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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◆ 

☆記念日のメイク＆撮影会 
いつもより華やかなメイクをして 

みませんか?卒業式・入学式・お誕生日・記念日・

お食事会に実践してみてください♪ 

 日  時： 2023/2/4（土）13:30～16:00 

参加費： 500円 

持ち物： タオル・基礎化粧品 

対  象： 大人の方どなたでも 

定  員： 10人 先着 

申込み：  1/11（水）～ 

☆けん玉体験会 
世界チャンピオンから教えてもらおう! 

子どもから大人までどなたでも体験できます。 

その場でお貸しできるけん玉をたくさん用意し

てお待ちしています。 

日  時： 2023/2/25（土）10:30～11:30 

参加費： 500円 

持ち物：  持っている人はけん玉、飲み物、タオル 

対  象： どなたでも 

定  員： 20人 先着 

申込み：  1/11（水）～ 

☆防災を考える会・磯子 
自分、家族を守るために 

これだけは知っておきたい。 

防災対策を考える講座です。 

日  時： 2023/2/12（日）13:30～15:00 

参加費： 300円 

持ち物： 筆記用具 

対  象： 中学生以上  

定  員： 10人 先着 

申込み：  1/11（水）～ 

☆いにしえ散歩 

～杉田梅を訪ねて～ 
杉田のみどころを、参加者と 

一緒にガイドが歩いて御案内します。 

日  時： 2023/2/18（土）9:30～12:00 頃 

参加費： 500円 

持ち物： イヤホン・飲み物・必要に応じて雨具・帽子等 

対  象： どなたでも   

定  員： 20人 先着 

申込み：  1/11（水）～ 

草取りボランティア募集中 
個人宅の庭の草取りができる 

ボランティアさんを募集しております。 
ご興味のある方はぜひ 

磯子区社会福祉協議会 
ボランティアセンターまで 

お気軽にお問合せ下さい。 

磯子区社会福祉協議会ボランティアセンター：045-751-0739 

 

今年も大変お世話になり

ました。来年も 

素晴らしい 

年になりま 

すように… 

いそご地域活動フォーラム 2023 
出展者、出演者大募集！ 

 

   手工芸やミニ講座などに参加する地域ボランティア講師、グループ・ 

団体を募集します。活動を PR するチャンスです♪  ご参加お待ちしています！  

開催日時  6 月 2 日（金）～11 日（日） 

午前 10：30～12:30  午後 13：30～15:30 

場  所   体験コーナー いそご区民活動支援センター内 

        いきいきふれあい活動広場、ミーティングコーナー 

          展示コーナー 区民ホール    6/3(土)のみ 

募  集   体験コーナー 10 組  展示コーナー 5 組 

 

  

締 切  1 月 31 日（火） 抽選 

お申込み・お問い合わせは、 

いそご区民活動支援センターへ 

詳しくは、ホームページ、チラシをご覧ください。 

たくさんのご応募お待ちしています。 
磯子区マスコットキャラクター いそっぴ 

締 切  1 月 31 日（火） 抽選 

音楽やダンス、お芝居や朗読等、ミニステージで発表するグループ・団体や 

地域ボランティア講師を募集します。 日頃の練習の成果をぜひ披露してください！ 

開催日時  6 月 3 日（土） 10：30～15：30 

場 所     磯子公会堂 集会室     

募 集   9 組 

令和 4 年度 地域活動スキルアップ講座Ⅱ 

日 時：令和 5 年 2 月 25 日（土） 
13：00～15：00 

場 所：磯子区役所 7F 会議室       
対 象：磯子区在住、在勤、在学の人、 

活動したいと考えている人 40 人(抽選) 
持ち物：筆記用具 
申込締切：令和 5 年 2 月 10 日（金） 

窓口・電話・FAX・メールにて  
 

受講料 
無料 

プロボノとは、“働きながら地域貢献したい”、
“自分の関心のある分野で地域に役立ちたい”な
ど、経験や専門知識を活かして地域活動の支援
に取り組む無償ボランティアです。 
自分にも地域にも役立つプロボノについて学び
ます。 
新しい地域参加のヒントを見つけましょう。 

