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ご一緒に手編みパッドを編みませんか 
自分のために、身近な方のために手編みパッドを作りませんか。手編みパッドは、乳がん体験者さんが 

使うための乳房パッドです。肌に優しいコットン糸と柔らかいポリエステルの中綿が患部を保護します。 

肌ざわりが良く付け心地が快適で、術後間もなくからの使用も可能です。 

今回は、表側を形崩れしにくいかぎ針で、内側は肌当たりの良い棒針で編む編み方（ハイブリッド編み）を習います。 

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 

E-mail : is-shienc@city.yokohama.jp ホームページは、こちらから↑

◆編集後記◆

いよいよ新学期になりま

した。磯子駅前の桜も優

しく迎えてくれました。 

今年はみなさんも新しい

ことをはじめてみません

か。心よりおまちしてお

ります(^^♪ 

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

♪応募内容 コンテスト MEET THE HIPHOP 発表会 
ストリートダンスのコンテストです!! オールジャンルの発表会です‼ 

詳細は、ISOGOダンスまつりホームページをご覧ください。 

第 9回 ISOGOダンスまつり
♪日 時 9 月 10 日(土) 磯子公会堂

♪募集期間 5 月 11 日(水)～6 月 17 日(金) 
♪募集方法 ISOGOダンスまつりホームページから申込フォームへアクセスし、必要事項を入力してエントリー! 

♪お問合せ先 〒235-0016 磯子３-５-１
磯子区役所地域振興課 ＩＳＯＧＯダンスまつり担当 

is-dance@city.yokohama.jp 

参加者大募集!! 

乳がん体験者さんのための 

電話：045-751-0739 FAX：045-751-8608 Mail：isg-vc@yokohamashakyo.jp 
主催：手編みふわあむ（協力：magic ring） 共催：磯子区社会福祉協議会 

ミニステージ 6月4日(土)

今年も 13組の地域ボランティア講師・グループ・団体の方々が日頃の活動をご披露くださいます。 
お誘い合わせの上お越しください。                    お楽しみに～♪ 

10:00～15:00

〇楽器演奏  グルンパ 

〇フラダンス エンジョイ・ストレッチ・フラ

〇マンドリン演奏 なるちゃんのマンドリン
〇コーラス  磯子童謡の会

〇フラダンス    Hula Lei Maikai 

〇歌    気楽音(きらくね)すぎた 

〇楽器演奏    磯子こうかいどーず 

〇落語ひとり会？  秋風亭借金 

〇おはなしえぷろん 磯子区災害ボランティア 
ネットワーク

〇南京玉すだれ    朝ボラけ 

〇女声コーラス リリアーナ

〇マジックショー 磯子マジッククラブ

〇フラダンス マカナアロハ

当日、出演者の変更がある場合があります。 

ミニステージ
6 月 4 日（土）10:00～15:０0 

磯子公会堂集会室 

演目及び出演者は下記を参照ください。 磯子区マスコット

「いそっび」キャラクター

パネル展 

6 月２日（木）～6 月 14 日（火） 

磯子区役所 1 階区民ホール 

苗木配布 
6 月 4 日（土）10:00～15:０0 
磯子区役所 1 階区民ホール  

アンケートに回答された方に

   苗木プレゼント！ 

※状況によりイベントの内容変更や
中止させていただく場合があります。
あらかじご了承ください。

体験コーナー 
6 月 2 日（木）～6 月 8 日（水） 
事前申し込みが必要です。（5/11～） 

詳しくは 2 ページをご覧ください。 

※当日はご自宅で事前に検温のご協力の
上、マスクの着用もお願いいたします。
体調不良の場合はご遠慮ください。

磯子区で登録されているグループ・

団体、地域ボランティア講師の日ご

ろの活動を紹介する場です。 
主催・問合せ 

いそご区民活動支援センター 

協力  

磯子区ＮＰＯ連絡会

mailto:isg-vc@yokohamashakyo.jp
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6/6 13:30～15:30 6/7 10:30～12:30 

6/8 13:30～15:30 

  

 

6/6 10:30～12:30 6/5 13:30～15:30 

 

 
 

 

 

 

コロナ禍は続いてはいますが、風香る新緑の季節になって心も身体も柔らかくなってきました。 初夏へ
と向かう前に汗ばむ季節をリフレッシュ効果のあるアロマオイルを作りませんか？ ペパーミントや 
ユーカリラディアタ、レモンやグレープフルーツなどのオイルをブレンドして オリジナルアロマオイルを
作りましょう。お仕事の合間、気分転換に好きな香りのオイルで癒されて下さい。抗ウィルス作用、 
抗菌作用、免疫調整作用のあるアロマオイルは日常でも大いに活躍してくれます。手の消毒は勿論、 
マスクに、お口の中やお顔、髪の毛にもシュッとスプレー！ オリジナルのアロマスプレーを作って日々の
コロナ対策に役立てましょう。アロマオイル（精油）の中には毎日の生活に活かせるものがあります。 
それは「ティートゥリー」です。オーストラリア 原産でフトモモ科の葉から抽出します。匂いの好き嫌い
はありますが、抗菌作用、抗真菌（カビ） 作用、抗ウィルス作用、抗炎症作用、免疫調整作用、神経強壮
作用を備える精油です。 毎日のうがいに 1,2 滴入れて攪拌し口腔内ケアして下さい。口内炎も軽減してく
れます。花粉症の 季節前から予防しましょう。紅茶やジュースに 1,2 滴入れて 1日1回 飲み続けて下さ
い。花粉症が以前に比べ軽減されたという報告がありました。お部屋の拭き掃除にも抗菌作用が役立ち 
ます。 また身体の痛みにも優しく作用してくれます。風邪の症状や肩こり腰痛、不眠症にはブレンド 
オイルを塗布したり、バスタブに入れてゆっくり浸かると効果を発揮します。是非みなさんも自然由来 
100％のアロマオイルで日々の生活を快適に過ごして下さい。一緒に楽しく作りませんか？ 

