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磯子の歴史を学び、現地を訪れ、磯子の魅力を再発見しましょう！ 
磯子区の地域で活動されている方々に話を聞き、地域活動の楽しさを知ることにより、 
仲間づくりや地域活動に参加するきっかけとなります。ぜひ、ご参加ください。 

 

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◆ 

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 

 

3 年ぶりに、磯子まつりを開催します！ 

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、出店、パレード

やステージなど、さまざまなイベントを実施します。 

磯子区民の皆さんが中心となって作り上げる年に１度の 

磯子まつりを、ぜひお楽しみください！

磯子区マスコット 
キャラクター 
「いそっび」 

新型コロナウイルス感染症対策のため皆さんのご協力をお願いします 

☆磯子まつりについて詳しくは、広報よこはま 9月号磯子区版をご覧ください。 

オープニングセレモニー 

 区総合庁舎前 

 

出店 

社会教育コーナー 

区総合庁舎前駐車場 

区民ホール 
行政イベントブース 

主任児童委員による 
遊びの広場 

はたらくくるま大集合 

磯子土木事務所 

パレード 
産業道路 

区民ステージ 

産業道路(磯子センター前) 

磯子公会堂 
産業道路ミージックステージ 

地域ボランティア講師 ＆ グループ・団体 登録数 （ 8 月 31 日現在） 
■地域ボランティア講師  183 件 ■グループ・団体  228 件 

●第 １部  講義 13 時 30 分～15 時    講師 秋山 治彦氏 

         （横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 臨床研修部長） 

●第 ２部  講義と実践 15 時～15 時 30 分    講師 小川 明久氏 

         （横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 理学療法士）         

生涯元気でいるためには、脳と体の健康を保つことが大切です。 

認知症やロコモを予防し、活動的な暮らしを続けるためのコツを楽しく学びます！ 

令和 4 年度 磯子区介護予防普及啓発事業 横浜市立脳卒中神経・脊椎センター共催 

【お申込み・お問合せ】 横浜市磯子区役所 高齢・障害支援課 TEL 750-2418  FAX 750-2540  

◆会場： 磯子区役所 7 階会議室 
◆対象： おおむね 65 歳以上の 

磯子区民の方 40 名 

◆申込み： 電話にて受付 ※先着順 
◆持ち物： 運動できる服装と靴、飲み物 
◆受講料： 無料 

今日から始める！  認 知 症 と ロ コ モ 予 防 講 演 会 

◆日時： 令和 4 年 9 月 30 日（金）  13 時 30 分～15 時 （開場 13 時） 

 

※お申込み後、新型コロナウィルス感染症の影響で中止となる可能性もありますのでご了承ください。 

ディズニー流 スマイルコミュニケーション 
 

令和 4 年度 地域活動 スキルアップ講座Ⅰ 

10 月 29 日（土） 13：00～16：00 磯子区役所 7 階 会議室にて開催予定です 

詳細につきましては、いそつな 10 月号でご案内します。お楽しみに♪ 

地域活動を楽しくする 

磯子区商店街朝市が 7
月 30 日に開催されま
した。こども縁日もあ
り、久しぶりにたくさ
んの笑顔を見ることが
できました。(^^♪ 

「ヨコハマ 3R 夢!」 

              
 

 

へら星人ミーオ 

              
 

 

【地域デビュー講座 2022】 

 

   【定員】 20 人    【申込受付】 10 月１１日(火) ～ 先着順 

【内容】・葛城 峻 講師による「磯子の歴史」の話 
・グループごとに古今の磯子の魅力発見の街歩き 
・グループワークや交流会 

10:00～15:00 
2022年 9月 25日(日) 

マスコットイーオ 

              
 

 

第 46 回 磯子まつり 

STOP こども虐待 

              
 

 

磯子公会堂 集会室 

歩いて学んで磯子を知ろう！ 
～私たちが住む街 磯子の魅力再発見～ 

令和 4 年 11/8(火)～12/13(火) 10:00～12:30 

※11/1６のみ(水) 

 

  

6 回 
連続講座 

 

予告 
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第 1 回 10月 ７日（金） 

10:00～12:15 

会場：①  

【地域の元気と仲間づくり】 

オリエンテーション  

地域の活動について 

第 2回 10月 2１日（金） 

10:00～12:15 

会場：② 

【地域で活動する楽しさを知る】 

実践者から学ぶ  

自分の暮らす「まち」の魅力再発見 

第 3回 11 月 4日（金） 

10:00～12:15  

会場：：② 

【仲間と活動するためのヒント】 

話し合いのすすめ方について  

つながることの大切さ 

第 4 回 11 月 25 日（金） 

9:30～12:15 会場：① 

【活動の楽しさを知ろう】 

ミニイベントの企画・体験 

第 5回 12月 9日（金） 

10:00～12:15 

会場：① 

【やりたいことをイメージしよう】 

ふりかえり、気づきの大切さ  

やりたい活動を考える 

チャレンジ 

体験実施時期 

 第 3回目以降 

【さぁ はじめよう自分らしい一歩・実現へ】 

講座終了後、指定された区内活動団体や施設

等でボランティア体験や見学、相談などが出来

ます（希望者） 

 

 

 

 

情報掲示板 2022年9月号 ～会員募集・活動のご案内～ 

支援センタースタッフが行く！ 

久良岐能舞台 
7月22（金）に庭園リニューアル完成記念「くらきフェアー」が開催されました。 

新規事業「能舞台挙式」では、雅楽の調べにのせて「十二単」着付けの実演、歌手のルネイジャさん、 

ギタリストの新井現司さんによる心地よい調べの歌の中、美しいブライダルショーが開催されました。

「横浜芸者」による芸者と神楽のコラボ公演や、広場一面に敷き詰められた新緑の芝生の上での野点で

は、清々しい空気の中で、表千家「一木宗貴」のお点前のお茶をいただき、リフレッシュ！ 

芸術的な空間の中、さまざまな芸能に触れ、四季折々の木々や草花に囲まれた 

趣のある庭園を巡り、日常を離れ貴重な時間を過ごすことができました。 

みんなで歌って、聴いて、被災地にエールを！ 

 

