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令和 3 年 11 月 28 日～令和 4 年 3 月 24 日 ISOGO ART ＆ CULTURE FESTIVAL

第 31 回 い そ ご 芸 術 文 化 祭
いそご芸術文化祭は、日頃磯子区の各地で活動する磯子区文化協会が、
地域文化の向上・発展を目的として開催する文化の祭典です。文化祭期間
中は、作品展覧会、日本の伝統文化、ものづくりの体験など、各地で文化
のイベントを開催します。この機会にさまざまな芸術・文化に触れてみま
せんか？

主催：磯子区文化協会 共催：磯子区役所

磯子芸術文化祭イベントスケジュール（1 月～2 月）

参加者募集

交

流

会

「交流会に行って！見て！話そう！」

【邦舞部】 邦舞部発表会 令和 4 年 1 月 29 日（土） 10 時～（受付 9 時 30 分）

令和 4 年

2/10(木) 10:00～12:00

1 年間のけいこの成果を発表する場として毎年 1 回、邦舞部発表会を開催しております。
◆会場 磯子公会堂 ◆入場無料

【書道部】 書道部門作品展 令和 4 年 2 月 17 日（木）～2 月 21 日（月） 13 時～16 時
磯子区を拠点として活躍する書道愛好者による書道作品展です。
◆会場 杉田劇場ギャラリー ◆出品料 2,000 円 ◆問合せ Tel 090-7412-8824（菅野）

【華道部】 華道部華展 令和 4 年 2 月 26 日（土）～2 月 28 日（月）

場所：磯子区役所 7 階 701/702 会議室
対象：地域ボランティア講師、
グループ・団体登録者
.0.0
申込方法：窓口・電話・FAX・メール
定員：40 人（抽選）
〆切：1 月 25 日(火)17:00 まで

内容
自己紹介
活動紹介シートでお互いの活動も知ろう
申込時チラシ裏面の活動紹介シートの
ご記入・作成をお願い致します。

交流タイム
みんなでつながろう

※新型コロナウイルス感染症防止のため、状況により内容を変更や中止にさせていただく場合があります。

磯子区在住、在勤の各流儀・各流派の華道家による生け花作品展示。
２６日 ９時～１７時※２６日のみ１３時～１６時で「いけばな体験会」を実施。 初心者歓迎

１ｄａｙ体験サロンとは・・・
地域ボランティア講師が区民の方に活動を広く知って
いただくために体験講座を行っています。

お花は持ち帰れます。当日受付・先着３０名(１回につき定員６名様)・参加費３００円
２７日 ９時～１７時

２８日 ９時～１５時

場 所：磯子区役所 7 階

いそご区民活動支援センター

ミーティングコーナー

◆会場 磯子区役所 1 階区民ホール ◆観覧無料 ◆問合せ Tel 080-3250-8813（土屋）

『小さな色紙画』を楽しみましょう
2020 年度にご登録いただきました、いそご区民活動
支援センターのグループ団体登録、地域ボランティア
講師の更新時期が近づいておリます。
詳しくは、いそつな 2 月号でご案内いたします。
いそご区民活動支援センター情報紙「いそつな」
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
ホームページは、こちらから↑
E-mail : is-shienc@city.yokohama.jp

◆編集後記◆
あけましておめでとうございま
す。『雨過天晴』皆さまが楽し
く活動できますように、心より
お祈り申し上げます。今年もい
そご区民活動支援センターをど
うぞよろしくお願いいたしま
す。支援センター一同

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

アクリルケースのテッシュケースの蓋に
フラワーをデザインします。
お花やビーズ他材料はいろいろありますので、
お好きなものをお選びいただけます。
日 時：20２2/2/12（土）13:00～15:00
講 師：青木 良江
参加費：1,000 円（材料費込）
対 象：成人
定 員：8 人
申込み：2022 年 1 月 11（火）～（先着順）

顔彩で可愛い♪♪さくらの花を描きます
日 時：2022/2/13（日）13:00～１5:00
講 師：宮越 寿雅子
参加費：800 円
持ち物：HB の鉛筆 1 本
対 象：どなたでも
定 員：5 人

※詳しくは、ホームぺージ、チラシをご覧ください。

申込み先・お問合せ：いそご区民活動支援センター
TEL 045-754-2390
FAX 045-759-4116
E-mail : is-shienc@city.yokohama.jp
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いそご地域づくり塾2021
さぁ！はじめよう！自分らしく 第4・5回 レポート

報

掲 示 板 2022年 1 月号

スマホ勉強会
☆

第４回は「活動の楽しさを知ろう」をテーマにミニイベントを体験しました。

メンバー

募

フラダンス
集

☆ メンバー

☆

2週間の交流ウィークの準備期間に時間を調整して集まり、限られた時間の中イベントに

はじめての方対象、午後の部スタートしました！

向けて準備や作業は大変だったと思います。当日は3つのグループが仲良くなるための目的に向けて様々な工夫を凝

和気あいあいとした雰

らしたイベントを披露しました。

主な連絡手段はLINEな

初めに準備体操のストレッチで身体をほぐし、世界の挨拶の言葉でフルーツバスケットゲームを行いました。椅子へ

ので、LINEも使いこなせ

の移動も楽しかったです。さらにテーブルに分かれ、4か国のゲームを順番に体験。初めての体験するゲームに興味

るようになります。

津々でした。「クイズの学校」は、Big Bossの進行パフォーマンスで盛り上がり、チーム対抗戦で磯子にちなんだ
クイズを出題しました。同じ答えが何人いるかで得点が決まるため、想像をめぐらせ大盛り上がりでした。最後にサ
イコロの目のボーナスポイントが加算される工夫もありました。皆さんも講座の中で徐々に育まれた仲間意識・チー

