第八期（2019 年度）事業報告書
（平成 31 年 4 月１日〜令和 2 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)

法人ウェブサイト https://npoacn.or.jp/

＜事業の成果＞
孤立とひきこもりが大きな問題である高齢者の困難と、不登校、ひきこもり、障がい・ひと
り親、外国につながる家庭等の課題を抱える子どもと親の困難に対して、「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「伴走型の支え」をつくり、行政・専門機関と地
域住民組織との連携を深め、コミュニティでの支援のネットワーク作りを深めてきました。
今期は、新たに傾聴を土台とする高齢者支援「横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業
‘アーモンドカフェ〜スープの時間〜’」を、傾聴と高齢者支援の経験の豊かな専門スタッフ
（社会福祉士・精神保健福祉士）をコーディネーターに配置して北山田で開始しました。これ
は、都筑区役所、東山田地域ケアプラザ、都筑区社会福祉協議会との連携事業です。
今期も視察と相談が増え、
「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ありました。また例年実施の横浜美術館の「美術館ボラ
ンティア傾聴研修」も好評でした。
都筑区役所区政推進課からは区長からの要望で、「都筑区長の気軽にトーク」を北山田で開催
し、区役所 HP に掲載されました。
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/shokai/fuoto/fuoto_bakunanba/2019/2019/20-01-27photonews.html

また、区役所広報誌「縁ジン」第 21 号（R1.9）
「青少年を地域で育む」から取材を受けました。
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/katsudo/engin-magagin.html

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とネットワークつくり」への関心
と理解がさらに広がった一年でした。
2 月下旬から、国をあげての新型コロナ感染症の拡大予防対策が始まり、法人事業も活動自
粛等の影響を受け、これまでにない環境での傾聴支援を模索する中で第八期を終えました。

＜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」での新たな活動
「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」で午前中に、新た
に高齢の方々との活動「‘アーモンドカフェ〜スープの時間〜’」が始まり、また「こころと身
体の健康」を育む活動「アーモンド・ヨガ」と「書を楽しむ会」が加わりました。
２「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 2019 助成金（横浜市）」の「地域課題の解決につなげる文化芸術活
動」(継続 4 年目)として、審査委員から高い評価を受け、第一位の助成団体に選ばれました。
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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会員達で展開しま
した。また、8 月にはイタリア・ペルージャ市で、
「在イタリア日本国大使館」とペルージャ市
から後援を受け、「ペルージャ市立現代美術館」を会場に、展覧会とパフォーマンスと音楽を
融合したアートイベントをイタリア在住の会員が中心となり開催しました。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」と、新たに横浜市青葉区「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’ 」が今期の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を続け、「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に育ってきました。自分らしさを
表現するアートやアニメーターの仕事等につながったこれまでの実績を生かして、運営課題の
ファンドレイジング等にも取り組んでいきます。今期は、東京横浜独逸学園 Deutsche Schule
Tokyo Yokohama の PTA 役員のワークショップ参加と、都筑区で大きく開催されている「ドイ
ツクリスマスマーケット in 都筑 2019」での同学園の収益金からのご寄付を受けました。
３「横浜に聴く歴史プロジェクト」と「TCKs Green House」（多文化共生社会に向けて）
横浜の歴史・文化・市民をテーマとする横浜に聴くプロジェクトの「英語カフェ」（副理事
長、米国人日本歴史学者とオランダ人会員が運営）は、「英語での傾聴とダイアロジカルな対
話の場」となり、多国籍な参加者が増え続け、2017 年からの参加者実数は 100 名以上となりま
した。
また、国際結婚の日本人会員が運営する外国につながる家庭と子どもへの支援「TCKs Green
House」サロン活動にも８カ国以上の多国籍な参加者が加わり、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が横浜でグローバルに発展しました。

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」

毎月１回開催の中で「インターナショナルキッチン DAY」を年３回開催しました。韓国料理
（TCKs 韓国人メンバーと会員が企画調理）、イタリア料理（イタリア在住の会員が企画調理）、
ドイツ料理（東京横浜独逸学園 PTA が企画調理）で、小中高の日本の子どもたちと外国籍の家
族との交流体験ができました。新たに東京横浜独逸学園 PTA と学園の子どもたちの参加があり、
民生委員、地域の農家、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、高校生、大学生、カウンセラー、福祉職員、地域住民、社会人の参加が今
年もありました。