～東日本大震災復興支援チャリティーコンサート～ 

●主  催 : 音の絵本 

●日  時 ： 2022年 10月7日（金） 

           12：30～15：00（開場12：00） 

●場  所 ： 横浜市港南公会堂 

  （横浜市営地下鉄 港南中央駅 徒歩1分） 

●入場料 ： 中学生以上  999円  

3歳～小学生 500円 

☆当日直接会場でお買い求めいただけます 

合唱グループ「気楽音すぎた」も出演します♪ 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

 

いそご散歩の会 

令和3年度地域デビュー講座でうまれた散歩

グループです。磯子や横浜市内、その近郊を楽

しくウォークしましょう。当日のゲスト参加も歓迎

します。 

●日 時： 毎月1回 10：00～14：00 （適時） 

●会 費： 300円／回 

イベントなどにつきまして 詳しくは 

080-1172-2127（戸田）  

までお問合わせください 

9月20日（火）開催予定！ 
（金沢地区を予定しています） 

対 象：磯子区内での地域活動に関心のある方 

初めて見たい方・全回参加できる方優先 

定 員：20名（申し込み多数の場合は抽選） 

参加費：無料    保育有り 

（チャレンジ体験の交通費などは自己負担） 

場 所：①磯子区福祉保健活動拠点 

    ②磯子区役所7階会議室 

申込み締切:2022年９月17日（必着） 

 

ホームページは、 

こちらから↑ 

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 

 

詳しくは、区民利用施設の

チラシ、ホームぺージを 

ご覧ください。 

 
申込み受付は、

こちらから↑ 

いそご地域づくり塾 2022 

それぞれ好きなこと、得意なこと、これまでの経験を生かして〝自分らしく″地域で活動

するヒントを仲間と楽しく学び合います。講座終了後のフォロー体制が充実しています。 

My column 新井 克己（行政書士） 

 

コラム 第2回 磯子区地域ボランティア講師 

遺言の種類と自筆証書遺言について 
 遺言の内容は、残された家族とその他の関係者にいろいろな利害の対立を生みやすく、 

また遺言は偽造されることもしばしば起こるので、民法では遺言について方式が定め 
られており、この方式に従わないとその遺言は無効になります。民法に定められている｢遺言｣の普通の方式
には ｢自筆証書｣｢公正証書｣｢秘密証書｣の３種類があります。その内｢秘密証書遺言｣は特殊なケースで使わ
れることが多いので、通常は｢自筆証書｣または｢公正証書｣遺言が用いられます。今月号では｢自筆証書遺言｣
の書き方について説明します。 
＜自筆証書遺言の書き方＞ 
(1)  この遺言は、遺言をしようとする者が自分の手で書いた遺言のことで、遺言の全文と、日付、住所、 

氏名を自分で書いて、これにハンコ(実印でなくともよい)を押したものです。(民法 968条) 
(2)  この遺言証書の中の字を書き加えたり削ったり、その他の変更をした時は、必ず｢第何行目の第何字を 

何字削り何字加える｣等、変更した場所を指示し、変更したことを付記した上でその付記の後ろに署名 
しかつ変更した場所に印を押しておかなければなりません。(民法 968条) 

(3)  この遺言を書く紙は何でもよいのですが、他人に代書してもらったり、タイプライター、ワープロ、 
パソコン等で作成したものは、自筆での作成ではないので無効になります。 

(4)  自筆証書遺言書が複数枚になる場合は、各頁に頁番号を記した上でバラバラにならないように留めて、 
各頁の境目に割印を押します。また、書いた遺言書は封筒に入れて封印して保管しておくのが良いで 
しょう。 

(5)  自筆証書遺言では、その保管者または発見者は、相続の開始を知った後は遅滞なく、この遺言を家庭 
裁判所に提出して、家庭裁判所の“検認”を受けなければなりません。(民法1004条) 

(6)  令和２年７月より自筆証書遺言書を最寄りの法務局に預けることが出来る｢自筆証書遺言書保管制度｣ 
がスタートしていますので、この制度を使うのも良い方法です。 

＜語句の説明＞ 
・｢検認｣とは、家庭裁判所が遺言書の存在及び内容を確認するために、遺言書を調査する手続きです。 
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情報掲示板 2022 年 9 月 ～会員募集・活動のご案内～ 

※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。 

 

おじゃましま～す 85 

 

8 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 

８月より「いそご区民活動支援センター」の相談員になりました細川真理です。 

昨年までは、栄区の区民活動センターで７年務めさせていただきました。 

今回ご縁がありまして、磯子区で勤務することになりました。 

磯子区は、海側の埋立地や遺跡、歴史ある商店街など見どころ満載の 

魅力的な地域ですね。 

磯子区のことをもっとよく知って、地域の皆さまのお役に立てるように 

頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

お問合せ：080-9084-5343（坂井） 

オラトリオ・ 

ガブリエル合唱団 

合唱初心者、とくに男声大歓迎！ 

じっくり時間をかけ、ベートーヴェンの第九を学び、 

オーケストラとともに晴れの大舞台で、歓喜の歌を！ 

 ●日時： 月 2 回 土曜日 15：00～17：00 

●場所： 屛風ヶ浦地域ケアプラザ 

        （もしくは横浜市社会教育コーナー） 

●会費： 3，000 円／月 

●音楽監督： 雨谷 善之氏（洗足学園音楽大学） 

合 唱 団 員 募 集 まずは見学を！ 

どうぞお気軽に！ 

学校、会社、家族以外で気軽に参加できる 

居場所サードスペースを週 2 回程度開催し、

自分らしく生きる居られる場創りを大切に 

活動しています。青少年から若者までを主な

対象に様々なアクティビティーを通じて他者

との関わり方や自分自身の気付きなどを学ぶ

ことができる場を創ったり、自分らしく在れ

る居場所やワークライフバランスをテーマに

講演会やワークショップ等を開催します。 

問合せ souzousurukuukan@gmail.com 

        070-1343-3976（奈良橋） 

月～土曜日 13～20 時 活動日の日曜日 

就労 悩みモヤモヤ座談会  
就労に関する悩みやモヤモヤを 

無理なく話せる座談会を開催します。 

●日 時：9/17、9/24（土） 16：30～18：00 

●定員数：15 人 

●場 所：関内ホール B2 

横浜市青少年育成センター 第 2 研修室 

●参加費：100 円  

iki×iki 

ジャンル：青少年・若者サポート 

氏  名：生き
い き

×居
い

き
き

コミュニティ 

若者向けの居場所サードスペースを 

設立（2010 年 5 月） 

 生き×居きコミュニティについて 

https://youngcommunity.jimdo.com/ 

活動について 
ホームぺージで 
ご覧いただけます。 

 

