
いそご地域活動フォーラム2022

パネル展一覧

いそご区民活動支援センターに登録されている
地域ボランティア講師、グループ・団体、
磯子区内施設の活動を紹介する
パネル展を開催いたしました。

磯子区マスコットキャラクター
いそっぴ



横浜アコーディオン愛好会

合奏を中心に演奏会・コンクール出場の他、ボランティア演奏も行っている。

個人レッスンにも力を入れ、初心者教室も開いている。



イマージュISOGO

音楽や芸術を楽しみ、街を音楽で盛り上げます。出前ライブどこでもやります！

ぜひご連絡ください。http://image-isogo.com/



BTLコスモス

子どもと本が好きなメンバーです。

ブックトーク（本を紹介する方法）を学び、実践しましょう。



横浜伝統文化愛好会

日本の伝統文化・民俗芸能継承、啓発、普及、鑑賞を図る



秋風亭 借金

素人噺家暦足かけ15年。高齢者施設、コミュニティハウス、地域ケアプラザ、

各種サークル、小・中学校、病院等いろいろな所へ伺っております。



火曜古文書の会

明治初期以前の森公田村（現森1～5丁目）で村役人を勤めた斉藤家に残された

手書き文書（写真版）を輪読。毎月第2・第4火曜日に磯子地域ケアプラザで開催。

そして、既輪読分を編纂し冊子にしています。



横浜南部の戦争体験を記録する会

中心部に比べて空襲の被害が少なく、戦争の記憶も薄れがちな当区ですが、

軍事基地や軍需工場が密集していました。大規模開発で今はその痕跡も

留めませんが、悲惨な歴史を後世に伝えようと運動を続けています。



りべらるあーつ学舎

物質的豊かさに隠れ、いま私たちの周囲で「こころ」はどうなってしまったのでしょう。

目先の役には立たず、お金にはならないかも知れないけれど「人間として大事なこと」を

文化の底に戻って学び直してみようではありませんか。



天天中文倶楽部

中国語会話を学ぶサークルです。中国出身の講師が月2回ほど指導します。

中国茶を楽しむ国際交流活動及び子育て支援バザーも年に数回催します。

磯子地区と鎌倉市大船地区を主に活動しています。



楽しい韓国語講座

韓国のドラマや文化について話し合ったり、ドラマ主題歌や

K-POPを聞いたりと、楽しく韓国語を習ってみませんか。



認定NPO法人 WE21ジャパンいそご

認定ＮＰＯ法人ＷＥ２１ジャパンいそごが運営するＷＥショップに

寄付してもらった品物を販売し、その収益で支援活動をしています。

環境保全活動・支援活動・地域の拠点として情報発信をしています。



日本語を楽しむ会

日本語学習を通して、外国人と交流親睦を深め生活支援をしています。

学習者、ボランティアスタッフも随時募集しています。よろしくお願い致します。



スモールワールド

日本料理を含めて、多国籍料理を一緒に作ったり試食したりします。

食べ物をきっかけにして、日本に在住している方と仲良くなり、

いろいろな国の方が住みやすいまちづくりをしたいと思います。



スモールワールド

いろいろな国のゲーム・遊戯を知り、他国の文化や言語を遊びを通して知り、楽しもう。



慶伸会

書道を通して仲間づくりを行い、地域との交流を図っています。



墨彩書・千恵

文字を絵のように書いてみませんか？書道経験のない方の方が覚え易いです。

ぜひ一緒に学びましょう。



お習字大好きっず

教科書字体に近い、基礎教育（毛筆・硬筆）で、学校の書写練習も全てお任せです。

一目置かれる字は、多方面への自信に繋がります。土曜朝、墨の香りの中で集中するひと時を。



初めてのペン習字

字を綺麗に書きたいけれど、教室に入るのは敷居が高いと思われている方、

お待ちしています。ちょっとしたコツで劇的に変わります。



実用書道クラブ

宛名書きや年賀状、のし袋等の普段使いの毛筆の書き方やレイアウトの勉強を

その方のレベルに合わせてやっています。初心者大歓迎。



磯子似顔絵クラブ

毎月第１と第３木曜日１０時から１２時まで磯子センターの教室でその時々の

話題の人をモデルとして似顔絵を描くことを日本漫画家協会会員の鈴木太郎先生から

指導を受けて楽しく学んでいます。現在１０年目に入ります。



砂川 彰子

中学校美術講師、漫画家〈集英社、ビジネスジャンプ他連載〉等の職歴を生かし、老若男女を問わずどなたで
もわかりやすい「楽しんで描く」絵画指導を目指しています。２０１３年、絵画 Mare！(まーれ！)を設立。



Sole!

