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週１回でも、小学生だけ、中学生だけでも OK！です。 

じっくり子どもと向き合い、分からないところも丁寧にサポート 

していただける方、お待ちしております。 

詳細は下記までお問合せください。 

【磯子区社会福祉協議会 TEL:045-751-0739】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(詳細は２ページをご覧ください) 

【定員】 20 人(磯子区在住・在勤・初めて参加する方・全６回参加可能な方優先) 
【申込受付】10 月 11 日(火)10 時～先着順  窓口・電話・FAX・メール 

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～ 

11/８(火) ～12/13(火)10:00～12:30  第２回 11/16 のみ(水)   
 

 

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 

 

学習支援ボランティア募集 
                    ｂｙばるーん 

 

 

 

小学 4 年生から中学３年生までの 

子どもたちの学習支援を手伝って下さる方を募集しています！ 

 

一人一人に 
寄り添う 
学習支援 

地域ボランティア講師＆グループ・団体 

登録数 （9 月 30 日現在） 

■地域ボランティア講師 ２２１件 

■グループ・団体    ２３１件 

令和 4 年度 地域デビュー講座 

全６回 

参加者 

募集 

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◆ 

ISOGO ダンスまつりが

9 月 10 日に開催されま

した。9 月 25 日には 3

年ぶりの磯子まつりが開

催されました！イベント

に心が弾みます(^^)/ 

詳しくはこちら 

いそご芸術文化祭 
手工芸部 手芸の体験教室 

●場 所： 横浜市社会教育コーナー 

●申 込 み： 各講師に直接電話 

●材 料 費： 当日会場で支払い 

●募集期間： 10 月 15 日～11 月 12 日 

編み物 一本針でさくさく編める 
アフガン編みのこもの 
（手提またはクッション） 
① 6 人 ② 6 人  
手提 2,000 円（針代込） 

        クッション 2,500 円（針代込） 
☎045-755-1011（古賀） 

工芸 BON-SAI 
布とワイヤーと粘土で 
作る屋久島ヤブコウジ 

② 5 人  
800 円 

 
 
☎045-772-8124（蓮沼） 

ドライフラワー 
バラのリース 

① 5人  
2,500 円 

 
 
☎045-774-4678（石月） 

布細工 
クラフトバンドのかご

① 5 人 
300 円 

 
 
☎045-758-7900（島崎） 

編み物 
コットンと大豆の糸で 

編むショール 
② 6 人  
2,000 円 
 

☎046-836-1884（栗山）
※17 時以降 

11月28日（月） 

① 9：30～12：30  

② 13：00～16：00 

 

   場所：磯子地域ケアプラザ 

   日時：毎週水曜日・金曜日  小学生 16：30 - 17：30 

                  中学生 18：00 - 20：30 

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

 

日  時  10 月 29 日（土） 13 時～16 時 

場  所  磯子区役所 7 階 会議室 

定  員  40 人（多数の場合抽選） 

持ち物  筆記用具 

対  象  区内で地域活動をされている 

グループ・団体地域ボランティア講師 

から 20人、区内の自治会・町内会の方から20人 

締  切  10 月 19 日（水） 電話・窓口・FAX・メールにて 

コミュニケーションの第一歩は「笑顔」です。コロナで停滞しがちな地域活動再開の 
きっかけになるよう笑顔のコミュニケーション効果をディズニーランドの事例を交えながら 

学びます。輝く笑顔で身近な人も笑顔になり、人との繋がりが楽しくなります♪ 

 

参加者
募集！ 活動を広めよう 

講師 石坂 秀己（いしざかひでみ） 

 株式会社オリエンタ

ルランドに入社、東京

ディズニーランドの 

アトラクション責任者 

として約 15 年勤務。

2005 年に独立。 
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情報掲示板 2022年10月号 ～会員募集・活動のご案内～ 

 劇団「横綱チュチュ」 公演のご案内 

『此のち 彼のち』 
作 菱倉あゆみ 演出 団のぼる 

●日時： 11月4日（金） 19時開演 

        11月5日（土） 11時・15時開演 

開演30分前開場、1時間30分上演予定 

●場所： 杉田劇場 

（横浜市磯子区民文化センター） 

●チケット： 日時指定 全席自由 要予約 

  <一般> 1,000円 <小学生以下> 500円 

【お問合せ・チケット申し込み先】 

●劇団「横綱チュチュ」事務局（大島） 

 TEL＆FAX 770-1573  

 メール tic_yokodunachuchu@yahoo.co.jp 

●杉田劇場 TEL 771-1212 

心があたたかくなる劇をお届けします。 

 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

第3回合同個展「3＋1人展」partⅡ 

会員4名（1名は故人）がそれぞれのテーマで

撮影した写真の合同個展 

●会期： 10月12日（水）～18日（火） 

10時～17時 

       （初日は13時～ 最終日は16時まで） 

●会場： 磯子区民文化センター 杉田劇場 

4階ギャラリー 

●入場： 無料 

●代表： 五嶋 和夫 

 

12月9日～16日 

区民ホールギャラリー 

にも出展します 

イベント紹介   

令和4年度 地域デビュー講座 

 
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～ 
 

11月８日(火)16日(水)22日(火)29日(火) 

12月６日(火)13日（火）の10:00～12:30 

 (11月16日のみ水曜)   全６回 講座 

 
 

第１回 11月  ８日(火) ◆オリエンテーション   
 ◆応援隊による磯子についての楽しいクイズ ☆彡 
◆散策地区別のグループワーク（第3回の史跡散策に向けてのコースづくり） 

第２回 11月16日(水) ◆講座「磯子の歴史」  講師： 葛城 峻(かつらぎ しゅん) 氏 

                      今につながる磯子の歴史について伺います。 

第３回 11月22日(火) ◆グループに分かれて史跡を訪ねます  

① 堀割川・岡村・根岸周辺地域  ②杉田周辺地域 

                     （現地集合・現地解散） ※小雨決行、荒天の場合11月２５日（金） 

第４回 11月29日(火) ◆グループに分かれて、磯子で地域活動をしている拠点へ行き、地域の方から

活動の楽しい話を伺います。 

① 堀割川魅力づくり実行委員会他 (場所：コミュニティステーション夢まる) 

