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第七期（2018 年度）事業報告書 

（平成 30 年 4 月１日〜平成 31 年 3 月 31 日） 

法人の名称 特定非営利活動法人 アーモンド コミュニティ ネットワーク 

多様な個性・文化・価値観を持つ人々が生きるコミュニティの中には人と人を隔てる様々な問題

があります。隔ての中垣を越えてこころを支え合い健やかに共に生きるために、「相手の話しを

より良く聴くこと」「傾聴」を土台とする人間関係をつくり、市民が孤立することのない共生の

社会と平和なコミュニティの実現に寄与することを目的に活動をしています。(定款より) 

 

 ＜事業の成果＞ 

 「生きづらさ」の先にある「孤立化とひきこもり」を防ぐには、人と人の関わりに安心して

つながれる「居場所」を地域につくり、人を中心とする「対話（ダイアログ）」を「傾聴」で

生み出し、人と人が支え合うコミュニティづくりとネットワークづくりが必要です。 

 

 不登校・ひきこもり、親の疾病、障がい者家庭、ひとり親家庭、外国につながる家庭等の子

どもと親の抱える困難に対して、「傾聴による身近なこころの支え」と信頼できる関係性に基

づく「伴走型の専門的な支え」をつくるために、行政・専門機関と地域住民組織との連携を深

め、支援のネットワーク作りを深めてきました。 

 

 今期も関心のある組織からの視察と相談が増え、「傾聴と対話（ダイアログ）による関係づ

くり」「地域の子どもの居場所づくり」等の講演依頼と取材が増えました。また、横浜市市民

活動支援センターの「中間支援組織による専門相談」の担当となりコミュニティ支援の相談事

業を始めました。横浜美術館の「美術館ボランティア傾聴研修」も好評でした。法人のミッシ

ョンである「傾聴の働きによるコミュニティつくり」への関心と理解が広がった一年でした。 

 

  第七期は「都筑区寄り添い型生活支援事業 2018〜2022 年度」(都筑区役所子ども家庭支援課)

の委託を受け、都筑区在住の小中学生への区役所事業での支援を継続しました。 

 また「都筑区 地域が支える子ども達の居場所づくり事業」の受託運営も開始しました。 

 

 ＜新たな展開を達成した事業＞ 

１「アーモンドホープセンター」と「アーモンド（こども）食堂」での活動 

 「希望」（アーモンドの花言葉）の居場所「アーモンドホープセンター」で、食の活動・学

びの活動・アート活動・カウンセリング活動・コミュニティ支援活動等を行ないました。 

 活動資金は、クレディ・スイス証券(株)から「青少年育成の地域貢献助成金 Credit Suisse 

Asia Pacific Philanthropy Grant 2018」（継続助成２年目）を受け、また都筑区地域福祉保

健計画に基づいた「つづき あい基金」（継続助成３年目）を受けました。 

 食を通じた交流で家族の参加が増え、子ども同士のつながりと支援者との関わりも深まりま

した。支援者には民生委員・児童委員、地域の農家と、都筑区社会福祉協議会、横浜市社会福

祉協議会、横浜労働者福祉協議会、都筑区役所と、大学生、カウンセラー、地域住民、社会人

の有志が集まりました。 

 また、福祉制度の狭間にあって支援が届かないこどもと親・青少年・ひとり親・障がい者・

高齢者等の抱える問題を取り上げる「都筑リビングラボ・フューチャーセッション」（横浜市

政策局共創推進課）の「【傾聴と対話】ミーティング」を通年で開催し、障がい当事者、NPO、

大学、横浜市、区役所等が参加し、法人は「障がいのある凸凹な青少年が自分らしく働ける仕

事と働く場所の創生」をテーマに対話を進め、今後も活動を深めていきます。 
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２「アーモンド・凸凹コミュニティアート・プロジェクト」 

