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「いそつな」は、磯子区で生き生きと活動するみなさんをつなぐ情報紙です
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いそつながホームページに登場😊😊
どんどん検索して最新情報をゲット！！
是非、ご覧ください。
いそつな

いそつなで検索！

登録・更新お忘れではありませんか？
機

材

印刷機(リソグラフ)や紙折機、プロジェク
ター、スクリーン、CD ラジカセ、アンプ
など機材の使用や貸し出しも行っていま
す。
登録された方に貸出機材利用者登録証を発
行しています。有効期限をご確認いただき
期限切れの方は、更新をお願いいたしま
す。

新人紹介

地域ボランティア講師、グループ・団体

知識や技術を活かしてボランティアと
して活躍できる方・区内で活動するグ
ループや団体の登録を行っています。
これから活動を考えている方、登録さ
れている方など、まだ、手続きのお済
みでない方は、ご連絡ください。

はじめまして。今年度より支援センターの一員となりました鈴木と申します。
自分としてはものづくりがとても好きで、今までは生涯学習等を見るのが楽しみな立場に
おりました。しかし、なんと！これからは、地域の皆さまとご一緒にず～っと携われるこ
ととなりました。とても幸せです。
区民の皆さまとご一緒に活動できる日を楽しみにしております。人生楽しみましょう！
どうぞよろしくお願い致します。
いそご区民活動支援センター 鈴木 友子

支援センター休館期間延長のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、支援センターの休館期間を 5 月 31 日(日)まで
延長させていただきます。皆様には、ご不便をおかけしますがご理解、ご協力をお願いします。
なお、状況により休館の期間を再度延長する場合がありますので、予めご了承くださいますよ
うお願いします。

～いそご地域活動フォーラム中止のお知らせ～
6/6(土)に開催予定でありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止することとなりました。
開催を楽しみにしていただいた皆様には大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
今後、参加予定だった皆様の活動をホームページや情報誌「いそつな」など、何かしらの形で
ご紹介できるように検討しております。乞うご期待ください‼
この情報紙は、いそご区民活動支援センター、磯子区内各地区センター、コミュニティハウス、ケアプラザ、磯子図書館、横浜市社会教育コーナーなどで配布
しています
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施設いちおしのイベント・講座情報

根岸地区センター
Ｔｅｌ 751-4777 Fax 751-4798
㊡ 5/18 （月）

上中里地区センター
Ｔｅｌ 773-3929 Fax 773-3939
㊡ 5/25 （月）

磯子地域ケアプラザ
Ｔｅｌ 758-0180 Fax 758-0181
㊡ 5/18 (月)

ベビーマッサージ

大人のそば打ち体験

子育て楽しむ♪ ワイワイ広場

日時： 6/4・11（木） 10:00～12:00
回数： 2回
対象： 首が座っていて歩きだす前の
赤ちゃんと保護者
定員： 10組
費用： 500円
申込： 5/12～（先着順）
内容： スイートアーモンドオイルを使いオリジ
ナルマッサージオイルで赤ちゃんと一
緒に心と体のケアをしましょう。

屏風ヶ浦地域ケアプラザ
Ｔｅｌ 750-5411 Fax 751-2322
㊡ 5/12 （火）
夏の和菓子講座

日時：
回数：
対象：
定員：
費用：
申込：
内容：

6/30（火） 9:30～11:30
1回
地域の方
8人
800円
5/26～（先着順）
夏越し祓いの「水無月」・「若鮎」を
作ります。

日時：
回数：
対象：
定員：
費用：
申込：
内容：

6/20（土） 10:00～12:30
1回
一般
8人
1500円
5/23～6/13（先着順）

日時：
回数：
対象：
定員：
費用：
申込：
熟練の技を持つ講師陣のもとで本 内容：
格そば打ちを体験してみません
か？厳選国産そば粉を使った美味
しい蕎麦を堪能してください。

洋光台地域ケアプラザ
Ｔｅｌ 832-5191 Fax 832-5138
㊡ なし
防災身につく講座

日時： 6/13・27、7/11・25（土）
10:00～12:00
回数： 全4回
対象： どなたでも ※保育あり
定員： 30人
費用： 無料
申込： 5/11～(先着順)
内容： 災害時に役立つ知恵を体験型の
防災講座で学びませんか。防災
食やトイレなど盛りだくさん。

洋光台駅前公園こどもログハウス
Ｔｅｌ ＆ Fax
833-1569
㊡ 5/18 （月）

区民文化センター杉田劇場
Ｔｅｌ 771-1212 Fax 770-5656
㊡ 5/12 (火)

オリジナルマグネットを作ろう !

イマージュISOGO コンサート2020
in杉田劇場

日時：
回数：
対象：
定員：
費用：
申込：
内容：

6/5（金 ）～6（土）10:00～16:00
2回

日時： 6/6（土） 14：00開演
13:00ロビー開場/13:30ドア開場
小学生以下(未就学児は保護者同伴)
回数： 1回
各日15人
対象： 3歳未満の膝上鑑賞は無料
無料
定員： 310人
当日受付(先着順)
費用： 全席自由 1,000円
紙粘土を使って世界に1つのオリ 申込： 受付中
ジナルマグネットを作ろう!
内容： 磯子区の音楽サークル「イマージュ

5/28（木） 10:00～11:30
1回
幼児と保護者
なし
無料
不要。 当日直接会場へ
『布おもちゃ磯子』の手作りおも
ちゃであそびましょう。

上笹下地域ケアプラザ
Ｔｅｌ 769-0240 Fax 769-0242
㊡ 5/18 (月）
オレオレ詐欺より怖い！
高齢者の命を狙う恐ろしい手口

日時：
回数：
対象：
定員：
費用：
申込：
内容：

6/20（土） 13:30～15:30
1回
地域にお住いの方
40人
無料
事前受付（当日受付も可）
講師に司法書士の塩﨑博一氏を
迎え詐欺の実態を知って、危ない
手口から命や財産を守る方法を
学びましょう！

新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、イベントの中止
が相次いでおりますので、掲載
を縮小してお届けして
います。ご了承ください。

ISOGO」音楽の祭典！J-POP、JAZZ、
ROCK、 素敵なハーモニーをお届けしま
す♪

※施設の状況により内容が中止・変更になる場合があります。詳細は、各施設にお問い合わせください。
いそご区民活動支援センター情報紙「いそつな」
発行・問合せ／いそご区民活動支援センター
【開館時間】 10時～17時
市民活動や生涯学習の相談に応じます。
【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
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