
夢輪夢輪夢輪夢輪だよりだよりだよりだより夢輪夢輪夢輪夢輪だよりだよりだよりだより
創刊号創刊号創刊号創刊号創刊号創刊号創刊号創刊号

平成平成平成平成24242424年年年年10101010月月月月

佐々木妙子代表を中心に10年、地域の皆様と共にボランティアグループ 夢輪として

活動して参りましたが、皆様のご協力を得て、平成24年8月20日、特定非営利活動法人

夢輪として新しくスタート致しました。

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 夢輪夢輪夢輪夢輪

としてとしてとしてとしてスタートスタートスタートスタートしましたしましたしましたしました！！！！！！！！

足掛け１０年

～～～～特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 夢輪夢輪夢輪夢輪 設立設立設立設立までまでまでまで～～～～

•平成15年 ボランティアグループ夢輪 設立

ゆうりんまつりを毎年開催

影絵上演、大庭照子平和コンサート、

ＤＯＹＯ組、などのイベントを開催

•平成23年 11月 横浜市健康福祉局 セーフティネット助成金決定

•平成23年 12月 特定非営利活動法人 夢輪 設立準備委員会設立

•平成23年 12月 港南中央ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ上３Ｆに新事務所を設ける

•平成24年 ４月 新体制（会員制・月謝制）が始まる

•平成24年 6月 港南公会堂にて特定非営利活動法人夢輪

設立記念、みんわ座影絵上演を行う

•平成24年 8月20日 特定非営利活動法人 夢輪 設立

発行発行発行発行 夢輪夢輪夢輪夢輪

キーボードを包んだ唐草模様の風呂敷を斜めに背負い、童謡唱歌の会場を探しさがし転々と

していた日々が懐かしく蘇ってきます。

いったいあの情熱は私のどこから湧き出てきたのでしょうか。

その無謀さかひたむきさか、何が評価されたのか横浜市のセーフティネットからの助成金が

おりました。ついに港南中央通メインストリートに事務所と教室を持つ事が出来ました。

秀吉ならぬ「夢輪一夜城の完成」です。

港南区のこの場所を地域の拠点として「「「「生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習」「」「」「」「文化交流文化交流文化交流文化交流」「」「」「」「子育子育子育子育てててて・・・・親育親育親育親育てててて」」」」など

人と人との「絆」を深め豊かな人生を共に歩める日々を夢見ています。

人は産まれてくる日はわかっていても命の終わりは予測出来ません。与えられた命を精一杯

皆さんと一緒に助け合いながら明日の子ども達へ「「「「平和平和平和平和」「」「」「」「優優優優しさしさしさしさ」」」」を手渡し出来る社会に

なるよう「後ひとふんばりしなければ・・・」と大きな独り言をつぶやいています。
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①宮下 賢治（前列左）

②みやした けんじ

③監事

④一歩一歩ゆっくり前進

しましょう。

理事の紹介

①氏名

②ふりがな

③役職

④一言

①吉田 洋市（前列 中央左）

②よしだ よういち

③副理事長

④いろいろな夢を多くの輪にして

つなげて行きたいという理事長

の夢の現実に少しでも役に立て

れば思っています。

①大井 きょう子(後列 左)

②おおい きょうこ

③理事

④長年の夢だったＮＰＯとなって、

これからの事業、夢、子供達の

未来に向かって力を出して行か

れたら。

①廣澤 紘子（後列 右）

②ひろさわ ひろこ

③理事

④ＮＰＯとしていよいよ発足！！

これからも「きずな」を深めて着実

に歩んで行けるよう協力したいと

思っています。

①坂本 敏江（後列 中央左）

②さかもと としえ

③理事

④新しい事務所、教室に夢輪の

新しい看板が出来、会員カード

が出来、特定非営利活動法人

夢輪が 動きだしました。

にこやかになごやかに。２５７５。

①芦沢 恵子（後列 中央右）

②あしざわ けいこ

③理事

④冷暖房完備な場所になって

うれしいです。ここから新しい

物が生まれて「夢輪」がもっと

大きくなってくれるといいですね。

①増井 世紀子（上）

②ますい せきこ

③理事

④特定非営利活動法人に

なったのをきっかけに、更に

心豊かになれる活動が実現

できますように。

①飛田 敏男（前列 右）

②とびた としお

③事務局長

④ＮＰＯ裏方でしっかりささえて

いける様ガンバリます。

①佐々木 妙子（前列 中央右）

②ささき たえこ

③理事長

④表紙に記載

☆夢＆遊 ＳＡＳＡＫＩ塾 懇談会

10月23日（火）10：00～11：30頃

10月25日（木）10：00～11：30頃

10月27日（土）17：00～18：30頃

10月28日（日）17：00～18：30頃

※個別相談のある方は後日、佐々木理事長と日程を調整して行いますので、ご希望の方は事務にご連絡下さい。

☆プレイパーク 豚汁・焼きそばを家族で作ろう！！

１２月１日（土）１０：００～ 雨天時１２月１５日（土）

※土曜日で、お休みのお父さんも多いと思います。詳細は後日配布致します。ご家族での参加お待ちしています。

☆平成２５年１月２７日（日） 夢輪まつり開催

※各講座の発表を行います。またゲストもお呼びします。 お楽しみに！！

夢輪夢輪夢輪夢輪夢輪夢輪夢輪夢輪 今後今後今後今後のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ今後今後今後今後のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