講師：小林 智穂子 氏  
（認定 NPO 法人 サービスグラント 事務局長) 

 

～プロボノって何 ⁇～ 

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 

 

地域ボランティア講師＆グループ・団体 

登録数 （12 月 28 日現在） 

■グループ・団体     238 件 

■地域ボランティア講師  212 件 

2 月の１ｄａｙ体験サロン。HP でチェックしてみてください。 
※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。 
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情報掲示板 2023年1月号 ～会員募集・活動のご案内～ 

 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

フラワーサークル 

スプリングベル 

磯子区役所1階区民ホールギャラリー
にて、作品を展示します 

令和5年 1月 7日 ～ 1月 12日まで 

趣味づくり、仲間づくりとして楽しく 
笑いのある雰囲気でお花をアレンジ 
しています。初めての方も安心して 
作っていただけます。 

●日時： 毎週火曜日（応相談） 

●場所： いそご区民活動支援センター 

●費用： 材料費（応相談） 

  

お問合せ：多文化共生スポット ワールドキッズ 

ホームページ：httpｓ://worldkids-y.org/ 

：worldkids-ml@worldkiｄs-y.sakura.ne.jｐ 

●日時： 毎週水曜日 小学生 16：15～17：30 
                   中学生 17：30～19：30 
●場所： 洋光台地域ケアプラザ 

        （JR 洋光台駅 徒歩 10 分） 

外国につながる小・中学生への学習支援 

多文化共生スポット ワールドキッズ 

ボ ラ ン テ ィ ア 大 募 集 ！ 

磯子区洋光台に学習支援教室をひらきました！ 

ボランティアを募集中です。 

外国につながる子どもの学校の勉強 

をお手伝いします。経験も資格も要り 

ません。大学生や高校生も歓迎です。 

コラム 第3回 My column 佐藤 清江 冬の散歩は「葉痕」探しで楽しく 

「葉痕」って何？・・・と思われた方も多いかと思います。葉痕とは、葉が落ちた 
あとに残された傷跡なのです。 
その形は、樹木によって、円形、ハート形、三日月形、線状形などとさまざまです。 

また、形の中に黒や白などのぽつぽつが見えます。「維管束」といって、水分や養分が 
送られた管の跡です。 
葉痕は、たいていは、顔に見えます。人の顔に見えたり、動物や化け物の顔に見えたり 

します。また、泣き顔に見えたり、笑っている顔に見えたりします。同じ木でも場所に 
よって、株によって様々に変わっています。下記に、皆さんにもなじみのある4種類の 
樹木の葉痕を載せました。どのように見えるでしょうか。 
葉痕探しをしていると、きっと、いろいろな発見、気づきがあると思います。そして、 