【 アロマテラピー 、オリジナルブレンドオイルを作ろう 】 

コラム 第1回 My Column 橋本 浩美 

 （アロマテラピー） 

情報掲示板 2022年5月号 ～会員募集・活動のご案内～ 

 

手のひらサイズの色紙に季節のお花やお気に入り 

の物を可愛く描きます。色紙掛けに入れると、粋な 

作品の出来上がり。色紙画で季節感を楽しみま 

しょう。画材は水彩や顔彩や色ペン色鉛筆などお 

持ち下さい。（お持ちでない方は画材をお貸します） 
 

 

 

 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

 ことぶき絵 
（色紙画レッスン） 

     インスタ：kotobuki1518 

●日時： 第1日曜日 10：00～12：00 

 今月は5/8（日）10：00～12：00 に開催 

●場所： いそご区民活動支援センター 

●費用： 1,000円／月 （入会金なし） 

●指導： 宮越 寿雅子 

 

 

磯子
い そ ご

写
しゃ

友会
ゆうかい

 
（写真好きの同好会） 

お問合せ：（会長）橋本 和成 
 TEL 045-755-0958 

 

第18回 定期写真展 

●日時： 5月18日（水）～24日（火） 

       10：00～17：00 

※18日は13時より24日は16時まで 

●場所： 杉田劇場ギャラリー 

★★★★★ 会員募集 ★★★★★ 
例会場所： 磯子センター 会議室 3 (3F) 
日 時： 第 1 木曜日 午後 
会 費： 1,500 円／月（入会金なし） 

6/2 10:30～12:30 

いそご地域活動フォーラム2022 体験コーナー 

 

6/4 10:00～12:00 6/2 13:30～15:30  6/4 13:00～15:00 

日本の小学校は 
どんなところ？ 

天天中文倶楽部 

6/3 10:30～12:30 

先着 

10人 中国語、英語 
対応可 無料 

申し込み開始5/11～先着 

外国につながりのある
児童のお母さんお父さ
んへの学校生活ガイド 

おもしろ科学 
たんけん工房 

にじいろの涙  
簡単科学工作 

こども 
無料 

 

先着 

20人 

 磯子区3R応援隊 

風呂敷を結ぶだけで 
素敵なバッグに大変身 

ファッショナブル・エコ 
無料 

先着 

20人 

初めてのヨガ体験 

ぽかぽかヨガ 

産後の方、
子育て世
代、高齢者 

500円  

先着 

7人 

先着 

15人 

ポーセリンアート 
My 食器づくり 

カップやボウ
ルなど 

500円 
 

 深谷 住江 

 NPO法人 
夢コミネット 

6/4 10:00～14:30 全日 

ふれあい 
子どもミニ縁日 

先着 

50人 

おさるの 
タンバリン 

 アトリエ小杉 

小学生以上、
未就学児は保
護者と100円 

親子でプラバン 

プラバンで 
名札やキーホ
ルダー無料 

磯子区地域子育て 
支援拠点いそピヨ 

水ヨーヨー、
輪投げ、ガラ
ポン等 
1セット200円 

先着 

50人 

先着 

50人 

 NPO法人 
こどもりクラブ 

WOOD工作・WOOD 
ペイントを楽しめるよ！ 

先着 

50人 

簡単アクセ
サリー講座 
 300円 

 
認定NPO法人 
WE21ジャパンいそご 

和布を使った 
アクセサリー 

先着 

10人    

6/5 10:30～12:30 

アコーディオンを 
弾いてみよう 

 横浜アコーディオン
愛好会 

アコーディ
オンを体験 

無料 

先着 

10人 

生きがいがある健
康ライフトークと
認知症予防ゲーム 

 300円 

 

 鈴木 祥子 

動きやすい
服装で 無料 

先着 

10人 

 百人一首を楽しむ 

 百人一首かるた
「横浜ちはや会」 

和歌への誘い 
椅子に座って 
楽しく和気あい
あい 無料 

先着 

10人 

みんなで歌って 
みよう英語の歌 

 June Music 
吉本 ひとみ 

歌に興味 
のある方 

500円 

先着 

10人 

げんきサロン 
スマートシニアを楽しむ 
 
 

 川口 整 

先着 

10人   

6/7 13:30～15:30 

レジュフラワーの
ブローチ 

 青木 良江 

土台にレース
がつきます 
1,000円  

先着 
8人   
 

 
 

ギター音楽を 
楽しむ体験会 

1部ギター演奏 

2部体験参加者は    
ギター持参 

  無料 

先着 

10人   

 ビッグ・リーフ 
 
 

