出会って、
知って、
つながるまちづくり
地域で仲間をつくろう！

オンライン
OK

定着してきた新しい生活を豊かにするために、ひとりは無理でも誰かと一緒に何かやってみたい…。
講座を通して、わたしの、みんなの暮らし、自分の住むまちのことを考えながら、地域で仲間をつくりませんか。

地域づくり大学校では、講義、ワークショップ、プランの実行を通して学びを深めていきます。
フィールドワーク

講義・ワーク

10 ／23
(土)

時間：13:30-16:30
場所：にしとも広場（又はオンライン）

にしくについて知ろう

11 ／28

本講座を修了された方は、「西区地域づくり

9 ／12

時間：訪問先による
場所：各訪問先

(日)

修了生向け補助金について

プレ企画 !

大学校修了生支援補助金」を申請することが

地域仲間をつくろう

(日)

10:00-12:00

できます。

講師：NPO法人孫育て・ニッポン
理事長 ぼうだ あきこ氏

歩いて知る！まちの魅力再発見

地域に仲間がいることで、命も心も救われる？ 東日本大震災支援や子育て支
援の活動から、地域で仲間をつくる意味を考えます。

総合講師
認定NPO法人

市民セクターよこはま
事務局長

吉原 明香氏

オプション講座
1960年、佐賀県生まれ。横浜市社会福祉協議会在

1 ／29
(土)

13:30-16:30
▶グループ訪問
グループで見学先を訪問し、地域活動の現場で
活動への思いを聞き、レポートにまとめます。

▶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！」
▶まち歩きに向けたグループ打ち合わせ

ワーク・相談会

12 11
／

(土)

時間：13:30-16:30
場所：西区役所 ３B会議室
（又はオンライン）

発表・修了式

2 ／5
(土)

プランの実行に向けて準備しよう
チャレンジプラン
の試行！

時間：13:30-16:30
場所：西区役所 ３B会議室
（又はオンライン）

プラン振り返り &
これからのつながりづくり

※日時・会場・視察先・講師は、変更になる場合があります。

アなどの事業を行っています。横浜市市民協働推
進センター統括責任者・協働コーディネーター。

これからつくりたいチャレンジプランを本当に自分らしい場にしていくために、
「場づくり」の基本的な考え方を学び、これからの活動に必要な「資金」につい
て考えます。

認定NPO法人市民セクターよこはま
https://shimin-sector.jp/

修了生の声（チャレンジプランの実行）

講座内でチャレンジプランを実践し、自分らしい活動を始めました！
ママのほっと出来る
時間をつくりたい！

村山 陽美さん

子育ての不安や辛い経験をお花で癒される

▶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。

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

講師：NPO法人れんげ舎
代表理事 長田 英史氏

Kaon(かおん)

▶ワーク「みんなでチャレンジプランを話そう」
受講生一人一人が「チャレンジプラン」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。
▶希望者 個別相談

職時より市民セクターよこはま設立に関わり、退職

自分らしい場づくり
活動資金について考える

子どもたちの成長を
地域で‥‥

こども食堂 ハレの日 ケの日 高橋 郁乃さん
開催していた「子ども食堂ハレの日ケの日」

コロナ禍に、
前向きな
地域仲間と出会いました！

留学生交流の場を企画！ 鹿島 崇宏さん
この年になってから仲の良い友人ができる

ことで乗り越えた過去がありました。
地域大を

の活動がコロナ禍で困難に。それでも何かでき

とは思っていませんでした。
地域大の同期と

受け、子育て中のママがほっと一息つけ楽しめ

ることはないかと思い、応募しました。想いを

は互いの活動に参加したり、おすそ分けを頂

る「託児付きのお花のワークショップ」を同期と

形にする方法を学び、子どもたちに楽しんでも

いたり。
私も仕事の傍ら地域活動を始められ

友人８名で新しく立ち上げました。
花と緑の力

らえるような活動を展開し、子育て支援のため

たのは同期の後押しのお陰です。
地域大はご

で少しずつ地域の輪を広めていきたいです！♪

の新しい活動を始めることができました。

近所の前向きな仲間に出会える場です！

第10期 西区地域づくり大学校 募集要項
●対

象

活動を始めたい方、自分が出来る事を見つけたい方、仲間をつくりたい方

●定

員

1 5名（応募者多数の場合抽選となります。全日程参加できる方が対象となります）

●受 講 料
● 応募方法

無料

第 10 期

一時託児あり
6ヶ月以上〜未就学児

仲間と出会って
地域のつながりづくり

（定員5名）

(交通費等、活動に関わる実費はご負担ください)

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/102021/）
の応募フォームより申込
郵送・FAX・メール・持参の場合
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

● 応募期間

郵送またはFAXで

問合せ先

〒220-0051

託児あり

次世代のために、住んでいるまちを大切にして

2021 年 8 月 1 日（日）〜 2021 年 9 月 24 日（金）

にしく市民活動支援センター

パパママ大歓迎

こんな方におススメ！（受講生募集）

応募フォーム

活動を始めたい方

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2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

西 区 地 域 づ く り 大 学 校

自分ができることを見つけたい方

仲間をつくりたい方

にしとも広場

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

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テーマに興味がある ②地域活動に興味がある ③託児がある ④地域の推薦 ⑤その他（
（10）オンライン（zoom）の参加について

）

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）
「地域のつながりづくり」
」または「これからやってみたいこと」をテーマに、自由にご記入ください。
（100 字以上〜 400 字以内・別紙 OK）

（12）①プレ企画（9 月12日）に参加を希望する
希望する ・ しない
②オプション講座（1月29日）に参加を希望する
希望する ・ しない

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