みなさんを新しい植物散歩へと誘ってくれることでしょう。花の少ない淋しい時期ですが、 
意外と冬の散歩も楽しいものです。さあ出かけてみましょう。 
 

【アオキ】 【ユズリハ】 【ヤツデ】 【アジサイ】 

いそご地域づくり塾2022 

さぁ！はじめよう！自分らしく 第4・5回 レポート 

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実施しました。 

交流ウィークの準備期間にイベントに向けて準備やリハーサルをして当日を 

迎えました。集まるだけでなくLINEを駆使して、それぞれ準備をされていた 

ようです。今どきの進め方と気づかされた気がします。 

当日は2つのグループが様々な工夫を凝らしイベントを披露しました。 

エブリワンの「pictureでsmile」は磯子のスポットを三段階の写真で紹介し、 

何処か当てるゲームです。パワーポイントを使い、構成や表現の仕方を工夫して 

いました。名所の紹介も取り入れてとても分かりやすい内容でした。たくさんの 

写真を用意するなど皆さんも準備が大変だったと思います。正解者がその場所の 

エピソードを発表したり、いそっぴ人形やレイなどの小物を使い盛り上げる工夫 

も楽しかったです。 

いそご散歩日和の「いそご散策 神経衰弱」はトランプの数字を磯子のスポットに 

変えて神経衰弱のようにカードを合わせるゲームです。企画のメンバーも参加し、同じカードを何度もめく 

ったり、恐る恐るめくったり、期待と達成感を味わえたゲームになりました。全員で楽しみ盛り上がりまし

た。「またどこかでボランティアでクイズをやってみたい」「トランプならどこでもできるね」と笑顔で話 

されているのが印象的でした。ミニイベントは講座の中で徐々に育まれた仲間意識・チーム力を発揮して活 

動の楽しさを実感されたと思います。イベント終了後、グループごとに振り返りをして、双方のグループへ 

のエールを伝えました。「役割分担が明確で、PowerPointのクオリ 

ティも高く司会の掛け合いも良かった。一言感想も工夫されていた」

「神経衰弱の設定もよく、全員参加も良かった。誰もができて脳トレ 

にもなる工夫されたゲームだった」など互いに前向きな意見がでまし

た。講師の夢コミネットさんからは「メンバーの意見を受け入れられ 

ることでまとまりが生まれた。準備を重ねて、チームワークの結果楽 

しい時間になった」「体験こそが経験となり次に生きる」との言葉がありました。 

最終回は、「やりたいことをイメージしよう」をテーマに、ステップアップシートに記入したプランや楽しい企

画を発表しました。すぐにでも実現できそうな想いをたくさん聞かせていただきました。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がありました。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。 

チャレンジ体験にもいろいろな施設や団体に参加していただき、それぞれに活動されている皆さんのやり方

や想いを知ることができてこれからの活動の参考になったようです。 

講座を終えて「地域の事を知ることができ、毎回学びがたくさんあって仲間づくりが出来た」「活動を始める

のを後押ししてもらえた講座だった」「地域活動に向けてアップデートできた」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 10日(金)にいそご地域づくり塾近況報告会の開催を予定しています。 

これまで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 

めたい方などいろいろなお話が聞け 

る事を楽しみにしています。 

 

 
修了証授与 

交流タイム 

エブリワン 

磯子区マスコット 

キャラクター 

「いそっぴ」 

いそご散歩日和 

受講生の皆様 

http://worldkids-y.org/
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今年度も１ｄａｙ体験サロン始まりました。 

11 月から実施した講座の様子です。今月も 5 講座ありますので HP でチェックしてみてください。 
※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。 

キッズ＆保護者で楽しむ 

プログラミング体験講座 
～いっしょにやってみませんか?～ 

2022/11/13（日）10:00～12:00実施 講師 森保 伸樹氏 

プログラミングに初めて挑戦する講座です。 

Scratch で簡単なゲームを 

作成しながらプログラミングの 

考え方を学びました。 

参加者は、小学 5 年生が 5 人と 

保護者。続けたい!との希望で 

1/21 に追加開催決定！参加者募集中♪ 

https://chalhesso.wixsite.com/kidspiso 
 

先々のキャリアとライフの自信術 

～仕事や、社会活動などにむけて～                                  

～よき対人関係を築くために～ 

2022/11/26（土）13:30～15:30実施 講師 野間 葵氏 

講師は日本産業カウンセラー 

協会でも活動中の野間 葵 

（のま まもる）さんです。 

 自分に合った仕事、活動や 

対人関係がうまくいく対話術、 

関係性のとり方など身近な事例を紹介しながら和やかな

雰囲気で行われました。 

 