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、キャリア支援等。
安心できる環境と人間関係を作り、青少年が将来に向かって羽ばたくことを応援しています。
2017 年「教育機会確保法」以降、不登校児へのサポートは学校や専門機関との連携がさらに
進んでいます。また、発達の課題を抱える子どもの相談も増えています。例年、神奈川県教育
委員会と横浜市教育委員会とは不登校相談会で個別相談を担当しています。また、地域の中学
校とはフリースペースへの出席日数を在籍校の出席扱いとする調整を進めています。
今期も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
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らも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が見られました。

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。

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地域の「連合自治会館」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子どもたちは宿題や美術工作に取り組み、支援者とボードゲームで一
緒に遊んだりおやつを食べながら話をしました。毎週決まった時間を「いっしょに」過ごすこ
とで、子どもの成長が地域で支えられました。「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」(月１回つづき MY プラザ、理事長担当)
と ACN 傾聴ワーカーが運営する「傾聴コミュニティ MY Café」(月８回北山田)を実施しました。
今期も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、
神奈川県フリースペース等事業費補助金事業（継続 5 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、外国に繋がる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（無料）を実施しました。

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、家族の集まりを国際結婚の法人会員がリーダとなり毎月開きました。日本で子育
て中の８カ国の外国に繋がる親と子どもたちが参加しました。今年も「インターナショナル親
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タイ料理作りに親子が楽しく
参加し、会員から文化的な話を聴いて参加者は多文化理解を深めました。
この活動は「アーモンド食堂」に、昨年度新たに「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、参加者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

第八回「障がいと傾聴セミナー」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講師となり開催しました。テーマは、「選択肢のある社
会が僕らの生きづらさを楽にする〜自分・大切な人を支えるために～」でした。
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⑸

高齢者支援の推進等に関する事業（上記）

港北ニュータウン地域の高齢化問題が逼迫している中で、今期はコミュニティに高齢者のた
めの傾聴の居場所「アーモンドカフェ〜スープの時間〜」活動を開始することができました。

⑹

コミュニティ活動の推進等に関する事業

「アーモンド・ヨガ」と「書を楽しむ会」の活動を地域住民のために新たに開始しました。
「都筑リビングラボ」運営メンバー（横浜市政策局共創推進課）、「寄付の教室」講師（県立
高校、神奈川県政策局政策部ＮＰＯ協働推進課）、その他。

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）

「横浜美術館ボランティア研修」「公益社団法人社会福祉士会自殺対策相談員傾聴研修」「横
浜市青少年育成センター傾聴講座」
「子どもの居場所支援者研修」
「思春期セミナー＆個別相談
会」(つづき MY プラザと共催)、その他で、教育・研修・啓発につとめました。
また、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」を実施しました。
「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深めました。

＜2019（令和１）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
9,962,688 円
・都筑区 地域が支える子ども達の居場所
づくり事業
926,094 円
(都筑区役所より受託事業)

・都筑区社会福祉協議会ふれあい助成金
400,000 円
・横浜市介護予防・生活支援サービス
補助事業
1,328,166 円

・ 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
750,000 円

・寄附個人 ……
個人寄付総額

延人数
851 名
1,376,620 円

・寄附団体 ……
(株)コタニ興業
都筑ワイズメン＆ウィメンズクラブ
横浜労働者福祉協議会
東京横浜独逸学園
公益社団法人 リース事業協会
(株)Ｚ会ソリューションズ

・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
39,679 円

＜会員数＞
正会員 21 名
賛助個人会員 80 名
賛助団体会員 2 団体
都筑ワイズメン＆ウィメンズクラブ
(株)コタニ興業

・アーモンド 凸凹コミュニティアート
プロジェクト
横浜市地域文化サポート事業ヨコハマ
アートサイト 2019 助成
430,000 円
・クレディ・スイス証券(株)地域貢献
助成金 Credit Suisse Asia Pacific
Philanthropy Grant 2019
1,723,799 円