 

体験コーナー日程：6/2（木）～6/8（水） 
 

場所：6/4（土）磯子区役所1階区民ホール  

6/2（木）～6/8（水）いそご区民活動支援センター 

                                     (磯子区役所7階) 

予約優先 5/11から申し込み先着順 

【お問い合わせ・申し込み】いそご区民活動支援センター 

〒235-0016 横浜市磯子区磯子3-5-1（区総合庁舎7階）

TEL:045-754-2390  FAX:045-759-4116 

E-mail:is-shienc@city.yokohama.jp 

 ※内容が変更する場合があります。ご了承ください。 

磯子区マスコット 

「いそっび」 
キャラクター 

・ウッドペイント 
・キーホルダー 
・ブローチタイプ 
600円～1,000円 

やってみよう！ 

自彊術 

tel:045-754-2390
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※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。 

 

「今、安らぎを言葉にのせて」 

 

 

第 8 期磯子区ボランティア応援隊を紹介します 

４月から新しくいそご区民活動支援センターのスタッフが加入しました 
情報掲示板 2022 年 5 月号 ～会員募集・活動のご案内～ 

 

日本最古の体操、自彊術。頭すっきり、身体軽やか、

自己の免疫力アップ。健康に興味のある方ぜひ 

お待ちしています 

●日時： ①上中里地区センター  

 月曜日 9：30～11：00 

②浜中学校コミュニティハウス 

土曜日 9：30～11：00 

●費用： 600 円／回  ●指導： 窪田 薫 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

自 彊 術
じきょうじゅつ

 
（健康体操） 

 押し花 

野の花グループ 

自宅で育てた花、葉っぱなどを 3 日間ほどマットに
はさむだけで押し花ができます。皆さまで楽しく製
作しています。 

●日時： ①根岸中コミュニティハウス  

第 1.3 水曜日 13：00～15：00 

②滝頭コミュニティハウス 

（「押し花の会」で活動中です） 

第 1.3 木曜日 10：00～12：00 

●体験できます（初回無料） ●指導：梅林 恵美子 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

★5/20～27（金）区民ホールギャラリー展示中！ 

               (磯子区役所 1 階) 

 

はじめまして、川島と申します。 

横浜市に長く住んでおりますが、日頃、暮らしている地域でもまだまだ 

知らないことがたくさんあると感じております。新たな発見をすることは 

興味深く、知ることは楽しいことだと思っております。 

春は新しいことを始めるのによい季節だと思います。様々な生涯学習や 

ボランティアなどの区民活動を通して、地域のつながりを深めることができるよう、 

皆様のお役に立つことができればと願っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

4月からボランティア応援隊に参加させて頂きます。 
磯子区はじめ、他の区の地域の皆さまとご一緒に、健康に気を 
つけて楽しく色々な活動をさせていただきたいと思います。 
よろしくお願い致します。        西澤 岳夫 
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ペンケース、パスケース、キーケース、お財布、スリッパ、トートバッグ、 

ポシェット、リュックサック、お気に入りのカバンの修復、などなど。自分 

のペースで好きな革製品を作れるサークル「Do レザー」。上中里地区センタ 

ーで月１回、アットホームな雰囲気で楽しくリラックスしながらレザークラ 

フトを楽しんでいます。地区センター主催のワークショップを経て、サーク 

ルとして活動を始めて３年目。百々邦男（どど くにお）先生のもと現在会員 

７名（男性 1、女性 6）、年齢は様々です。 

「出来上がったときとても嬉しい」、「省スペースで作業できるのでお家でもできる」、「友人の誕生日プレゼ

ントにして喜ばれました」、「作品はどれも自慢できます」、「お気に入りの買ったカバン、修復してまた 10

年使えます」、「初心者はネットや本では難しい。各自でわからないところも違うけど、ここでは何でもすぐ

に聞けるのが魅力」と笑顔でみなさん話されています。 

「カリキュラムはありません。何でもいい、好きなものを作りましょう」と百々先生。道具の扱い方、革の

知識、型紙の作り方、裁断や縫製の方法など、基本的な知識から優しく丁寧に教えていただけるため、革小

物を一度も作ったことのない初心者の方でも安心して始めることができます。革やステッチの色など各自の

好みで選べるそうです。サークル名｢Do レザー」は先生のお名前、百々（どど）の｢ど」から。 

上中里地区センターにて第 3 月曜日、10 時〜11 時 30 分。入会金と月謝は無料。

会場費 1 回 500 円です。材料費別途。作品により異なります。 

なお、鎌倉深沢生涯学習センター、中村地区ケアプラザ（南区）でも活動されていま

す。ご興味のある方は、いそご区民活動支援センタ―（045-754-2390）にお気

軽にお尋ねください。            応援隊 田苗 麻由美 

 

 

「 DO レザー」 
2022 年４月 18 日訪問 

 

★6/6 体験コーナーにご参加いただきます（P2） 

 