地域ボランティア講師・グループ冊子 準備中です 

本年度、地域ボランティア講師の登録更新（2 年に 1 度）をお願

いし、たくさんご登録いただきました。2022 年度版、磯子区地

域ボランティア講師登録名簿、グループ・団体情報冊子をまもな

くお届けします。地域ボランティア講師をお探しの方、グループ

に参加したい、何かをやってみたいとお考えの方、お気軽にお問

合せください。 

厨房男子 in 磯子 

2022 年 7 月 6 日訪問 

 
出来上がった料理を前に達成感とにこやかな笑顔。簡単なのに本格的な味の 

家庭料理を学べるのが「厨房男子 in 磯子」です。訪問した日の参加者は 60〜 

80 歳代の男性 4 名、メニューは「チキンカレー」「ナン」「キャロットラペ」 

の 3 品です。材料や作り方の説明を受けた後、実習が始まります。 

鶏肉を焼く人、にんじんの皮をむく人、スライサーで千切りする人、鍋を混ぜ 

る人、味付けをする人・・皆さん料理初心者だそうですが、先生の指示でスム 

ーズに工程が進んでいきます。「あれ？もう生姜は入れたっけ？」「いれてたよ」。わいわい楽しく協力しなが

ら作ります。「肉を焼いたフライパンの底には旨味がたくさん。焦げのようなものに旨味が含まれているので

白ワインでこそげ落としてカレーに入れましょう」。チキンカレーは、カレー粉と小麦粉、しょうが、にんに

く、鶏ガラスープの素、白ワイン、りんごジャムで作る本格的な欧風カレーです。出来上がった料理はどれ

も絶品で皆さん笑顔がこぼれました。先生が自宅で育てた生のミントをふんだんに使ったミントティー、ま

た「今試作中なのよ」とバナナのクレープもいただき大満足。 

2019 年設立。須賀 祐子先生から包丁の使い方、野菜の切り方、ちょっとしたコツを丁寧に気さくに教え

ていただけます。「そろそろ台所に入ってもいいと思う方、楽しい仲間が待って

ます」と先輩参加者から。和気あいあいとしたグループです。女性ばかりの中

では気がひけるという方は、男性だけのグループで始めの 1 歩を踏み出してみ

ませんか。会費は 1 回 2 千円（3 ヶ月分前払い）磯子センター調理室にて、 

第 1 水曜日、9 時 30 分〜12 時 30 分。体験見学も大歓迎です。参加される

場合は 2,500 円です。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  

 

 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

着つけサークル 

お仲間 募集中♪ 

お手持ちの着物を 1 人で着られるようになりたい方 

大募集。ゆかたから礼正装まで道具を使わず昔な

がらの手結びでお稽古しています。見学随時 OK！ 

●日時：【午前クラス】 よそおい 

第 1,3 金曜日（月 2 回） 9：30～11：30 

【夜間クラス】 すずしの会 

第 1,3 水曜日（月 2 回）18：30～20：30 

●場所： 杉田地区センター 

●会費： 1，500 円／月 

●講師： 原田 潤子 

物品の販売は 

ございません 

ほそかわ ま り 

mailto:souzousurukuukan@gmail.com
https://youngcommunity.jimdo.com/
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㊡ (月) ㊡ （火） ㊡ （月）

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： 搬入：

内容：

Tel 753-2861 Fax 753-2863 Tel 751-4777 Fax 751-4798 Tel 775-0541 Fax 775-0542 Ｔｅｌ 771-1212 Fax 770-5656 Ｔｅｌ 771-8118
㊡ （月） ㊡ （火） ㊡ (木) ㊡ （火） ㊡ （月） ㊡ (月)

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

内容： 内容： 内容：

Tel 773-3929 Fax 773-3939 Ｔｅｌ 761-7928 Fax 754-4666 Ｔｅｌ 753-2864 Fax 750-2528 Ｔｅｌ 761-4571 Fax 761-4603
㊡ (月) ㊡ (火) ㊡ （月） ㊡ （火） ㊡ ㊡

日時： 日時： 日時： 日時： 日時： 日時：
回数： 回数： 対象： 回数：

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

内容：

Ｔｅｌ 761-4571 Fax 761-4603 Ｔｅｌ 761-4571 Fax 761-4603
㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡

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

内容： 内容：

別途、材料費1回2,500円～

5回とも出席可能な人。旧柳下邸の
「雛まつり」期間に展示可能な人

10/28、11/25、12/23、
5年1/27、2/10（金）　全5回

各1回　9：30～12：00 ②10/16（日）9：30～12：00（磨き）

Tel＆Fax 761-4321

1,000円
（先着） toiawase@yokohama-se.net
多文化共生に関わる子どもたちの現状を
知り、今後コミュニティの活性化に重要な
視点として地域みんなで一緒に考えてい
く機会とします。

750-5022     Tel＆Fax
9/20

9/6（火）～9/30（金）
一般
なし
なし

上笹下地域ケアプラザ

9/199/19 9/13

滝頭地域ケアプラザ 屏風ヶ浦地域ケアプラザ

10/9（日）13：30～15：00 10/13（木）10：00～13：00 10/1（土）10：00～10/2（日）15：00

「わんわんパトロール」サポーター募集！
オヤジの台所

～自前のカレールーを作ろう！～
『作品展』

           　あなたの作品を展示しませんか

30人 4人 なし、作品お一人3点まで

１回 1回
愛犬の飼い主の方 概ね60歳以上の男性

2日間
地域の方どなたでも

無料 無料800円
9/15(木)～（先着） 9/17（土）～（先着） 9/2（金）～9/18（日）迄

磯子センター 根岸地区センター 杉田地区センター 区民文化センター杉田劇場 磯子スポーツセンター 横浜市社会教育コーナー

男性のための簡単料理教室で
す。
作ったルーで「牛肉と秋野菜のカ
レー」を実習します。

愛犬と散歩をしながら、地域の見
守りサポーターになりませんか？
登録された方には、パトロールバッ
グとリードボーンを配布致します。

9/23（金）～9/27（火）迄
・絵画・写真12号まで
　　　　  （606ｍｍ×500ｍｍ以下）
・その他（500ｍｍ×500ｍｍ以下）

10/14（金）10：00～12：00 10/29（土）10：00～12：00 9/17（土）14：00～16：00 9/28（水）14：00～16：00 ①9/26（月） 10：00～10：50 9/26、10/17・31（ 月）