② おもしろ科学たんけん工房他  （場所： Ｙワイひろば コミュニティスペース） 

第５回 12月  ６日(火)  ◆第3回・第4回で歩いた所をふりかえり、グループごとにパネルにまとめて 

                        みましょう！ 
第６回 12月13日(火)  ◆第５回で作成したパネルの発表  

◆交流会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 外歩き 

地域で活動を始めたいと思っている方が、活動を始めるきっかけづくりになるよう、地域の歴史、地

域活動の魅力を楽しみながら学んでいきます。自らが近隣の方と地域活動を通じ、共に楽しみ、地

域に貢献できる様々な活動への第一歩となる講座です。今まで地域活動などに参加したことのない

方が、一歩踏み出すきっかけとなります。 参加してみませんか！ 

【第2回講師】 

ホームページは 

こちらから   → 

講座内容 

 外歩き 

磯子区 
マスコットキャラクター 
「いそっぴ」 

今月号では二つの主な遺言であるもう一つの「公正証書遺言」の作成について 
説明します。公正証書遺言とは、遺言者が公証人にこういう内容の遺言をしたい 
と述べ、公証人がこれに従って書面を作成したものです。 (注)遺言の内容がうまくまとまらない時は、 
事前に行政書士が相談にのり遺言書の案をまとめておくと公正証書遺言の作成がスムーズに進みます。 
＜公正証書遺言の作成の手順と注意点＞（民法969条） 
(1)  公正証書遺言作成には２人以上の資格のある証人(＊)を立ち会わせることが必要です。 
(2)  まず遺言をしようとする者が、遺言の趣旨を口頭で公証人に述べます。 
(3)  公証人がそれらの趣旨を筆記し、これを遺言した者と証人に読み聞かせるか、筆記したものを閲覧させ 

ます。 
(4)  遺言した者と証人とが公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、めいめいが署名し、印を 

押します。もし、遺言した者が署名することが出来ない時は、公証人がその理由を付記して自分が署名 
し、印を押すことも出来ます。 

(5)  最後に公証人がこの公正証書遺言は上記の(1)～(4)までの手続きをして作ったものであることを付記 
して、自分が署名し印を押し、公正証書遺言は完成します。 

(注)公正証書遺言は、自筆証書遺言の場合に必要だった家庭裁判所の“検認手続き”は必要ありません。 
＜追加の情報＞ 
・｢口がきけない者｣及び｢耳の聞こえない者｣が公正証書遺言を作成する場合の方法については、 
民法969条の２に書かれていますので、そちらをご覧下さい。 

＜語句の説明＞ 
＊｢資格のある証人｣とは、｢証人になることが出来ない者｣が民法974条に決められていますので、 
それ以外の者です。 

 

コラム 第3回 
磯子区地域ボランティア講師 

My column 新井 克己（行政書士） 

公正証書遺言について 
 

旭区「相続・遺言」の講座の風景 

 

<新型コロナウイルス感染症拡大状況により内容が変更、中止になる場合があります>    

それぞれの場所で 
ミニ体験予定 

主催：いそご区民活動支援センター・磯子区ボランティア応援隊 
協力：ヨコハマ歴史を歩く会 

場    所： 磯子区総合庁舎７階会議室 他 

定    員： 20人（磯子区在住・在勤の方・初めて参加する方・全６回参加可能な方優先） 

参 加 費 ： 無料 

申込受付： 10月11日(火)１０時～ 先着順 

申込方法： 窓口・電話・FAX・メール  

                お名前・ご住所・電話番号・メールアドレスと 散策コース ①堀割川・岡村・根岸周辺地域  

②杉田周辺地域の中から第１希望、第２希望をお選びください。 

申 込 先 ： いそご区民活動支援センター (磯子区総合庁舎７階) 

電     話 ：(754)2390  FAX：(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 

mailto:is-shienc@city.yokohama.jp
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情報掲示板 2022 年 10 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 86 

くりの実 Café(コミニティカフェ)が 7月 1日(金)にグランドオープンしました。 

横浜・栗木にある“からだ想い”のコミュニティカフェです。 

安心・安全の食材を使った料理、手作りデザートや飲み物を用意しています。 

落ち着いた店内で地域交流し、ゆったりとした時間を過ごしませんか? 

Open  水曜日～土曜日 １１：００～１７：００ 

 

素敵な空間 落ち着きます 

ある日のおうちごはん 

栗木二丁目 

最近では多くの人たちが所持しているスマホ、私も持っています。でもその 

機能の 10 分の 1 も使いこなしていない気がします。それを教えてくれるサーク 

ルがどこかないか探したら、見つかりました。それが「スマホ勉強会」です。 

このグループができたのは約 3 年前。岩田めぐみ先生の１day 体験講座がきっ 

かけです。それに参加したメンバーが集まって始まり、現在の会員数は１０名ほ 

ど。区民活動支援センターで、月に一度日曜日の午前 10 時より例会を行ってい 

ます。会費は一回 500 円です。 

この日のテーマは、ラインの音声によるメールのやり方。今まで知らなかったけど、スマホに話しかける

と、そのまま音声で相手に伝えてくれる方法があるそうです。やってみると簡単、これは便利です。その

他、大技、小技、便利技、先生がいろいろ教えてくれます。もちろん個別の質問にも丁寧に答えてくれま

す。 

出席した会員にも聞いてみました。「高年齢の同じ程度の知識の人たちの集まりなので、気楽」「スマホ

を持たされている感じだったけど、少しずつ使い方がわかってきて楽しい」「子供に聞いても、何回も同じ    

こと聞くと馬鹿にされるし…‥ここなら OK」などの答えが返ってきました。

和気あいあいと勉強している間に、確実に進歩しているみたいです。 

昨年より午後の部も始まっていて、日曜日の午後１時から。そちらの例会も月

１度で 500 円です。詳細は、区民活動支援センター(045－754－2390)ま

で。                                応援隊 戸田博史 

 