イラストレーター、グラフィックデザイナー、webコンテンツディレクション等の職歴を経て、フリーランス
で活動。こども向けの絵画造形「Sole！」(そーれ！)を設立。「絵を好きになる」「心に響く作品を作る」
「自分を表現する」ことを目標に色や形、感情の表現方法を丁寧に指導することを目指しています。



げんき絵手紙サロン

ゆずの香気と酸味を漂わせる絵手紙おけいこの友だちサロン。活動は岡村地区です。
ちょっと知的にウッフッフとおしゃべりを楽しむ。毎日を笑顔で過ごせたらと望みます。

一生懸命、集中力、発想力を駆使して、自分らしさを表現します。



磯子写友会

磯子写友会は、写歴の長い方から最近始められた方まで、またカメラは一眼レフの方からコンパクトカメラの方

までと、いろいろな方がお互いに研鑚しながら作品作りをしています。是非、ご一緒に写真を楽しんでみませんか。



Photo Wave Ⅱ

写真の合同個展を開催することを目的として会員作品の相互講評会（月例会）、
撮影会のほかパソコン、カメラ、レタッチ等の勉強会を随時開催する。



スリーS

写真を趣味とする仲間が集まり、写真を通じ会員相互の親睦と写真技術の向上を図っています。又、
地域社会への貢献を目的に各種イベント等で記録写真撮影のボランティアを行っています。



ヨガ＆椅子ヨガ

基本のヨガを初心者の方から基礎から丁寧にご指導いたします。心身の不調をやわらげる

リラックスできるヨガです。体の不調をカウンセリングして改善するメニューを得意とします。



Hula Lei Maika’i

磯子区の上中里、上笹下、杉田などで活動しているフラサークルです。3歳からケイキクラス、

ママクラスがございます。子連れレッスン大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。



フラワーサークル はな＊はな

初心者やそうでない方も、男女問わず気軽に楽しく始められるフラワーアレンジメントの

サークルです。自由参加型となっております。お花を通じて地域の方々との交流も楽しめます。

メンバー募集は、いつでもしています！



カリグラフィー

西洋の書道、カリグラフィーで、季節のカードやカレンダー、イベントに合わせた

飾り等を作ります。初心者にも手軽に楽しめるように専用マーカーを使用しています。



百人一首かるた横浜ちはや会

みんなで和気あいあいと楽しく百人一首カルタをしています。カルタ取りゲームをしたい方、

和歌を覚えたい方、作者・時代背景を把握したい方、ゆかり地巡りしたい方大歓迎です。

福祉保健施設、学校等を訪問し、ボランティ交流活動をします。



お片づけを学ぶ会＠横浜

子育てママからシニア世代まで、片づけにお困りの女性が集う場所。

片づけのプロの進行でお困り事や工夫をシェアしながら、楽しく片づけを学べます。



インターネットふれあい亭

パソコンは必要な情報を得たり地域活動に活用出来たり趣味の世界を広げられたり人生をより楽しくするツール
の一つです。初心者の方、パソコンやスマホでお困りの方は是非いらしてください。お待ちしております。