歌を歌う・声を出すという事は活きる 

生命力・若返りにもつながります。 

洋楽映画の名曲などジャズ演奏を楽し 

まれるのも良し！ テネシーワルツなど 

どこかで聴いたことのある曲を歌って 

みられるのも良し！ 

A・B・C の読み方から楽しくチャレンジ 

して英語の歌を楽しみましょう♪                                                 

★6 月 6 日（月）14：00～いそご地域活動フォーラム体験コーナーにご参加いただきます（2 ぺージ） 

英語のポピュラーソングを楽しく歌っています。

一緒に歌ってみたい方、男女問わず大歓迎です。 

●日時：第 2 日曜日 15：00～17：00 

●場所：横浜市社会教育コーナー もしくは 

いそご区民活動支援センター 

 ※5 月は 5/15（日）横浜市社会教育コーナー 

●会費：1，000 円／回 

●問合せ：いそご区民活動支援センター 

      TEL 754-2390 

ジャンル：Jazz・歌 

氏  名：吉本 ひとみ 

資格など：都内・横浜を中心に 

各地で演奏活動経験 20 年 
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日時： 日時： 日時： 日時： 日時：
回数： 回数： 回数： 回数：
対象： 回数： 対象： 対象： 対象：
定員： 対象： 定員： 定員： 定員：
費用： 定員： 費用： 費用： 費用：
申込： 費用： 申込： 申込： 申込：
内容： 申込： 内容： 内容： 内容：

内容：

Tel 773-3929 Fax 773-3939 Ｔｅｌ 761-7928 Fax 754-4666
㊡ （月） ㊡ （月） ㊡ （月）

日時： 日時： 日時：
対象： 回数：
定員： 回数： 対象：
費用： 対象： 定員：
申込： （幼児は保護者同伴） 費用：
内容： 定員： 申込：

費用： 内容：
申込：
内容：

Ｔｅｌ 758-0180 Fax 758-0181 Ｔｅｌ 750-5151 Fax 750-5155 Ｔｅｌ 750-5411 Fax 751-2322
㊡ （月） ㊡ （月） ㊡ （火）

日時： 日時： 日時：
回数： 回数： 回数：
対象： 対象： 対象：
定員： 定員： 定員：
費用： 費用： 費用：
申込： 申込： 申込：
内容： 内容： 内容：

Ｔｅｌ 771-1212 Fax 770-5656 Ｔｅｌ 771-8118 Ｔｅｌ 753-2864 Fax 750-2528
㊡ （火） ㊡ （月） ㊡ (金)

日時： 日時： 日時：
対象： 回数：
定員： 会場： 対象：
費用： 定員：
申込： 定員： 費用：

費用： 申込：
内容： 申込： 内容：

内容：
絵本の読み聞かせを行います。

日・月　5/1～5（連休）

5/23

5/16

講師によるリトミック運動、育児相談
など

5/18(水) 9：30～ （先着）
無料

200円（子ども1人） 800円

各日15人

5/6（金）～8（日） 6/4（土） 11：00～12：00

随時（いそピヨまで電話または来所）

ママ自身のこと、お子さんのこと、
家族のことなど、ママのもやもや
を話してみませんか？女性医師
が丁寧にお話をお聞きします。

2回

認知症の予防について体操などの
体験型の内容を交えながら紹介し
ます。

5/13（金）～
造花のグリーン　多肉植物や観葉植
物でトピアリーを作ります。グリーン
がお部屋を涼しげに彩ります。

Tel＆Fax 833-1569

60歳以上 2回

上大岡方面より、旧かねさわ道から
旧すぎた道を辿りながら杉田を目指
す街歩きイベント。日常に潜む、歴史
ある風景を味わえます！

各500円
16歳以上 各20人

500円 （保険料・資料代含） ②上笹下地域ケアプラザ
15名 （先着） ①屏風ヶ浦地域ケアプラザ

当日現地にて10分前から受付（先着）

簡単な運動やストレッチを通して肩腰膝の
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。

氏名・年代・住所・電話番号を杉
田劇場までメール・FAX・郵便で

月

1回
小学生以上（低学年は保護者同伴）

無料
先着（当日10：00～受付開始）

無料
20人 20人

「まいぎり」という道具を使って、
自分の力で火を起こします。受付
開始前に来られた方には、整理
券を配付します。

火起こし体験教室
～横浜開港記念日イベント～

的を狙って矢を放ち、その難易度
と距離で点数を競います。受付開
始前に来られた方には、整理券
を配付します。

1回

春の弓矢うち大会

小学生以上

4人
一人でおはなしを聞ける子

じっくりと集中して文字に取り組ん
でみませんか。講師が丁寧に指
導します。

5/6

屏風ヶ浦地域ケアプラザ

街歩きが好きな方 ②5/24（火） 13：00～13：50 1回
5/17（火） ①5/23（月） 10：00～10：50 5/25（水） 15：30～

第55回いそご文化資源発掘隊
大岡川を歩く

出前教室①健康体操
出前教室②肩腰膝痛予防体操

定例おはなし会

不要。当日直接窓口へ 4/27（水）～ （先着） 5/12（木）～（先着）

5/10 5/9

区民文化センター杉田劇場 磯子スポーツセンター 磯子図書館

20人（先着） 10組 4人

オヤジの台所

磯子地域ケアプラザ 滝頭地域ケアプラザ

大人の方 0歳から3歳までの子どもと保護者 概ね60歳以上の男性

毎月の定例講座で健康習慣を。かなが
わ介護予防健康づくり運動指導員（専
門）のやさしい指導で無理なく続けられ
ます。プロジェクターを使って楽しみな
がら体操と脳トレで健康づくり、是非ご
参加ください。