スマホ勉強会 

2022 年 8 月 21 日訪問 

 

 

お問合せ： 横浜市磯子スポーツセンター 

          9 月 15 日（木）より 9 時～19 時 

TEL： 045-771-8118 （電話または受付） 

大人の歌声教室 

横浜元気‼スポーツレクリエーションフェスティバル

「2022＆すぎたからつな５」にて、大人の歌声教室 

を開催いたします。 

●日 時： 10 月 15 日（土） 13 時～14 時 

●場 所： 横浜市磯子スポーツセンター 

●対 象： 65 歳以上 

●定 員： 15 名（先着順） 

●参加費： 500 円 

●服 装： 動きやすい服装 

●持ち物： 室内履き・飲み物・タオル 

手作りのアルバム作りを中心に、ペーパ

ーフラワーや季節のカード作りなど、紙

を使った講習を行っております。お子様

連れのママからお年配の方まで幅広い世

代の方がいらしてくださっています。ま

た、イベント講習も承っております。ご

要望に合わせて相談を承りますのでどう

ぞお気軽にご連絡をください。 

ジャンル：手工芸（ペーパークラフト） 

氏  名：かなクロ 

資格など：サクラクレパス・メモラビリアート認定講師 

スクラップブッキングインストラクター 等 

【講座のご案内】 

壁に飾れるクリスマスリースを作ろう 

●日 時：11 月 10 日（木）  

 

●場 所：杉田地区センター 

●費 用：1,100 円 

●定 員：8 人（先着）  

●受 付：10 月 13 日～11 月 3 日（木） 

     （来館 9 時から 電話 10 時から受付） 

●問合せ：杉田地区センター 電話 775-0541 

① 9：30～11：30 

② 13：00～15：00 

栗木のちょっと高台の住宅地にある自宅を改装。ご

家族をはじめ、近隣の方々と一緒に DIY。板張りの

床、高い天井、ナチュラル感漂う店構えです。 

心地よい風、つい長居したくなる空間です。 

メニューは〝今日のおうちごはん″のランチプレー

トを提供「誰もが、食事をとりながらゆっくりして、笑

って帰ってもらえればうれしい」とおっしゃっていま

す。お弁当やその他テイクアウトもしています。 

コミュニティカフェにこだわったのは、休業日を利用

して、食事以外にも何か活動したい方のお手伝いと

して、場所の提供をしたい、また将来的には、コミュ

ニティの拠点になりたいと「地域の貢献」への想いを

持たれています。 

「今は、知り合いなどにご利用いただき一人で切り

盛りしています。大変だけどとても充実していて楽し

い」と笑顔がとても印象的でした。 

ハンバーグ・野菜たっぷり 

調味料は手作り塩麴 

 

お問合せ： 菅野【電話】090-4611-1254 

              【FAX】045-753-8155 

朗読の会 

あ・うん 

4 年ぶりの発表会になります。 

秋のひととき、心に響く名作をお聞きください。 

●日 時： 11 月 17 日（木） 13：00（受付） 

            13：30（開演）～15：30（終演） 

●場 所： 久良岐能舞台 

●定 員： 70 人（先着） チケット発行 

●参加費： 無料 

●申 込： 11 月 1 日（火）～11 月 10 日（木） 

          電話または FAX 

発表会のご案内 
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Tel 753-2861 Fax 753-2863 Tel 751-4777 Fax 751-4798 Tel 775-0541 Fax 775-0542 Ｔｅｌ 771-8118 Ｔｅｌ 753-2864 Fax 750-2528 Ｔｅｌ 750-1322 Fax 750-1323
㊡ （月） ㊡ (月） ㊡ (木) ㊡ （月） ㊡ (火) ㊡

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

内容：

Tel 773-3929 Fax 773-3939 Ｔｅｌ 761-7928 Fax 754-4666 Ｔｅｌ 761-3854 Fax 754-4050
㊡ 10/24（月） ㊡ ㊡ （月） ㊡ （月）

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

内容：

Ｔｅｌ 758-0180 Fax 758-0181 Ｔｅｌ 771-3332 Fax 771-3334 Ｔｅｌ 750-2520 Fax 750-2521
㊡ ㊡ （月） ㊡ 毎月第2（日） ㊡ （月）

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

内容： 内容：

8人 幼児と保護者 ママと乳幼児 ①・② 各8人

成人

2,000円 10組20人  先着 14人(おおむね) 無料（講習時間内は楽器無料貸出し）

2回 6回 全3回とも参加できる方　①または②

１回 10：00～11：30 3/14（火）　11：30～14：00 ①9：30～10：30　②11：00～12：00
11/10（木） 9：30～12：00 10/12（水）、27（木） 10/11、11/8、12/13、1/10、2/14、 11/11・18・25（金）

浜中学校コミュニティハウス 磯子地域ケアプラザ 新杉田地域ケアプラザ 磯子公会堂

レザーで作る オリジナル通帳入れ
～大人のレザークラフト講座①～

子育て楽しむ♪　わいわい広場
子育てサロン「ひよこカフェ」

新杉田交流スペース 新杉田地域ケアプラザ併設
ウクレレ教室（入門編）

火・金 10/17 10/24
Tel＆Fax 772-0770

無料 8人 4.900円・4.800円 4,000円
10/17(月)～11/7(月)　先着
「認知症」を身近なこととして知識と理
解を深めます。見守りやちょっとした手
助けであたたかな地域作り、気づきが
自分をも助けます。まずはご参加を！

