
楽遊学
港北区の「活動」をつなぐ情報誌

【編集・発行】港北区区民活動支援センター
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P.2 特集 「芹沢銈介緞帳プロジェクト」の取り組みを紹介します︕
P.3 わがまち港北スポット 港北区生きがい就労支援スポット
P.4  わがまち港北スポット 港北国際交流ラウンジ
P.5 遊学スポット（港北区内・周辺のイベント情報）/ 『港北区グループ・団体ガ

イド』登録グループからの会員募集/地域の広場アプリ「ピアッザ」～港北区エリア
の情報交換～をご紹介します

P.6 区民活動支援センターからのお知らせ

（芹沢銈介緞帳プロジェクトの皆さん）

知られざる港北の宝「港北公会堂緞帳」を通じて

地域をつなげる 「芹沢銈介緞帳プロジェクト」
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　港北公会堂緞帳＜陽に萌ゆる丘＞（1978年制作）は、

「型絵染」の人間国宝 芹沢銈介氏が、雄大な鶴見川を

モチーフに、輝く陽光のもと、一面に咲き誇る花のような

下絵を描き、京都の川島織物が織り上げた作品です。

　しかし、この緞帳の由来や美術的価値は、これまであま

り知られていませんでした。2019年4月、この知られざる

「港北の宝」を区民の皆さんに紹介しようと集まったのが、

市民グループ「芹沢銈介緞帳プロジェクト」です。

　なぜ、この緞帳に関心を持ち、活動団体を立ち上げるこ

とになったのか、代表の大野玲子さんにお話を伺いました。

特集

【問合せ】 芹沢銈介緞帳プロジェクト事務局 Eメール:ask@serizawadoncho.info HP:http://serizawadoncho.info/