9/12 9/5

ボランティア入門講座 ポーセリンドール アイロンビーズでキーホルダーを作ろう 横浜夢座 朗読公演『真昼の夕焼け』
出前教室①健康体操
出前教室②肩腰膝痛予防体操

多文化共生と地域の明日（あした）
～子どもたちの多様性をいかす～

9/26 9/20 9/15 9/13

60歳以上 小学生～一般（小2以下保護者同伴） 小学3年生以上 小学生以上 ①屏風ヶ浦地域ケアプラザ 全3回
1回 1回 1回 1回 ②9/27（火） 13：00～13：50 18：30～20：30

無料 2000円/1体 300円 一般2,500円／SC会員2,000円 16歳以上 各20人 30人
20人 16人 8人 240人 ②上笹下地域ケアプラザ 一般（市内在住在勤）

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 磯子図書館     根岸なつかし公園  旧柳下邸 三殿台考古館

9/1（木）～20日（火）迄（抽選） 9/12（月）～（先着） 8/20(土)～9/10(土)迄（先着）
アイロンの熱で接着するビーズを
並べて、キーホルダーを作ります。
蓄光ビーズを使うので、ほのかに
発光するタイプに仕上がります。

来館又は電話
ポーセリンアートで
着飾ります。2種類の
お人形からお選びください。

初めてボランティアをしてみたい
方向けの入門講座です。

チケット発売中 各500円
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。

五大路子率いる「横浜夢座」の朗
読劇公演。横浜大空襲をテーマ
に、平和の大切さを訴えます。

10/25（火）10：00～11：30 9/17（土）10：30～12：00

月
手作りタイム

～ドライフラワーのロールオンアロマ～
トランプ大会

みんなでトランプゲームを楽しもう！
整理収納・秋　～クローゼット編～

スイッチON磯子パネル展示「第4期磯子
区地域福祉保健計画推進中！」

　     古布縮緬で作る雛のつるし飾り教室
　  ～一連飾り～

秋の弓矢うち大会

9/26 9/269/20 9/13・27（火）

9/11（日）～（先着）
ついつい増えてしまう衣類。
がんばらない疲れない片づけの
コツを知っておくと年末の大掃除
にも役立ちます。

5,000円（初回全納） （当日10：00～受付開始）（先着）
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。

一般 小学生以上
10：00～12：00 2回 1回 1回
1回

12人 各8人 500円 不要 6人（先着） 無料
15人 20人一般

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。推進２年目、地
域でどんな取組が行われているか
関連図書とともに紹介します。

古布縮緬で雛のつるし飾りを作ります。裁
縫道具・目打ちをお持ちください。

9/11（日）10：00～電話・事務室へ

ストレッチYoga         体験教室（土器・土偶・石器） 　　　　土器作り教室（全3回）

火・金 月 月

浜小学校コミュニティハウス 浜中学校コミュニティハウス 洋光台第三小学校コミュニティハウス 三殿台考古館 三殿台考古館

火・金
Tel＆Fax 832-8331

火・金

Tel＆Fax 758-2540 Tel＆Fax 772-0770

10/31（月）10：00～11：30 10/30（日）10：00～11：00 10/3・17、11/7・21、 10/8（土）・9（日）・22（土） ①10/15（土）9：30～16：00（成形）

10組 （12人） 一般 各12人 全3回
1歳半前後から未就園児と保護者

1回 1回 12/5・19（月）　13：30～14：45

200円 600円 14人 各500円 中学生以上で全３回参加可能な方

小学生と保護者6組 全6回 小学生（石器のみ小学生以上） ③11/5（土）9：30～16：00（野焼き）

往復葉書またはEメール3,600円（初回一括払） 8人　　2,000円（粘土代を含む）
10/7までに往復葉書orEメール
古代の土器をモデルに粘土をこね、成形、
磨き、野焼きに取り組みます。

詳細はHPをご覧ください。

santonodai@yokohama-history.org

土器・土偶・石器を作る体験教室で
す。詳細はHP（三殿台考古館で検
索）でご確認ください。応募者多数
の場合は抽選となります。

専用の彫刻刀で石けんを彫り、ジャッ
ク・オ・ランタンなどハロウィンにちなん
だ作品を作ります。作品とかわいい
パーツを板に貼り付けて素敵な飾りの
出来上がり！

9/11（日）～電話・窓口
むずかしいポーズはありません。固
まった体をストレッチでほぐせば気分も
リラックス。不眠解消にもなり朝の目覚
めもスッキリ！

9/11(日)～（先着）
カラービニールで
衣装を作り、まじょの帽子とほうき
も作ります。お菓子のプレゼント、
絵本の読み聞かせもあります。

9/21（水）～窓口・電話（先着）

1300円

Tel＆Fax 833-1569

無料

みんなであそぼう
ハロウィンの仮装をしよう

　　　　　　　親子で楽しむ

　　　　　ハロウィンソープカービング

10/18（火） 9/10（土）14：00～

保護者のサポートなしでプレイ
できる幼児と小学生

当日13：40～（先着）
ビッグトランプで、
しんけいすいじゃくを
やるよ！

秋の始まりにオリジナルの香りを。
お好きなドライフラワーをロールオンタイ
プの容器に閉じ込めて、美しく仕上げてく
ださい。（原料についてはご確認ください）

9/21（水）～10/11（火）（先着）

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。

4 5
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Ｔｅｌ 750-5151 Fax 750-5155 Ｔｅｌ 750-5411 Fax 751-2322 Ｔｅｌ 769-0240 Fax 769-0242
㊡ (月) ㊡ （火） ㊡ （月）