1,500円
9/26（月）～先着
花や動物を題材にした本格的な
切絵に挑戦しましょう！

10/11（火）～先着
縁起物の干支の木目込み講座で
す。来年の干支「卯」を作ります。
2種類から選んでいただきます。

20人 一般 10人 70人
どなたでも 3回 一般 どなたでも
1回 10：00～12：00 3回 1回
11/14（月）10：00～11：30 10/24、31・11/7（月） 11/12・19・26（土）9：30～12：30 10/23（日）13：30～15：00

認知症サポーター養成講座
～認知症を正しく知るために～

はじめての切り絵（全３回） 干支の木目込み講座～卯～ KURAKIスペシャルコンサート　PartⅤ

10/24 10/17火・金

上中里地区センター 岡村中学校コミュニティハウス 滝頭コミュニティハウス 久良岐能舞台

日本に鉄道が開業して150年にな
るのを記念して、主に横浜の開業
時の鉄道に関する浮世絵（複製）
を展示します。

10/1（土）～20日（木）先着
小学生対象の書道教室。
丁寧な指導で、書道を通して礼儀
も学びます。

10/11～ 先着
ポーセリンアートの
クリスマスプレート（2種類）
キラキラカップ(1種類）
1人2点迄事前申込

10/11（火）～
跳んだり跳ねたり、親子で体操し
たりいろいろやります。講師の先
生の指導の下、親子でリフレッ
シュしませんか？

電話にて受付中
マザーズハローワークの講師による
ママの再就職を応援する講座です。
就活や保育園選び、入園に向けた心
の準備などのお話を聞きます。

不要 なし
15人 10人 12組 ②上笹下地域ケアプラザ 12組（保育あり）

9回（12/24, 12/31, 1/7はお休み） 1回 1回 ②10/25（火） 13：00～13：50 どなたでも 1回
小学生 小学生～一般（小2以下は保護者同伴） 幼児（ヨチヨチを卒業した）と保護者 ①屏風ヶ浦地域ケアプラザ 未就学児を育てている方

2,700円 600～1000円/個 500円 16歳以上 各20人

親子で遊ぼう！
出前教室①健康体操
出前教室②肩腰膝痛予防体操

企画展示「鉄道開業と横浜」 「出前」就職支援セミナー

11/5～1/21（土）10：00～11：30 11/27（日）10：00～12：00 11/1（火） ①10/24（月） 10：00～10：50 10/12（水）～11/20（日） 10/13（木）10：30～11：30

小学生書道教室 クリスマス　プレート＆カップ作り

磯子センター 根岸地区センター 杉田地区センター 磯子スポーツセンター 磯子図書館 磯子区地域子育て支援拠点 いそピヨ

10/24 10/17 10/20 日・月・祝  10/11（火）10/3 10/11

男性のための簡単料理教室で
す。「具だくさんワンタン・豚肉の
塩麹唐揚げ」などを実習します。

歌手の加藤登紀子さんと、スペ
シャルゲストに作家の五木寛之さ
んを迎えた豪華トークショーとミニ
ライブ！

無料 一般7,000円、SC会員5,000円800円
10/13（木）～ 先着 杉田劇場受付等でチケット販売中

オヤジの台所
トーク＆コンサート

横浜 そして 美空ひばり

20人 4人 290人（先着）

全2回 1回
概ね65才以上の方 概ね60歳以上の男性

1回
就学児以上

10/31、11/28（月）13：30～15：00 11/10（木）10：00～13：00

区民文化センター杉田劇場

10/1110/17 10/11

滝頭地域ケアプラザ 屏風ヶ浦地域ケアプラザ

10/26（水）15：00～17：00

あなたの元気をお手伝い
～シニアの「口腔」「栄養」セミナー～

10/19（水）～窓口・電話・FAX 先着
通帳や保険証がすっきり収まるシンプ
ルなポーチを作ります。革やファスナー
の色も複数から選べ、イニシャルの刻
印もできます。サイズ：18㎝×10㎝

12日100円、27日無料
不要。当日直接会場へ
12日：『あそび・隊！』と遊ぼう
27日：自由遊び

大人100円
不要
子育てを共通の話題として、のんびり
おしゃべりしませんか？ほっと一息つき
に、ちょっとした気分転換に、気軽に遊
びに来てください♪

10/11(火)～先着
介護予防で今注目されている
お口と栄養について一緒に学びま
しょう！後半は楽しく体を動かしま
す。室内履きをお持ちください。

各500円
当日現地にて10分前から受付  先着

8/23（火）～10/22（土）先着順

10/20（木）10時～ 公会堂窓口 先着

「3回で簡単な曲が弾けるように」を目
標に、チューニングから指導します。
初めての方、何かを始めて
みたい方一緒に楽しく練習し
ませんか？

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。

金春流能楽師　「山井綱雄」の地
元に三味線奏者「上妻宏光」をお
招きしての特別公演です

Tel＆Fax 758-2017

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

公園であそぼう!

* 日時 : R4年11月8日(火)

※雨天中止・中止の場合は当日9：00 にいそピヨHP・インスタグラムでお知らせします。

お問合せ 磯子区地域子育て支援拠点 いそピヨ

℡ 045-750-1322
〈主催〉磯子・汐見台・屏風ヶ浦地区子育て支援連絡会

根岸・滝頭・岡村地区支援連絡会

磯子区こども家庭支援課

磯子区地域子育て支援拠点 いそピヨ

* 場所 : 磯子台紅取第二公園

いそピヨインスタグラム

* 場所 : 磯子・海の見える公園

* 日時 : R4年10月24日(月)

* 対象 : 未就学児と保護者 申込不要

* 持ち物 : 飲み物・レジャーシート (荷物置き)

* 内容 : おたのしみいろいろ! 

