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つづきＭＹプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）
〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１-２５-１ノースポート・モール５階
TEL：045-914-7171
FAX：045-914-7172
E-mail：my-plaza＠tsuzuki-koryu.org
URL： https://tsuzuki-myplaza.net/newhome/
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平成 30 年度も、プラザでは、国際理解、青少年育成の観点から様々な事業を展開します。市民の皆様に
ご参加いただく事業も盛りだくさん。興味があるものをみつけて、参加してみませんか。

多文化共生セミナー 8 月 3 日(金)
『外国につながる子どもの自己肯定感を育むために
～未来に向けて、大人ができること～
日本人の父とガーナ人の母を持つ講師に、子ども
のアイデンティティーや自己肯定感についてお聴
きします。講師：矢野デイビットさん

４
月
５
月
６
月

思春期セミナー ６月 25 日(月)
『親には見えない子どもの変化』
難しくなってきた子育て、ヒントを見つけにきません
か？反抗期かしら？学校に行きたがらない・・・。
個別相談もできます。
講師：カウンセリング、学童保育、不登校・
ひきこもり支援などをしている団体の方々

７
月
●東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 国際理解講座
８月７日(火)､８日(水)､９日(木)
グローバル人材と人間力
～信頼されるボランティアを目指して～
・スポーツボランティアについて学びます。

●東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 文化講座
10 月 14 日(日)
日本とイギリス 文化の融合
～自然を活かす コッツウォルズストーンと苔玉づくり～
・横浜国際プールに英国オリンピック代表チームを迎え
ることに因み、イギリスとの共通点を学びます。

８
月
９
月
１０

月
１１

第 5 回都筑・ボツワナ交流児童画展
・都筑区とボツワナの小学校 3 年生が
絵で交流をします。
・区民まつりでボツワナブースを出店します。

●第 7 回アフリカ開発会議関連事業
・アフリカ各国の紹介イベントを予定しています。

～中高生のための夏休みボランティア体験～
・青少年が地域とつながり、社会参加をとおして
成功体験を積み重ね、自己肯定感をもつきっかけ
をつくります。
～小学校 5･6 年向けプレコース～
・本コースへの足がかりとして、小学生
でも活動できるプログラムです。

月
１２

月
●ボツワナ関連事業

はぁと de ボランティア 7 月～8 月

１
月
２
月
３
月

MY つづき一番コンテスト
12 月 16 日(日)
●中学校の部活動単位や個人でエントリー！
・都筑区在住、在学の中学生が都筑区の一番を見
つけて発表します。
・写真やパワーポイントの表現力と
プレゼンテーション力の二つの観点
から点数をつけて順位を決めます。

第 11 回 国際交流と青少年のためのプラザまつり
～やさしさと感動を～
2019 年 3 月 10 日(日)
・世界のお茶やお菓子、クラフト、着付けやお抹茶などの日本の文化を体験できます。
2 階のセンターコートでも音楽、ダンスなど披露する予定です。

４月の入館者数：2,083 人 (2007 年 12 月 10 日～2018 年 4 月 30 日までの累積総入館者数：279,753 人)

ジュニア編集局とは

3 月 21 日、都筑・ボツワナ交流事業の一環として「 ボツワナ
探検」が、つづき MY プラザで行われました。
会場に入って、まず目に入ったのは、壁一面に貼られた色とり
どりの絵画でした。茅ケ崎小学校はボツワナのベン・テマ小学校
との児童画交流を行なっており、ひらがなを書いた絵、ボツワナ
の住居を描いたものがあり、それぞれの国の文化を感じられるよ

都筑区制 1５周年の節目にあたる平成 21 年
に都筑区の記念事業として始まりました。
小学校 4 年生から中学生のジュニア記者が、
こどもの目線と力をフルに活かして、取材に
行き、記事を書いています。現在は、ＮＰＯ法人
ミニシティ・プラスが主催しています。