子ども科学工作支援

子どもたちに科学の楽しさ・面白さを伝えたいとの思いで、楽しいおもちゃ工作を企画・指導

しています。カンタン工作から科学的なものまでグループやイベント、子供会、

地区センター等の子ども向け夏休み工作など、ご相談に応じて企画・指導します。



認定NPO法人 おもしろ科学たんけん工房

理科好きの子どもを育てることを目標に横浜・藤沢地域の会場で月１回の科学体験塾を実施している。

科学実験と科学工作を通して小学４年生から中学２年生を対象に年間150回を超える体験塾を行っている。



たきがしらグリーンクラブ

滝頭地域ケアプラザを拠点として、公園や公共施設などで花壇作りや緑化管理支援活動を行っている。



みどりのサポーター

磯子ケアプラザを拠点とし、花壇作り、野菜作り、緑化管理をしたり

イベントの手伝い、近隣の公園の花壇作りの支援活動。



花の土曜会

「花の掛作り」をテーマに、道行く人達に少しでも和んでもらえるような、

花壇作り・清掃・緑の育成を行っています。



グリーンサポーターズ・いそご

「今ある磯子の緑を後世までも」をテーマに地域の緑化活動をサポートできるリーダー
の養成を主に知識・技術の向上に努め、公園や公共施設などで活動を行っています。



めちゃどろクラブ

親子で土に触れ、野菜や花を育て、昆虫などを観察する中で自然や生命の大切さを学び、
生物多様性などに関心を持ち、地域や学校で経験を活かしてもらいたい。



NPO法人 こどもりクラブ

大人向け木工教室「DIY女子会」や工作教室など「木」を使うことで、

森を元気にするお手伝いをする活動『町の中の森づくり活動』を行っています。

是非ご参加ください。ブログ・Facebookも見てね❣



磯子区災害ボランティアネットワーク

磯子区災害ボランティアネットワークは平時には区役所・社協と連携し、災害時シュミレーション、

防災減災の啓発・普及活動、会の認知度向上の広報活動、会員の研修・情報交換等の活動をしています。



子どもサポートセンター いそっこ

「いそっこ」は子育て経験者による区民グループです。未就学児の親と子の

交流の場「いそっこひろば」の主催のほか、会員制の一時預かり保育、

保育付き教室や乳幼児健診での保育が主な活動です。スタッフ募集中です。



防災を考える会・磯子

地域の防災力を高め、災害時の被害を減少させるために、防災・減災について

多角的に考え啓発・普及活動を行います。会費1,000円／年



横浜防災ライセンス・磯子

横浜防災ライセンス・磯子は、災害に備えて定期的に防災資機材取扱訓練を行うほか、地域の

防災訓練に参加して、地域防災力を向上させるために取り組んでいます。磯子区内で活動する

他の防災ボランティア団体と協力し、防災意識啓発のためのパネル展なども開催しています。



磯子区3R応援隊

ごみを正しく分別することで燃やすごみを減らして環境を守る活動をしています。

区内各地のイベントにおじゃましてゲームを通して正しい分別方法を啓発しています。



お米マンプロジェクト実行委員会

お米マンプロジェクト実行委員会では、お米を主食とした和食の大切さと、朝ごはん食べよう♫運動を楽しく明るく
推進する運動を２０１７年より展開しております。食育インストラクターによる小中学校などの授業でお米の講話の
他、オリジナル食育ソングで神奈川県・東京都など官公庁そして保育園のイベントや慰問でも公演を継続しています。