20人 3日間 一般

5/16

1回 1回 1回
5/22（日） 13：00～14：00 5/18（水） 10：00～11：15 6/9（木） 10：00～13：00

当日（先着）
大切な人に感謝のメッセージをカー
ドに書いて贈ります。

5/23 5/16

どなたでも 10：00～15：00 1回

当日直接窓口で 500円
200円 幼児・小学生 8人

三殿台考古館

5/11（水）～ （先着）

5/23 5/19 月

磯子センター 杉田地区センター 磯子区地域子育て支援拠点　いそピヨ 三殿台考古館

6/3、10日（金） 10：00～11：30 6/3（金） ①10：00～12：00 5/10（火） 14：00～ 5/14（土） 10：30～12：00 6/2（木） 10：30～12：00

先着（当日10：00～受付開始）

けんこう体操＆脳トレ
（毎月第一水曜日）

地域の方が集える場所として「介
護予防」「認知症予防」のための
『集いのカフェ』を開いています。
楽しいひと時を過ごしましょう。

5/10

男性のための簡単料理教室です。
「黒酢で作る酢豚・オクラのおかか
マヨネーズ和え・胡瓜の冷や汁」を
実習します。

楽しく学ぶ！認知症予防講座【全2回】
フェイクのトピアリーを作ろう

～造花のグリーンのかわいい置物～
子育てママのもやもやを吹き飛ばそ

う！！

無料 各回10人 なし

6/1（水） 10：00～11：00

上中里地区センター 洋光台駅前公園こどもログハウス 滝頭コミュニティハウス

なし

0歳～未就学児を養育中の方

集いのカフェ 赤ちゃんひろば

無料

6/3（金） ②13：00～15：00 1回

一般 2組程度

5/1（日）～20（金）迄 （抽選） 3,000円

感謝を伝えよう きれいな字を書こう！筆ペン入門講座

20人

4 5

施設いちおしの
イベント講座情報

※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。

区民利用施設ゴールデンウイーク期間の休館日
磯子区マスコットキャラクター いそっぴ

4月23日（土）～5月8日（日）

施設名
イベント期間中の

休館日
施設名

イベント期間中の
休館日

　上中里地区センター 4/25 　磯子公会堂 4/25

　杉田地区センター　 なし
　磯子区青少年の地域活動拠点
　イソカツ

4/25、27、29
5/1～6、5/8

　根岸地区センター なし 　根岸地域ケアプラザ なし

　磯子センター 4/25 　滝頭地域ケアプラザ なし

　浜小学校コミュニティハウス
4/26、 4/29
 5/3、 5/6

　磯子地域ケアプラザ なし

　根岸中学校コミュニティハウス
4/26、 4/29
 5/3、 5/6

　屏風ヶ浦地域ケアプラザ なし

　洋光台第三小学校
　コミュニティハウス

4/26、 4/29
 5/3、 5/6

　新杉田地域ケアプラザ なし

　洋光台第四小学校
　コミュニティハウス

4/26、 4/29
 5/3、 5/6

　洋光台地域ケアプラザ なし

　浜中学校コミュニティハウス
4/26、 4/29
 5/3、 5/6

　上笹下地域ケアプラザ なし

　岡村中学校コミュニティハウス
4/26、 4/29
 5/3、 5/6

　根岸なつかし公園　旧柳下邸 4/26

　滝頭コミュニティハウス 4/25 　久良岐能舞台 なし

　洋光台駅前公園
　こどもログハウス

なし 　はまぎん こども宇宙科学館 なし

　磯子スポーツセンター　　 なし 　三殿台考古館 4/25、5/2

　磯子区民文化センター
　杉田劇場

なし 　たきがしら会館 なし

　磯子区地域子育て支援拠点
　いそピヨ

4/24、4/25、4/29
5/1～5/5、5/8

　横浜市電保存館 4/25

　磯子図書館　　　　　　　 5/6 　横浜市社会教育コーナー 5/2

　いそご区民活動支援センター 4/29、5/3～5
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※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。 

 

「今、安らぎを言葉にのせて」 

 

 

第 8 期磯子区ボランティア応援隊を紹介します 

４月から新しくいそご区民活動支援センターのスタッフが加入しました 
情報掲示板 2022 年 5 月号 ～会員募集・活動のご案内～ 

 

日本最古の体操、自彊術。頭すっきり、身体軽やか、

自己の免疫力アップ。健康に興味のある方ぜひ 

お待ちしています 

●日時： ①上中里地区センター  

 月曜日 9：30～11：00 

②浜中学校コミュニティハウス 

土曜日 9：30～11：00 

●費用： 600 円／回  ●指導： 窪田 薫 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

自 彊 術
じきょうじゅつ

 
（健康体操） 

 押し花 

野の花グループ 

自宅で育てた花、葉っぱなどを 3 日間ほどマットに
はさむだけで押し花ができます。皆さまで楽しく製
作しています。 

●日時： ①根岸中コミュニティハウス  

第 1.3 水曜日 13：00～15：00 

②滝頭コミュニティハウス 

（「押し花の会」で活動中です） 

第 1.3 木曜日 10：00～12：00 

●体験できます（初回無料） ●指導：梅林 恵美子 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

★5/20～27（金）区民ホールギャラリー展示中！ 

               (磯子区役所 1 階) 