☆

心をリラックスさ
せ笑顔でフラを踊り
ませんか？
初心者が少人数で
活動しています。
まずは一度体験に
いらしてください。

います。

最後にはボーナスポイントがもらえるお楽しみタイムも盛り上がりました。次に「みんなで世界の遊びをしよう」は

募 集

一緒に踊りましょう！

囲気の中で楽しく学んで

「磯子の魅力カルタ大会」は磯子にちなんだBGMをかけ、チーム対抗戦で枚数を競い熱戦が繰り広げられました。

フラヘレマーリエ

活動日時：月1回第3日曜日（土曜日の場合あり）
※時間など詳しくはお問合せください。

活動日時：月 2 回水曜日 16 時〜17 時

伝えました。「チームワークが良かった」、「工夫すればもっと楽しめたかも」と前向きな意見がでました。講師の

活動場所：いそご区民活動支援センター

活動場所：磯子地域ケアプラザ

夢コミネットさんからは「みんなが和気あいあい話せて準備を重ね、チームワークの結果楽しい時間になった」「体

会

参加費：1000/回

ム力を発揮してとても楽しそうでした。イベント終了後、グループごとに振り返りをして、他グループへのエールを

験こそが経験となり次に生きる」「一緒にやって見た。感じたことが結果に繋がる」との言葉がありました。イベン
ト後のプログラムでは、今回の気づきを活かしてそれぞれのやりたい事をステップアップシートに書き込みました。
最終回は、「やりたいことをイメージしよう」をテーマに具体的なプランや楽しい企画が発表されました。それぞれの
発表に応援の言葉や協力できる等たくさんの声援ありました。その後の交流タイムは、お互いにエールやメッセージ

費：500円/回

指導者：岩田 めぐみ

指導者：松田 奈緒美

お問い合わせ：いそご区民活動支援センター

お問い合わせ：090-8053-9316

TEL 045-754-2390

を交換し地域への一歩を踏み出すきっかけとなったと思います。講座を終えて「新しい仲間づくり
が出来た、協力者が出来てよかった」「人と人とがつながることで実現していくことがあるんだな

健康コラム

第 3回

ぁと実感しました。常にアンテナを立ててしっかり生活していきたい」など感想をいただきまし
た。受講生のこれからの活動が自分らしくはじまることを期待しています。
来年 3 月 3 日(木)にいそご地域づくり塾交流会の開催を予定しています。これまで

心と体の健康作りのポイント

My

Column （ハーモニカセラピスト）

健康管理士・整体師・
音楽療法士
谷上 鎮隆

の受講生にも参加いただき交流する予定です。想いを実現させ活動している方、
これから活動を始めたい方など色々なお話が聞ける事を楽しみにしています。

本シリーズはいよいよ最終会。82年間の人生を再度振り返ってみましょう。昭和14年5月5日に根岸の銭湯で
生まれた後、太平洋戦争の為に両親の故郷石川県七尾市の山奥に4年間疎開し帰浜したが、既に銭湯が人手に渡

令和 3 年度

1day体験サロン活動報告

たくさんのご参加ありがとうございました

げんき絵手紙サロン体験講座

エンディングノート講座
実施日 🌸🌸 11月27日（土）
地域ボランティア講師の角川衆一さんをお迎えし、
10名の方にご参加いただきました。講座の前に介護福
祉士でもあります角川さんに楽しい脳トレを教えてい
ただき、リラックスした中で開催されました。用意し
て下さった解りやすい資料で、エンディングノートの
大切さを和やかな雰囲気の中、温かく解説して下さい
ました。「丁寧でよかった」「想い出等を伝えるのが
一番」などのお声をいただきまし
た。エンディングノートで今まで
の人生を振り返りながら、想いを
残し大切な方に届きますように…。
2

実施日 🌸🌸 12月12日（日）
参加者 12 名の皆様にみかんや柿などお好きな果物
を持参していただきました。地域ボランティア講師
の川口整さんは初めに心理学の‟元気”をお話しされ
「絵心がなくても画が下手でも大丈夫」と一言。皆
様、肩の力が抜けたようでした。墨の線の引き方や
構図の取り方など基礎を学び、助言を受けながらは
がきサイズに絵手紙を描きました。思い思いの構図
で描きあげ手作りの落款を押印すると大胆な素晴ら
しい作品にご本人もびっくりされた様子でした。
「初
めての体験でとても楽しめた」
「上手でなくて良‼の
所がいい」と大満足。書き添えた
言葉も想いが籠ってとても素敵な
作品になりました。