* 場所 : 滝頭二丁目公園

* 日時 : R4年10月17日(月)

いそピヨHP

ブリリアシティ横浜磯子の

エレベーターを利用される方は、

交通系ICが必要です。

遊びましょう♪10:00～11:00

10:00～11:00

10:00～11:00
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Ｔｅｌ 750-5151 Fax 750-5155 Ｔｅｌ 750-5411 Fax 751-2322 Ｔｅｌ 771-1212 Fax 770-5656
㊡ （月） ㊡ （火） ㊡ (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 753-2861 Fax 753-2863 Tel 751-4777 Fax 751-4798 Tel 775-0541 Fax 775-0542 Ｔｅｌ 771-8118 Ｔｅｌ 753-2864 Fax 750-2528 Ｔｅｌ 750-1322 Fax 750-1323
㊡ （月） ㊡ (月） ㊡ (木) ㊡ （月） ㊡ (火) ㊡

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

内容：

Tel 773-3929 Fax 773-3939 Ｔｅｌ 761-7928 Fax 754-4666 Ｔｅｌ 761-3854 Fax 754-4050
㊡ 10/24（月） ㊡ ㊡ （月） ㊡ （月）

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

内容：

Ｔｅｌ 758-0180 Fax 758-0181 Ｔｅｌ 771-3332 Fax 771-3334 Ｔｅｌ 750-2520 Fax 750-2521
㊡ ㊡ （月） ㊡ 毎月第2（日） ㊡ （月）

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

内容： 内容：

8人 幼児と保護者 ママと乳幼児 ①・② 各8人

成人

2,000円 10組20人  先着 14人(おおむね) 無料（講習時間内は楽器無料貸出し）

2回 6回 全3回とも参加できる方　①または②

１回 10：00～11：30 3/14（火）　11：30～14：00 ①9：30～10：30　②11：00～12：00
11/10（木） 9：30～12：00 10/12（水）、27（木） 10/11、11/8、12/13、1/10、2/14、 11/11・18・25（金）

浜中学校コミュニティハウス 磯子地域ケアプラザ 新杉田地域ケアプラザ 磯子公会堂

レザーで作る オリジナル通帳入れ
～大人のレザークラフト講座①～

子育て楽しむ♪　わいわい広場
子育てサロン「ひよこカフェ」

新杉田交流スペース 新杉田地域ケアプラザ併設
ウクレレ教室（入門編）

火・金 10/17 10/24
Tel＆Fax 772-0770

無料 8人 4.900円・4.800円 4,000円
10/17(月)～11/7(月)　先着
「認知症」を身近なこととして知識と理
解を深めます。見守りやちょっとした手
助けであたたかな地域作り、気づきが
自分をも助けます。まずはご参加を！

1,500円
9/26（月）～先着
花や動物を題材にした本格的な
切絵に挑戦しましょう！

10/11（火）～先着
縁起物の干支の木目込み講座で
す。来年の干支「卯」を作ります。
2種類から選んでいただきます。

20人 一般 10人 70人
どなたでも 3回 一般 どなたでも
1回 10：00～12：00 3回 1回
11/14（月）10：00～11：30 10/24、31・11/7（月） 11/12・19・26（土）9：30～12：30 10/23（日）13：30～15：00

認知症サポーター養成講座
～認知症を正しく知るために～

はじめての切り絵（全３回） 干支の木目込み講座～卯～ KURAKIスペシャルコンサート　PartⅤ

10/24 10/17火・金

上中里地区センター 岡村中学校コミュニティハウス 滝頭コミュニティハウス 久良岐能舞台

日本に鉄道が開業して150年にな
るのを記念して、主に横浜の開業
時の鉄道に関する浮世絵（複製）
を展示します。

10/1（土）～20日（木）先着
小学生対象の書道教室。
丁寧な指導で、書道を通して礼儀
も学びます。

10/11～ 先着
ポーセリンアートの
クリスマスプレート（2種類）
キラキラカップ(1種類）
1人2点迄事前申込

10/11（火）～
跳んだり跳ねたり、親子で体操し
たりいろいろやります。講師の先
生の指導の下、親子でリフレッ
シュしませんか？

電話にて受付中
マザーズハローワークの講師による
ママの再就職を応援する講座です。
就活や保育園選び、入園に向けた心
の準備などのお話を聞きます。

不要 なし
15人 10人 12組 ②上笹下地域ケアプラザ 12組（保育あり）

9回（12/24, 12/31, 1/7はお休み） 1回 1回 ②10/25（火） 13：00～13：50 どなたでも 1回
小学生 小学生～一般（小2以下は保護者同伴） 幼児（ヨチヨチを卒業した）と保護者 ①屏風ヶ浦地域ケアプラザ 未就学児を育てている方

2,700円 600～1000円/個 500円 16歳以上 各20人

親子で遊ぼう！
出前教室①健康体操
出前教室②肩腰膝痛予防体操

企画展示「鉄道開業と横浜」 「出前」就職支援セミナー

11/5～1/21（土）10：00～11：30 11/27（日）10：00～12：00 11/1（火） ①10/24（月） 10：00～10：50 10/12（水）～11/20（日） 10/13（木）10：30～11：30

小学生書道教室 クリスマス　プレート＆カップ作り

磯子センター 根岸地区センター 杉田地区センター 磯子スポーツセンター 磯子図書館 磯子区地域子育て支援拠点 いそピヨ

10/24 10/17 10/20 日・月・祝  10/11（火）10/3 10/11

男性のための簡単料理教室で
す。「具だくさんワンタン・豚肉の
塩麹唐揚げ」などを実習します。

歌手の加藤登紀子さんと、スペ
シャルゲストに作家の五木寛之さ
んを迎えた豪華トークショーとミニ
ライブ！

無料 一般7,000円、SC会員5,000円800円
10/13（木）～ 先着 杉田劇場受付等でチケット販売中

オヤジの台所
トーク＆コンサート

横浜 そして 美空ひばり

20人 4人 290人（先着）

全2回 1回
概ね65才以上の方 概ね60歳以上の男性

1回
就学児以上

10/31、11/28（月）13：30～15：00 11/10（木）10：00～13：00

区民文化センター杉田劇場

10/1110/17 10/11

滝頭地域ケアプラザ 屏風ヶ浦地域ケアプラザ

10/26（水）15：00～17：00

あなたの元気をお手伝い
～シニアの「口腔」「栄養」セミナー～

10/19（水）～窓口・電話・FAX 先着
通帳や保険証がすっきり収まるシンプ
ルなポーチを作ります。革やファスナー
の色も複数から選べ、イニシャルの刻
印もできます。サイズ：18㎝×10㎝