 

はじめまして、川島と申します。 

横浜市に長く住んでおりますが、日頃、暮らしている地域でもまだまだ 

知らないことがたくさんあると感じております。新たな発見をすることは 

興味深く、知ることは楽しいことだと思っております。 

春は新しいことを始めるのによい季節だと思います。様々な生涯学習や 

ボランティアなどの区民活動を通して、地域のつながりを深めることができるよう、 

皆様のお役に立つことができればと願っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

4月からボランティア応援隊に参加させて頂きます。 
磯子区はじめ、他の区の地域の皆さまとご一緒に、健康に気を 
つけて楽しく色々な活動をさせていただきたいと思います。 
よろしくお願い致します。        西澤 岳夫 

 81 

ペンケース、パスケース、キーケース、お財布、スリッパ、トートバッグ、 

ポシェット、リュックサック、お気に入りのカバンの修復、などなど。自分 

のペースで好きな革製品を作れるサークル「Do レザー」。上中里地区センタ 

ーで月１回、アットホームな雰囲気で楽しくリラックスしながらレザークラ 

フトを楽しんでいます。地区センター主催のワークショップを経て、サーク 

ルとして活動を始めて３年目。百々邦男（どど くにお）先生のもと現在会員 

７名（男性 1、女性 6）、年齢は様々です。 

「出来上がったときとても嬉しい」、「省スペースで作業できるのでお家でもできる」、「友人の誕生日プレゼ

ントにして喜ばれました」、「作品はどれも自慢できます」、「お気に入りの買ったカバン、修復してまた 10

年使えます」、「初心者はネットや本では難しい。各自でわからないところも違うけど、ここでは何でもすぐ

に聞けるのが魅力」と笑顔でみなさん話されています。 

「カリキュラムはありません。何でもいい、好きなものを作りましょう」と百々先生。道具の扱い方、革の

知識、型紙の作り方、裁断や縫製の方法など、基本的な知識から優しく丁寧に教えていただけるため、革小

物を一度も作ったことのない初心者の方でも安心して始めることができます。革やステッチの色など各自の

好みで選べるそうです。サークル名｢Do レザー」は先生のお名前、百々（どど）の｢ど」から。 

上中里地区センターにて第 3 月曜日、10 時〜11 時 30 分。入会金と月謝は無料。

会場費 1 回 500 円です。材料費別途。作品により異なります。 

なお、鎌倉深沢生涯学習センター、中村地区ケアプラザ（南区）でも活動されていま

す。ご興味のある方は、いそご区民活動支援センタ―（045-754-2390）にお気

軽にお尋ねください。            応援隊 田苗 麻由美 

 

 

「 DO レザー」 
2022 年４月 18 日訪問 

 

★6/6 体験コーナーにご参加いただきます（P2） 

 

歌を歌う・声を出すという事は活きる 

生命力・若返りにもつながります。 

洋楽映画の名曲などジャズ演奏を楽し 

まれるのも良し！ テネシーワルツなど 

どこかで聴いたことのある曲を歌って 

みられるのも良し！ 

A・B・C の読み方から楽しくチャレンジ 

して英語の歌を楽しみましょう♪                                                 

★6 月 6 日（月）14：00～いそご地域活動フォーラム体験コーナーにご参加いただきます（2 ぺージ） 

英語のポピュラーソングを楽しく歌っています。

一緒に歌ってみたい方、男女問わず大歓迎です。 

●日時：第 2 日曜日 15：00～17：00 

●場所：横浜市社会教育コーナー もしくは 

いそご区民活動支援センター 

 ※5 月は 5/15（日）横浜市社会教育コーナー 

●会費：1，000 円／回 

●問合せ：いそご区民活動支援センター 

      TEL 754-2390 

ジャンル：Jazz・歌 

氏  名：吉本 ひとみ 

資格など：都内・横浜を中心に 

各地で演奏活動経験 20 年 
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6/6 13:30～15:30 6/7 10:30～12:30 

6/8 10:30～12:30 

  

 

6/6 10:30～12:30 6/5 13:30～15:30 

 

 
 

 

 

 

