
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

主催：いそご区民活動支援センター 

今年は、新型コロナウイルス感染防止に注意しながら密にならないように分散で開催します。 

 

  パネル展  6月 2日から 15日 
会場 : 磯子区役所 1階区民ホール 

最終日は 15時まで 
詳しくは、裏表紙をご覧ください。 

 

 

体験コーナー・ミニステージでは、たくさんの講座・発表を開催します。 

大人の方はもちろん、お子様向けや幅広い年齢層の方に 

ご参加いただけます。やってみたいことをみつけにきてください 

 

体験コーナー 6月 2日～13日（5、6日除く） 
会場 : いそご区民活動支援センター 
※事前予約必要です (複数参加も可能です) 

詳しくは、中面をご覧ください。 
        

日時：2021年 6月 2日（水）～15日（火） 
会場：磯子区役所 1階区民ホール、磯子公会堂集会室、 

いそご区民活動支援センター（区役所 7階） 
TEL 045-754-2390   FAX  045-759-4116                    
E-mail : is-shienc@city.yokohama.jp 

協力：磯子区 NPO連絡会 

  ミニステージ 6月 5日（土） 
会場 : 区役所 1階磯子公会堂集会室 
     10時から 15時 
※当日観覧、直接会場へ（人数制限があります） 

詳しくは、中面をご覧ください。 
        

 

いそご区民活動支援センター 
【開館時間】 10時～17時    【休館日】 祝祭日・年末年始  
〒235-0016 横浜市磯子区磯子 3－5－1 （磯子区総合庁舎 7階）    

                   TEL 045-754-2390  FAX 045-759-4116  
                   E-mail : is-shienc@city.yokohama.jp 

パネル展 6月 2日から 15日（最終日 15時まで）  
磯子区役所 1階区民ホール 
 磯子区内で活動するグループ・団体、地域ボランティア講師、施設のパネルを展示します。 

 

ホームページは、こちらから↑ 

団体名 ジャンル 

洋光台ママゴスペルサークル 

なないろハーモニー 
音楽 

イマージュ ISOGO 音楽 

朗読の会 あ・うん 朗読 

火曜古文書会 文学・歴史 

横浜南部の戦争体験を記録す

る会 
文学・歴史 

りべらるあーつ学舎 文学・歴史 

秋風亭 借金 落語 

特定非営利活動法人 WE21

ジャパンいそご 
語学・国際交流 

金 永子 語学・国際交流 

天天中文倶楽部 語学・国際交流 

日本語を楽しむ会 語学・国際交流 

スリーS 写真 

磯子写友会 写真 

Photo WaveⅡ 写真 

慶伸会 書道 

げんき絵手紙サロン 絵手紙 

ことぶき絵 絵画 

彩 磯子 絵画 

磯子似顔絵クラブ 似顔絵 

子どもサポートセンター 

いそっこ 
子育て支援 

磯子区 3R 応援隊 環境 

めっちゃどろクラブ 親子農業体験 

花の土曜会 環境 

グリーンサポーターズ・いそご 環境 

滝頭グリーンクラブ 環境 

トータルビューティーカンパニー 美容 

フラワーサークルはな＊はな フラワーアレンジ 

防災を考える会・磯子 福祉活動・社会活動 

横浜防災ライセンス・磯子 福祉活動・社会活動 

 