っていた。そのため石川町に小さな土地を借り大工でもあった父が6畳一間のバラックを建て、一家5人が暮らし
てきました。この間小学校3年の3学期から市立元町小に編入し、市立港中、そして県立神奈川商工高校(機械科)
卒業後、明治製菓(株)薬品開発研究所に入社してイソジンうがい薬や各種抗生物質等の医薬品の研究開発を約40
年間行ってきました。
第1回目にも書きましたが、中学２年生の頃から心のストレスのために家内と婚約する迄、約10年間誰にもス
トレス内容を伝えられず苦しい思いをしました。2年8か月間にわたる精神病院での入院、闘病生活の中で運よく
精神科医兼カウンセラーと臨床心理士の二人に出会い、回復、復職した後、私を支え続けてくれた家内と結婚出
来ました。以後定年迄イソジン製剤や抗生物質等の研究開発を喜々としてやってきました。その貴重な体験を生
かし、今各地で『心と体の楽しい健康講座』や『歌声サロン(私のハーモニカ伴奏)』を精力的に行っています。
(勿論二年前に卵巣がんで天国へ旅立った家内の遺影を胸に)。“歌って笑って感動して学ぶ”をモットーに、地
域ケアプラザ、地区センター、コミュニティハウス、公民館、公会堂、NPOシニア大楽及びその講演依頼先、デ
イケア施設…等で、新型コロナウイルス感染防止に気を配りながら活動しています。
先日大阪の心療内科に於いて火災による痛ましい事件が起きました。世の中不安でいっぱいです。こんな時こ
そ私の体験やセミナー（心と体の講座）が役立つと思われます。不安な方はぜひ一度ご参加ください。
7
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報 掲 示 板 2022 年 1 月号

2021 年度
はがき絵サークル
☆ メ ン バ ー

募

防災を考える会・磯子
防災講演、出前講座にお声かけください！

集 ☆

「防災を考える会・磯子」は地域の防災力を高め災害
の被害を減少させるために、防災・減災に対して多角
的に取り組んでいます。

はがきに顔彩・水彩・
色鉛筆など好きな画材
で、季節の花や果物、
風物などを自由に描い
ています。
どなたでも参加できる
サークルです！

「みんなで作って歩こう 磯子さんぽコース」中間報告
4 人の磯子区ボランティア応援隊の皆さんと、支援センターが協力して企画・実施する地域デビュー
講座。11 月 24 日から 5 回シリーズで始まりました。参加者が協力しながらオリジナルの散歩コース
「今、安らぎを言葉にのせて」
をつくり、実際に歩いて仲間づくりを進めていこうという内容です。抽選で
22 人の方に参加していた

だきました。
初回は自己紹介に続いてグループ対抗の磯子クイズで参加者同士打ち解けた後グループごとに散歩に

1. 防災講演、

行きたい場所を出し合うなどコースづくりに取り掛かりました。

出前講座等の開催

日時場所： 磯子…第 1 火曜日 13:30～15:30
磯子公会堂 会議室
杉田…第 2 木曜日 10:00～12:00
杉田劇場 会議室
参 加 費： 1,200 円／回
(会場費、教材費、葉書も含む)
指 導 者： 清水 美由紀
お問い合わせ：いそご区民活動支援センタ―
TEL 045-754-2390

地域デビュー講座

2. 自治町内会等

第 2 回の地域ボランティア講師の橋本浩美氏による写真の撮り方ミニ講座では、

地域防災・減災

同じ被写体でも視点を変えたり撮る位置を少し工夫するだけで全く違った構図にな

活動のサポート

ることを学びました。グループワークでは「美味しいもの Map 作り」に取組んだ

3. 目からうろこの

後、「散歩計画書」づくりに向けて、立ち寄りポイントの検討などを行いました。

役に立つ防災冊子づくり

第 3 回は、まず磯子スポーツセンターの堀川所長の「良い散歩のための健康・

活動対象者：幼児、小学生から一般

運動ミニ講座」。効果的なウォーキングのための軽めの運動と肩こりなどが解消できるストレッチを体験

活動日時など応相談

しました。うっすらと汗をかいた後のグループワークは「散歩計画書」の仕上げ作業。個性的な散歩計

小中学校への協力 可

活動可能場所：磯子区内及び近隣区
代表者： 吉澤 幸治
お問い合わせ：いそご区民活動支援センタ―
TEL

045-754-2390

ジャンル :

天天中文倶楽部

氏

原田 静

名

:

資格など :

中国語講師

画書が出来上がりました。
「磯子散歩 A」「コスモス」「てくてく会」「円海山散策隊」と名付けられた各グル
ープ。3 回のグループワークを通して、各グループともメンバー同士のつながりが深
まったようです。実際の散歩の様子は来月のいそつなでご紹介しますのでお楽しみに。

78
指導者 鈴木智恵子さん

「ハッピーブルーバード」
2021 年 12 月 12 日訪問

代表 上田道子さん

活動年数 18 年

会員数 10 人 活動場所 屛風ヶ浦地域ケアプラザ

中国語教室を通じて、日本と中国との友好交流、相互理解をは
かります。中国語初心者に発音から対話を楽しむコースを用意し
ています。年 1 回ほど子育て支援のバザーを催しています。
区内に住む中国人の通訳もお手伝いさせていただきます。
少子高齢化社会の実情に備えて、国籍を問わずみんなが楽しく
生き生きと暮らせる社会を目指して活動しています。
小中学校への通訳ボランティアを

活動日時 第 1.第 3 日曜 10 時から 12 時 会費はなんと無料 見学歓迎です
鈴木先生を中心にボランティアルームのテーブルを動かし会場作り。欠席者
の確認をしあいお互いの近況が話題になります。コロナ対策でテーブルの上は
パーティションで仕切られています。大正琴に初めて触れさせていただきまし
た。大きな音が出ました。感激。
嬉しいことは何ですかと聞くと、ここに来れば仲間がいます。発表会や施設訪問では聴いてくださる方が
います。人との結びつき。
大正琴歴 1 年の方は左手で音を取り、右手のピックではじき、目は楽譜を追います。みなさんが教えてく
ださるのでとても楽しいと明快。楽譜の左に数字が並び、これがドレミになっています。右の弦をピックで