  今期も「ヨコハマアートサイト 2018 助成金」の「地域課題の解決につなげる文化芸術活動」

(３年目)に選ばれました。「小中学生の不登校、高大生の中退、ひきこもり、ニートといった生

きづらさを抱える青少年と家族へのサポート」を、イタリア在住アーティストと日本在住のア

ーティストの会員達で展開しました。 

 すでに連携のあるイタリアウルビーノ美術専門学校 ‘Scuola del libro’「本の学校」に加えて、

横浜市青葉区「横浜美術大学」とイタリアペルージャ市立「ペルージャ現代美術館パラッツォ・

デッラ・ペンナ ‘Museo civico di palazzo della penna’ 」が共催団体に加わりました。 

 当事業は、青少年をテーマにおいた国際連携のアート事業として発展しています。「日・英

バイリンガルのアート小冊子」制作と WEB での情報発信により、国際的なネットワークが拡が

り、ひきこもりがちな青少年が羽ばたくための、グローバルな事業として育ってきました。  

ひきこもりがちな青少年が自己肯定感を高め、自分らしさを表現するアートの仕事につながっ

たこれまでの実績から、今後の運営のファンドレイジング等の課題にも取り組んでいきます。 

 今期は「横浜北部の民話」をテーマに、「影絵劇」創作と「読み聞かせと効果音つくり」の

ワークショップを専門家の指導で実現しました。また集団生活になじまない個性的な青少年達

による「民話の創作とパフォーマンス活動」も新たに誕生しました。 

 参加メンバーの青年の一人は、この春からプロフェッショナルなアニメーターとしてアート

の仕事を開始し、これからの活躍とグローバルな成長が期待されます。 

 

３「横浜に聴く歴史プロジェクト」 

  〜多文化共生社会の実現と横浜の歴史・文化・市民をテーマとするプロジェクト〜 

 副理事長（近現代日本歴史学者,米国人）と オランダ人会員が運営する「英語カフェ」は、 

「英語での傾聴と対話の場」となり参加者が増えています。また、国際交流横浜まどかグルー

プ （中区）から依頼の「英語で横浜ガイド・ワークショップと実践セミナー」(横浜市多文化

共生市民活動支援補助事業)では、新たな視点からの講義内容が好評を得ました。 

 2017 年 Wash U 米国セントルイス市ワシントン大学に次いで、今期は NYC ニューヨーク市

立大学からの要請があり、大学生 23 名と教授を対象「横浜に聴くツアー」を開催しました。 

 多文化共生による創造的社会を実現していくための活動を横浜でグローバルに展開しました。 

 

特定非営利活動に係る事業   

※事業開催日数と受益者数の表は P.5 に記載しています。 

⑴ 子育て支援の推進等に関する事業 「アーモンドこども食堂」（上記） 

⑵ 青少年の健やかな成長の推進等に関する事業 

ア 「青少年支援‘ともにあ・る・く’フリースペース事業」                              

  傾聴によるこころの支援、居場所支援、学習支援、相談支援、就労支援等。 

18 歳までのジュニアメンバーと 39 歳までのシニアメンバーが、安心できる環境と人間関係を

支えとして、将来に向かって羽ばたくことを実現する事業です。 

 不登校問題は、2017 年「教育機会確保法」以降、不登校児へのサポートを求めて、課題を抱

える家庭や小中学校からも問合せが増えています。神奈川県教育委員会と横浜市教育委員会と

の連携も進み、法人に求められる働きも大きくなっています。近年は地域の小中学校との個別

連携で、当フリースペースへの出席日数は在籍校の出席扱いとなるように調整ができています。 

 今期は困難な生活の中で学業を終え希望する職種で社会人になった青年や、仕事に悩みなが

らも法人のキャリア相談支援を継続し成長していく青年達の姿があり、彼らの長い冬の時代が

ようやく終わりを告げ、「希望」のアーモンドの花が人生に咲いていく姿に安堵しました。  

 社会人になっても彼らがいつでも相談ができる「人と人の関係」を大切にしていきます。 
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イ 横浜市「都筑区寄り添い型生活支援事業‘いっしょに あ・る・く’」                                   

 都筑区在住の小中学生を対象に平日週 5 日間、(1)日常生活習慣等を身に付けるための支援 

(2)安心して過ごせる居場所の提供 (3)学校の勉強の復習・宿題等の習慣づけ (4)基礎的な内

容の学び直しの支援等を行いました。「都筑区役所子ども家庭支援課」受託事業。 

             ※「都筑区寄り添い型学習支援事業 2013〜2017 年度」は満期終了。 

ウ 「都筑区 地域が支える子ども達の居場所づくり事業‘池辺 いっしょに あ・る・く’」 

 地域の小中学生を対象に平日 1 日、「自治会館」を会場に実施。「傾聴」を土台に、少人数の

家庭的な雰囲気の中で支援者が宿題を見たり、ボードゲームで一緒に遊んだり、おやつを食べ

ながら話を聴いたり、ともに過ごすことで、課題のある子どもの成長への地域連携支援を行い

ました。「都筑区役所子ども家庭支援課」受託事業。 

 