団体名 ジャンル 

認定 NPO 法人 おもしろ科学

たんけん工房 

福祉活動・社会活動 

特定非営利活動法人 横浜市民

アクト 

福祉活動・社会活動 

ハートリンク磯子 福祉活動・社会活動 

磯子精ボ会 福祉活動・社会活動 

NPO 法人 夢コミネット 福祉活動・社会活動 

NPO 法人 こどもりクラブ 福祉活動・社会活動 

磯子区 NPO 連絡会 福祉活動・社会活動 

社会福祉法人横浜市磯子区 

社会福祉協議会 

福祉活動・社会活動 

磯子区社協ボランティアセン

ター 

福祉活動・社会活動 

磯子区社協あんしんセンター 福祉活動・社会活動 

こすもす広場（磯子区福祉保健

活動拠点） 

福祉活動・社会活動 

神奈川県共同募金会横浜市 

磯子区支会 

福祉活動・社会活動 

磯子区社協移動情報センター

事業 

福祉活動・社会活動 

磯子区 公園愛護会（磯子区 

土木事務所） 

福祉活動・社会活動 

磯子センター 施設 

上中里地区センター 施設 

横浜市社会教育コーナー 施設 

洋光台駅前公園こどもログハ

ウス 
施設 

はまぎん こども宇宙科学館 施設 

横浜市磯子スポーツセンター 施設 

横浜市電保存館 施設 

久良岐能舞台 施設 

磯子区青少年の地域活動拠点

イソカツ 
施設 

磯子区地域子育て支援拠点 

いそピヨ 
施設 

磯子区ボランティア応援隊 支援センター 

いそご区民活動支援センター 支援センター 

 

※事前の検温、マスクの着用をお願いします。状況により内容変更や中止する場合があります。 

磯子区マスコット 

「いそっび」 

キャラクター 



                                                                                                                                                                                        

                                           

☆ミニステージ☆ 

日にち : 6 月 5 日(土)  場所 磯子公会堂 集会室 

☆体験コーナー☆ 

日にち : 6 月 2 日(水)～13 日(日)（5 日、６日を除く） 

場 所 : 磯子区役所７階 いそご区民活動支援センター  

いきいきふれあい活動広場・ミーティングコーナー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

いそご地域活動フォーラム 2021 

ミニステージ 体験コーナー 
磯子区マスコット 

「いそっび」 
キャラクター 

③朗読の会              

あ・うん  10:50～11:10 
〈朗読〉 
今、やすらぎを言葉にのせて 

みなさんとコラボして歌ったり、群

読したり、参加型のステージです。

楽しんで下さい。 

1.ともだちや・ともだちごっこ 

2.かぜのでんわ 

⑤磯子童謡の会 11:40～12:00 

 

みんなで歌いましょう。 
さわやかな“初夏”によせて 

1.磯子童謡の会の合唱 

・真珠 

・小雨ふる径 

2.みんなで歌いましょう 

・牧場の朝 ・夏は来ぬ ・みかん

の花咲く丘 ・瀬戸の花嫁 

⑥グルンパ 12:30～12:50 楽器演奏 

アルトサックス、チェロ、ピアノ、

キーボード、パーカッションの楽器

でバンド演奏します。知っている曲

があるかもしれません。お楽しみく

ださい。口ずさんで下さい。 

12:55～13:15 

 

⑦神奈川笑歌 

感涙学会 
健康寿命の延伸を望み、認知症の先送りを

臨みます。健康心理学をベースに生活習慣

を見直すきっかけのミニトーク。ちょっと

〝ウッフッフ”とおしゃべりを楽しみ 

ましょう。 

 

⑧なるちゃんのマンドリン 13:20～13:40 
クラシックの  
マンドリン演奏 

皆様よくご存知のクラシックの曲をメドレー 

で弾きます。 

①メヌエット ト長調（バッハ） 

②主よ人の望みの喜びよ  ③白鳥   

④トロイメライ⑤「子どもの情景」より炉端で  

他(全 10 曲) 

⑪磯子こうかいどーず 14:35～14:55 

磯子こうかいどーずの演奏と「ウ

クレレ教室」参加者による演奏を

お楽しみください。会場の皆様と

楽しく歌いましょう。 

②朝ボラけ  10:25～10:45 

玉すだれの基本的な演目を披露します！ 

音楽に合わせて玉すだれをしたり、クイ

ズなどしたりして、会場の皆さまといっ

しょに楽しみたいです！ 
 

南京玉すだれアラカルト 
①秋風亭借金 10:00～10:20 

〈落語口演〉 
思いつめてらくご 

丸一年以上、満足に落語が出来ず、思い

詰めて危うく落伍者になりかかったその

時に差し伸べられた愛の手「ミニステー

ジ」、15 分の時間に凝縮して、そのうっ

憤を晴らせるかどうか、乞うご期待！！ 

休憩 30 分 

出前 健康歌声喫
 

 