＜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」
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１１９日

アーモンド・凸凹コミュニティアート・プロジェクト

「アーモンド・ヨガ」、「書を楽しむ会」

約９５０名

６７名

４４３名

２３名

２２名

２５名

６５名

１１６名

２９０名

２９名

５７名

１１３名

３１８名

６５２名

４１６名

受益者延べ人数

受益者数合計 約 ３，５８６名

６０日

１１日

３７日

８６日

傾聴コミュニティMYカフェ（サロン活動）
アーモンドカフェ〜スープの時間〜（横浜市介護予防・生活支援
サービ
ス補助事業） 10月より

１日

１日

横浜に聴くプロジェクト 「横浜に聴く 野毛ツアー」
障がいと傾聴セミナー

１０日

9日

TCKs Green House

英語カフェ

１９３日

３1日

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)

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）

２４４日

寄り添い型生活支援事業 (都筑区役所受託事業)

8日

９４日

青少年支援 ともにあ・る・く

不登校ひきこもり支援事業「12BasketsFull 親の傾聴勉強会」

４３日

開催日数

アーモンドこども食堂（土） 、食の活動（平日）

事業内容

7 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」「子ども青少年育成」「支援者養成」の研修会・講演会

6 コミュニティ活動の推進等に関する事業

5 高齢者支援の推進等に関する事業

4 障がい者支援の推進等に関する事業

3 多文化共生の推進等に関する事業

2 青少年の健やかな成長の推進等に関する事業

1 子育て支援の推進等に関する事業

事業名

令和元( 2 0 1 9 ) 年度 法人事業開催日数と受益者数
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連携組織と連携活動

6月

5月

15(土) English Café 英語カフェ

12(水)「 不登校の親の集いと傾
聴学習会」
13(木)精神保健福祉サロン
「You&Me」傾聴研修

13(月)都筑区役所高齢支援、都筑区社協、東山田地域ケアプ
ラザと北山田で打合せ
15(水)都筑区社協ボランティア分科会
20(月)一万人子育てフォーラム定例会
27(月)フラットガーデン「レモンの庭」を視察

８(水)「 不登校の親の集いと傾
聴学習会」
９(木)精神保健福祉サロン
「You&Me」傾聴研修

11(土)アーモンド食堂
18(土) English Café 英語カフェ
25(土)ＮＰＯ法人第七期通常総会

4月

6(木）ヨコハマアートサイト合同説明会
10(月)港南台カフェを視察
14(金)都筑区役所、都筑区社協、東山田地域ケアプラザと北
山田で打合せ
19(水)都筑区社協ボランティア分科会
20(木)ヨコハマアートサイトからヒアリング
24(月)「思春期セミナー」(つづきMYプラザとの共催事業）
25(火)横浜市教育委員会と打ち合わせ
28(金)自殺対策研修出席＠横浜市

17(水)子ども支援協議会＠横浜市青少年センター
23(火)よこはま子育てサポートシステム南区支部と打合せ
25(木)都筑区役所来所

13(土)アーモンド食堂
「インターナショナルキッチン韓国DAY」
20(土) English Café 英語カフェ

8(土)アーモンド食堂

理事長・理事・会員の動き

1(土)「不登校相談会」を担当（神奈川
県教育委員会主催）
17(月)横浜美術館で、ヨコビ探検隊ボ
ランティア傾聴研修の打合せ
26(水)ネットワークミーティング（横
浜市民活動支援センター主催）
27(木)都筑区民活動支援センター「つ
ながりカフェ」ゲストスピーカーで活
動紹介
28(金)共済事業「思春期セミナー」個
別相談会担当 ＠つづきMYプラザ