うな絵が多く飾られていました。

ボツワナの暮らしやすさ

サバンナや湿地、砂漠が広がり、バ
ッファロー、ライオン、ゾウなどの

ボツワナ大使館のンコロイ・ンコロ

様々な野生動物が暮らしています。

イ大使は、都筑区をとても良い都市

オカバンゴ・デルタは、世界自然遺

だと気に入ってくださって、明るく

産に登録されている所です。チョベ

お話をしていただきました。

国立公園は、ワニやカバやゾウ等の

発会議 TICADⅣ（Tokyo Inter-

動物がたくさんがいる所です。

national Conference on African

その一方で、絶滅に追い込まれて

Development ）が横浜で開催されま

いる動物もいます。ゾウは、20 年前

したが、そのときに一校一国運動で茅

は、64 万頭いたのが、今は 35 万頭

ケ崎小学校（都筑区）がボツワナを応

になってしまいました。20 年後に

援し、一駅一国運動でセンター南駅が

ボツワナという国は、1966 年にイ

は、ゾウが絶滅してしまうのではな

ボツワナを担当しました。都筑区民ま

ギリスから独立して出来ました。最

いかと心配されています。

つりでも、ボツワナのビーフシチュー

初は、貧しい国でしたが、1967 年

サイは、より絶滅が深刻です。サ

に発見されたダイヤモンドが国を豊

イの角は癌を治す漢方薬になると信

かにしました。今では世界の宝飾用

じられ中国の密猟者がたくさん捕ま

ダイヤモンドの約 80％を産出する

えて、今は、絶滅に追い込まれると

ようになりました。でも、ダイヤモ

いう状況です。人間が自分勝手な行

ンドは、取り続ければいつかはなく

動をしてきたのです。

なります。そこでボツワナでは、サ

写真家の山形豪さんがボツワナで

ファリが行われています。サファリ

撮影した様々な動物の写真を紹介し

というのは、野生動物を車や船など

てくださいました。ライオンやチー

で観察することです。今では、ボツ

ター、バッファローなど迫力のある

ワナ第二の産業にまで成長していま

写真やウサギなどの可愛らしい写真

す。ボツワナ独立当時のボツワナの

などがありました。満天の星空の写

人々は、文字の読み書きができる人

真も印象的でした。

も少なく、一人当たりの所持金もと

理が食べられているのでしょうか。
今回、食べたのは、マカロニに似て
いるボツワナの主食に、ビーフシチ
ューでした。主食は、サンプと呼ば

です。シチューは少し辛く、お肉が

も医療費も無料です！

あり、とても自然が豊かな国で、

ところで、ボツワナではどんな料

で、おなかにたまっておいしかった

今は平和・安全で紛争もなく教育費

ボツワナは、アフリカ大陸の南に

ボツワナの食

れるトウモロコシを料理したもの

ても少なかったそうです。しかし、

豊かな自然、
でも絶滅危機にある動物も！

のお店を出店しているそうです。

ほろほろでおいしかったです。
ジンジャージュースは大使館の方

ボツワナと都筑区
ボツワナと都筑区は交流がありま
す。2008 年に第 4 回 アフリカ開

が何日も前から準備をしてくださり、
生姜のピリッとしたアクセントとま
ろやかさがあり飲みやすかったです。

ジュニア記者の感想！

ボツワナには水がとても少ないで
す。ボツワナの通貨は「プラ」で、

「雨よ降れ」という意味です。
カラハリ(Karahari)砂漠やオカバン
ゴ・デルタ(Okavango Delta)という
湿地、チョベ(Chobe)国立公園
など色々ありますが、砂漠と湿地が両方あること

ボツワナの国旗の青の色も、空と水を表しています。
それほど、ボツワナの人にとって水は貴重です。ぼく
は、今まで全くボツワナのことを知りませんでしたが、
ボツワナに行ってみたくなりました。

白石 光

はなかなか珍しいそうです！車やボートやヘリコ
プターで動物を見る「サファリ」産業が盛んです。
ライオン、バッファロー（＝アフリカ水牛）
、ゾウ、

いままで、ボツワナのことを知らず

サイ（シロサイ・クロサイ）
、ヒョウは「ビッグ

アフリカ大陸のどの位置にあるか

ファイブ」と呼ばれています。

さえ分かりませんでした。しかし、

宮下 敦行

ボツワナには素晴らしい自然や文
化が多くありました。ダイヤモンドの生産額は世界
このようなイベントで、より良い

一を誇り、なんとイギリスのハリー王子の婚約指輪

関係を深め国際的に協力し合う

はボツワナ産のものらしいのです。世界的に有名な

事が大切だと思いました。私は、

のですね。

中島 万賀

写真家の山形さんに「ボツワナで生息する動物
の中で一番好きな動物は何ですか？」と聞きま
した。「気まぐれな性格のヒョウ」が好き、と
教えてくれました。 田岡 美優

山形さんに「狙われた小動物がライオ
ンやヒョウなどから逃げ切れる確率
はどれくらいですか?」ときくと、
「ラ
イオンの狩りは 30%の成功率、リカオンは 70%、