　以前から芹沢銈介氏の作品が好きだったという大野さん。

偶然、美術館で目にした図録に、港北公会堂の緞帳が

掲載されていることを知ります。自分の住む港北区になぜ

芹沢作品があるのか、興味を持ち調べてみることにした

そうです。ところが、緞帳について知る人は少なく、「緞帳

はまさに《地域の宝》なのに、このままではもったいない」と

細い糸を辿っていくうちに、区内に点在する情報がつなが

りはじめ、様々な人たちとの出会いが生まれ、活動に賛同

する多くの仲間が集まり、芹沢銈介緞帳プロジェクトを立

ち上げることになったそうです。

　メンバーの想いは、この緞帳の存在を多くの区民の方に

伝え、歴史的、美術的価値を通して自分の住むまちに誇

りを持ってもらうこと。まちの歴史を知ることで、地域に対

する興味や関心をより一層深めてもらえたらと考えている

そうです。地元のために何かしたいという想いが集まって、

この活動につながっています。

緞帳が引き寄せ、つなぐ地域の絆 －芹沢銈介緞帳プロジェクトとは

♪ ご存じですか？「港北の空と丘」 ♪

　ダ・カーポが歌う「港北区」ソングです。港北区制「40周年」の年に、

温もりのある港北のまちづくりを進める一環として作られました。公共施

設や町内会等などのイベントで耳にされたことがあるかもしれませんね。

レコードのジャケットには、この緞帳が使われています。港北区役所4階

地域振興課では、CDの貸出も行っていますのでご利用ください。

港北公会堂緞帳

　2020（令和2）年度は、港北公会堂が改修工事のため、

活動も制限されていますが、利用再開後には、展示、講

演会、DVD上映、型絵染ワークショップなどを実施し、幅

広い世代の方が楽しみながら緞帳について知ることのでき

る地元発信のイベントを企画しています。是非一度、《地

域の宝》をご覧に足を運んでみてください。

「芹沢銈介 知られざる港北の宝」 市民グループ「芹沢銈介緞帳プロジェクト」の取組を紹介します！

下絵の元になった「鶴見川流域絵図」

享和3年（1803） 9月作成　綱島・池谷道義氏所蔵

どんちょう
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「わがまち港北」スポット

　就労や活動をするにあたって、健康上の不安や収入面の希望なども漏れなく話

せるように、プライバシーに配慮してコロナ以前から室内1組限定で対応。相談内容

に合わせて、求人開拓スタッフが地域密着で条件緩和等調整や、面接に同行する

こともあるそうです。

　またキャリアカウンセラーの資格を持つ専門スタッフと面談しているうちに、やりたい

ことが見えてくる方も少なくないそうです。

港北区生きがい就労支援スポット

住　　所：横浜市港北区綱島東4-3-17 
アピタテラス横浜綱島１階

電話：045-947-2475

FAX：045-947-2476 

開館時間：月曜日～金曜日 10：00～18：00

休 館 日：土日祝、年末年始

交　　通：東急東横線「綱島駅」

ホームページ： http://www.kouhoku-senior.jp

 下車徒歩10分

【港北区生きがい就労支援スポット】 は、2018年4月の 【アピタテラス横浜綱島】 開業と同時に、横浜市健康福祉局

より委託を受けて運営を開始した、シニアの方の就労・地域貢献・社会参加などの専門相談窓口です。

「仕事を続けたい、再開したい」「就職に役立つ情報が欲しい」「セミナーを受けたい」「地域のお祭りに興味がある」

「ボランティアをやってみたい」等々、地域のシニアの皆様のセカンドライフに、オーダーメイドで寄り添っています。

～地域でみつかるセカンドライフ～

個別相談（登録後完全予約制）

♪スポットから一言メッセージ♪

仕事でも社会貢献でも、to do を持つことで
私生活に緊張感が生まれます。
「何を持つか？」 それは、セカンドライフの
ステージでは、気持ちを大事に考えることを
おすすめします。

社会福祉協議会や地域ケアプラザとも連携し、ボラ

ンティア情報も満載！

自治会町内会ともつながって、相談者のニーズと地域

のニーズをマッチング。

ボランティア・地域活動情報提供

（上）入口に検温・消毒コーナー

　前回のセミナーアンケートも分析して

次回のテーマを選び、旬な情報を提供

しています。

　感染症対策を万全に、取材時（2020

年11月）は定員を10名に減らして開催し

ました。

　日頃応対している顔見知りの施設長

が講師となって豊富な知識を伝授、受

講者は聞きっぱなしで終わらず、後日の

相談時にセミナーの内容が活きてくる

こともあるそうです。

仕事応援セミナー開催

※現在は感染症対策として、テーブル上に

アクリル板の仕切を設置しています。

（下）ケアプラザ等のボランティア情報掲示板
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（上）多言語に翻訳されたチラシ