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： 搬入：

内容：

Tel 753-2861 Fax 753-2863 Tel 751-4777 Fax 751-4798 Tel 775-0541 Fax 775-0542 Ｔｅｌ 771-1212 Fax 770-5656 Ｔｅｌ 771-8118
㊡ （月） ㊡ （火） ㊡ (木) ㊡ （火） ㊡ （月） ㊡ (月)

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

内容： 内容： 内容：

Tel 773-3929 Fax 773-3939 Ｔｅｌ 761-7928 Fax 754-4666 Ｔｅｌ 753-2864 Fax 750-2528 Ｔｅｌ 761-4571 Fax 761-4603
㊡ (月) ㊡ (火) ㊡ （月） ㊡ （火） ㊡ ㊡

日時： 日時： 日時： 日時： 日時： 日時：
回数： 回数： 対象： 回数：

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

内容：

Ｔｅｌ 761-4571 Fax 761-4603 Ｔｅｌ 761-4571 Fax 761-4603
㊡ ㊡ ㊡ ㊡ ㊡

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

内容： 内容：

別途、材料費1回2,500円～

5回とも出席可能な人。旧柳下邸の
「雛まつり」期間に展示可能な人

10/28、11/25、12/23、
5年1/27、2/10（金）　全5回

各1回　9：30～12：00 ②10/16（日）9：30～12：00（磨き）

Tel＆Fax 761-4321

1,000円
（先着） toiawase@yokohama-se.net
多文化共生に関わる子どもたちの現状を
知り、今後コミュニティの活性化に重要な
視点として地域みんなで一緒に考えてい
く機会とします。

750-5022     Tel＆Fax
9/20

9/6（火）～9/30（金）
一般
なし
なし

上笹下地域ケアプラザ

9/199/19 9/13

滝頭地域ケアプラザ 屏風ヶ浦地域ケアプラザ

10/9（日）13：30～15：00 10/13（木）10：00～13：00 10/1（土）10：00～10/2（日）15：00

「わんわんパトロール」サポーター募集！
オヤジの台所

～自前のカレールーを作ろう！～
『作品展』

           　あなたの作品を展示しませんか

30人 4人 なし、作品お一人3点まで

１回 1回
愛犬の飼い主の方 概ね60歳以上の男性

2日間
地域の方どなたでも

無料 無料800円
9/15(木)～（先着） 9/17（土）～（先着） 9/2（金）～9/18（日）迄

磯子センター 根岸地区センター 杉田地区センター 区民文化センター杉田劇場 磯子スポーツセンター 横浜市社会教育コーナー

男性のための簡単料理教室で
す。
作ったルーで「牛肉と秋野菜のカ
レー」を実習します。

愛犬と散歩をしながら、地域の見
守りサポーターになりませんか？
登録された方には、パトロールバッ
グとリードボーンを配布致します。

9/23（金）～9/27（火）迄
・絵画・写真12号まで
　　　　  （606ｍｍ×500ｍｍ以下）
・その他（500ｍｍ×500ｍｍ以下）

10/14（金）10：00～12：00 10/29（土）10：00～12：00 9/17（土）14：00～16：00 9/28（水）14：00～16：00 ①9/26（月） 10：00～10：50 9/26、10/17・31（ 月）

9/12 9/5

ボランティア入門講座 ポーセリンドール アイロンビーズでキーホルダーを作ろう 横浜夢座 朗読公演『真昼の夕焼け』
出前教室①健康体操
出前教室②肩腰膝痛予防体操

多文化共生と地域の明日（あした）
～子どもたちの多様性をいかす～

9/26 9/20 9/15 9/13

60歳以上 小学生～一般（小2以下保護者同伴） 小学3年生以上 小学生以上 ①屏風ヶ浦地域ケアプラザ 全3回
1回 1回 1回 1回 ②9/27（火） 13：00～13：50 18：30～20：30

無料 2000円/1体 300円 一般2,500円／SC会員2,000円 16歳以上 各20人 30人
20人 16人 8人 240人 ②上笹下地域ケアプラザ 一般（市内在住在勤）

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 磯子図書館     根岸なつかし公園  旧柳下邸 三殿台考古館

9/1（木）～20日（火）迄（抽選） 9/12（月）～（先着） 8/20(土)～9/10(土)迄（先着）
アイロンの熱で接着するビーズを
並べて、キーホルダーを作ります。
蓄光ビーズを使うので、ほのかに
発光するタイプに仕上がります。

来館又は電話
ポーセリンアートで
着飾ります。2種類の
お人形からお選びください。

初めてボランティアをしてみたい
方向けの入門講座です。

チケット発売中 各500円
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。

五大路子率いる「横浜夢座」の朗
読劇公演。横浜大空襲をテーマ
に、平和の大切さを訴えます。

10/25（火）10：00～11：30 9/17（土）10：30～12：00

月
手作りタイム

～ドライフラワーのロールオンアロマ～
トランプ大会

みんなでトランプゲームを楽しもう！
整理収納・秋　～クローゼット編～

スイッチON磯子パネル展示「第4期磯子
区地域福祉保健計画推進中！」

　     古布縮緬で作る雛のつるし飾り教室
　  ～一連飾り～

秋の弓矢うち大会

9/26 9/269/20 9/13・27（火）

9/11（日）～（先着）
ついつい増えてしまう衣類。
がんばらない疲れない片づけの
コツを知っておくと年末の大掃除
にも役立ちます。

5,000円（初回全納） （当日10：00～受付開始）（先着）
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。

一般 小学生以上
10：00～12：00 2回 1回 1回
1回

12人 各8人 500円 不要 6人（先着） 無料
15人 20人一般

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。推進２年目、地
域でどんな取組が行われているか
関連図書とともに紹介します。

古布縮緬で雛のつるし飾りを作ります。裁
縫道具・目打ちをお持ちください。

9/11（日）10：00～電話・事務室へ

ストレッチYoga         体験教室（土器・土偶・石器） 　　　　土器作り教室（全3回）

火・金 月 月

浜小学校コミュニティハウス 浜中学校コミュニティハウス 洋光台第三小学校コミュニティハウス 三殿台考古館 三殿台考古館

火・金
Tel＆Fax 832-8331

火・金

Tel＆Fax 758-2540 Tel＆Fax 772-0770

10/31（月）10：00～11：30 10/30（日）10：00～11：00 10/3・17、11/7・21、 10/8（土）・9（日）・22（土） ①10/15（土）9：30～16：00（成形）