コロナ禍は続いてはいますが、風香る新緑の季節になって心も身体も柔らかくなってきました。 初夏へ
と向かう前に汗ばむ季節をリフレッシュ効果のあるアロマオイルを作りませんか？ ペパーミントや 
ユーカリラディアタ、レモンやグレープフルーツなどのオイルをブレンドして オリジナルアロマオイルを
作りましょう。お仕事の合間、気分転換に好きな香りのオイルで癒されて下さい。抗ウィルス作用、 
抗菌作用、免疫調整作用のあるアロマオイルは日常でも大いに活躍してくれます。手の消毒は勿論、 
マスクに、お口の中やお顔、髪の毛にもシュッとスプレー！ オリジナルのアロマスプレーを作って日々の
コロナ対策に役立てましょう。アロマオイル（精油）の中には毎日の生活に活かせるものがあります。 
それは「ティートゥリー」です。オーストラリア 原産でフトモモ科の葉から抽出します。匂いの好き嫌い
はありますが、抗菌作用、抗真菌（カビ） 作用、抗ウィルス作用、抗炎症作用、免疫調整作用、神経強壮
作用を備える精油です。 毎日のうがいに 1,2 滴入れて攪拌し口腔内ケアして下さい。口内炎も軽減してく
れます。花粉症の 季節前から予防しましょう。紅茶やジュースに 1,2 滴入れて 1日1回 飲み続けて下さ
い。花粉症が以前に比べ軽減されたという報告がありました。お部屋の拭き掃除にも抗菌作用が役立ち 
ます。 また身体の痛みにも優しく作用してくれます。風邪の症状や肩こり腰痛、不眠症にはブレンド 
オイルを塗布したり、バスタブに入れてゆっくり浸かると効果を発揮します。是非みなさんも自然由来 
100％のアロマオイルで日々の生活を快適に過ごして下さい。一緒に楽しく作りませんか？ 

【 アロマテラピー 、オリジナルブレンドオイルを作ろう 】 

コラム 第1回 My Column 橋本 浩美 

 （アロマテラピー） 

情報掲示板 2022年5月号 ～会員募集・活動のご案内～ 

 

手のひらサイズの色紙に季節のお花やお気に入り 

の物を可愛く描きます。色紙掛けに入れると、粋な 

作品の出来上がり。色紙画で季節感を楽しみま 

しょう。画材は水彩や顔彩や色ペン色鉛筆などお 

持ち下さい。（お持ちでない方は画材をお貸します） 
 

 

 

 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

 ことぶき絵 
（色紙画レッスン） 

     インスタ：kotobuki1518 

●日時： 第1日曜日 10：00～12：00 

 今月は5/8（日）10：00～12：00 に開催 

●場所： いそご区民活動支援センター 

●費用： 1,000円／月 （入会金なし） 

●指導： 宮越 寿雅子 

 

 

磯子
い そ ご

写
しゃ

友会
ゆうかい

 
（写真好きの同好会） 

お問合せ：（会長）橋本 和成 
 TEL 045-755-0958 

 

第18回 定期写真展 

●日時： 5月18日（水）～24日（火） 

       10：00～17：00 

※18日は13時より24日は16時まで 

●場所： 杉田劇場ギャラリー 

★★★★★ 会員募集 ★★★★★ 
例会場所： 磯子センター 会議室 3 (3F) 
日 時： 第 1 木曜日 午後 
会 費： 1,500 円／月（入会金なし） 

6/2 10:30～12:30 

いそご地域活動フォーラム2022 体験コーナー 

 

6/4 10:00～12:00 6/2 12:30～14:30  6/4 13:00～15:00 

日本の小学校は 
どんなところ？ 

天天中文倶楽部 

6/3 10:30～12:30 

先着 

10人 
中国語、英語 
対応可 

 

申し込み開始5/11～先着 

外国につながりのあ
る児童のお母さん、
お父さんへ 

おもしろ科学 
たんけん工房 

にじいろの涙  
簡単科学工作 

こども 
無料 

 

先着 

20人 

 磯子区3R応援隊 

風呂敷を結ぶだけで 
素敵なバッグに大変身 

ファッショナブル・エコ 
無料 

先着 

20人 

初めてのヨガ体験 

ぽかぽかヨガ 

産後の方、
子育て世
代、高齢者 

500円  

先着 

7人 

先着 

15人 

ポーセリンアート 
My 食器づくり 

カップやボウ
ルなど 

500円 
 

 深谷 住江 

 NPO法人 
夢コミネット 

6/4 10:00～14:30 全日 

ふれあい 
子どもミニ縁日 

先着 

50人 

おさるの 
タンバリン 

 アトリエ小杉 

小学生以上、
未就学児は保
護者と100円 

親子でプラバン 

プラバンで 
名札やキーホ
ルダー無料 

磯子区地域子育て 
支援拠点いそピヨ 

水ヨーヨー、
輪投げ、ガラ
ポン等 
1セット200円 

先着 

50人 

先着 

50人 

 NPO法人 
こどもりクラブ 

WOOD工作・WOOD 
ペイントを楽しめるよ！ 

先着 

50人 

簡単アクセ
サリー講座 
 300円 

 
認定NPO法人 
WE21ジャパンいそご 

和布を使った 
アクセサリー 

先着 

10人    

6/5 10:30～12:30 

アコーディオンを 
弾いてみよう 

 横浜アコーディオン
愛好会 

アコーディ
オンを体験 

無料 

先着 

10人 

健康ライフにつ
いてのトークと

認知予防ゲーム 
 300円 

 

 鈴木 祥子 

動きやすい
服装で無料 

先着 

10人 

 百人一首を楽しむ 

 百人一首かるた
「横浜ちはや会」 

椅子に座って
机でします。 

無料 

先着 

10人 

みんなで歌って 
みよう英語の歌 

 June Music 
吉本 ひとみ 

歌に興味 
のある方 

500円 

先着 

10人 

元気サロン～ナイス
シニアを楽しむ 
 
 

 川口 整 

先着 

10人   

6/7 13:30～15:30 

レジュフラワーの
ブローチ 

 青木 良江 

土台にレース
がつきます 
1,000円  

先着 
8人   
 

 
 

