考えよう 私たちがつくるこれからのまちとくらし

プラス
オンライン

講師＆ファシリテーター

地域づくり大学校では、講義、ワークショップ、プランの実行をオンライン会議ツールもつかって学びを深めていきます。
新型コロナウイルスによる外出自粛を経験し、つながりの大切さを実感しました。そして、今まで通りの活動ができなくなった、自分自身も困っているけれど
他の人も気になる。新しい暮らしを考えていきたいなどさまざまな思いもあります。私らしい「場づくり」について考えながら、わたしの、みんなの暮らし、
自分の住むまちのことを考えていきませんか。
講義・ワーク

講義・ワーク

10 17
／

(土)

時間：10:00-12:30
場所：にしとも広場
（またはオンライン）

10／ 31
(土)

11／14
(土)

時間：10:00-12:00
場所：（基本）オンライン

わたしが場を主催するって
どういうこと？

くらしのニーズと
身近な活動を知ろう

にしくについて知ろう・
今のくらしトーク

▶開講式
▶受講生自己紹介
▶講義１「西区のまちについて」
▶講義２「地域で活動をはじめよう！」

時間：Aコース 10:00-12:00
Bコース 13:30-15:30
（希望コースを選択）
場所：（基本）オンライン

講義・ワーク

▶実践者トーク
西区の地域活動者からどのような目的やきっかけ
で活動を始めたのかお話を伺い、地域で暮らす人
の様々な背景やニーズを学びます。

▶講義「場づくりとは」
NPO法人れんげ舎 長田英史氏より「場づくり」の考
え方を学び、自分で新しく活動を始めるポイントと、現
在行っている活動を見直すポイントについて学びます。

第3講・第6講
認定NPO法人

NPO法人 れんげ舎
代表理事

市民セクターよこはま

長田 英史氏

事務局長

1972年、神奈川県茅ケ崎生まれ。和光大学在
学中に関わった「子どもの居場所・あそび場づ
くり」活動に参加をしてから、この道30年。子
どもの居場所づくりほか、場づくり支援事業と
して多数の講演を行っており、自分自身の声を
よく聴き、本当にやりたいことを確認しながら
組織をつくっていく術を伝えています。
著書『場づくりの教科書』芸術新聞社
無料メルマガ「場づくりのチカラ」配信中
http://bazukuri.jp/

第４講

吉原 明香氏

1960年、佐賀県生まれ。横浜市社会福祉協
議会在職時より市民セクターよこはま設立
に関わり、退職後、事務局長就任。「誰もが
自分らしく暮らせるまちづくり」を目指し
て、地域活動の支援、認知症ケアなどの事
業を行っています。横浜市市民協働推進セ
ンターチーフ協働コーディネーター。
認定NPO法人市民セクターよこはま
https://shimin-sector.jp/

第４講

認定NPO法人

NPO法人

こまちぷらす

おもいやりカンパニー

代表

代表

森 祐美子氏

地域につながりのなかった第一子出産時、
「孤
立感」を感じたことから、子育てをしているお
母さんたちに「地域の子育て情報」と「居場所
」を提供することを目的として、こまちぷらす
を設立。居場所である「こまちカフェ」の運営
をはじめ、
「ウェルカムベビープロジェクト」や
「手づくり雑貨マルシェ haco+」等多様な事業
を展開。
「子育てをまちでプラスに」
を合言葉に、
子育てが「まちの力」で豊かになる社会を目指
しています。https://comachiplus.org/

津ノ井 美晴氏

前身の子育てサークルで地域でハロウィンイ
ベントを毎年定例で実施したことから、地域
でお年寄りの方の買い物ニーズに気が付き、
マルシェや買い物代行を開始。集まれる場所
をつくるため、2018年度ヨコハマ市民まち
普請事業に応募、「おもいやりハウス」を
2019年10月オープン。子どもからお年寄り
までまちの楽しみ・生きがいとなるような場
づくりに取り組んでいます。
https://www.omoiyari-company.com/

卒業生の声

ワーク・相談会

フィールドワーク

11／28
(土)

時間：Aコース 10:00-12:00
Bコース 13:30-15:30
（希望コースを選択）
場所：現地見学（またはオンライン）

活動を継続・展開するには

12／12
(土)

時間：10:00-12:00
場所：西区役所３B会議室
（またはオンライン）

発表・修了式

自分のプランを
やってみよう！

プランの実行に向けて準備しよう

2 ／6
(土)