10組 （12人） 一般 各12人 全3回
1歳半前後から未就園児と保護者

1回 1回 12/5・19（月）　13：30～14：45

200円 600円 14人 各500円 中学生以上で全３回参加可能な方

小学生と保護者6組 全6回 小学生（石器のみ小学生以上） ③11/5（土）9：30～16：00（野焼き）

往復葉書またはEメール3,600円（初回一括払） 8人　　2,000円（粘土代を含む）
10/7までに往復葉書orEメール
古代の土器をモデルに粘土をこね、成形、
磨き、野焼きに取り組みます。

詳細はHPをご覧ください。

santonodai@yokohama-history.org

土器・土偶・石器を作る体験教室で
す。詳細はHP（三殿台考古館で検
索）でご確認ください。応募者多数
の場合は抽選となります。

専用の彫刻刀で石けんを彫り、ジャッ
ク・オ・ランタンなどハロウィンにちなん
だ作品を作ります。作品とかわいい
パーツを板に貼り付けて素敵な飾りの
出来上がり！

9/11（日）～電話・窓口
むずかしいポーズはありません。固
まった体をストレッチでほぐせば気分も
リラックス。不眠解消にもなり朝の目覚
めもスッキリ！

9/11(日)～（先着）
カラービニールで
衣装を作り、まじょの帽子とほうき
も作ります。お菓子のプレゼント、
絵本の読み聞かせもあります。

9/21（水）～窓口・電話（先着）

1300円

Tel＆Fax 833-1569

無料

みんなであそぼう
ハロウィンの仮装をしよう

　　　　　　　親子で楽しむ

　　　　　ハロウィンソープカービング

10/18（火） 9/10（土）14：00～

保護者のサポートなしでプレイ
できる幼児と小学生

当日13：40～（先着）
ビッグトランプで、
しんけいすいじゃくを
やるよ！

秋の始まりにオリジナルの香りを。
お好きなドライフラワーをロールオンタイ
プの容器に閉じ込めて、美しく仕上げてく
ださい。（原料についてはご確認ください）

9/21（水）～10/11（火）（先着）

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。

4 5
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情報掲示板 2022 年 9 月 ～会員募集・活動のご案内～ 

※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。 

 

おじゃましま～す 85 

 

8 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 

８月より「いそご区民活動支援センター」の相談員になりました細川真理です。 

昨年までは、栄区の区民活動センターで７年務めさせていただきました。 

今回ご縁がありまして、磯子区で勤務することになりました。 

磯子区は、海側の埋立地や遺跡、歴史ある商店街など見どころ満載の 

魅力的な地域ですね。 

磯子区のことをもっとよく知って、地域の皆さまのお役に立てるように 

頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

お問合せ：080-9084-5343（坂井） 

オラトリオ・ 

ガブリエル合唱団 

合唱初心者、とくに男声大歓迎！ 

じっくり時間をかけ、ベートーヴェンの第九を学び、 

オーケストラとともに晴れの大舞台で、歓喜の歌を！ 

 ●日時： 月 2 回 土曜日 15：00～17：00 

●場所： 屛風ヶ浦地域ケアプラザ 

        （もしくは横浜市社会教育コーナー） 

●会費： 3，000 円／月 

●音楽監督： 雨谷 善之氏（洗足学園音楽大学） 

合 唱 団 員 募 集 まずは見学を！ 

どうぞお気軽に！ 

学校、会社、家族以外で気軽に参加できる 

居場所サードスペースを週 2 回程度開催し、

自分らしく生きる居られる場創りを大切に 

活動しています。青少年から若者までを主な

対象に様々なアクティビティーを通じて他者

との関わり方や自分自身の気付きなどを学ぶ

ことができる場を創ったり、自分らしく在れ

る居場所やワークライフバランスをテーマに

講演会やワークショップ等を開催します。 

問合せ souzousurukuukan@gmail.com 

        070-1343-3976（奈良橋） 

月～土曜日 13～20 時 活動日の日曜日 

就労 悩みモヤモヤ座談会  
就労に関する悩みやモヤモヤを 

無理なく話せる座談会を開催します。 

●日 時：9/17、9/24（土） 16：30～18：00 

●定員数：15 人 

●場 所：関内ホール B2 

横浜市青少年育成センター 第 2 研修室 

●参加費：100 円  

iki×iki 

ジャンル：青少年・若者サポート 

氏  名：生き
い き

×居
い

き
き

コミュニティ 

若者向けの居場所サードスペースを 

設立（2010 年 5 月） 

 生き×居きコミュニティについて 

https://youngcommunity.jimdo.com/ 

活動について 
ホームぺージで 
ご覧いただけます。 

 