ギター音楽を 
楽しむ体験会 

1部ギター演奏 

2部体験参加者は    
ギター持参 

  無料 

先着 

10人   

 ビッグ・リーフ 
 
 

 

体験コーナー日程：6/2（木）～6/8（水） 
 

場所：6/4（土）磯子区役所1階区民ホール  

6/2（木）～6/8（水）いそご区民活動支援センター 

                                     (磯子区役所7階) 

予約優先 5/11から申し込み先着順 

【お問い合わせ・申し込み】いそご区民活動支援センター 

〒235-0016 横浜市磯子区磯子3-5-1（区総合庁舎7階）

TEL:045-754-2390  FAX:045-759-4116 

E-mail:is-shienc@city.yokohama.jp 

 ※内容が変更する場合があります。ご了承ください。 

磯子区マスコット 

「いそっび」 
キャラクター 

・ウッドペイント 
・キーホルダー 
・ブローチタイプ 
600円～1,000円 

自彊術 
（じきょうじゅつ） 

tel:045-754-2390


いそつな 5 月号                                                    「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                           発行日 2022.5.1 vol.155 

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              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご一緒に手編みパッドを編みませんか 
自分のために、身近な方のために手編みパッドを作りませんか。手編みパッドは、乳がん体験者さんが 

使うための乳房パッドです。肌に優しいコットン糸と柔らかいポリエステルの中綿が患部を保護します。 

肌ざわりが良く付け心地が快適で、術後間もなくからの使用も可能です。 

今回は、表側を形崩れしにくいかぎ針で、内側は肌当たりの良い棒針で編む編み方（ハイブリッド編み）を習います。 

 
 

 

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 

               E-mail : is-shienc@city.yokohama.jp  ホームページは、こちらから↑ 

◆編集後記◆ 

いよいよ新学期になりま

した。磯子駅前の桜も優

しく迎えてくれました。 

今年はみなさんも新しい

ことをはじめてみません

か。心よりおまちしてお

ります(^^♪ 

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 

 

♪応募内容 コンテスト MEET THE HIPHOP   発表会  
        ストリートダンスのコンテストです!!     オールジャンルの発表会です‼ 

詳細は、ISOGOダンスまつりホームページをご覧ください。 

第 9回 ISOGOダンスまつり  

♪日  時 9 月 10 日(土) 磯子公会堂 

♪募集期間 5 月 11 日(水)～6 月 17 日(金) 
♪募集方法 ISOGOダンスまつりホームページから申込フォームへアクセスし、必要事項を入力してエントリー! 

♪お問合せ先 〒235-0016 磯子３-５-１  
磯子区役所地域振興課 ＩＳＯＧＯダンスまつり担当 

is-dance@city.yokohama.jp  

参加者大募集!! 
 

乳がん体験者さんのための 
 

 
 

電話：045-751-0739 FAX：045-751-8608  Mail：isg-vc@yokohamashakyo.jp 
主催：手編みふわあむ（協力：magic ring）  共催：磯子区社会福祉協議会 

 

 
 

ミニステージ 6月4日(土)  

今年も 13組の地域ボランティア講師・グループ・団体の方々が日頃の活動をご披露くださいます。 
お誘い合わせの上お越しください。                    お楽しみに～♪ 

10:00～15:00 

〇楽器演奏     グルンパ 

〇フラダンス    エンジョイ・ストレッチ・フラ 

〇マンドリン演奏  なるちゃんのマンドリン 
〇コーラス     磯子童謡の会 

〇フラダンス    Hula Lei Maikai 

〇歌        気楽音(きらくね)すぎた 

〇楽器演奏     磯子こうかいどーず 

 

〇落語ひとり会？   秋風亭借金 

〇おはなしえぷろん  磯子区災害ボランティア 
ネットワーク 

〇南京玉すだれ    朝ボラけ 

〇女声コーラス    リリアーナ 

〇マジックショー   磯子マジッククラブ 

〇フラダンス     マカナアロハ 

 

当日、出演者の変更がある場合があります。 

ミニステージ 
6 月 4 日（土）10:00～15:０0 

磯子公会堂集会室 

演目及び出演者は下記を参照ください。 磯子区マスコット 
「いそっび」 キャラクター 

パネル展 

6 月２日（木）～6 月 14 日（火） 

磯子区役所 1 階区民ホール 
 

苗木配布 
6 月 4 日（土）10:00～15:０0 
磯子区役所 1 階区民ホール  
   アンケートに回答された方に 

    苗木プレゼント！ 
 

※状況によりイベントの内容変更や 
中止させていただく場合があります。 
あらかじご了承ください。 

体験コーナー 
6 月 2 日（木）～6 月 8 日（水） 
事前申し込みが必要です。（5/11～） 

詳しくは 2 ページをご覧ください。 

※当日はご自宅で事前に検温のご協力の
上、マスクの着用もお願いいたします。 
体調不良の場合はご遠慮ください。 

磯子区で登録されているグループ・

団体、地域ボランティア講師の日ご

ろの活動を紹介する場です。 
主催・問合せ 

いそご区民活動支援センター 

協力  

磯子区ＮＰＯ連絡会 
 

mailto:isg-vc@yokohamashakyo.jp
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