しています。

はじきます。トレモロはこのように、と鈴木先生。
「瀬戸の花嫁」「荒城の月」「青い山脈」など披露。間近で聴くのは初めてです。懐かしい曲の他に新しい

お問い合わせ： いそご区民活動支援センター
TEL

曲をレパートリーに加えていきたいと話されました。

045-754-2390

朗報です。高価な大正琴がオークションでうまく探すと安く入手できるそうです。
ピアノと合奏すると魅力が倍になるそうです。

※地域ボランティア講師は、地域の各種施設、保育所・幼稚園、小・中学校、子ども会、親子サークル、
町内会、老人会、市民活動グループなどからの要請に応じて、講座、講演会、体験学習、芸術鑑賞などの講師や
実演者としてご紹介する“ボランティア人材登録制度”です。
詳しくは、いそご区民活動支援センターまでお問合せください。

6

釣谷真弓『なんてったって邦楽』によれば、二弦琴にピアノの鍵盤装置を合体さ
せたのが大正琴（大正時代の考案）
ご興味のある方は、いそご区民活動支援センターにお尋ねください。
応援隊 小松原 荘一
3

いそつな1月号

発行日

磯子センター
Tel 753-2861
Fax 753-2863
㊡ 1/24 （月）

企画展示 スイッチＯＮ磯子パネル展示

施設いちおしのイベント講座情報

2/26（土） 10：00～12：30
1回
小学生と保護者
6組
600円
1/5（水）～20（木）迄 （抽選）
絵本の中に出てくるかわいいカッ
プケーキを親子で作ります。

根岸地区センター
Tel 751-4777 Fax 751-4798
㊡ 1/17 （月）

洋光台駅前公園こどもログハウス
Tel＆Fax 833-1569
㊡ 1/17 （月）

シルバーアクセサリー作り

語りで誘う心の旅

ビッグカルタで遊ぼう！

日時： ①2/18（金） 10：00～12：00
②3/4（金） 10：00～12：00
定員： 10人 （一般）
費用： 2,000円（シルバーのみ）
3,500円（クリスタル・ブルージル
コン・ルビーから一つ選択）
申込： 1/13（木）～（先着）
内容： 純銀粘土でペンダントを作ります。ルビー

2/19（土） 14：00～16：00
一般
30人
500円
1/22（土）～2/4（金） 往復ハガキ
2/5（土）～ 電話・窓口
内容： 好評の講座、三人の語り手によ
る本の朗読会です。静寂の中、
季節に合わせて選ばれた物語の
世界へ、ともに旅しましょう。
日時：
対象：
定員：
費用：
申込：

日時： ①1/15（土） 14：00～14：30
②1/15（土） 14：30～15：00
回数： 2回
対象： 小学生
定員： 各回8人
費用： 無料
申込： 不要
内容： 並べてある大きなカルタをとって
遊びます。

滝頭コミュニティハウス
Ｔｅｌ 761-7928 Fax 754-4666
㊡ 1/24 （月）

浜中学校コミュニティハウス
Tel＆Fax 772-0770
火・金
㊡

磯子地域ケアプラザ
Ｔｅｌ 758-0180 Fax 758-0181
㊡ 1/17 （月）

ベビーマッサージ たのしくハイハイ

親子陶芸体験

～わいわい広場～
「あそび・隊！」と体を動かそう

日時：
回数：
対象：
定員：
費用：
申込：
内容：

2/5（土） 10：30～11：15
1回
あんよ前の赤ちゃんと保護者
8組
500円
1/11（火）～（先着）
指先・手足をいっしょに動かして
スムーズにハイハイ、あんよが始
められる運動です。

屏風ヶ浦地域ケアプラザ
Ｔｅｌ 750-5411 Fax 751-2322
㊡ 1/11 （火）
オヤジの台所

日時：
回数：
対象：
定員：
費用：
申込：
内容：

日時： 2/20（日） 10：00～12：00
回数： 1回
対象： 小学生と保護者（2名1組）
定員： 6組
費用： 2,500円（材料・焼成代）
申込： 1/26（水） 10：00～電話（先着）
内容： ろくろを使い手びねりで作ります。

１㎏の粘土で好きなものを好きな数
作れます！出来上がった作品を講師
が焼成し、約50日後にお渡しします。

磯子スポーツセンター
Ｔｅｌ 771-8118
㊡ 1/11 (火)
出前教室①健康体操
出前教室②肩腰膝痛予防体操

日時：
回数：
対象：
定員：
費用：
申込：
内容：

1/27（木） 10：00～11：30
1回
未就園児と保護者
10組
100円
当日（先着）
子育て支援のサークル。パラバ
ルーンなどを使った親子遊びを行
います。