地域ボランティア講師・グループ冊子 準備中です 

本年度、地域ボランティア講師の登録更新（2 年に 1 度）をお願

いし、たくさんご登録いただきました。2022 年度版、磯子区地

域ボランティア講師登録名簿、グループ・団体情報冊子をまもな

くお届けします。地域ボランティア講師をお探しの方、グループ

に参加したい、何かをやってみたいとお考えの方、お気軽にお問

合せください。 

厨房男子 in 磯子 

2022 年 7 月 6 日訪問 

 
出来上がった料理を前に達成感とにこやかな笑顔。簡単なのに本格的な味の 

家庭料理を学べるのが「厨房男子 in 磯子」です。訪問した日の参加者は 60〜 

80 歳代の男性 4 名、メニューは「チキンカレー」「ナン」「キャロットラペ」 

の 3 品です。材料や作り方の説明を受けた後、実習が始まります。 

鶏肉を焼く人、にんじんの皮をむく人、スライサーで千切りする人、鍋を混ぜ 

る人、味付けをする人・・皆さん料理初心者だそうですが、先生の指示でスム 

ーズに工程が進んでいきます。「あれ？もう生姜は入れたっけ？」「いれてたよ」。わいわい楽しく協力しなが

ら作ります。「肉を焼いたフライパンの底には旨味がたくさん。焦げのようなものに旨味が含まれているので

白ワインでこそげ落としてカレーに入れましょう」。チキンカレーは、カレー粉と小麦粉、しょうが、にんに

く、鶏ガラスープの素、白ワイン、りんごジャムで作る本格的な欧風カレーです。出来上がった料理はどれ

も絶品で皆さん笑顔がこぼれました。先生が自宅で育てた生のミントをふんだんに使ったミントティー、ま

た「今試作中なのよ」とバナナのクレープもいただき大満足。 

2019 年設立。須賀 祐子先生から包丁の使い方、野菜の切り方、ちょっとしたコツを丁寧に気さくに教え

ていただけます。「そろそろ台所に入ってもいいと思う方、楽しい仲間が待って

ます」と先輩参加者から。和気あいあいとしたグループです。女性ばかりの中

では気がひけるという方は、男性だけのグループで始めの 1 歩を踏み出してみ

ませんか。会費は 1 回 2 千円（3 ヶ月分前払い）磯子センター調理室にて、 

第 1 水曜日、9 時 30 分〜12 時 30 分。体験見学も大歓迎です。参加される

場合は 2,500 円です。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  

 

 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

着つけサークル 

お仲間 募集中♪ 

お手持ちの着物を 1 人で着られるようになりたい方 

大募集。ゆかたから礼正装まで道具を使わず昔な

がらの手結びでお稽古しています。見学随時 OK！ 

●日時：【午前クラス】 よそおい 

第 1,3 金曜日（月 2 回） 9：30～11：30 

【夜間クラス】 すずしの会 

第 1,3 水曜日（月 2 回）18：30～20：30 

●場所： 杉田地区センター 

●会費： 1，500 円／月 

●講師： 原田 潤子 

物品の販売は 

ございません 

ほそかわ ま り 

mailto:souzousurukuukan@gmail.com
https://youngcommunity.jimdo.com/


いそつな 9月号                                                                                        発行日 2022.9.1vol.159 

2 7 

  

       

第 1 回 10月 ７日（金） 

10:00～12:15 

会場：①  

【地域の元気と仲間づくり】 

オリエンテーション  

地域の活動について 

第 2回 10月 2１日（金） 

10:00～12:15 

会場：② 

【地域で活動する楽しさを知る】 

実践者から学ぶ  

自分の暮らす「まち」の魅力再発見 

第 3回 11 月 4日（金） 

10:00～12:15  

会場：：② 

【仲間と活動するためのヒント】 

話し合いのすすめ方について  

つながることの大切さ 

第 4 回 11 月 25 日（金） 

9:30～12:15 会場：① 

【活動の楽しさを知ろう】 

ミニイベントの企画・体験 

第 5回 12月 9日（金） 

10:00～12:15 

会場：① 

【やりたいことをイメージしよう】 

ふりかえり、気づきの大切さ  

やりたい活動を考える 

チャレンジ 

体験実施時期 

 第 3回目以降 

【さぁ はじめよう自分らしい一歩・実現へ】 

講座終了後、指定された区内活動団体や施設

等でボランティア体験や見学、相談などが出来

ます（希望者） 

 

 

 

 

情報掲示板 2022年9月号 ～会員募集・活動のご案内～ 

支援センタースタッフが行く！ 

久良岐能舞台 
7月22（金）に庭園リニューアル完成記念「くらきフェアー」が開催されました。 

新規事業「能舞台挙式」では、雅楽の調べにのせて「十二単」着付けの実演、歌手のルネイジャさん、 

ギタリストの新井現司さんによる心地よい調べの歌の中、美しいブライダルショーが開催されました。

「横浜芸者」による芸者と神楽のコラボ公演や、広場一面に敷き詰められた新緑の芝生の上での野点で

は、清々しい空気の中で、表千家「一木宗貴」のお点前のお茶をいただき、リフレッシュ！ 

芸術的な空間の中、さまざまな芸能に触れ、四季折々の木々や草花に囲まれた 

趣のある庭園を巡り、日常を離れ貴重な時間を過ごすことができました。 

みんなで歌って、聴いて、被災地にエールを！ 

 

～東日本大震災復興支援チャリティーコンサート～ 

●主  催 : 音の絵本 

●日  時 ： 2022年 10月7日（金） 

           12：30～15：00（開場12：00） 

●場  所 ： 横浜市港南公会堂 

  （横浜市営地下鉄 港南中央駅 徒歩1分） 

●入場料 ： 中学生以上  999円  

3歳～小学生 500円 

☆当日直接会場でお買い求めいただけます 

合唱グループ「気楽音すぎた」も出演します♪ 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

 

いそご散歩の会 

令和3年度地域デビュー講座でうまれた散歩

グループです。磯子や横浜市内、その近郊を楽

しくウォークしましょう。当日のゲスト参加も歓迎

します。 

●日 時： 毎月1回 10：00～14：00 （適時） 

●会 費： 300円／回 

イベントなどにつきまして 詳しくは 

080-1172-2127（戸田）  

までお問合わせください 

9月20日（火）開催予定！ 
（金沢地区を予定しています） 

対 象：磯子区内での地域活動に関心のある方 

初めて見たい方・全回参加できる方優先 

定 員：20名（申し込み多数の場合は抽選） 

参加費：無料    保育有り 

（チャレンジ体験の交通費などは自己負担） 

場 所：①磯子区福祉保健活動拠点 

    ②磯子区役所7階会議室 

申込み締切:2022年９月17日（必着） 

 

ホームページは、 

こちらから↑ 

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 

 

詳しくは、区民利用施設の

チラシ、ホームぺージを 

ご覧ください。 

 
申込み受付は、

こちらから↑ 

いそご地域づくり塾 2022 

それぞれ好きなこと、得意なこと、これまでの経験を生かして〝自分らしく″地域で活動

するヒントを仲間と楽しく学び合います。講座終了後のフォロー体制が充実しています。 

My column 新井 克己（行政書士） 

 