ボツワナ探検に参加してボツワ

ヒョウは気まぐれであきらめが早いのであまり高

ナは湖から砂漠まで豊かな自然

くない」という答えでした。ボツワナにはいろいろ

を持つ国だということが分かり

な食べ物があって、動物がたくさんいて、楽しそう

ました。
「ボツワナは未開の国」という考え方が、

なところだと思いました。

足立 理子

「自然が豊富で美しい国」という印象に変わり
ました。

折下 陽春
動物が自然のまま生きていけるよ
うに、人間が住めない地域を作って
夏季は 10 月から４月で暑さの

いて、たくさんの動物がいきいきと

ピークの 12 月から１月の平均

生活をしていてすばらしいと思いました。水がある

気温は 40℃にもなり、冬季は５

ところは少ないけど、湖と砂漠とジャングル（森）

月から９月で６月から７月には氷点下になる

など、きれいな場所がたくさんあり、とても良い国

こともあるそうです。ボツワナはアフリカ大陸

だと思いました。安全に観光できるようにも整えら

の南にあります。面積は 58 万 2000 ㎢と日

れていて、行ってみたいと思いました。 小森 志穂

本の 1.5 倍もあります。けれども、人口は約
200 万人と横浜市の約 370 万人よりもはる
かに少ないです。 長谷川 絢美

ジュニア編集局のみなさん
ありがとうございました！！
小学校 4 年生～中学生のジュニア記者 8 人が、
とても熱心に大使館の方や写真家の山形さんの

カゴやアクセサリーなど iTSCOM の取材を
のボツワナの民芸品
受けるジュニア記者

お話を取材してくれました。素晴らしい記事を
寄稿頂きましてありがとうございました。

施設利用アンケート

集計結果

実施期間：平成 29 年 12 月 20 日～平成 30 年 1 月
回答者数：226

アンケートへのご協力ありがとうございました。
皆さまからのご意見を、より良い施設づくりに役立てたいと思います。
多世代・多国籍の方が、色々な目的で
つづきＭＹプラザを利用しています。

「利用者全体」に関するアンケート結果
年齢層
中学生

施設の使いやすさ

出 身

高校生

やや不満

外国

その他の学生

普通

65 歳以上

やや満足
満足
一般
日本








活動
1５0
スタジオ利用
1
自習
5
相談
5
日本語学習
54
その他
21

「青少年地域活動拠点」に関するアンケート結果
ご意見ありがとうございました。

年齢層
大学生・
専門学生

居住地

性別

アンケートを通して「つづき MY

その他の学生
中学生

横浜市外

女

男

都筑区内

プラザ」という場所の大切さを、
再認識することができました。
皆さまにとって、もっと使いやす

都筑区外
い、役立つ施設にしていきたいと

(横浜市内)

思います。

高校生

何をしに来ていますか
自習・学習 . ・・・・・・・・・・ 38
読書 ・・・・・・・・・・・・・
1
スタッフと話すため(雑談) ・・・・ ２
スタッフと話すため(相談) ・・・・・ 0
プログラムに参加するため・・・・・ 6
友達と遊びに来た ・・・・・・・・ 9
1 人になるため来た・・・・・・・・ 5
その他・・・・・・・・・・・・・・ 49

◆皆さまからのご意見・館長からのお返事
もっとプラザのイベントを宣
伝してほしい。
【回答】本当にそうですね。
私たちも一生懸命宣伝をして
いるつもりなのですが、できれ
ば皆さまの「口コミ力」をお貸
しくださいませ。

ＭＹプラザではアットホーム
な雰囲気がありつつ、きちん
と学習ができる場所なので来
たくなります。
【回答】なんと嬉しいお言
葉！！これからもそう言って
いただけるよう、あたたかい施
設を目指していきます！

世界の現状を学ぶイベントや、留学生
との交流イベントを開催してほしい。
【回答】貴重なご意見をいただきあり
がとうございました。外国籍市民が多
く利用する施設でもありますので、国
際理解セミナーの開催など、可能な限
り地域に還元できるよう、検討してい
きたいと思います。

＊詳細につきましては、館内の掲示及びホームページをご覧ください。
つづき MY プラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）
開館時間 平 日：午前１０時～午後 9 時
土日祝：午前１０時～午後 6 時
休 館 日 第３月曜日(祝日の場合火曜日)、年末年始
アクセス 市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン
「センター北」駅下車 徒歩３分
ノースポート・モール５階
特定非営利活動法人

つづき区民交流協会

http://www.tsuzuki-koryu.org/newhome

編

集 後 記

「もう夏だよ！」と思わせる日々が続いてい
るこの頃、暑さに負けず新しいことに挑戦し
てみるのもいいと思います。つづき MY プラ
ザでは、今年もたくさんのイベントや講座を
企画していますので、足を運んでみてはいか
がでしょうか。
（A.A.）（K.M.）