アロマの可愛い香り袋づくり 
ご自身のお好きなアロマを選び、 

ポチ袋を使った紙工作で香り袋を作成します。 

2022/12/4（日）13:30～14:30実施 講師 岩本 明子氏 

アロマの香りは、人それぞれ 

好みが分かれます。 

まずは、香りの働きを知り、 

自分の好きな香りを 2 種類選び 

かわいい三角の袋にいれ 

   自分だけのオリジナルポチ袋の出来上がり♪ 

    小学生も袋づくりを楽しみました。 

 

 
情報掲示板 2023 年 1 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 89 
世界チャンピオンから教えてもらえる 

け ん 玉 体 験 会 

子どもから大人までどなたでも体験できます 

 ●日  時： 2 月 25 日（土） 10：30～11：30 

●場  所： いそご区民活動支援センター  

●参加費： 500 円 

●持ち物： 持っている人はけん玉、飲み物、タオル 

●対  象： どなたでも  

●定  員： 20 人 (先着) 

●申込み： 1 月１1 日（水）～ 窓口・電話・メール 

●問合せ： いそご区民活動支援センター 

電 話： 754-2390  FAX： 759-4116 

メ ル  h @ k h  

ジャンル：けん玉遊び 

氏  名：川﨑 剛 

資格など：日本けん玉協会２級指導員 ２段 

グロバルケンダマ先生 

 

日本けん玉２級指導員の資格を持ち 

以前九州では小学校１００校以上にけん玉

遊びを伝承してきました。未就学生位から

高齢者・障害者まで対応可能です。 

けん玉は集中力アップにつながり高齢者 

には認知症の軽減にもつながると言われて

います。大きなイベントから町内の 

イベントまでパフォーマンスも可能です。 

KWC２０１９年・ 
２０２０年年代別
５０代世界チャン
ピオン 
 

 

お問合せ：八幡 なをみ（代表） 

TEL 045-751-2234 

 

プロのイラストレーターから習う 

磯子似顔絵クラブ 

人気タレントやスポーツ

選手の写真を見て、色

紙似顔絵を分かりやす

く楽しく描きます 

●日時： 第 1・3 木曜日 10：00～11：45 

●会場： 磯子センター3 階会議室 

●会費： 1 回 1,000 円（テキスト、色紙配布） 

●講師： 鈴木 太郎（日本漫画家協会会員） 

●持参用具： 筆ペン、鉛筆、彩色用具 

 

今回おじゃましたのは、屏風ヶ浦地域ケアプラザで 15 年活動されている 

ウクレレグループ「ヒマナスターズ」さんです。教えてくださるのは、 

磯子区在住のギタリスト篠﨑 洋子先生。現在 8 名の会員が活動中です。 

訪問当日は発表会に向けて練習中の「学生時代」「乾杯」「月の夜は」 

などを演奏、ウクレレの軽やかな音色に心が癒されます。最初は 2 つ位の 

コードをマスターし、コードを少しずつ増やしながら 4 か月程で 1 曲弾ける 

ようになるそうです。「年齢と共に活動範囲が狭まっても、また一人時間の趣味としても心を癒してくれる 

楽器なので是非気軽に音楽に携わって欲しい」と先生はおっしゃいます。ウクレレは他の楽器よりリーズ 

ナブル、軽量でコンパクト、持ち運びしやすいなどメリットが沢山。そしてなんと言っても元気で楽しい 

先生とウクレレ仲間が出来る事！楽譜が読めなくても大丈夫！最初は出来なくて当たり前！年齢なんて関 

係ない！始めてみたい！と思った時がベストタイミング！先生はお一人おひとりのペースに合わせわかり 

やすく無理なくご指導してくださるそうです。 

さあ、皆さんも今年から新しい挑戦の一つにウクレレを始めてみてはいかがでしょ 

うか？きっと春頃には暖かな窓辺でハワイアンの軽やかな音色を奏でているかもしれ 

ません♪先生は東日本大震災支援コンサートや「戦争の悲しみ 命の大切さ」など音 

楽を通した活動の様子が HP に掲載されています。詳細は、いそご区民活動支援セン 

ター（045-754-2390）にお気軽にお問合せください。  応援隊 Y.S 

 