20(月)タブレット学習・ICT教育打合
せ

13(月)HP制作ミーティング

22(月)HP制作ミーティング

6(土)「横浜に聴くプロジェクト〜横浜
の日本人街 :野毛 明治時代から昭和ノ
スタルジアまでの横浜 雰囲気を探検す
るウォーキング・ツアー

・横浜市子ども青少年局、横浜市健康福祉局、横浜市政策局、
・クレディスイス証券（株）社会貢献
【会場】池辺連合自治会館
都筑区役所、横浜市各区役所
助成金事業 Credit Suisse Asia Pacific
・都筑区役所（子ども家庭支援
・都筑区社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、横浜市社会
Philanthropy Grant Project
課）受託事業 「都筑区 地域が支
福祉協議会、横浜労働者福祉協議会、東山田地域ケアプラザ
・美術館ボランティア「ヨコビ探検
える子どもの居場所づくり事業」
・横浜美術館、横浜美術大学・イタリア ウルビーノ Scuola
隊」ボランティア傾聴研修（横浜美術
del Libro 「本の学校」美術専門校 ・STスポット横浜
館）
【会場】つづきMYプラザ
・横浜市国際交流協会（YOKE）多文化共生推進課
・都筑リビングラボ（横浜市政策局共
・12 Baskets Full ～不登校の親
・横浜市市民活動支援センター、東京都市大学小池研究室
創推進課）
の集いと傾聴学習会〜
・神奈川県立青少年センター、横浜市青少年相談センター、
・アーモンド凸凹コミュニティアート
地域ユースプラザ、横浜市青少年育成センター 他
プロジェクト（ヨコハマアートサイト
【会場】かけはし都筑
・横浜市地域療育センター、地域子育て支援拠点
助成事業）共催組織：イタリア ウル
・ボランティア傾聴研修
・つづきMYプラザ、認定NPOコロンブスアカデミー
ビーノ Scuola del libro専門美術学校、
・障がいと傾聴セミナー
・横浜市教育委員会、神奈川県教育委員会
横浜美術大学、他）
・傾聴の広場勉強会
・一般社団法人）全国子どもの貧困・教育支援団体協議会
・Anticipation Dialogue(未来語りのダ
・公財）よこはまユース、・横浜子ども支援協議会
イアログ)ADダイアログ対話研修会
【会場】中川地域ケアプラザ
・クレディスイス証券株式会社、・東京横浜独逸学園
・相談カウンセリング
・精神保健福祉サロン「You＆
・都筑ワイズメン＆ウィメンズクラブ、
Me」スタッフ傾聴研修会
・神奈川県政策局政策部ＮＰＯ協働推進課、・内閣府、他

外部会場での法人事業と
連携団体での勉強会

6(土)「横浜に聴くプロジェクト
〜横浜の日本人街 :野毛ウォーキ
ング・ツアー
10(水)「 不登校の親の集いと傾
聴学習会」
11(木) 精神保健福祉サロン
「You&Me」傾聴研修

・都筑区役所(子ども家庭支援課)受託事業「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・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)
通年 ・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・木）
・アーモンドの会こころを聴くカウンセリング勉強会
・横浜市健康福祉局 介護予防・生活支援サービス補助
事業「アーモンドカフェ～スープの時間～」(月・水)

北山田「アーモンドホープセンター」と
「あ・る・く」拠点で開催した事業

令和元（２０１９）年度の法人の活動状況・研修事業・連携事業等

7

8月

10月

9月

20(火)「すぎのもり文庫」読み聞か
せイベント＠池辺

6(日)アーモンドの会特別セミナー「傾聴から対話
へ〜ダイアログの世界を紹介」
10(土)アーモンド食堂
10(土)都筑区 はあとｄｅボランティア（都筑区在
住の高校生ボランティアが参加）

7月

2(水)横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業
「アーモンドカフェ～スープの時間～」開始 (毎週
月曜・水曜の午前昼食)
5(土)アートメインイベント：影絵パフォーマンス
＆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
12(土)アーモンド食堂(台風で中止)
19(土) English Café 英語カフェ
31(木) アートメインイベント：影絵パフォーマン
ス＆ワークショップ