コラム 第2回 磯子区地域ボランティア講師 

遺言の種類と自筆証書遺言について 
 遺言の内容は、残された家族とその他の関係者にいろいろな利害の対立を生みやすく、 

また遺言は偽造されることもしばしば起こるので、民法では遺言について方式が定め 
られており、この方式に従わないとその遺言は無効になります。民法に定められている｢遺言｣の普通の方式
には ｢自筆証書｣｢公正証書｣｢秘密証書｣の３種類があります。その内｢秘密証書遺言｣は特殊なケースで使わ
れることが多いので、通常は｢自筆証書｣または｢公正証書｣遺言が用いられます。今月号では｢自筆証書遺言｣
の書き方について説明します。 
＜自筆証書遺言の書き方＞ 
(1)  この遺言は、遺言をしようとする者が自分の手で書いた遺言のことで、遺言の全文と、日付、住所、 

氏名を自分で書いて、これにハンコ(実印でなくともよい)を押したものです。(民法 968条) 
(2)  この遺言証書の中の字を書き加えたり削ったり、その他の変更をした時は、必ず｢第何行目の第何字を 

何字削り何字加える｣等、変更した場所を指示し、変更したことを付記した上でその付記の後ろに署名 
しかつ変更した場所に印を押しておかなければなりません。(民法 968条) 

(3)  この遺言を書く紙は何でもよいのですが、他人に代書してもらったり、タイプライター、ワープロ、 
パソコン等で作成したものは、自筆での作成ではないので無効になります。 

(4)  自筆証書遺言書が複数枚になる場合は、各頁に頁番号を記した上でバラバラにならないように留めて、 
各頁の境目に割印を押します。また、書いた遺言書は封筒に入れて封印して保管しておくのが良いで 
しょう。 

(5)  自筆証書遺言では、その保管者または発見者は、相続の開始を知った後は遅滞なく、この遺言を家庭 
裁判所に提出して、家庭裁判所の“検認”を受けなければなりません。(民法1004条) 

(6)  令和２年７月より自筆証書遺言書を最寄りの法務局に預けることが出来る｢自筆証書遺言書保管制度｣ 
がスタートしていますので、この制度を使うのも良い方法です。 

＜語句の説明＞ 
・｢検認｣とは、家庭裁判所が遺言書の存在及び内容を確認するために、遺言書を調査する手続きです。 
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磯子の歴史を学び、現地を訪れ、磯子の魅力を再発見しましょう！ 
磯子区の地域で活動されている方々に話を聞き、地域活動の楽しさを知ることにより、 
仲間づくりや地域活動に参加するきっかけとなります。ぜひ、ご参加ください。 

 

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◆ 

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 

 

3 年ぶりに、磯子まつりを開催します！ 

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、出店、パレード

やステージなど、さまざまなイベントを実施します。 

磯子区民の皆さんが中心となって作り上げる年に１度の 

磯子まつりを、ぜひお楽しみください！

磯子区マスコット 
キャラクター 
「いそっび」 

新型コロナウイルス感染症対策のため皆さんのご協力をお願いします 

☆磯子まつりについて詳しくは、広報よこはま 9月号磯子区版をご覧ください。 

オープニングセレモニー 

 区総合庁舎前 

 

出店 

社会教育コーナー 

区総合庁舎前駐車場 

区民ホール 
行政イベントブース 

主任児童委員による 
遊びの広場 

はたらくくるま大集合 

磯子土木事務所 

パレード 
産業道路 

区民ステージ 

産業道路(磯子センター前) 

磯子公会堂 
産業道路ミージックステージ 

地域ボランティア講師 ＆ グループ・団体 登録数 （ 8 月 31 日現在） 
■地域ボランティア講師  183 件 ■グループ・団体  228 件 

●第 １部  講義 13 時 30 分～15 時    講師 秋山 治彦氏 

         （横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 臨床研修部長） 

●第 ２部  講義と実践 15 時～15 時 30 分    講師 小川 明久氏 

         （横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 理学療法士）         

生涯元気でいるためには、脳と体の健康を保つことが大切です。 

認知症やロコモを予防し、活動的な暮らしを続けるためのコツを楽しく学びます！ 

令和 4 年度 磯子区介護予防普及啓発事業 横浜市立脳卒中神経・脊椎センター共催 

【お申込み・お問合せ】 横浜市磯子区役所 高齢・障害支援課 TEL 750-2418  FAX 750-2540  

◆会場： 磯子区役所 7 階会議室 
◆対象： おおむね 65 歳以上の 

磯子区民の方 40 名 

◆申込み： 電話にて受付 ※先着順 
◆持ち物： 運動できる服装と靴、飲み物 
◆受講料： 無料 

今日から始める！  認 知 症 と ロ コ モ 予 防 講 演 会 

◆日時： 令和 4 年 9 月 30 日（金）  13 時 30 分～15 時 （開場 13 時） 

 

※お申込み後、新型コロナウィルス感染症の影響で中止となる可能性もありますのでご了承ください。 

ディズニー流 スマイルコミュニケーション 
 

令和 4 年度 地域活動 スキルアップ講座Ⅰ 

10 月 29 日（土） 13：00～16：00 磯子区役所 7 階 会議室にて開催予定です 

詳細につきましては、いそつな 10 月号でご案内します。お楽しみに♪ 

地域活動を楽しくする 

磯子区商店街朝市が 7
月 30 日に開催されま
した。こども縁日もあ
り、久しぶりにたくさ
んの笑顔を見ることが
できました。(^^♪ 

「ヨコハマ 3R 夢!」 

              
 

 

へら星人ミーオ 

              
 

 

【地域デビュー講座 2022】 

 

   【定員】 20 人    【申込受付】 10 月１１日(火) ～ 先着順 

【内容】・葛城 峻 講師による「磯子の歴史」の話 
・グループごとに古今の磯子の魅力発見の街歩き 
・グループワークや交流会 

10:00～15:00 
2022年 9月 25日(日) 

マスコットイーオ 

              
 

 

第 46 回 磯子まつり 

STOP こども虐待 

              
 

 

磯子公会堂 集会室 

歩いて学んで磯子を知ろう！ 
～私たちが住む街 磯子の魅力再発見～ 

令和 4 年 11/8(火)～12/13(火) 10:00～12:30 

※11/1６のみ(水) 

 

  

6 回 
連続講座 

 

予告 
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