかり、ひろばでは
お友だちと楽しく遊んでくれる」と利用者。日々感染状況や情報が変化していく中で、利用者はもちろん、
スタッフも「夢ひろば」「夢たま」で安心して過ごせるよう、新しい生活様式に合わせた活動スタイルを取り入
れ、感染対策を行っています。一部を紹介します。
環 境
・外水栓の設置
・室内全体の定期的な換気と網戸の設置
・空気清浄機、アクリル板、非接触体温計の設置
手洗いしてから中へ

予約・消毒
・予約制、ひろばのスペースに合わせた人数制限
・ランチタイムは家族単位でのテーブル使用
・おもちゃの消毒、消毒済のマークの提示

非接触体温計

・同意書のお願い
おもちゃ消毒中！

ＳＮＳの活用
ひろばに来られない方へも情報を届けたい！
・インスタ、LINE、Facebook で情報発信

コラボ企画
ママのための Zoom ライブレッスンでの取り組み
・磯子スポーツセンターと共催で Zoom による
ライブレッスンをはじめました。
インストラクターによる美姿勢や骨盤ケア、体
感トレーニングの後、
「夢ひろば・夢たまタイム」
として手遊びや子育て情報を発信しています。

オンエア中！スタッフ熱演

食支援配分会の実施
新型コロナウイルス感染症の影響で困っている人を支えたい
食支援配分会：9/17(木) 11/21（土） 会場：コミュニティステーション夢まる
磯子区社会福祉協議会と一緒に、フードドライブ等で寄せられた食品を活用し、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響などでお困りの方に向けて配分会を行いました。
前日には地域のボランティアさんに集まっていただき、食品の袋詰め作業を行いました。まさ
に見事な連携であっという間に終了。当日もボランティアさんにお手伝いいただきながら、配
分会にいらした方に準備した食品をお渡ししました。お米や乾麺、レトルト食品、缶詰、お菓子
などの基本セットに加え、調味料や麦茶などのアラカルトも準備。ミルクや離乳食など赤ちゃ
ん食品はとても喜ばれました。また、食品だけでなく、地域からご寄付のあったボックスティッ
シュや手作り布マスクもお渡ししました。

ボランティアさんの作業の様子

袋詰めされた基本セット

家族に合わせてアラカルト

新しい
活動様式

仲間づくり・地域づくり

地域活動につながる機会をつくる

夢コミネットが参画する地域講座のテーマは「地域の人材育成」がほとんどです。
ゴールをめざし、そのきっかけをつくるために、参加者同士が話し合い・共感し
あうことで仲間づくりを促進し、地域に仲間がいることの楽しさを実感します。
地域に関心をもつことで地域への愛着を高め、それぞれの背中を押します。
●さぁ、はじめよう 自分らしく！
※）

●自分らしい地域デビューのために

「いそご地域づくり塾 2020」 では学び合い・仲

地域ケアプラザで開催した「仲間づくり塾」では、

間づくり・イベント体験を通して、地域活動の楽

ボランティア入門のプログラムを実施。席の間隔

しさを実感しました。特にイベント体験では、個

を広く取り、フラダンスもマスク姿で。

性豊かなメンバーと、相談しながら主体的に動い
ていくことの難しさ・楽しさ、がんばった後の達
成感。やってみて気づくことがたくさんあったよ
うです。全員が今後のプランを発表しました。
※磯子区役 所、磯子区 社会福祉 協議会、夢コミネ ットの 協働事業 。
全 6 回プラス自主活動

●リモート体験を加えて
委嘱委員等の地域協働の研修では、会議室を複数
使用し、各グループにタブレットを渡したリモー
ト体験を交えて行いました。まず体験して、今後
の自治会等でのＩＣＴ活用を考えていきます。
●地域の大人と子どもが一緒に活動
チェック ＆ チェック
□密にならない

□手洗い、手指の消毒

緊張をほぐしたりチームワークをつくる等、その
時々の目的によってゲームを取り入れています。

□触れない、距離を保つ □大きな声を出さない

楽しくなるとつい密に…。ソーシャルディスタン

□マスクの着用（フェイスシールドの併用）

スを確保しながら楽しめるゲームを模索中です。

□体温の測定（健康状態の確認） □換気の徹底
□共有品の消毒（机、椅子、スリッパ、マイク等）
□個人情報の把握（活動内容によっては同意書）
□建物に入る際の靴底の消毒（場合による）
□建物に入る際の手洗い（場合による）
□会場、人数、配置、開催のカタチを考慮
めざせ１番！ 紙ひこうき大会の様子

地元商店街を盛り上げよう！
磯子区商店街連合会主催の「いそご商店街宝くじ」が 10 月 10 日～
11 月 8 日に開催されました。これはコロナ禍の影響でダメージを受けた
商店街の活性化のため、磯子区の商店街全体を盛り上げようという企
画。参加店舗で買い物をすると独自の宝くじがもらえ、当せんするとお
店からのうれしい景品が当たりました。例えば、お茶屋の抹茶体験、接骨
院のスッキリ小顔調整、レストランのポタージュスープ手作り体験等。夢
コミネットでは参加 51 店舗の取材をはじめ宝くじ・チラシ・ポスターの作
製などを担いました。
地元の商店街にぜひ足を運んでください。新しい発見があるかも！

2021 年１月１日発行

認め合える関係が多様性の理解につながる
いそごキャラバンでは、子どもたちに向けて

例えば、ひまわりの種を見て

「感覚のちがいを知ろう！みんなちがって みん

どう感じるか尋ねる場面では、

ないい」の出前講座を実施しています。

「キレイ」と感じる子もいれば、

毎年 12 月 10 日を最終日とする１週間を人権週間

「ずっと見ていると気持ちが悪

と定め、小学校でも人権学習に取り組んでいます。 くなる」と感じる子もいて、それぞれの違いに驚
今年は「さわの里小学校」と「東汲沢小学校」に
出向き、クイズや体験、

いたり、納得したりしています。
背の高さ、好きな食べ物が違うように、感覚も

寸劇を取り入れた楽し

人それぞれ。違うということを認め合い、お互い

いプログラムで「感覚

の感覚の違いを理解し合える工夫も考えていけ

のちがい」について伝え

るといいなと思っています。いそごキャラバン：地域で

ました。

取り組む発達障がい理解啓発プロジェクト

10 月 1 日オープン

横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業

感謝をこめて
明治安田生命保険相
互会社横浜支社上大
岡営業所様より「地元
の元気プロジェクト」
の一環で寄付金を頂
きました。
寄付への感謝の意を
表して、感謝状をお贈
りしました。

健康づくり 肩こり・腰痛改善体操

【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●

編集後記
横浜市社会教育委員会議から市民の社会参
加を促すための提言が報告された。方針は
「社会参加のすそ野の見える化」と「人材育成
と活用」。私たちもパワーアップ
して取り組んでいきたい！
新しい年もよろしくお願いします。
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