12日100円、27日無料
不要。当日直接会場へ
12日：『あそび・隊！』と遊ぼう
27日：自由遊び

大人100円
不要
子育てを共通の話題として、のんびり
おしゃべりしませんか？ほっと一息つき
に、ちょっとした気分転換に、気軽に遊
びに来てください♪

10/11(火)～先着
介護予防で今注目されている
お口と栄養について一緒に学びま
しょう！後半は楽しく体を動かしま
す。室内履きをお持ちください。

各500円
当日現地にて10分前から受付  先着

8/23（火）～10/22（土）先着順

10/20（木）10時～ 公会堂窓口 先着

「3回で簡単な曲が弾けるように」を目
標に、チューニングから指導します。
初めての方、何かを始めて
みたい方一緒に楽しく練習し
ませんか？

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。

金春流能楽師　「山井綱雄」の地
元に三味線奏者「上妻宏光」をお
招きしての特別公演です

Tel＆Fax 758-2017

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

公園であそぼう!

* 日時 : R4年11月8日(火)

※雨天中止・中止の場合は当日9：00 にいそピヨHP・インスタグラムでお知らせします。

お問合せ 磯子区地域子育て支援拠点 いそピヨ

℡ 045-750-1322
〈主催〉磯子・汐見台・屏風ヶ浦地区子育て支援連絡会

根岸・滝頭・岡村地区支援連絡会

磯子区こども家庭支援課

磯子区地域子育て支援拠点 いそピヨ

* 場所 : 磯子台紅取第二公園

いそピヨインスタグラム

* 場所 : 磯子・海の見える公園

* 日時 : R4年10月24日(月)

* 対象 : 未就学児と保護者 申込不要

* 持ち物 : 飲み物・レジャーシート (荷物置き)

* 内容 : おたのしみいろいろ! 

* 場所 : 滝頭二丁目公園

* 日時 : R4年10月17日(月)

いそピヨHP

ブリリアシティ横浜磯子の

エレベーターを利用される方は、

交通系ICが必要です。

遊びましょう♪10:00～11:00

10:00～11:00

10:00～11:00
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情報掲示板 2022 年 10 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 86 

くりの実 Café(コミニティカフェ)が 7月 1日(金)にグランドオープンしました。 

横浜・栗木にある“からだ想い”のコミュニティカフェです。 

安心・安全の食材を使った料理、手作りデザートや飲み物を用意しています。 

落ち着いた店内で地域交流し、ゆったりとした時間を過ごしませんか? 

Open  水曜日～土曜日 １１：００～１７：００ 

 

素敵な空間 落ち着きます 

ある日のおうちごはん 

栗木二丁目 

最近では多くの人たちが所持しているスマホ、私も持っています。でもその 

機能の 10 分の 1 も使いこなしていない気がします。それを教えてくれるサーク 

ルがどこかないか探したら、見つかりました。それが「スマホ勉強会」です。 

このグループができたのは約 3 年前。岩田めぐみ先生の１day 体験講座がきっ 

かけです。それに参加したメンバーが集まって始まり、現在の会員数は１０名ほ 

ど。区民活動支援センターで、月に一度日曜日の午前 10 時より例会を行ってい 

ます。会費は一回 500 円です。 

この日のテーマは、ラインの音声によるメールのやり方。今まで知らなかったけど、スマホに話しかける

と、そのまま音声で相手に伝えてくれる方法があるそうです。やってみると簡単、これは便利です。その

他、大技、小技、便利技、先生がいろいろ教えてくれます。もちろん個別の質問にも丁寧に答えてくれま

す。 

出席した会員にも聞いてみました。「高年齢の同じ程度の知識の人たちの集まりなので、気楽」「スマホ

を持たされている感じだったけど、少しずつ使い方がわかってきて楽しい」「子供に聞いても、何回も同じ    

こと聞くと馬鹿にされるし…‥ここなら OK」などの答えが返ってきました。

和気あいあいと勉強している間に、確実に進歩しているみたいです。 

昨年より午後の部も始まっていて、日曜日の午後１時から。そちらの例会も月

１度で 500 円です。詳細は、区民活動支援センター(045－754－2390)ま

で。                                応援隊 戸田博史 

 

スマホ勉強会 

2022 年 8 月 21 日訪問 

 

 

お問合せ： 横浜市磯子スポーツセンター 

          9 月 15 日（木）より 9 時～19 時 

TEL： 045-771-8118 （電話または受付） 

大人の歌声教室 

横浜元気‼スポーツレクリエーションフェスティバル

「2022＆すぎたからつな５」にて、大人の歌声教室 

を開催いたします。 

●日 時： 10 月 15 日（土） 13 時～14 時 

●場 所： 横浜市磯子スポーツセンター 

●対 象： 65 歳以上 

●定 員： 15 名（先着順） 

●参加費： 500 円 

●服 装： 動きやすい服装 

●持ち物： 室内履き・飲み物・タオル 

手作りのアルバム作りを中心に、ペーパ

ーフラワーや季節のカード作りなど、紙

を使った講習を行っております。お子様

連れのママからお年配の方まで幅広い世

代の方がいらしてくださっています。ま

た、イベント講習も承っております。ご

要望に合わせて相談を承りますのでどう

ぞお気軽にご連絡をください。 

ジャンル：手工芸（ペーパークラフト） 

氏  名：かなクロ 

資格など：サクラクレパス・メモラビリアート認定講師 

スクラップブッキングインストラクター 等 

【講座のご案内】 

壁に飾れるクリスマスリースを作ろう 

●日 時：11 月 10 日（木）  

 