エ  不登校の子どもを抱える親のための活動 

  「親の集まりと子どもの心を聴くための傾聴勉強会 12 Baskets Full」(月１回つづき MY プ

ラザ)と「傾聴コミュニティ MY Café」(月８回北山田拠点)で実施しました。孤立する親と子を

支えるためには親へのサポートをさらに充実させる必要があります。今期も支援者と ACN 傾聴

ワーカーは、神奈川県立青少年センター、横浜市青少年相談センター、ユースプラザ等の「青

少年問題」研修に参加し、青少年の抱える心の問題と社会問題の専門的理解を深めました。 

 

オ 「生きづらさを抱えた子ども・青少年と家族のための相談事業」 

 20 代から 30 代の青年へのカウンセリングを充実させ、就労や人間関係での悩みを取り上げ、

青少年相談者を対象に「第二回コミュニケーション講座‘仕事の基礎講座’」を開催しました。 

 神奈川県フリースペース等事業費補助金事業（継続 4年目）として相談事業を行ないました。 

 電話とメールでの初回相談から面接相談につなぎ、生きづらさを抱えた子ども・青少年と家

族を支えました。電話、メール、面談、訪問・同行により、助言、他機関の紹介、情報提供等

を行ない、発達障がい、ひきこもり、不登校、非行、精神保健、就労関係、学校関係、対人関

係、家庭問題、児童福祉、健康問題、生活問題等を扱いました。生活保護世帯、非課税世帯の

青少年と親に対しては、法人として相談料の減免制度（無料）を設けました。 

 

⑶ 多文化共生の推進等に関する事業  

ア 「横浜に聴くプロジェクト」（上記） 

イ 「TCKs Green House」 

 日本のグローバル化による外国につながる地域住民の課題を、傾聴によるこころの支援で支

えるために、家族の集まりを当事者の法人会員がリーダとなり毎月開きました。今年は、新た

に「親子クッキング」を夏休みに開催し、アーモンドホープセンターで韓国料理のキンパ（海

苔巻き）作りに親子が楽しく参加し、会員から文化的なお話も聴いて理解を深めました。この

活動は「アーモンド食堂」に、2018 年度新たに「インターナショナルキッチン DAY」の活動が

誕生するきっかけとなり、こどもたちの多文化理解を促進する活動としても発展しています。 

 

⑷ 障がい者支援の推進等に関する事業  

 第七回「障がいと傾聴セミナー」（共催事業）を、多様性・個性・障がいを支える目的で、

障がい当事者で心理カウンセラーの会員と理事長が開催しました。テーマは、「ひとりで悩ま

ないで〜生きづらさをひも解くヒントは、人との出会い、自分を語り、話を聴くこと」でした。  

 参加者の紹介で、ALS 当事者(WITH ALS)の J-WAVE ラジオ番組「WITH」に会員が出演する

きっかけとなり、障がい者が自分らしく生きるために活動するネットワークが広がりました。 
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⑸ 高齢者支援の推進等に関する事業 

 「傾聴コミュニティカフェ」は、‘ACN 傾聴ワーカー’が担い手となり、話しを聴いてほしい

高齢者・子育て中の親・不登校生・介護に疲れている人等が、自分のペースで参加できる地域

の「傾聴の居場所」です。情報発信の効果で参加者が増え、不登校ひきこもり問題を抱える親

の参加も増えました。今後の港北ニュータウン地域の高齢化問題は逼迫していて、コミュニテ

ィに高齢者の居場所を作り「傾聴」で支える活動をさらに充実させていく必要があります。   

 

⑹ コミュニティ活動の推進等に関する事業    

 「都筑リビングラボ」（横浜市政策局共創推進課）（上記） 

 「アーモンド・凸凹コミュニティアート・プロジェクト」事業（上記）は、青少年支援とコ

ミュニティ支援の両方の目的で運営しています。 

 