日時：
対象：
定員：
費用：
申込：
内容：

1月10日（月・祝）～
「冬の定期教室」追加募集開始！

日時： ①1/24（月） 9：30～10：20
日時： 1月～3月開催（3か月）
②1/25（火） 13：00～13：50
回数： 全7回～11回（教室ごと）
会場： ①屏風ヶ浦地域ケアプラザ
対象： あり（教室ごと）
②上笹下地域ケアプラザ
定員： あり（教室ごと）
定員： 16歳以上 各20人
費用： あり（教室ごと）
費用： 各500円
申込： 空きのある教室に対しての追加募集
男性のための簡単料理教室です。 申込： 当日現地にて10分前から受付（先着）
1/10（月祝）14：00～電話（先着）
今回は「ハヤシライス」を実習しま 内容： 簡単な運動やストレッチを通して肩腰 内容： 乳幼児から大人まで、世代に合わせて様々
膝の痛みの予防から健康・体力づくり
を行います。※室内シューズをお持ちく
ださい。
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たきがしら会館
Ｔｅｌ 752-4050 Fax 752-4051
㊡ なし
令和4年1～3月開催の定期教室
追加申込受付中

日時： 1月～3月
各教室のスケジュール通り
募集： 定員になっていない教室のみ
申込： 1/5（水）～窓口・電話にて随時受付
内容： 1月～3月に開催の定期教室の追
加申込を受付けています。詳しく
は、ホームページ又はお問合せく
ださい。

磯子区地域子育て支援拠点 いそピヨ
Ｔｅｌ 750-1322 Fax 750-1323
日・月・祝
㊡

横浜市社会教育コーナー
Tel＆Fax 761-4321
㊡ 1/10 （月）
親子の広場
ふれあい遊び・節分ごっこ

親子で楽しむ国際交流＠いそピヨ

日時： 1/12（水） 10：30～11：30
回数： 1回
対象： 外国籍の親子
定員： なし
費用： 無料
申込： 要連絡 （人数把握のため）
内容： 子育て中の外国籍のパパ・ママ・ご家

族の皆さん、情報交換やおしゃべりタイ
ムでお友達の輪を広げましょう。今回
のテーマは「いろいろな国のお正月」で
す。ご参加お待ちしています。

1/12（水）～1/24（月）
どなたでも
なし
無料
不要
スイッチＯＮ磯子は、誰もが自分
らしく幸せに暮らせるまちをみん
なで目指す計画です。どのような
内容か関連図書と共にご紹介し
ます。

日時：
回数：
対象：
定員：
費用：
申込：
内容：

1/31（月） 10：30～11：30
1回
子ども1歳～4歳と保護者
10組
150円
1/12（水）～28（金）迄 （先着）
持ち物：飲み物、室内履き。こども
は靴下着用をおねがいします。大
人はマスク着用。自宅で検温後
に来館ください。

第４回イソカツ美術展
磯子区青少年の地域活動拠点イソカツは、地域の中高生世代の作品を集め、
有志のメンバーが中心となって手作りの美術展を開催いたします。
たくさんの皆様のお越しをお待ちしております。
◆会期 2022年1月18日（火）～1月21日（金） 13：00～19：00
1月22日（土） 10：00～16：00

磯子スポーツセンター
Ｔｅｌ 771-8118
㊡ 1/11 (火)

2/10（木） 10：00～13：00
1回
概ね60歳以上の男性
4人
800円
1/13（木）～（先着）

す。冷凍すれば保存もできますの
で、お昼ごはんなどに便利です。

「第４期磯子区地域福祉保健計画がスタート」

※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。

上中里地区センター
Tel 773-3929
Fax 773-3939
㊡ 1/24 (月）

石を入れて華やかなペンダントはいかが
でしょうか。シンプルにシルバーだけで作
るのもOKです。

vol .151

磯子図書館
Ｔｅｌ 753-2864 Fax 750-2528
１/11（火）
㊡

絵本の中のお菓子作り

日時：
回数：
対象：
定員：
費用：
申込：
内容：

2022.1.1

な教室を開催しています。歌声サロン・絵手
紙の文化系の教室もございます！詳しくは
施設までお問合せください。

◆会場 M6（根岸駅前モンビル６階）
横浜市磯子区東町15-32
JR「根岸」駅下車徒歩３分
◆入場無料
おまちしています♪
【横浜市こども青少年局補助事業】

【お問合せ】

磯子区青少年の地域活動拠点

イソカツ

〒235-0016
横浜市磯子区磯子3-4-23 浜田ビル2階
連絡先：080-4423-1876
HP：http://iso-katsu.com/
認定NPOコロンブスアカデミー

後援：磯子区
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報 掲 示 板 2022 年 1 月号

2021 年度
はがき絵サークル
☆ メ ン バ ー

募

防災を考える会・磯子
防災講演、出前講座にお声かけください！

集 ☆

「防災を考える会・磯子」は地域の防災力を高め災害
の被害を減少させるために、防災・減災に対して多角
的に取り組んでいます。

はがきに顔彩・水彩・
色鉛筆など好きな画材
で、季節の花や果物、
風物などを自由に描い
ています。
どなたでも参加できる
サークルです！

「みんなで作って歩こう 磯子さんぽコース」中間報告
4 人の磯子区ボランティア応援隊の皆さんと、支援センターが協力して企画・実施する地域デビュー
講座。11 月 24 日から 5 回シリーズで始まりました。参加者が協力しながらオリジナルの散歩コース
「今、安らぎを言葉にのせて」
をつくり、実際に歩いて仲間づくりを進めていこうという内容です。抽選で
22 人の方に参加していた

だきました。
初回は自己紹介に続いてグループ対抗の磯子クイズで参加者同士打ち解けた後グループごとに散歩に

1. 防災講演、

行きたい場所を出し合うなどコースづくりに取り掛かりました。

出前講座等の開催

日時場所： 磯子…第 1 火曜日 13:30～15:30
磯子公会堂 会議室
杉田…第 2 木曜日 10:00～12:00
杉田劇場 会議室
参 加 費： 1,200 円／回
(会場費、教材費、葉書も含む)
指 導 者： 清水 美由紀
お問い合わせ：いそご区民活動支援センタ―
TEL 045-754-2390