●場 所：杉田地区センター 

●費 用：1,100 円 

●定 員：8 人（先着）  

●受 付：10 月 13 日～11 月 3 日（木） 

     （来館 9 時から 電話 10 時から受付） 

●問合せ：杉田地区センター 電話 775-0541 

① 9：30～11：30 

② 13：00～15：00 

栗木のちょっと高台の住宅地にある自宅を改装。ご

家族をはじめ、近隣の方々と一緒に DIY。板張りの

床、高い天井、ナチュラル感漂う店構えです。 

心地よい風、つい長居したくなる空間です。 

メニューは〝今日のおうちごはん″のランチプレー

トを提供「誰もが、食事をとりながらゆっくりして、笑

って帰ってもらえればうれしい」とおっしゃっていま

す。お弁当やその他テイクアウトもしています。 

コミュニティカフェにこだわったのは、休業日を利用

して、食事以外にも何か活動したい方のお手伝いと

して、場所の提供をしたい、また将来的には、コミュ

ニティの拠点になりたいと「地域の貢献」への想いを

持たれています。 

「今は、知り合いなどにご利用いただき一人で切り

盛りしています。大変だけどとても充実していて楽し

い」と笑顔がとても印象的でした。 

ハンバーグ・野菜たっぷり 

調味料は手作り塩麴 

 

お問合せ： 菅野【電話】090-4611-1254 

              【FAX】045-753-8155 

朗読の会 

あ・うん 

4 年ぶりの発表会になります。 

秋のひととき、心に響く名作をお聞きください。 

●日 時： 11 月 17 日（木） 13：00（受付） 

            13：30（開演）～15：30（終演） 

●場 所： 久良岐能舞台 

●定 員： 70 人（先着） チケット発行 

●参加費： 無料 

●申 込： 11 月 1 日（火）～11 月 10 日（木） 

          電話または FAX 

発表会のご案内 
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情報掲示板 2022年10月号 ～会員募集・活動のご案内～ 

 劇団「横綱チュチュ」 公演のご案内 

『此のち 彼のち』 
作 菱倉あゆみ 演出 団のぼる 

●日時： 11月4日（金） 19時開演 

        11月5日（土） 11時・15時開演 

開演30分前開場、1時間30分上演予定 

●場所： 杉田劇場 

（横浜市磯子区民文化センター） 

●チケット： 日時指定 全席自由 要予約 

  <一般> 1,000円 <小学生以下> 500円 

【お問合せ・チケット申し込み先】 

●劇団「横綱チュチュ」事務局（大島） 

 TEL＆FAX 770-1573  

 メール tic_yokodunachuchu@yahoo.co.jp 

●杉田劇場 TEL 771-1212 

心があたたかくなる劇をお届けします。 

 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

第3回合同個展「3＋1人展」partⅡ 

会員4名（1名は故人）がそれぞれのテーマで

撮影した写真の合同個展 

●会期： 10月12日（水）～18日（火） 

10時～17時 

       （初日は13時～ 最終日は16時まで） 

●会場： 磯子区民文化センター 杉田劇場 

4階ギャラリー 

●入場： 無料 

●代表： 五嶋 和夫 

 

12月9日～16日 

区民ホールギャラリー 

にも出展します 

イベント紹介   

令和4年度 地域デビュー講座 

 
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～ 
 

11月８日(火)16日(水)22日(火)29日(火) 

12月６日(火)13日（火）の10:00～12:30 

 (11月16日のみ水曜)   全６回 講座 

 
 

第１回 11月  ８日(火) ◆オリエンテーション   
 ◆応援隊による磯子についての楽しいクイズ ☆彡 
◆散策地区別のグループワーク（第3回の史跡散策に向けてのコースづくり） 

第２回 11月16日(水) ◆講座「磯子の歴史」  講師： 葛城 峻(かつらぎ しゅん) 氏 

                      今につながる磯子の歴史について伺います。 

第３回 11月22日(火) ◆グループに分かれて史跡を訪ねます  

① 堀割川・岡村・根岸周辺地域  ②杉田周辺地域 

                     （現地集合・現地解散） ※小雨決行、荒天の場合11月２５日（金） 

第４回 11月29日(火) ◆グループに分かれて、磯子で地域活動をしている拠点へ行き、地域の方から

活動の楽しい話を伺います。 

① 堀割川魅力づくり実行委員会他 (場所：コミュニティステーション夢まる) 

② おもしろ科学たんけん工房他  （場所： Ｙワイひろば コミュニティスペース） 

第５回 12月  ６日(火)  ◆第3回・第4回で歩いた所をふりかえり、グループごとにパネルにまとめて 

                        みましょう！ 
第６回 12月13日(火)  ◆第５回で作成したパネルの発表  

◆交流会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 外歩き 

地域で活動を始めたいと思っている方が、活動を始めるきっかけづくりになるよう、地域の歴史、地

域活動の魅力を楽しみながら学んでいきます。自らが近隣の方と地域活動を通じ、共に楽しみ、地

域に貢献できる様々な活動への第一歩となる講座です。今まで地域活動などに参加したことのない

方が、一歩踏み出すきっかけとなります。 参加してみませんか！ 

【第2回講師】 

ホームページは 

こちらから   → 

講座内容 

 外歩き 

磯子区 
マスコットキャラクター 
「いそっぴ」 

今月号では二つの主な遺言であるもう一つの「公正証書遺言」の作成について 
説明します。公正証書遺言とは、遺言者が公証人にこういう内容の遺言をしたい 
と述べ、公証人がこれに従って書面を作成したものです。 (注)遺言の内容がうまくまとまらない時は、 
事前に行政書士が相談にのり遺言書の案をまとめておくと公正証書遺言の作成がスムーズに進みます。 
＜公正証書遺言の作成の手順と注意点＞（民法969条） 
(1)  公正証書遺言作成には２人以上の資格のある証人(＊)を立ち会わせることが必要です。 
(2)  まず遺言をしようとする者が、遺言の趣旨を口頭で公証人に述べます。 
(3)  公証人がそれらの趣旨を筆記し、これを遺言した者と証人に読み聞かせるか、筆記したものを閲覧させ 