⑺ 上記の事業に関連する教育・学習・研修・啓発・相談に関する事業（P.5 以降の表参照） 

 「民生委員・児童委員全体研修」「横浜市市民活動支援センター研修」「横浜美術館ボランテ

ィア研修」「横浜市国際交流協会 YOKE ボランティア研修」「地区社会福祉協議会研修」「子ども

の居場所支援者研修」等で、「傾聴ワーカーの育成」を推進しました。 

 また、法人は中間支援組織として横浜市市民活動支援センターの専門相談アドバイザーとな

り「地域課題を解決する相談」を担当しました。 

 「傾聴から対話へ-ダイアログの世界を紹介-」セミナーで、フィンランド発の‘Anticipation   

Dialogue（未来語りのダイアログ）’を紹介し、AD と OD のダイアログの学びを開始しました。 

 

 

＜2018（平成 30）年度の受託事業・助成金・補助金・寄附金と会員数等＞ 

 

 

 ・都筑区寄り添い型生活支援事業  

                           8,333,334 円 

・都筑区 地域が支える子ども達の居場所 

  づくり事業            898,058 円                   

       (都筑区役所より受託事業) 

 

・生きづらさを抱えた子ども・青少年と 

  家族のための寄り添い型相談事業〜 

 神奈川県フリースペース等事業費補助金          

              800,000 円 

 

 ・アーモンドこども食堂 

  都筑区社会福祉協議会つづきあい基金 

                        50,000 円 

    横浜労働者福祉協議会より食材費助成             

                              56,701 円 

 

 ・アーモンド 凸凹コミュニティアート 

  プロジェクト           400,000 円  

    横浜市地域文化サポート事業 ヨコハマ 

    アートサイト 2018 助成 

  

  ・クレディ・スイス証券(株)地域貢献 

     助成金 Credit Suisse Asia Pacific  

     Philanthropy Grant 2018 

                    8,003,352 円       

     (18 歳までのこども青少年に係る事業) 

 

 

 ・寄附個人 ……     延人数 554 名 

    個人寄付総額       1,733,305 円 

 

 ・寄附団体  …… (株)コタニ興業、 

                 横浜労働者福祉協議会 

  

 

 ＜会員数＞         

  正会員 25 名 

  賛助個人会員 75 名、賛助団体会員 2 団体  

 

 ＜所属・参画団体＞ 

  「全国子どもの貧困・教育支援団体協議会」  

  「横浜子ども支援協議会」 



 

 

 

 

平成３０( 2 0 1 8 ) 年度 法人事業開催日数と受益者数   

  事業名 事業内容 開催日数 受益者延べ人数 

1 子育て支援の推進等に関する事業  アーモンドこども食堂（土） 、食の活動（平日）  ６６日 ４８０名 

2 青少年の健やかな成長の推進等に関する事業 

青少年支援 ともにあ・る・く  ９４日 ９７２名 

寄り添い型生活支援事業 (都筑区役所受託事業)  ２４４日 ２３７名 

都筑区地域が支える居場所づくり事業 (都筑区役所受託事業)  ３1 日 １３６名 

アーモンド・凸凹コミュニティアート・プロジェクト １１９日  ４３９名 

寄り添い型相談事業（神奈川県フリースペース等補助金事業） １９３日 ２９０名 

3 多文化共生の推進等に関する事業 

英語カフェ  １１日 １４１名 

TCKs Green House  １１日 ６３名 

横浜に聴くプロジェクト 米国 NY 市立大学学生ツアー １日  ２３名 

4 障がい者支援の推進等に関する事業 「障がいと傾聴セミナー」（共催事業）  １日 ２９名 

5 高齢者支援の推進等に関する事業 傾聴コミュニティカフェ ９６日 ２２名 

6 
上記の事業に関連する教育・学習・研修・啓
発・相談に関する事業 

「傾聴」「青少年育成」「支援者養成」研修・講演  ６０日  約９５０名 

  受益者数合計 約 ３，７８２名 
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平成３０（２０１８）年度の法人の活動状況・研修事業・連携事業等 
  

  北山田「アーモンドホープセンター」 
「あ・る・く」拠点で開催した事業 

外部会場での法人事業と 
連携団体での勉強会 連携組織と連携活動  理事長・理事・会員の動き 

通
年 

 

・横浜市都筑区役所(子ども家庭支援課)受託事業「都筑区寄
り添い型生活支援事業 ‘いっしょにあ・る・く’」 
・ACN 青少年支援 本来事業 「 ‘ともにあ・る・く’」 

・神奈川県フリースペース等補助金 「相談事業」                                                      
カウンセリング／面談・メール・電話相談／・キャリア支援
カウンセリング 