地域デビュー講座

2. 自治町内会等

第 2 回の地域ボランティア講師の橋本浩美氏による写真の撮り方ミニ講座では、

地域防災・減災

同じ被写体でも視点を変えたり撮る位置を少し工夫するだけで全く違った構図にな

活動のサポート

ることを学びました。グループワークでは「美味しいもの Map 作り」に取組んだ

3. 目からうろこの

後、「散歩計画書」づくりに向けて、立ち寄りポイントの検討などを行いました。

役に立つ防災冊子づくり

第 3 回は、まず磯子スポーツセンターの堀川所長の「良い散歩のための健康・

活動対象者：幼児、小学生から一般

運動ミニ講座」。効果的なウォーキングのための軽めの運動と肩こりなどが解消できるストレッチを体験

活動日時など応相談

しました。うっすらと汗をかいた後のグループワークは「散歩計画書」の仕上げ作業。個性的な散歩計

小中学校への協力 可

活動可能場所：磯子区内及び近隣区
代表者： 吉澤 幸治
お問い合わせ：いそご区民活動支援センタ―
TEL

045-754-2390

ジャンル :

天天中文倶楽部

氏

原田 静

名

:

資格など :

中国語講師

画書が出来上がりました。
「磯子散歩 A」「コスモス」「てくてく会」「円海山散策隊」と名付けられた各グル
ープ。3 回のグループワークを通して、各グループともメンバー同士のつながりが深
まったようです。実際の散歩の様子は来月のいそつなでご紹介しますのでお楽しみに。

78
指導者 鈴木智恵子さん

「ハッピーブルーバード」
2021 年 12 月 12 日訪問

代表 上田道子さん

活動年数 18 年

会員数 10 人 活動場所 屛風ヶ浦地域ケアプラザ

中国語教室を通じて、日本と中国との友好交流、相互理解をは
かります。中国語初心者に発音から対話を楽しむコースを用意し
ています。年 1 回ほど子育て支援のバザーを催しています。
区内に住む中国人の通訳もお手伝いさせていただきます。
少子高齢化社会の実情に備えて、国籍を問わずみんなが楽しく
生き生きと暮らせる社会を目指して活動しています。
小中学校への通訳ボランティアを

活動日時 第 1.第 3 日曜 10 時から 12 時 会費はなんと無料 見学歓迎です
鈴木先生を中心にボランティアルームのテーブルを動かし会場作り。欠席者
の確認をしあいお互いの近況が話題になります。コロナ対策でテーブルの上は
パーティションで仕切られています。大正琴に初めて触れさせていただきまし
た。大きな音が出ました。感激。
嬉しいことは何ですかと聞くと、ここに来れば仲間がいます。発表会や施設訪問では聴いてくださる方が
います。人との結びつき。
大正琴歴 1 年の方は左手で音を取り、右手のピックではじき、目は楽譜を追います。みなさんが教えてく
ださるのでとても楽しいと明快。楽譜の左に数字が並び、これがドレミになっています。右の弦をピックで

しています。

はじきます。トレモロはこのように、と鈴木先生。
「瀬戸の花嫁」「荒城の月」「青い山脈」など披露。間近で聴くのは初めてです。懐かしい曲の他に新しい

お問い合わせ： いそご区民活動支援センター
TEL

曲をレパートリーに加えていきたいと話されました。

045-754-2390

朗報です。高価な大正琴がオークションでうまく探すと安く入手できるそうです。
ピアノと合奏すると魅力が倍になるそうです。

※地域ボランティア講師は、地域の各種施設、保育所・幼稚園、小・中学校、子ども会、親子サークル、
町内会、老人会、市民活動グループなどからの要請に応じて、講座、講演会、体験学習、芸術鑑賞などの講師や
実演者としてご紹介する“ボランティア人材登録制度”です。
詳しくは、いそご区民活動支援センターまでお問合せください。
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釣谷真弓『なんてったって邦楽』によれば、二弦琴にピアノの鍵盤装置を合体さ
せたのが大正琴（大正時代の考案）
ご興味のある方は、いそご区民活動支援センターにお尋ねください。
応援隊 小松原 荘一
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情

いそご地域づくり塾2021
さぁ！はじめよう！自分らしく 第4・5回 レポート

報

掲 示 板 2022年 1 月号

スマホ勉強会
☆

第４回は「活動の楽しさを知ろう」をテーマにミニイベントを体験しました。

メンバー

募

フラダンス
集

☆ メンバー

☆

2週間の交流ウィークの準備期間に時間を調整して集まり、限られた時間の中イベントに

はじめての方対象、午後の部スタートしました！

向けて準備や作業は大変だったと思います。当日は3つのグループが仲良くなるための目的に向けて様々な工夫を凝

和気あいあいとした雰

らしたイベントを披露しました。

主な連絡手段はLINEな

初めに準備体操のストレッチで身体をほぐし、世界の挨拶の言葉でフルーツバスケットゲームを行いました。椅子へ

ので、LINEも使いこなせ

の移動も楽しかったです。さらにテーブルに分かれ、4か国のゲームを順番に体験。初めての体験するゲームに興味

るようになります。

津々でした。「クイズの学校」は、Big Bossの進行パフォーマンスで盛り上がり、チーム対抗戦で磯子にちなんだ
クイズを出題しました。同じ答えが何人いるかで得点が決まるため、想像をめぐらせ大盛り上がりでした。最後にサ
イコロの目のボーナスポイントが加算される工夫もありました。皆さんも講座の中で徐々に育まれた仲間意識・チー