ヒマナスターズ（ウクレレ） 

2022 年 10 月 19 日(水) 訪問 

     貴方の身体のゆがみは大丈夫？ 
～気づかなかった身体のクセを知りましょう～ 

 

申し込みが多数あり、二日で 15 人の参加がありました。

身体のゆがみやクセをチェックして改善する体操やスト

レッチを教えていただきました。 

日々の習慣を指摘されると皆 

さん、頷き納得されているよう 

でした。あんなに辛かったのに 

目からウロコ！と驚かれる方も多く、とても好評でした。

第二弾の声も上がり、次回も楽しみです！ 
 

2022/11/27 ・ 12/１１（日）13:30～15:30実施 
                            講師 村上 和恵氏 

 

 

お問合せ： TEL 045-751-3293 （しみず） 

         TEL 090-1259-6116 （かわはら） 

 

膝痛、腰痛の方も大丈夫！ストレッチ 
はイスを使ってどなたでも出来ます！ 
筋トレ＆骨矯正は美しい曲に合わせて 
ゆったりとやっています。時々カンフー等 
も。是非体験レッスンを。90 分 850 円
予約です。 

やさしい筋トレ＆骨矯正 

●日時： 第 1・3 金曜日 
13：10～14：40 

●場所： 磯子センター4 階 
●会費： 3 か月前納で 

5,100 円 
●講師： 河原 幸子 （講師歴 37 年） 

      

https://chalhesso.wixsite.com/kidspiso
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日時： 日時： 日時： 日時： 日時：
回数： 回数： 回数：
対象： 対象： 回数： 会場： 対象：
定員： 定員： 対象： 定員：
費用： 費用： 定員： 定員： 費用：
申込： 申込： 費用： 費用： 申込：
内容： 内容： 申込： 申込： 内容：

内容： 内容：

Tel 751-4777 Fax 751-4798 Tel 775-0541 Fax 775-0542 Tel 773-3929 Fax 773-3939 Ｔｅｌ 750-1322 Fax 750-1323 Ｔｅｌ
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日時： 日時： 日時： 日時： 日時： 日時：
回数： 回数： 回数： 内容： 回数：
対象： 対象： 対象： 対象： 会場：
定員： 定員： 定員： 定員： 対象：
費用： 費用： 費用： 費用： 定員：
申込： 申込： 申込： 申込： 費用：
内容： 内容： 内容： 内容： 申込：

内容：

Ｔｅｌ 761-7928 Fax 754-4666
㊡ （月） ㊡ (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： 内容：

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

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

内容：

Tel＆Fax 833-1569 Tel＆Fax 754-2600

椅子に座って行う体操です。
自宅でも簡単にできる、肩こりや
腰痛予防・筋肉を柔軟にする体操
を行います。

不要。当日直接会場へ
11日：自由遊び
26日：『あそび・隊！』と遊ぼう

Tel＆Fax 832-8331
火・金

フラメンコからクラシック音楽まで幅
広いジャンルの演奏をお楽しみくだ
さい。

無料 1,500円 1,500円

一般

無料 10組20人 先着 300円

2回 地域の方

1/11（水）～  (先着) 11日：無料　26日：100円 1/5（木）～（先着）

25人 幼児と保護者 15人

2/12（日）13：30～14：30 1/11（水）、1/26（木） 2/6（月）10：00～11：00
1回 10：00～11：30 1回

1/16 1/10

洋光台第三小学校コミュニティハウス 磯子地域ケアプラザ 屏風ヶ浦地域ケアプラザ

バレンタインライブ
「フラメンコギター」

子育て楽しむ♪　わいわい広場 健康サポート体操

なし
新聞紙を丸めて豆を作ります。
鬼に向かって投げます。

1/11（水）～（先着）
夜のヨガは自律神経を整え、心と
身体のリラックスにつながりま
す。深い呼吸で一日の疲れをリ
セットしましょう。

1/21（土）～2/12（日）（先着）
お好みの革を組み合わせてお花の
ブローチを手作りしてみませんか。
持ち物：カッターナイフ、万能ハサ
ミ、目打ち、ボールペン