・アーモンド食堂（こども食堂）(第二土曜日) 
・多文化共生支援「TCKs Green House」(第四木曜日) 
・多文化共生支援「English Cafe 英語カフェ」(第三土曜日)  

・多文化共生支援「横浜に聴くプロジェクト」(随時) 
・アーモンド・凸凹コミュニティアート・プロジェクト（８
月頃〜翌年 1 月） 

・傾聴サロン「傾聴コミュニティ MY Cafe」(火曜日・木曜
日) 
・「食の活動」 小中高生と軽食を一緒に作る活動(平日夕

方) 

 

【会場】池辺連合自治会館 
・都筑区役所（子ども家庭支援課）受託事業  
「都筑区 地域が支える子どもの居場所づく

り事業」 
【会場】つづき MY プラザ 
・12 Baskets Full 〜不登校の親の傾聴学習

会〜(月一回) 
【会場】かけはし都筑 
・ボランティア傾聴研修 

・障がいと傾聴セミナー（年一回） 
・アーモンドの会〜こころを聴くカウンセリ
ング勉強会(月一回) 

・傾聴の広場 勉強会(月一回) 
【会場】中川地域ケアプラザ 
・精神保健福祉サロン「You＆Me」スタッ

フ傾聴研修会(月一回) 
【会場】横浜市域 
・多文化共生支援「横浜に聴くツアー」 

・都筑区役所、南区役所、港北区役所、保土ヶ谷区役所、青
葉区役所、磯子区役所、他 

・都筑区社会福祉協議会、山田地区社会福祉協議会、加賀原
地区社会福祉協議会、横浜市社会福祉協議会、横浜労働者福
祉協議会                  

・横浜美術館・横浜美術大学・イタリア ウルビーノ Scuola 
del Libro 「本の学校」美術専門校・ST スポット横浜 
・横浜市国際交流協会（YOKE）多文化共生推進課 

・つづき MY プラザ 
・横浜市、横浜市市民活動支援センター、横浜市政策局・東
京都市大学小池研究室 

・神奈川県青少年センター、横浜市青少年相談センター、横
浜市ユースプラザ、横浜市青少年育成センター、他 
・横浜市北部地域療育センター、横浜市地域子育て支援拠点                                            

・横浜市教育委員会、神奈川県教育委員会 ・内閣府 
・横浜子ども支援協議会、・全国子どもの貧困・教育支援団
体協議会・NPO eboard、認定 NPO コロンブスアカデミー公

財 よこはまユース、国際交流横浜まどかグループ、他 
・男女共同参画センター横浜、上大岡 
・クレディスイス証券株式会社 

・都筑ワイズメン＆ウィメンズクラブ 

・ クレディスイス証券（株）社会貢献助成金事業 Credit 
Suisse Asia Pacific Philanthropy Grant Project 

・美術館ボランティア傾聴研修（横浜美術館） 
・都筑リビングラボ（横浜市政策局共創推進課）                                    
・ ひきこもり地域理解促進事業「つながることでひろ

がろう!! 」「自分」を伝える「言葉と音楽と対話」(神
奈川県共催・協働事業)                        
 ・ アーモンド凸凹コミュニティアートプロジェクト 

（ヨコハマアートサイト助成事業・クレディスイス証券
（株）社会貢献助成金事業、共催組織：イタリア ウル
ビーノ Scuola del libro 専門美術学校、横浜美術大学、

他）      
・ Anticipation Dialogue(未来語りのダイアログ)AD 対
話研修会 

・ 横浜に聴くプロジェクト「英語で横浜ガイド〜横浜
の歴史と文化〜」          
・米国 NYC ニューヨーク市立大学生対象 「横浜に聴く

ツアー」 
【理事会】 4 か月に 1 回 
【担当理事ミーティング】 随時 

4
月 

21(土)アーモンド食堂 
28(土)青年キャリア支援セミナー「第二回仕事の
基礎講座」（講師：千葉政広）      
28(土)都筑リビンラボ「対話の会」      

18(水)思春期セミナーミーティング
＠つづき MY プラザ 

  11(水)市民活動支援センター 

5
月 

12(土)アーモンド食堂                                                                                       
21(月)市民活動コンサルタント       