☆

心をリラックスさ
せ笑顔でフラを踊り
ませんか？
初心者が少人数で
活動しています。
まずは一度体験に
いらしてください。

います。

最後にはボーナスポイントがもらえるお楽しみタイムも盛り上がりました。次に「みんなで世界の遊びをしよう」は

募 集

一緒に踊りましょう！

囲気の中で楽しく学んで

「磯子の魅力カルタ大会」は磯子にちなんだBGMをかけ、チーム対抗戦で枚数を競い熱戦が繰り広げられました。

フラヘレマーリエ

活動日時：月1回第3日曜日（土曜日の場合あり）
※時間など詳しくはお問合せください。

活動日時：月 2 回水曜日 16 時〜17 時

伝えました。「チームワークが良かった」、「工夫すればもっと楽しめたかも」と前向きな意見がでました。講師の

活動場所：いそご区民活動支援センター

活動場所：磯子地域ケアプラザ

夢コミネットさんからは「みんなが和気あいあい話せて準備を重ね、チームワークの結果楽しい時間になった」「体

会

参加費：1000/回

ム力を発揮してとても楽しそうでした。イベント終了後、グループごとに振り返りをして、他グループへのエールを

験こそが経験となり次に生きる」「一緒にやって見た。感じたことが結果に繋がる」との言葉がありました。イベン
ト後のプログラムでは、今回の気づきを活かしてそれぞれのやりたい事をステップアップシートに書き込みました。
最終回は、「やりたいことをイメージしよう」をテーマに具体的なプランや楽しい企画が発表されました。それぞれの
発表に応援の言葉や協力できる等たくさんの声援ありました。その後の交流タイムは、お互いにエールやメッセージ

費：500円/回

指導者：岩田 めぐみ

指導者：松田 奈緒美

お問い合わせ：いそご区民活動支援センター

お問い合わせ：090-8053-9316

TEL 045-754-2390

を交換し地域への一歩を踏み出すきっかけとなったと思います。講座を終えて「新しい仲間づくり
が出来た、協力者が出来てよかった」「人と人とがつながることで実現していくことがあるんだな

健康コラム

第 3回

ぁと実感しました。常にアンテナを立ててしっかり生活していきたい」など感想をいただきまし
た。受講生のこれからの活動が自分らしくはじまることを期待しています。
来年 3 月 3 日(木)にいそご地域づくり塾交流会の開催を予定しています。これまで

心と体の健康作りのポイント

My

Column （ハーモニカセラピスト）

健康管理士・整体師・
音楽療法士
谷上 鎮隆

の受講生にも参加いただき交流する予定です。想いを実現させ活動している方、
これから活動を始めたい方など色々なお話が聞ける事を楽しみにしています。

本シリーズはいよいよ最終会。82年間の人生を再度振り返ってみましょう。昭和14年5月5日に根岸の銭湯で
生まれた後、太平洋戦争の為に両親の故郷石川県七尾市の山奥に4年間疎開し帰浜したが、既に銭湯が人手に渡

令和 3 年度

1day体験サロン活動報告

たくさんのご参加ありがとうございました

げんき絵手紙サロン体験講座

エンディングノート講座
実施日 🌸🌸 11月27日（土）
地域ボランティア講師の角川衆一さんをお迎えし、
10名の方にご参加いただきました。講座の前に介護福
祉士でもあります角川さんに楽しい脳トレを教えてい
ただき、リラックスした中で開催されました。用意し
て下さった解りやすい資料で、エンディングノートの
大切さを和やかな雰囲気の中、温かく解説して下さい
ました。「丁寧でよかった」「想い出等を伝えるのが
一番」などのお声をいただきまし
た。エンディングノートで今まで
の人生を振り返りながら、想いを
残し大切な方に届きますように…。
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実施日 🌸🌸 12月12日（日）
参加者 12 名の皆様にみかんや柿などお好きな果物
を持参していただきました。地域ボランティア講師
の川口整さんは初めに心理学の‟元気”をお話しされ
「絵心がなくても画が下手でも大丈夫」と一言。皆
様、肩の力が抜けたようでした。墨の線の引き方や
構図の取り方など基礎を学び、助言を受けながらは
がきサイズに絵手紙を描きました。思い思いの構図
で描きあげ手作りの落款を押印すると大胆な素晴ら
しい作品にご本人もびっくりされた様子でした。
「初
めての体験でとても楽しめた」
「上手でなくて良‼の
所がいい」と大満足。書き添えた
言葉も想いが籠ってとても素敵な
作品になりました。