9(水)「 不登校の親の集いと傾聴学習
会」
10(木)精神保健福祉サロン
「You&Me」傾聴研修

11(水)「 不登校の親の集いと傾聴学
習会」
12(木)精神保健福祉サロン
「You&Me」傾聴研修

10(水)「 不登校の親の集いと傾聴学
習会」
11(木)精神保健福祉サロン
「You&Me」傾聴研修
23(火)横浜市子ども青少年局視察来
所＠池辺

13(土)アーモンド食堂
20(土) English Café 英語カフェ
23(火)横浜市子ども青少年局視察来所
25(木)TCK‘s Green House（代表：河村朋子）「夏
休み親子クッキング」

2(月)凸凹コミュニティアート作品展示開始
14(土)アーモンド食堂
「インターナショナルキッチン～イタリアDAY」
（牧田あゆみ）
21(土) English Café 英語カフェ

外部会場での法人事業と
連携団体での勉強会

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

1(火)横浜市教育委員会北部学校教育事務所視察来所・
情報交換会
7(月)北部ユースプラザ連絡会
9(水)「都筑リビングラボ」フューチャーセッションに
出席 ＠東京都市大学
19(土) 横浜美術大学との合同展覧会「凸凹コミュニ
ティアート作品展示」開始＠よこはま美術大学図書館

6(金)「都筑リビングラボ」打合せ＠東山田DEN
10(火)都筑区役所、都筑区社協、東山田地域ケアプラ
ザとサービスBの打合せ
14(土)神奈川青少年センター「フリフリフェスタ」展
示参加
17(火)ケアマネ情報交換会＠東山田地域ケアプラザ
28(土)You&Iコンサートを共催（都筑公会堂）

9(金)「都筑リビングラボ」打合せ＠東山田DEN
23(金)YOU&Iコンサートキックオフミーティング

3(水)横浜子ども支援協議会会議
5(金)中川スローカフェを視察
16(火)横浜市政策局と打合せ
22(月)大倉山おでかけミエルを視察
31(水)不登校児支援で連携先の中学校来所

連携組織と連携活動

6(日)「不登校相談会」担当 神奈川県教
育委員会主催 会場：県立青少年センター
18(金)東京横浜独逸学園PTAが来所
25(金)神奈川県NPO協働推進課が来所
「寄付の教室」への登壇の打合せ
28(月)笠羽美穂会員と障がいと傾聴セミ
ナーの打ち合わせ

21(土)保護者の集い「民間教育施設紹
介」担当（横浜市教育委員会主催）

19(木)不登校支援を考える生徒指導専任
教諭の座談会ファシリテーター（横浜市
教育委員会主催）

5(月)横浜美術館 美術館ボランティア
「ヨコビ探検隊ボランティア傾聴研修」
講演

4(日) イタリア国にてアートパフォーマン
スと展覧会開催 会場イタリアペルージャ
市立現代美術館 (在ローマ日本国大使館
から後援)

8(月)よこはま子育てサポートシステム南
部支部主催「心を聴こう 傾聴講座」
17(水)「縁ジン」（都筑区区民活動セン
ター機関紙）取材
19(金)不登校保護者の集い＠牛久保ハー
トフルスペースでファシリテーター（横
浜市教育委員会主催）
21(日)公益社団法人社会福祉士会主催：
第１回自殺対策相談員傾聴研修「大切な
方を亡くした死別の悲しみに寄り添う」
を講演

理事長・理事・会員の動き

8
新型コロナ感染症拡大予防対策のた
め、外部会場でのサロン活動・セミ
ナー活動等を中止とする。

8(土)アーモンド食堂 「インターナショナルキッ
チン～ドイツDAY」東京横浜独逸学園PTAとの連
携事業。PTAメンバーが企画調理で参加。生徒が
ボランティアに参加。
15(土) English Café 英語カフェ

新型コロナ感染症拡大予防対策のため、北山田で
の通所/居場所支援・サロン活動・セミナー活動等
を中止とする。

2月

３月

2(月)都筑区子ども家庭支援課と打合せ。
9(月)横浜市健康福祉局地域包括ケア推進課とコロナ
対応で連絡。

5(水)北部ユースプラザ 連絡会
15(土)都筑区社会福祉協議会「社会福祉大会」
パネル展示
17(月)都筑区社会福祉協議会 視察来所
17(月)港北区楠木学園 見学来所
21(金)横浜市セーフティネット会議（都筑区役所）
に出席