19(土)都筑リビングラボ＠かけはし
都筑 

10(木)「青少年支援者研修」＠神奈川県青少年セン
ター 

24(木)助成金事業プレゼンテーション＠クレ
ディスイス証券（株）ジャパン六本木 
25(金)第一回横浜子ども支援協議会連絡会議 

6
月 

9(土)ＮＰＯ法人第六期通常総会 
9(土)アーモンド食堂 
11(月)都筑リビングラボ「対話の会」 
22(金)アニマート取材 横浜市市民活動支援セン
ター来所 

14(木)中川地域ケアプラザ
「You&Me」傾聴研修 

6(水)アートサイトキックオフミーティング 
13(水)北部ユースプラザ若者支援連絡会 
22(金)シニアスター養成講座見学来所（市民活動支
援センター事業） 
25(月)思春期セミナー(つづき MY プラザとの共催
事業） 

16(土)傾聴研修＠ロクマルカフェ 
29(金)オープンイノベーションフォーラム都
筑リビングラボ 
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  北山田「アーモンドホープセンター」 
「あ・る・く」拠点で開催した事業 

外部会場での法人事業と 
連携団体での勉強会 連携組織と連携活動  理事長・理事・会員の動き 

7
月 

14(土)アーモンド食堂 フィンランド「カンテレ」
演奏会                                            
助成団体：クレディスイス証券（株）職員ボラン
ティアが参加 
26(木)TCK's Green House 親子クッキング（代
表：河村朋子） 

4(水)「都筑リビングラボ」登壇＠東
京都市大 
12(木)中川地域ケアプラザ
「You&Me」傾聴研修 

4(水)東部ユースプラザ若者支援連絡会議 
6(金)「つながりのまちづくりフォーラム」企画会
議＠市民活動支援センター 
18(水)都筑区社協「ボランティア分科会」定例会議 
20(水)センター会議＠市民活動支援 
25(水)若者支援研修会＠北部ユースプラザ 

17(火) 横浜美術館教育プロジェクト  「ヨコ
ビ探検隊」美術館ボランティア傾聴研修＠横浜
美術館 

8
月 

５(日)神奈川県共催・協働事業「ひきこもり地域
理解促進事業」「自分」を伝える「言葉と音楽と
対話」〜つながることでひろがろう!!〜                     
14(火)「都筑リビングラボ」ミーティング （横
浜市政策局・東京都市大学・ハピカ・市民セクタ
ーよこはま、他）                                           
18(土)アーモンド食堂 
18(土)都筑区 はあとｄｅボランティア 高校生
ボランティア参加 

8(水)「クレディスイス文化イベント
デー」@クレディスイス証券(株)六本
木オフィス'Credit Suisse Asia 
Pacific Philanthropy Grant Project' 

5(日)神奈川県共催・協働事業「ひきこもり地域理
解促進事業」 
8(水)クレディスイス文化イベントデー@六本木ク
レディスイス証券(株)オフィス 
9(木)横浜市青年部より視察 
14(火)横浜市政策局・NPO５つのパン・東京都市
大学・ハピカ・市民セクター横浜 

28(火)「区版市民活動支援センターネットワー
ク会議」研修講師 ＠横浜市市民活動支援セン
ター 

9
月 

8(土)アーモンド食堂 インターナショナルキッ
チン DAY フィンランドデーカンテレ演奏会・ヒ
ンメリアート制作 
18(火)神奈川新聞取材 
22(土)アートメインイベント：影絵劇ワークショ
ップ  講師：牧田あゆみ会員・菅野智子・谷川マ
ユコ 演者：金子まや 
30(日)アートイベント:アニメ上映会と対話セミ
ナー 講師:水谷裕子、ロバート・エスキルドセン 

10(月)都筑リビングラボ 
13(木)中川地域ケアプラザ
「You&Me」傾聴研修 
26(水)都筑リビングラボ フューチ
ャーセッション＠都市大学 

8(土)神奈川青少年センター フリフリフェスタ展
示 
11(火)あざみ野アートフォーラム 
20(木)都筑区社協 社会福祉大会実行委員会 
29(土)You&I コンサート 

27(木)市民活動支援センター相談コンサルタ
ント事業 
27(木)横浜市国際交流協会（YOKE)多文化共生
推進課ミーティング 
29(土)「都筑ハートフルスペース」保護者の集
いファシリテート(横浜市教育委員会) 