時間：10:00-13:00
場所：西区役所３B会議室
（またはオンライン）

退職を見据えて参加
し 、これ からの 生き
方、活動の整理をする
ことができました！

2019年度受講生
Y・Kさん

プラン振り返り &
これからのつながりづくり

〜自分のプランを考え始めよう〜

受講がきっかけとなり、地域
のお祭りとのコラボイベント
につながりました。これから
の活動も模索中です！
2018年度受講生

志賀 政弥さん

▶講義「活動を継続・展開させるために」
NPO法人の話を聞き、地域活動の軌道修正・見直し
したポイントや考えかたを学びます。
▶プランを考え始めよう
自分が取り組みたいことをシェアしあい、講師・受講
生の仲間たちとアイディアを出し合います。
※日時・会場・視察先・講師は、変更になる場合があります。

▶ワーク「チャレンジプランを磨こう」
オンライン・オフラインそれぞれの強みを生かし、
プランを作成します。プラン実行における不安や
課題をみんなで共有し、紐解いていきます。
▶個別相談

12 月〜 1 月の間に、
プランをお試し
実現しましょう。

▶実践報告会 / 修了式
▶講義・受講生へのメッセージ
「これからの活動に向けて」
プランの実践共有と、
これからの活動についてお互いに励ましあいます。

冊子「あなたらしい居場所をつくって
みませんか？」
今までの卒業生の活動の
様子や、居場所づくりの
エッセンスを紹介してい
ます。

その他、地 域で活 動する方々にもお話しいただきます。

第9期 西区地域づくり大学校 募集要項
●対

象

地域の中で新しいつながり方を学びたい方、自分ができることを見つけたい方、
活動を始めたい方 ※ 西 区 在 住 、 在 勤 の 方 及 び 地 域 推 薦 の 方 が 優 先 と な り ま す 。

●定

員

1 5名

(応募者多数の場合抽選となります)

●受 講 料

無料

(交通費等、活動に関わる実費はご負担ください)

● 応募方法

第

一時託児あり
6ヶ月以上〜未就学児

インターネットの場合
にしとも広場ホームページ （https://nishitomo-city-yokohama.jp/2020chiikidukuri）
の応募フォームより申込

郵送またはFAXで

地域の中で

2020 年 8 月 1 日（土）〜 2020 年 9 月 25 日（金）

新しいつながり方を学びたい方

応募者多数の場合は、抽選となります。受講の結果と第1講のご案内について、10月3日（土）までに郵送
にてご連絡します。ご連絡が届かなかった場合は、お手数ですがにしとも広場までご確認ください。

●申 込 先

問合せ先

にしく市民活動支援センター
〒2 2 0-005 1

託児あり
自宅からの
参加OK

こんな方におススメ！（受講生募集）

郵送・FAX・メール・持参の場合

● 応募期間

西 区 地 域 づ く り 大 学 校

「今だからこそ」
地域のつながりづくり

（定員5名）

本パンフレット裏面下部の申込必要事項について、記載の上

9期

自分ができることを見つけたい方

活動をはじめたい方

にしとも広場

横浜市西区中央1-5-10 西区役所1階
電話/FAX:045-620-6624

（水曜休館）

Eメール:ni-shiencenter@star.ocn.ne.jp

申込事項
（１）氏名 ( ふりがな )

（２）性別

（３）年代

（４）職業・所属

20・30・40・50・60・70・80
（５）住所

（６）携帯番号

（７）E メール
（８）この講座をどこで知りましたか
①広報よこはま ②パンフレット（入手場所：

） ③ホームページ

4 紹介（

さんより） ⑤その他（

）

（９）講座を申し込みたいと思った理由について ※あてはまる番号すべて
①テーマに惹かれた ②地域活動に興味がある ③託児がある
（10）オンライン（zoom）の参加について

4 講師に惹かれた

⑤地域の推薦 ⑥その他（

）

①参加できる ②使ったことがない ③自宅にインターネット環境がない

（11）講座を通じて、
「こんなことをやってみたい」ということについて、自由にご記入ください。

参加方法について
本講座は、各回を通じ、会場での受講・オンラインでの受講のいずれかの
方法を選択し、参加できます。初めてオンラインイベントに参加する方・不安
な方は、事前に個別サポートを行いますので、お気軽にお声掛けください。
※託児は、会場での受講のみ受け付けます。
※新型コロナウイルスの感染予防策として、今後の状況に
より、会場を「西区役所会議室」
「にしとも広場」として
いる講義についても、オンラインで実施する場合があり
ます。ご了承ください。
※ご提 供いただいた個 人 情 報は、本事業の目的の範囲で使用いたします。

西区役所１階 にしく市民活動支援センター にしとも広場
戸部駅徒歩８分、平沼駅徒歩10分

主催：にしく市民活動支援センター（管理運営：認定N PO法人市民セクターよこはま）、西区役所

詳細はこちら