13(木)精神保健福祉サロン
「You&Me」傾聴研修
29(土)「認知症ミニフォーラム」講
演会『傾聴を土台とした青少年支援、
高齢者支援を通して ~ 私たち一人一
人が出来ること ~』東山田地域ケア
プラザ主催（新型コロナ感染症拡大
予防対策のため中止となる。）

1月

12月

23(月)東京横浜独逸学園様（仲町台）より寄付金を
受け取り。学園PTAと生徒と法人との交流会。
24(火)田園都筑教会様よりクリスマスお菓子寄付を
受け取り。

15(水)都筑区社協ボランティア分科会
21(火)都筑リビングラボの打合せ
27(月)「都筑区長の気軽にトーク」都筑区役所区政
推進課主催

11(水)「 不登校の親の集いと傾聴学
習会」
12(木)精神保健福祉サロン
「You&Me」傾聴研修

3(火)アートプロジェクト講演会「青少年の『自分
探し』の旅」講師：水谷裕子＋アニメ上映会
14(土)アーモンド食堂
21(土) English Café 英語カフェ

11月

8(金)都筑区役所（高齢福祉）、都筑区社協、東山田
地域ケアプラザと打合せ
8(金)都筑区図書館が来所・過去のアート小冊子絵本
を収蔵図書として寄贈する。
20(水)都筑区社協ボランティア分科会
20(水)東山田地域ケアプラザ エリア連絡会出席
23(土)都筑リビングラボ＠東山田DEN
24(日)東山田地域ケアプラザ「みんなでレクリエー
ション」出席

8(水)「不登校の親の集いと傾聴学習
会」
9(木)精神保健福祉サロン
「You&Me」傾聴研修
25(土) 「第八回障がいと傾聴セミ
ナー」講演会

13(水)「 不登校の親の集いと傾聴学
習会」
14(木)精神保健福祉サロン
「You&Me」傾聴研修

2(土)アートプロジェクト講演会「開国苦難：日本
を出た幕末・明治の若者」講師：ロバート・エス
キルドセン 朗読会＆アニメ上映会・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）
9(土)アーモンド食堂
16(土) English Café 英語カフェ

連携組織と連携活動

11(土)アーモンド食堂
18(土) English Café 英語カフェ
27(月)「区長の気軽にトーク」を中野 創区長と北
山田ホープセンターで開催する。（都筑区役所区
政推進課企画）

外部会場での法人事業と
連携団体での勉強会

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

9(月)ヨコハマアートサイトが来所。「2019
年度事業報告とヒアリング」
＊３月より相談事業は新型コロナ感染症拡大
予防対策のため、青年支援のカウンセリング
はオンラインで継続する。

3(月)よこはまユースどこでも講座「傾聴セミ
ナー」主催者こまちプラスが打ち合わせに来
所（新型コロナ感染症拡大予防対策のため開
催は中止となる。）
21(金)居場所づくり濱なかまと打合せ
26(水)宮前区役所 地域みまもり支援センター
がヒアリングに来所

24(金)横浜市青少年育成センター「子ども・
青少年と関わるためのスキルアップ講座」 主
催:公益財団法人よこはまユース
「青少年のこころを聴く傾聴講座」登壇
29(水)横浜子ども支援協議会で訪問支援連携
打合せ

2(月)「寄付の教室」神奈川県NPO協働推進課
事例発表 ＠県立南陵高校
7(土)都筑区民活動つながりカフェで発表
9(月)「寄付の教室」神奈川県NPO協働推進課
事例発表 ＠県立南陵高校
10(火)都筑ワイズメン＆ウィメンズクラブ定
例会
15(日)理事会

6(水)横浜子ども支援協議会会議
10(日)公益社団法人社会福祉士会主催 第２回
自殺対策相談員研修を講演
25(月)「子どもの発達の不安ひとりで抱えて
いませんか？」子育て・孫育てフォーラム
主催：かながわ生き活き市民基金・横浜北生
活クラブ生協 講演会に登壇

理事長・理事・会員の動き