（下）外国につながる本が並ぶ図書コーナー
日本語教室部会

「わがまち港北」スポット
港北国際交流ラウンジ

～多文化共生・共に暮らしやすく～

うんえいちいきじゅうみんういたくよこはましかいこうほくこくさいこうりゅう こうほくこくさいこうりゅう

　港北国際交流ラウンジは、港北国際交流の会が横浜市の委託を受けて、地域住民ボランティアとともに運営している

しせつ がいこくじんじゅうみん にちじょうせいかつじょうほう ていきょう としょ か だ こ きょうしつにほんごきょうしつ

施設です。外国人住民のための日常生活情報の提供、図書の貸し出し、日本語教室、ニューカマー子どもの教室、

でんとうぶんかきょうしつたぶんか ちいきこうりゅう とう とお かいがい き く ちいき めざかた

多文化ママカフェ、伝統文化教室、地域交流、等を通して、海外から来ている方にも暮らしやすい地域づくりを目指しています。

だれ ひび ふかけつ ひと しゅっしん くに ちいき ちが こうりゅう つう にほんじん がいこくじん と

どこの誰にも日々不可欠な人とのつながり。出身の国や地域が違っても、交流を通じて、日本人・外国人問わず、文化や人を

りかい であ しせつ

理解するチャンスに出会える施設です。

がいこくじんじゅうみん く かんきょう ちいきこうりゅう おも かつやく

　「外国人住民にも暮らしやすい環境を」「そのためのコミュニケーションや地域交流を」の想いで活躍する

こうほくこくさいこうりゅう かい めんめん そうぜい よめい ぶかい わ かつどう

【港北国際交流の会】ボランティアの面々は総勢200余名。部会に分かれて活動しています。

国際交流ラウンジが誇る、総勢200人超のボランティア！

こうほくく ざいじゅうがいこくじんじんこう なかく つるみく みなみく お しない ほん ゆび はい

　港北区の在住外国人人口は、トップ３の中区・鶴見区・南区を追って、市内５本の指に入ります。※

りゅうがくせい ぎのうじっしゅうせい いっしょ じゅうみんじんこう しない やく まんにん こうほくく

　留学生や技能実習生も一緒に、住民人口市内ナンバー１（約35万人※）の港北区を作っています。

※取材時2020年12月のデータです。

住　　所：横浜市港北区大豆戸町316-1 
電話：045-430-5670 FAX：045-430-5671 

開館時間：月曜日～金曜日 9:00～21:00
土･日･祝と 8 月 9:00～17:00

休 館 日：毎月第3月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

交　　通：
JR横浜線・東急東横線「菊名駅」西口下車徒歩8分
東急東横線「大倉山駅」下車徒歩10分
JR横浜線・市営地下鉄「新横浜駅」下車徒歩15分

ホームページ：http://kohokulounge.com/ 昨年20周年を迎えた港北国際交流ラウンジ（大豆戸地域ケアプラザと合築）

実はMany！港北区の在住外国人

ぶんか ひと

《 お も な 部 会 》

ニューカマー子どもの教室部会
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「遊学スポット」掲載希望の方へ 次号はセンター特別号（2021年4月発行号）です

「遊学スポット」ならび「登録グループからの会員募集」掲載依頼の締切は、発行月の前々月20日（20日が土日祝に当た
る場合は平日に繰り上げ）です。次号の原稿締切は2月19日（金）となります。概ね2021（令和3）年4月10日～6月10日
迄のイベント情報をお寄せください。詳しくは、区民活動支援センターまで！

畑っこ・新羽の会（野外活動）
年30種前後の野菜を会員が共同で作り、育った作物をご自宅
に持ち帰り、召し上がれます。作物の作り方を畑でご指導します。
対象：港北区在住のご家族（小学生がいる家族又はシニア世帯）
日時：毎月1回土曜（計15回/年） 9：15～13:00 と

自主参加日25日 計40日前後
会場：新羽の畑（集合は大竹会館）
会費：1家族年間6,000円
申込・問合せ：眞砂（まさご） TEL 090-7248-8383

Eメール fumio_masago@h06.itscom.net

イベント周知や会員募集に使えるアプリをご紹介します

港北区役所は、地域SNSアプリ「ピアッザ」を展開

しているPIAZZA株式会社と協定を締結し、ピアッ

ザ内に港北区エリアを設けました。グループ・団体

名で登録し、イベントの周知や会員募集の投稿を

することもできますので、活動のPR手段の一つとし

て是非ご活用ください。

メールアドレスかFacebookアカウントで簡単に登

録できます。利用料金も無料です。

　横浜を中心に子育て中の

ママを応援する様々な講座や

コミュニティづくりをしているMAMAstyle®を運営するアイネット

（I♥Net）さんもピアッザを利用しています。

　「広報効果を高めるコツはアプリでの発信プラス他媒体の

活用、区役所でのチラシ配布など、多くの手段を組み合わせ

ることです」とアイネットの瀧さんからご意見いただきました。

神奈川区いまむかしガイドの会 「神奈川歴史散歩」
①3月13日（土）浅間町・保土ケ谷宿（約4キロ）②3月27日（土）
新コース「小杉宿」（約4キロ）③4月3日（土）鴨居・泉谷寺
（約4.5キロ） 集合：8：30～9：00 解散：12：00～12：30
参加費：500円 募集人員：約70名（応募者多数の場合は抽選）
往復はがきに（開催日・コース名・氏名・住所・電話）を記入
申込先：〒221-0802 横浜市神奈川区六角橋1-10-11
すぺーすろっかく内「NPO法人神奈川区いまむかしガイドの会」
※各コースごとに申込締切日が異なります。詳細はHP参照