地元磯子からスタートしたプロジェクト！食育に関するイベントや、食育講話のリスエストも受付中♪



ハートリンク磯子

放課後様々な学校から子ども達が集まり、室内や野外活動を通じ楽しい時間で共有しています。



こすもす広場（磯子区福祉保健活動拠点）

主に磯子区内で自主的に福祉保健活動を行っている団体が、交流・打合・研修などの際にご利用いただけます。

会議や打ち合わせをする貸室（無料）やコピー機・印刷機（有料）、紙折り機・帳合機（無料）などがあります。



磯子区社協移動情報センター事業

障がいのある方や高齢者の方などで、外出することに困難を抱えている方の

ご相談を承り、支援制度や移送サービス事業所等のご紹介を行っています。

また、外出に付き添っていただけるボランティアさんも募集しています。



磯子区社会福祉協議会 ボランティアセンター

ボランティアセンターは、ボランティアを必要としている人とボランティア活動をしたい

人をつなげたり、ボランティアに関する様々な相談受け付けや情報提供を行っています。

はじめの一歩をぜひ、踏み出してみませんか？



横浜市磯子区社会福祉協議会

社会福祉法第109条に基づいて「誰もが住み慣れた地域で幸せに暮らせるまちづくり」を合言葉に、

身近な課題について地域の皆さまと一緒に考え、取り組んでいる民間団体です。略して「社協」と呼ばれています。



神奈川県共同募金会 横浜市磯子区支会

磯子区内で集まった「赤い羽根募金」と「年末たすけあい募金」を取りまとめています。

皆さまからお寄せいただいた寄付金を神奈川県共同募金会へ送金し、神奈川県共同募金会を通じて

地域の様々な福祉活動に配分され、役立てられています。共同募金は、毎年、全国で行われている運動です。



磯子区社会福祉協議会 あんしんセンター

高齢者や障がいのある方の権利や財産を守り、安心した生活が送れるよう支援します。ご本人

との契約に基づき、日常的な金銭管理や大切な書類の確認、整理のお手伝いを行っています。



洋光台駅前公園こどもログハウス公園

ログハウスは子ども用屋内アスレチック施設です。イベントも開催していて、たくさんの子ども達が参加して

楽しんでいます。隔週（火）の絵本の会や毎週（木）の子育て相談もあります。是非みなさん遊びに来てください。



横浜市社会教育コーナー

横浜市で唯一の〝社会教育″の名のついた施設です。

社会教育コーナーは、人々が出会い、つながり、学び合い大人になっても

成長し人生を豊かにしていく地域の学びの場です。お気軽にお越しください。



はまぎん こども宇宙科学館

科学に親しめる「サイエンス・ショウ」の実施や、小さなお子さまから大人まで楽しめるプラネタリウム
番組をご用意。その他、月に1・2回程度、星空観察会を開催。天体望遠鏡を使って天体を観察しています。



磯子センター

磯子センターは、６０歳以上の方が専用で利用できる「老人福祉センター喜楽荘」と

幼児から高齢者の方々まで利用できる「磯子地区センター」の複合館として運営されています。

地域の人たちが気軽に利用できるふれあい、交流の施設です。



上中里地区センター

氷取沢の緑に包まれ地域の皆様に支えられて35周年を迎えた上中里地区センターは赤ちゃんから大人の方まで
どなたでも楽しめる講座などを企画しています。本の貸出し、スポーツ、会議室の利用などにぜひご来館下さい。



磯子区内地域ケアプラザ合同

磯子区には7つの地域ケアプラザがあります！ 高齢者、子ども、障害のある人、誰もが地域で安心して
暮らせるよう、身近な福祉・保健の拠点としてさまざまな取組を行っている、横浜市独自の施設です。



久良岐能舞台

久良岐能舞台では、あらたに「能舞台人前結婚式」をプランニングしました。豪華な装束をまとった
お二人を一流のメイクアップアーティスト、フォトグラファーが夢の世界へお連れします。



磯子区地域子育て支援拠点 いそピヨ

磯子地域子育て支援拠点 いそピヨでは子育て中の親同士の交流の場を提供すると共に、子育て相談、子育て支援
ネットワーク作成を行っています。未就学のお子さんと一緒に立ち寄れるひろばです。お気軽にお越しください。



磯子公会堂

磯子公会堂は、600席のホールのほかに会議室・和室・リハーサル室・集会室があります。発表会、

講演会、会議、サークルやおけいこの場としてもご利用いただけます。今後の自主事業もお楽しみに！



磯子区青少年の地域活動拠点 イソカツ

中高生世代対象のフリースペースを開所しています。また、異世代交流イベント・ボランティア体験・

職業体験や地域のお祭りに参加する等、中高生が主体となって活動する社会体験プログラムを行っています。



磯子精ボ会

「こころの病気」を持った方を支援し、地域で共に暮らせることを目指しているボランティアグループです。
区民の精神保健の福祉健全発展と、加えて普及啓発活動に積極的に参加していきたいと考えています。



第8期 磯子区ボランティア応援隊

磯子でボランティア活動を始めたい方、皆さまの地域デビューへの「一歩」を応援いたします。

いそご区民活動支援センター情報紙「いそつな」での登録グループの活動紹介、活動上での

お困り相談などなど、活動の更なる発展を願って、様々なサポートに飛び回ります。



いそご区民活動支援センター

いそご区民活動支援センターは、地域活動への参加を促進・支援しています。

これから何か始めたいという人、地域活動やボランティア等に興味がある人…あなたも輪に加わりませんか？
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