一緒に楽しく歌いましょう。 
 

⑨Hula Lei Maikai 13:45～14:05 

2008年より横浜市内を中心に活動しているフラ

レイマイカイです。 
『フラを通じて素敵なつながりを』という意味の教

室名のように、3歳から80代の沢山の素敵な仲間

とレッスンしています。 

今日は磯子クラスがステージに立ちます。 

フラダンス 

新型コロナウィルス感染症の

感染防止対策を十分に取りな

がら開催します。 

ごゆっくりご鑑賞ください。 

 

⑩さくらジャズ 14:10～14:30 みんなで歌ってみよう
ジャズの歌 

音楽に合わせリズムにのってジャズの

ポピュラーソングを歌います。 

・Moon River 

・It’s a sin to tell a Lie 

④フラレイマカマエ 11:15～11:35 
フラレイマカマエは、横浜市を中心に３歳

～８０歳代と幅広い年代の方々と活動して

います。 

Hawaii フェスティバルや、地域のイベント

などにも参加をし、Hawaii の音楽に合わせ

てリラックスし楽しく踊っています。 

 

フラダンス 

体験コーナー日程表 午前 : 10:30～12:30 午後 : 13:30～15:30

6/2 (水) 午前 6/3 (木) 午後 6/4 (金) 午前
和布を使った
スヌード作製

黒柳徹子さんの
似顔絵を描いてみよう

中国たこぬりえ・gochuha ・羽蹴
り・メキシコのけん玉・多言語で数

の指遊び・韓国のユンノリ

           認定NPO法人
           WE21ジャパンいそご   磯子似顔絵クラブ

     世界のゲームで遊ぼう
        スモールワールド

6/7(月) 午前 6/8(火) 午前 6/8(火) 午後
おしゃれなポーチ(フタつき)
縫い合わせも少なく当日仕上げま
す。タッセルも作ります。

より元気な地域をめざして
~磯子の魅力再発見&SDGｓ
~

　　焼きペンで絵付け体験！

たまむすび 夢コミネット こどもりクラブ

6/9(水) 午前 6/12(土) 午前 6/12(土) 午前 6/12(土) 午後
メイクのプロによる

「タッチアップメイク」体験
ブリザードフラワーの

ブローチ作成
台座にデザインして作ります。

プラバンで名札・
キーホルダーを作ろう！

①科学実験　にじいろの涙
②簡単工作　くるくるリング

特定非営利活動法人トータル
ビューティカンパニー神奈川 青木 良江 いそピヨ おもしろ科学たんけん工房

6/13(日) 午前 6/13(日) 午前 6/13(日) 午後
キッズアート

走れ！ペットボトルカー
すぐ楽しめるウクレレ体験 ギターと音楽を楽しむ体験会

アトリエ小杉 ウクレレ　ヒマナスターズ
ギターアンサンブル

ビッグ・リーフ

申込み・お問合せ

みんなで
参加しよう‼

800

100

500 500

中国たこ
ぬりえして
遊ぼうのみ

木目タイプ4つ つるりタイプ4つ

持参品
筆ペン

鉛筆
消しゴム
色彩用具

(マジックペン)裁縫道具
持参品

裁縫道具
持参品

白糸

オリジナルの木製品
①「チャーム・de・バッグ」2種類

②「木製フックボード」

5分であなたが劇的に変わります

体験会です
その場で弾いて歌える夢のような 生ギターで様々な名曲を演奏

500

いそご区民活動支援センター
横浜市磯子区磯子3－5－1

（磯子区総合庁舎7階）

TEL     045-754-2390
FAX 045-759-4116
E-mail : 
is-shienc@city.yokohama.jp

【開館時間】 10時～17時
【休館日】 祝日・年末年始

申込み開始
5月11日より各講座前日まで

(先着順)
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