問合せ：長谷川 TEL 090-8817-0001

『港北区グループ・団体ガイド』登録グループからの会員募集

ここに掲載されている内容は、2020（令和2）年12月18日現在の情報です。詳細は、問合せ先にご確認ください。

遊学スポット（港北区内・周辺のイベント情報）

地域の広場アプリ「ピアッザ」
～港北区エリアの情報交換～

活用事例のご紹介
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区民活動支援センターからのお知らせ

スキルアップカフェ（市民活動グループ・団体向け講座) 参加者

主に港北区内で活動している市民活動グループ・団体の方々へ、スキルアップ講座を開催します。

2021(令和3)年3月8日（月） 14:30～16:30

「つながる情報伝達法」
講師 斉藤 保 氏（株式会社イータウン代表）

2021(令和3)年3月29日（月） 14:30～16：30

「みんなの意見の整理術」

講師 竹迫 和代 氏（参画はぐくみ工房代表）

会場：港北区役所4階2号会議室 参加費：無料 参加申込締切：2月26日 問合せ：区民活動支援センター

いつも「楽遊学」をご覧いただきありがとうございます。
内容についてのご意見・ご感想、お気づきの点など、支援センターまでお寄せください。

港北区区民活動支援センター（港北区役所４階48番窓口）
〒222-0032 港北区大豆戸町26-1
TEL&FAX 540-2246
Eメール ko-center@city.yokohama.jp

港北区区民活動支援センター

ご意見ご感想をお寄せください

★開館時間★

月～金曜 8時45分～17時（土・日曜、祝日、年末年始除く）

地域のチカラ応援事業を募集します！

後援名義の使用（補助金なし）

一定のエリアで自治会町内会を含む
2つ以上の団体が連携して取り組む事業

スタートして間もない団体・グループの事業

一定の地域・エリアの活動

地 域 元 気 づ く り コ ー ス

ス タ ー ト ア ッ プ コ ー ス

パ ー ト ナ ー シ ッ プ コ ー ス

★港北区地域のチカラ応援事業の4コース

最大 万円

チ ャ レ ン ジ コ ー ス

最大 万円

活動実績のある団体が新たなテーマにチャレンジする事業

新型コロナウイルス感染防止対策のもと、みなさんのアイ

デアや思いを活動につなげ、地域のまちづくりや、地域住民

を元気にする活動を応援する補助金を交付します。地域で

取り組む公益的な活動であればジャンルは問いません。5人

以上の仲間でご提案ください。

（補助対象経費の5分の4以内）

（補助対象経費の5分の4以内）

（補助対象経費の10分の9以内）

最大 万円

30

5

25

港北区地域のチカラ 検索

��� ���

��名

���号�

���横�大��������分

受付期間：2月15日（月）～3月15日（月）

※申込書は、Eメールで請求もしくはホームページから

ダウンロードできます。申請する団体は、事前に20～30分

程度のヒアリングを行います。日時を予約のうえ直接窓口

（区役所4階46番窓口）へお越しください。

平日：9時～17時（ただし3月5日は20時まで）

尚、制度の説明、申請書類の記入など応募の相談は

窓口他、電話、Eメールでも対応します。

申請後のスケジュール：

① 4月17日（土）公開提案会

② 補助は5月中旬に決定します。

問合せ：港北区役所地域振興課 地域力推進担当

TEL 540-2247  FAX 540-2245

Eメール ko-chikara@city.yokohama.jp

※本事業は、横浜市会における令和3年度予算の議決をもって確定します。
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