親子 一般 一般、シニア
15組（30人） 先着 12人 10人

2/3（金）10：30～11：30 2/18・25・3/4（土）19：15～20：00 2/25（土）10：00～12：00
1回 3回 1回

節分～豆まきをしよう！～ ナイトヨガ
レザークラフト講座

～革のブローチ作り～

2/20 1/23 火・金

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 根岸中コミュニティハウス

1/11（水）～来館又は電話
ポーセリンアートのプレートと
スープカップ（2種類）

12/25（日）～開催前日まで（先着順

節分直前の日曜日。家族で参加
してみませんか？色々な鬼ごっこ
を楽しみます。

1/18～2/8
主に便秘対策として体質や季節、年
齢などアーユルヴェーダに基づいた
お話、実際にバターから作るオイル
を体験していただきます。

無料
なし（当日来場受付）
地域の中高生世代による手作りの
美術展を開催します。ぜひ中高生世
代の作品を見に来てください！

随時
情報交換やおしゃべりをしながらお友
達の輪を広げましょう。今回のテーマは
「お正月」出身国のお正月を教えてくだ
さい。英語、中国語でお話しできます。

建物修繕のため臨時休館となりま
す。ご来園の皆様には、ご迷惑をお
かけしますがご理解・ご協力ください
ますようお願い申し上げます。尚、
建物は休館となりますが、公園は、
開園します。
雨樋清掃のため1/23（月）～2/4
（土）の期間は、足場を設置します。
ご来園の際はご注意ください。

参加費2,00円 材料費600円/個 500円 600円 なし 制限なし
15人（先着） 10組 12人  先着 なし 磯子区近隣の住民
小学生～（小2以下は保護者同伴） 未就学児と保護者のペア 一般 外国籍の親子とご家族 根岸駅前モンビル6階・M6
1回 1回 1回 1回 1/21（土）　10：00～16：00

2/12（日）10：00～12：00 1/29（日）9：30～11：00 2/15（水）10：00～12：00 1/30（月）～2/4（土） 1/31（火）10:30～11:30 1/17（火）～20（金）14：00～19：00

お雛様プレート＆カップ作り みんな鬼ごっこ～一足早い節分を楽しもう～
アーユルヴェーダでデトックス

～癒しのセルフメンテで便秘対策～
臨時休館のお知らせ 親子で楽しむ国際交流＠いそピヨ 第５回イソカツ美術展

1/16 1/19 1/23

根岸地区センター 杉田地区センター 上中里地区センター 根岸なつかし公園  旧柳下邸 磯子区地域子育て支援拠点 いそピヨ 磯子区青少年の地域活動拠点 イソカツ
080-4423-1876