っていた。そのため石川町に小さな土地を借り大工でもあった父が6畳一間のバラックを建て、一家5人が暮らし
てきました。この間小学校3年の3学期から市立元街小に編入し、市立港中、そして県立神奈川商工高校(機械科)
卒業後、明治製菓(株)薬品開発研究所に入社してイソジンうがい薬や各種抗生物質等の医薬品の研究開発を約40
年間行ってきました。
第1回目にも書きましたが、中学２年生の頃から心のストレスのために家内と婚約する迄、約10年間誰にもス
トレス内容を伝えられず苦しい思いをしました。2年8か月間にわたる精神病院での入院、闘病生活の中で運よく
精神科医兼カウンセラーと臨床心理士の二人に出会い、回復、復職した後、私を支え続けてくれた家内と結婚出
来ました。以後定年迄イソジン製剤や抗生物質等の研究開発を喜々としてやってきました。その貴重な体験を生
かし、今各地で『心と体の楽しい健康講座』や『歌声サロン(私のハーモニカ伴奏)』を精力的に行っています。
(勿論二年前に卵巣がんで天国へ旅立った家内の遺影を胸に)。“歌って笑って感動して学ぶ”をモットーに、地
域ケアプラザ、地区センター、コミュニティハウス、公民館、公会堂、NPOシニア大楽及びその講演依頼先、デ
イケア施設…等で、新型コロナウイルス感染防止に気を配りながら活動しています。
先日大阪の心療内科に於いて火災による痛ましい事件が起きました。世の中不安でいっぱいです。こんな時こ
そ私の体験やセミナー（心と体の講座）が役立つと思われます。不安な方はぜひ一度ご参加ください。
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いそつな 1 月号

発行日

「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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令和 3 年 11 月 28 日～令和 4 年 3 月 24 日 ISOGO ART ＆ CULTURE FESTIVAL

第 31 回 い そ ご 芸 術 文 化 祭
いそご芸術文化祭は、日頃磯子区の各地で活動する磯子区文化協会が、
地域文化の向上・発展を目的として開催する文化の祭典です。文化祭期間
中は、作品展覧会、日本の伝統文化、ものづくりの体験など、各地で文化
のイベントを開催します。この機会にさまざまな芸術・文化に触れてみま
せんか？

主催：磯子区文化協会 共催：磯子区役所

磯子芸術文化祭イベントスケジュール（1 月～2 月）

参加者募集

交

流

会

「交流会に行って！見て！話そう！」

【邦舞部】 邦舞部発表会 令和 4 年 1 月 29 日（土） 10 時～（受付 9 時 30 分）

令和 4 年

2/10(木) 10:00～12:00

1 年間のけいこの成果を発表する場として毎年 1 回、邦舞部発表会を開催しております。
◆会場 磯子公会堂 ◆入場無料

【書道部】 書道部門作品展 令和 4 年 2 月 17 日（木）～2 月 21 日（月） 13 時～16 時
磯子区を拠点として活躍する書道愛好者による書道作品展です。
◆会場 杉田劇場ギャラリー ◆出品料 2,000 円 ◆問合せ Tel 090-7412-8824（菅野）

【華道部】 華道部華展 令和 4 年 2 月 26 日（土）～2 月 28 日（月）

場所：磯子区役所 7 階 701/702 会議室
対象：地域ボランティア講師、
グループ・団体登録者
.0.0
申込方法：窓口・電話・FAX・メール
定員：40 人（抽選）
〆切：1 月 25 日(火)17:00 まで

内容
自己紹介
活動紹介シートでお互いの活動も知ろう
申込時チラシ裏面の活動紹介シートの
ご記入・作成をお願い致します。

交流タイム
みんなでつながろう

※新型コロナウイルス感染症防止のため、状況により内容を変更や中止にさせていただく場合があります。

磯子区在住、在勤の各流儀・各流派の華道家による生け花作品展示。
２６日 ９時～１７時※２６日のみ１３時～１６時で「いけばな体験会」を実施。 初心者歓迎

１ｄａｙ体験サロンとは・・・
地域ボランティア講師が区民の方に活動を広く知って
いただくために体験講座を行っています。

お花は持ち帰れます。当日受付・先着３０名(１回につき定員６名様)・参加費３００円
２７日 ９時～１７時

２８日 ９時～１５時

場 所：磯子区役所 7 階

いそご区民活動支援センター

ミーティングコーナー

◆会場 磯子区役所 1 階区民ホール ◆観覧無料 ◆問合せ Tel 080-3250-8813（土屋）

『小さな色紙画』を楽しみましょう
2020 年度にご登録いただきました、いそご区民活動
支援センターのグループ団体登録、地域ボランティア
講師の更新時期が近づいておリます。
詳しくは、いそつな 2 月号でご案内いたします。
いそご区民活動支援センター情報紙「いそつな」
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
ホームページは、こちらから↑
E-mail : is-shienc@city.yokohama.jp

◆編集後記◆
あけましておめでとうございま
す。『雨過天晴』皆さまが楽し
く活動できますように、心より
お祈り申し上げます。今年もい
そご区民活動支援センターをど
うぞよろしくお願いいたしま
す。支援センター一同

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

アクリルケースのテッシュケースの蓋に
フラワーをデザインします。
お花やビーズ他材料はいろいろありますので、
お好きなものをお選びいただけます。
日 時：20２2/2/12（土）13:00～15:00
講 師：青木 良江
参加費：1,000 円（材料費込）
対 象：成人
定 員：8 人
申込み：2022 年 1 月 11（火）～（先着順）

顔彩で可愛い♪♪さくらの花を描きます
日 時：2022/2/13（日）13:00～１5:00
講 師：宮越 寿雅子
参加費：800 円
持ち物：HB の鉛筆 1 本
対 象：どなたでも
定 員：5 人

※詳しくは、ホームぺージ、チラシをご覧ください。

申込み先・お問合せ：いそご区民活動支援センター
TEL 045-754-2390
FAX 045-759-4116
E-mail : is-shienc@city.yokohama.jp