10
月 

4(木)アートイベント:青少年対象ワークショップ 
13(土)アーモンド食堂                                                                                
19(金)横浜市教育委員会から視察来所 
27(土)講演会「横浜北部の民話に聴く〜歴史と文
化〜」講師：ロバート・エスキルドセン ・Skype
でつなぐ交流会〜横浜とイタリア〜（アーモンド
凸凹コミュニティアート・プロジェクト） 

11(木)中川地域ケアプラザ
「You&Me」傾聴研修 
18(木)都筑リビングラボ  

19(金)横浜市教育委員会(４名)視察 

4(木) エスキルドセン副理事長講演会「英語
で横浜ガイド」(全４回)〜横浜の歴史と文化〜
主催:国際交流横浜まどかグループ/（横浜市多
文化共生市民活動支援補助事業） 
13(土)「チョボラ傾聴セミナー〜地域が支える
子どもの居場所作りと子ども食堂」＠佐江戸・
加賀原地区社会福祉協議会 
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  北山田「アーモンドホープセンター」 
「あ・る・く」拠点で開催した事業 

外部会場での法人事業と 
連携団体での勉強会 連携組織と連携活動  理事長・理事・会員の動き 

11
月 

10(土)アーモンド食堂                                                                                   
10(土)東京都市大学小池研究室との連携ものつく
りイベント「都筑リビングラボ」 
29(木)こまちプラス来所インタビュー                                                          
30(金)横浜美術大学来所訪問 （アーモンド凸凹
コミュニティアート・プロジェクト） 

8(木)中川地域ケアプラザ
「You&Me」傾聴研修 
 
27(火)池辺地区支援（すぎのもり文
庫読み聞かせイベント） 

14(水)北部ユースプラザ 若者支援連絡会 
19(月)桜木町市民セクターミーティング 
22(木)南部ユースプラザ若者支援連絡会 

９(金)傾聴セミナー「地域における子ども青少
年の居場所づくり〜子どもの現状と傾聴によ
る関係つくり〜」」＠港北区高田地区社会福祉
協議会と高田地区民生委員児童委員協議会共
催 

12
月 8(土)アーモンド食堂 

13(木)中川地域ケアプラザ
「You&Me」傾聴研修 
15(土)都筑リビングラボ「対話の会」 

1(土)都筑区社会福祉協議会「社会福祉大会」 

5(水)「つながりのまちづくりフォーラム」登
壇＠かなっくホール  主催： 横浜市・横浜市
市民活動支援センター 
14(金)南区主任児童委員連絡会「傾聴セミナ
ー」＠南区役所   

1
月 

12(土)アーモンド食堂 
12(土)アーモンド凸凹コミュニティアート・プロ
ジェクト：「スタッフ（指導者養成講座修了）に
よる影絵劇上演会」 

10(木)中川地域ケアプラザ
「You&Me」傾聴研修  

15(火)あざみ野フォーラム（男女共同参画） 
23(水)都筑区社協ボランティア分科会 

16(水)米国 NY 市立大学生対象の「横浜に聴く
プロジェクトツアー」 
18(金)共催事業「第七回 障がいと傾聴セミナ
ー」講演会 
23(水)都筑リビングラボ フューチャーセッ
ション@東京都市大学 

2
月 

9(土)アーモンド食堂（降雪のため中止）                                                    
20(水)宇都宮大学石井教授とゼミ大学生が視察来
所 

14(木)中川地域ケアプラザ
「You&Me」傾聴研修 

20(水)区役所連携会議 生活支援課 困窮者自立
支援 25(月)ヨコハマアートサイト事務局来所とヒ
アリング 

6(水)JーWAVE ラジオ収録(笠羽美穂会員・理
事長企画同行)             
16(土)「つづきあいフォーラム」登壇 主催:都
筑区役所・都筑区社会福祉協議会＠都筑公会堂                                                            
21(木)「YOKE 外国につながる子どもの学習支
援ボランティア研修会」「子どもに寄り添う学
習支援〜子どもの心を聴く」講演 主催：横浜
市国際交流協会＠パシフィコ横浜 

3
月 9(土)アーモンド食堂 

14(木)中川地域ケアプラザ
「You&Me」傾聴研修 
26(火)共催事業「傾聴から対話へ〜
ダイアログの世界を紹介」 

25(月)市民活動支援センターコンサルタントミー
ティング 

16(土)ヨコハマアートサイト 2018 助成金採択
団体報告会 
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