日・月・祝

Tel＆Fax 750-5022
㊡　1/10・24

親子で一緒にケーキ作りを楽し
みませんか

季節のアイシング
クッキー作って
楽しんだ後はおいしく食べましょう♡
（クッキーはこちらで用意します）

一般：6,000円、スマイルクラブ会員5,000円

チケット発売中（先着）
声優の野村道子プロデュースによ
る、声優の朗読とオペラ歌手によ
る「朗読歌劇」公演第3弾！

各500円 なし
1,500円 1,500円 260名（各回） なし
1/5（木）～20（金）（抽選） 1/25（水）～先着

16歳以上 各20人

季節を感じられるパネルの展示と、
関連本の貸出を行います。

当日現地にて10分前から受付（先着順）

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。

7組 6組（大人1人、こども1人で1組） 未就学児不可 ②上笹下地域ケアプラザ なし

1回 ②1/24（火） 13：00～13：50

5歳～小学3年生までと保護者 保護者と子供（幼稚園児～） 4回 ①屏風ヶ浦地域ケアプラザ

なし
一般

1回
1/14（土）、15（日）
①13：00～15：00 ②17：00～19：00

2/25（土）10：00～12：00 2/26（日）10：00～12：00 ①1/23（月） 10：00～10：50 1/17（火）～1/26（木）

親子料理教室　親子でケーキ作り
親子で作ろう！

ひな祭りアイシングクッキー
野村道子プロデュース

朗読歌劇「椿姫」～不滅の恋～
出前教室①健康体操
出前教室②肩腰膝痛予防体操

二十四節気パネル展示

磯子図書館

1/101/23 1/16 1/10 1/10

磯子センター 根岸地区センター 区民文化センター杉田劇場 磯子スポーツセンター

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

映画 ： 無料
グリーンブック （吹替え版）

グリーンブックは、第９１回（２０１９年）アカデミー賞＜作品賞＞＜脚本賞＞

＜助演男優賞＞受賞作品。 １９６２年、粗野なイタリア系用心棒トニーは、

カーネギーホールに住む天才黒人ピアニストの コンサートツアーに

同行する。笑いと涙で観るものを幸せに包む感動の実話。

1   U-ウインズ 吹奏楽

2   フラ レイ マイカイフラダンス フラダンス

3   横浜バレエサークル クラシックバレエ

4   洋光台男声合唱団 合唱

5   糸東会磯子 空手

6   マカナ アロハ フラダンス

7   ﾓﾀﾞﾝﾀﾞﾝｽ森の子クラブ・リトルスター モダンダンス

8   なずな会 太極拳

9   磯子童謡の会 童謡

10   萩の会 和踊り・新舞踊

11   ヒマナスターズ ウクレレ・歌

12   森浅間神社 神田囃子森保存会 祭囃子

13   バブリーシャイン・リノアクア チアダンス・フラダンス

14   ウルプア フラ スタジオ フラダンス

15   Yokohama Jewel Vox ゴスペル

16   Union Symphonic Band 吹奏楽

舞台発表会 （観覧自由 400名） 12時40分～16時40分（予定） 入場券不要

第１部

第2部

出演予定

団体

みんなで

お出かけ

ください！

第1回 磯子公会堂フェスティバル
磯子公会堂

自主事業

令和５年１月１４日（土）

12月15日（木）10時より磯子公会堂窓口にて

映画入場券を配布中。 先着400枚

開場 ： 9時30分 開演 ： 10時
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回数： 回数： 回数：
対象： 対象： 回数： 会場： 対象：
定員： 定員： 対象： 定員：
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申込： 申込： 費用： 費用： 申込：
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Tel 751-4777 Fax 751-4798 Tel 775-0541 Fax 775-0542 Tel 773-3929 Fax 773-3939 Ｔｅｌ 750-1322 Fax 750-1323 Ｔｅｌ
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日時： 日時： 日時： 日時： 日時： 日時：
回数： 回数： 回数： 内容： 回数：
対象： 対象： 対象： 対象： 会場：
定員： 定員： 定員： 定員： 対象：
費用： 費用： 費用： 費用： 定員：
申込： 申込： 申込： 申込： 費用：
内容： 内容： 内容： 内容： 申込：

内容：

Ｔｅｌ 761-7928 Fax 754-4666
㊡ （月） ㊡ (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： 内容：