ます。 
(4)  遺言した者と証人とが公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、めいめいが署名し、印を 

押します。もし、遺言した者が署名することが出来ない時は、公証人がその理由を付記して自分が署名 
し、印を押すことも出来ます。 

(5)  最後に公証人がこの公正証書遺言は上記の(1)～(4)までの手続きをして作ったものであることを付記 
して、自分が署名し印を押し、公正証書遺言は完成します。 

(注)公正証書遺言は、自筆証書遺言の場合に必要だった家庭裁判所の“検認手続き”は必要ありません。 
＜追加の情報＞ 
・｢口がきけない者｣及び｢耳の聞こえない者｣が公正証書遺言を作成する場合の方法については、 
民法969条の２に書かれていますので、そちらをご覧下さい。 

＜語句の説明＞ 
＊｢資格のある証人｣とは、｢証人になることが出来ない者｣が民法974条に決められていますので、 
それ以外の者です。 

 

コラム 第3回 
磯子区地域ボランティア講師 

My column 新井 克己（行政書士） 

公正証書遺言について 
 

旭区「相続・遺言」の講座の風景 

 

<新型コロナウイルス感染症拡大状況により内容が変更、中止になる場合があります>    

それぞれの場所で 
ミニ体験予定 

主催：いそご区民活動支援センター・磯子区ボランティア応援隊 
協力：ヨコハマ歴史を歩く会 

場    所： 磯子区総合庁舎７階会議室 他 

定    員： 20人（磯子区在住・在勤の方・初めて参加する方・全６回参加可能な方優先） 

参 加 費 ： 無料 

申込受付： 10月11日(火)１０時～ 先着順 

申込方法： 窓口・電話・FAX・メール  

                お名前・ご住所・電話番号・メールアドレスと 散策コース ①堀割川・岡村・根岸周辺地域  

②杉田周辺地域の中から第１希望、第２希望をお選びください。 

申 込 先 ： いそご区民活動支援センター (磯子区総合庁舎７階) 

電     話 ：(754)2390  FAX：(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 

mailto:is-shienc@city.yokohama.jp
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週１回でも、小学生だけ、中学生だけでも OK！です。 

じっくり子どもと向き合い、分からないところも丁寧にサポート 

していただける方、お待ちしております。 

詳細は下記までお問合せください。 

【磯子区社会福祉協議会 TEL:045-751-0739】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(詳細は２ページをご覧ください) 

【定員】 20 人(磯子区在住・在勤・初めて参加する方・全６回参加可能な方優先) 
【申込受付】10 月 11 日(火)10 時～先着順  窓口・電話・FAX・メール 

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～ 

11/８(火) ～12/13(火)10:00～12:30  第２回 11/16 のみ(水)   
 

 

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 

 

学習支援ボランティア募集 
                    ｂｙばるーん 

 

 

 

小学 4 年生から中学３年生までの 

子どもたちの学習支援を手伝って下さる方を募集しています！ 

 

一人一人に 
寄り添う 
学習支援 

地域ボランティア講師＆グループ・団体 

登録数 （9 月 30 日現在） 

■地域ボランティア講師 ２２１件 

■グループ・団体    ２３１件 

令和 4 年度 地域デビュー講座 

全６回 

参加者 

募集 

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◆ 

ISOGO ダンスまつりが

9 月 10 日に開催されま

した。9 月 25 日には 3

年ぶりの磯子まつりが開

催されました！イベント

に心が弾みます(^^)/ 

詳しくはこちら 

いそご芸術文化祭 
手工芸部 手芸の体験教室 

●場 所： 横浜市社会教育コーナー 

●申 込 み： 各講師に直接電話 

●材 料 費： 当日会場で支払い 

●募集期間： 10 月 15 日～11 月 12 日 

編み物 一本針でさくさく編める 
アフガン編みのこもの 
（手提またはクッション） 
① 6人 ② 6 人  
手提 2,000 円（針代込） 

        クッション 2,500 円（針代込） 
☎045-755-1011（古賀） 

工芸 BON-SAI 
布とワイヤーと粘土で 
作る屋久島ヤブコウジ 

② 5 人  
800 円 

 
 
☎045-772-8124（蓮沼） 

ドライフラワー 
バラのリース 

① 5人  
2,500 円 

 
 
☎045-774-4678（石月） 

布細工 
クラフトバンドのかご

① 5 人 
300 円 

 
 
☎045-758-7900（島崎） 

編み物 
コットンと大豆の糸で 

編むショール 
② 6 人  
2,000 円 
 

☎046-836-1884（栗山）
※17 時以降 

11月28日（月） 

① 9：30～12：30  

② 13：00～16：00 

 

   場所：磯子地域ケアプラザ 

   日時：毎週水曜日・金曜日  小学生 16：30 - 17：30 

                  中学生 18：00 - 20：30 

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

 

日  時  10 月 29 日（土） 13 時～16 時 

場  所  磯子区役所 7 階 会議室 

定  員  40 人（多数の場合抽選） 

持ち物  筆記用具 

対  象  区内で地域活動をされている 

グループ・団体地域ボランティア講師 

から 20人、区内の自治会・町内会の方から20人 

締  切  10 月 19 日（水） 電話・窓口・FAX・メールにて 

コミュニケーションの第一歩は「笑顔」です。コロナで停滞しがちな地域活動再開の 
きっかけになるよう笑顔のコミュニケーション効果をディズニーランドの事例を交えながら 

学びます。輝く笑顔で身近な人も笑顔になり、人との繋がりが楽しくなります♪ 

 

参加者
募集！ 活動を広めよう 

講師 石坂 秀己（いしざかひでみ） 

 株式会社オリエンタ

ルランドに入社、東京

ディズニーランドの 

アトラクション責任者 

として約 15 年勤務。

2005 年に独立。 
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