第11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、自分ができることを見つけたい方、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

一時託児あり
6ヶ月以上〜未就学児
（定員5名）
※２講は除く

(交通費等、活動に関わる実費はご負担ください)

第 11 期

西 区 地 域 づ く り 大 学 校

〜住んでいるまちを知って、
仲間と出会って〜

地域のつながりづくり

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/chiikidai2022/）
の応募フォームより申込

パパママ大歓迎
託児あり

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

こんな方におススメ！（受講生募集）

郵送またはFAXで

2022 年 9 月 1 日（木）〜 2022 年 10 月 23 日（日）

西区での生活・仕事で

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29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
〒220-0051

活動を始めたい方

自分ができることを見つけたい方

地域の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（全て必須）
（１）氏名 ( ふりがな )

（２）年代

（３）職業・所属

10・20・30・40・50・60・70 以上
（４）住所

（５）携帯番号

（６）E メール
（７）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（

）

（８）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（

）

（９）
「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）

（10）オンライン（zoom）実施となった場合の参加について 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
※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。

第１講
第３講
第４講

生活創造空間にし 横浜市西区浜松町14ー40

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

第２講

相鉄線 西横浜駅徒歩1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

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！
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。

(土)

時間：9 : 3 0 ‑ 1 2 : 3 0
場所：西区役所 ３B会議室

にしくについて知ろう

11／ 26
(土)

時間：1 0 : 00‑ 16 : 00
場所：生活創造空間にし・各訪問先

聞いて、見て、地域を知ろう

修了生向け補助金について

でも誰かと一緒に何かやってみたい…。

本講座を修了された方は、
「西区地域づくり

講座を通して、わたしの、みんなの暮らし、自分の住むまち

大学校修了生支援補助金」を申請することが
できます。

のことを考えながら、地域で仲間をつくりませんか。

講義・フィールドワーク

講義・ワーク

11／12

このまちでの生活をより豊かにするために、ひとりは無理

講義・ワーク

12 ／10
(土)

発表・修了式

2 ／４

時間：1 0 : 00‑ 1 6 : 00
場所：西区役所 ３B会議室

(土)

プランの実行に向けて準備しよう

プラン振り返り &
これからのつながりづくり

チャレンジプラン
の試行！

▶講義「西区のまちについて」
▶先輩トーク
▶先輩たちと話そう

▶地域の活動事例を知る
▶活動場所見学
グループで地域活動の現場を訪問し、活動への
思いや運営について聞きます。
宿題：チャレンジプランをイメージする

▶講義「仲間と始めよう！ゼロから場をつくるには？」
▶ワーク「みんなでチャレンジプランを話そう」
受講生同士で「チャレンジプラン」を共有します。
プラン実行における不安や課題をみんなで話し、
紐解いていきます。

個別相談期間
︵希望者︶

▶開講式・受講生自己紹介

時間：9 : 30 ‑ 12 : 30
場所：西区役所 ３B会議室

▶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。

修了生の声（チャレンジプランの実行）
第１講

先輩たち

第３講 講師・ファシリテーター

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！

あみだな 泉谷さん（７期修了生）
アトリエきらきら 加藤さん（９期修了生）

NPO法人 れんげ舎

じぶん分析カフェ 江川さん・鹿島さん（９期修了生）

代表理事

長田 英史 氏

大好きな馬の事をみんな
に知って欲しい！

「健康・笑顔・美」を
テーマに地域の輪を♪

目標に向かって進む仲間
に刺激を受けました

木下さん

浅井さん

1972年、神奈川県茅ケ崎市生まれ。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
第２講

り」活動に参加をしてから、この道30年。子ど

見学先

もの居場所づくりほか、場づくり支援事業として

藤棚わいわい広場
藤棚らいぶステーション
藤棚地域ケアプラザ
藤棚地区センター
生活支援センター西
など

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
https://bazukuri.jp/

※日時・会場・視察先・講師は、変更になる場合があります。また、新型コロナウイルス感染拡大の状況により、オンライン開催となる場合があります。

志賀さん
長年、大好きな馬の事を知ってもらう為に

お家スタジオを作ろう！と考えた時、地域

地域で何か出来ないかと考えていました。
地

私のチャレンジプランは、実際にお店で手

の事を知らない＆地域の友達がいない事に

相を観ることです。
手相の勉強で壁にぶつ

域大を受け、
幅広い人脈や地域との繋がりが

気づき、応募をしました。
健康・笑顔をテー

かった時、他の仲間の頑張りを見て勇気をも

出来ました。
地域づくりや助成金の活用等幅

マに多種の方々が繋がる事が出来ました。
心

らいました。
実際に手相を観る場所も仲間の

広い知識が学べた結果、地域のお祭りで馬

と体が繋がり、健康で笑顔いっぱいの毎日を

紹介です。
地域大の仲間は、ライバルであり、

を呼び乗馬体験イベントを開催できました。

過ごせる地域の輪を広げたいと思います。

また頼りになる存在です。