夢＆遊、ＳＡＳＡＫＩ塾に参加されているお子様の保護者の方は

いずれかの回に必ず出席をお願いします。
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講座名 日 時 場 所 講 師 対象者

会員参加費

（保険など含）

子育てサロン 第１・３木曜日 10:00～11:30 野外活動他 佐々木 妙子

１歳～未就

園児

３００円／回

夢＆遊（年少） 毎週月曜日 14:30～15:15 そよかぜ他 佐々木 妙子 年少児 ６００円／回

夢＆遊（年中） 毎週月曜日 15:30～16:30 そよかぜ他 佐々木 妙子 年中児 ６００円／回

夢＆遊（年長） 毎週金曜日 15:30～16:30 夢輪事務所 佐々木 妙子 年長児 ６００円／回

夢＆遊（小学生）

＜学習＞

毎週月曜日

火曜日・木曜日 17:00～18:30

夢輪事務所

佐々木 妙子

増井 世紀子

小学生 月謝

毎週水曜日・金曜日 16:30～18:00

夢＆遊（中学生）

＜学習＞

毎週火曜日 18:30～20:30

夢輪事務所

佐々木 妙子

増井 世紀子

中学生 1000円／回

毎週水曜日 18:00～20:00

夢＆遊（中学生英語） 毎週金曜日 18:15～19:45 夢輪事務所 増井 世紀子 中学生 1000円／回

特別授業

第１火曜日

第３木曜日 15:30～17:00

夢輪事務所 佐々木 妙子

年長児・1年

生・2年生

1000円／回

ＳＡＳＡＫＩ塾Ⅰ 毎週土曜日 13:00～17:00(2部制） 夢輪事務所

佐々木 妙子

坂本 敏江

年長・小学

生・中学生

７５０円／１部

ＳＡＳＡＫＩ塾Ⅱ 毎週日曜日 10:00～17:00（3部制） 夢輪事務所

佐々木 妙子

坂本 敏江

年長・小学

生・中学生

７５０円／１部

Y.KIDS Ⅰ 毎週火曜日 10:00～10:30 吉原事務所 木村 みづほ 未就園児 ６００円／回

Y.KIDS Ⅱ 毎週土曜日 10:30～11:30 吉原事務所 木村 みづほ 未就学児 ６００円／回

Y.English Ⅰ 毎週火曜日 10:45～11:45 吉原事務所 木村 みづほ

大人

（子連れＯＫ）

６００円／回

Y.English Ⅱ 毎週木曜日 10:20～11:20 吉原事務所 木村 みづほ おとなの方 ６００円／回

スマイルイングリッシュ 第１・第３土曜日 10:00～11:30 夢輪事務所 福澤 玲子 小学生 ７５０円／回

周さんの楽しい中国語 毎週水曜日 10:00～11:00 吉原事務所 周 惠雪 おとなの方 ６００円／回

国際交流

3・5・7・10・12月

第3火曜 10：00～13:00

港南地区センター 回毎 おとなの方 ６００円＋材料費／回

OKADAパン工房

2・4・6・9・11月

第3火曜 10：00～13:00

港南地区センター 岡田 眞樹子 おとなの方 ６００円＋材料費／回

エンジョイパッチワーク 第１金曜日 10：00～12:00 夢輪事務所 村木 晃子 おとなの方 ６００円＋材料費／回

遊びの絵手紙 第３火曜日 10：00～13:00 そよかぜ他 柿崎 まり おとなの方 ６００円＋材料費／回

ビーズｄｅ楽しく 第３木曜日 10：00～13:00 そよかぜ他 荘司 恵子 おとなの方 ６００円＋材料費／回

お琴の教室 第１・２・３火曜日 13:00～15：00 前田宅 前田 美知子 おとなの方 ６００円／回

ユーユー体操 第１・４木曜日 12:30 ～13:30 夢輪事務所 高山 朋子 おとなの方 ６００円／回

ジーバーズスクール 第３金曜日 10:00～11:30 夢輪事務所 佐々木 妙子 おとなの方 ６００円／回

童謡・唱歌をうたう会 毎週水曜日 10:00～11:30 港南地区センター 古尾谷 真己子 おとなの方 ６００円／回

歌声サロン 第２金曜日 18:00～20:00 港南地区センター

飛田 美江

佐々木 妙子

おとなの方 ６００円／回

ヴィエント（コーラス） 第４金曜日 10:00～11:30 夢輪事務所 飛田 美江 おとなの方 ６００円／回

もっとよんで 第４月曜日 10:00～11:30 夢輪事務所 坂本 敏江 おとなの方 ６００円／回

鳩のリレー 第５水曜日 10:00～11:00 夢輪事務所 坂本 敏江 おとなの方 ６００円／回

夢輪夢輪夢輪夢輪 講座一覧講座一覧講座一覧講座一覧特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人

講座の詳細を知りたい方は夢輪事務所までご連絡下さい。