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

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

内容：

Tel＆Fax 833-1569 Tel＆Fax 754-2600

椅子に座って行う体操です。
自宅でも簡単にできる、肩こりや
腰痛予防・筋肉を柔軟にする体操
を行います。

不要。当日直接会場へ
11日：自由遊び
26日：『あそび・隊！』と遊ぼう

Tel＆Fax 832-8331
火・金

フラメンコからクラシック音楽まで幅
広いジャンルの演奏をお楽しみくだ
さい。

無料 1,500円 1,500円

一般

無料 10組20人 先着 300円

2回 地域の方

1/11（水）～  (先着) 11日：無料　26日：100円 1/5（木）～（先着）

25人 幼児と保護者 15人

2/12（日）13：30～14：30 1/11（水）、1/26（木） 2/6（月）10：00～11：00
1回 10：00～11：30 1回

1/16 1/10

洋光台第三小学校コミュニティハウス 磯子地域ケアプラザ 屏風ヶ浦地域ケアプラザ

バレンタインライブ
「フラメンコギター」

子育て楽しむ♪　わいわい広場 健康サポート体操

なし
新聞紙を丸めて豆を作ります。
鬼に向かって投げます。

1/11（水）～（先着）
夜のヨガは自律神経を整え、心と
身体のリラックスにつながりま
す。深い呼吸で一日の疲れをリ
セットしましょう。

1/21（土）～2/12（日）（先着）
お好みの革を組み合わせてお花の
ブローチを手作りしてみませんか。
持ち物：カッターナイフ、万能ハサ
ミ、目打ち、ボールペン

親子 一般 一般、シニア
15組（30人） 先着 12人 10人

2/3（金）10：30～11：30 2/18・25・3/4（土）19：15～20：00 2/25（土）10：00～12：00
1回 3回 1回

節分～豆まきをしよう！～ ナイトヨガ
レザークラフト講座

～革のブローチ作り～

2/20 1/23 火・金

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 根岸中コミュニティハウス

1/11（水）～来館又は電話
ポーセリンアートのプレートと
スープカップ（2種類）

12/25（日）～開催前日まで（先着順

節分直前の日曜日。家族で参加
してみませんか？色々な鬼ごっこ
を楽しみます。

1/18～2/8
主に便秘対策として体質や季節、年
齢などアーユルヴェーダに基づいた
お話、実際にバターから作るオイル
を体験していただきます。

無料
なし（当日来場受付）
地域の中高生世代による手作りの
美術展を開催します。ぜひ中高生世
代の作品を見に来てください！

随時
情報交換やおしゃべりをしながらお友
達の輪を広げましょう。今回のテーマは
「お正月」出身国のお正月を教えてくだ
さい。英語、中国語でお話しできます。

建物修繕のため臨時休館となりま
す。ご来園の皆様には、ご迷惑をお
かけしますがご理解・ご協力ください
ますようお願い申し上げます。尚、
建物は休館となりますが、公園は、
開園します。
雨樋清掃のため1/23（月）～2/4
（土）の期間は、足場を設置します。
ご来園の際はご注意ください。

参加費2,00円 材料費600円/個 500円 600円 なし 制限なし
15人（先着） 10組 12人  先着 なし 磯子区近隣の住民
小学生～（小2以下は保護者同伴） 未就学児と保護者のペア 一般 外国籍の親子とご家族 根岸駅前モンビル6階・M6
1回 1回 1回 1回 1/21（土）　10：00～16：00

2/12（日）10：00～12：00 1/29（日）9：30～11：00 2/15（水）10：00～12：00 1/30（月）～2/4（土） 1/31（火）10:30～11:30 1/17（火）～20（金）14：00～19：00

お雛様プレート＆カップ作り みんな鬼ごっこ～一足早い節分を楽しもう～
アーユルヴェーダでデトックス

～癒しのセルフメンテで便秘対策～
臨時休館のお知らせ 親子で楽しむ国際交流＠いそピヨ 第５回イソカツ美術展

1/16 1/19 1/23

根岸地区センター 杉田地区センター 上中里地区センター 根岸なつかし公園  旧柳下邸 磯子区地域子育て支援拠点 いそピヨ 磯子区青少年の地域活動拠点 イソカツ
080-4423-1876

日・月・祝

Tel＆Fax 750-5022
㊡　1/10・24

親子で一緒にケーキ作りを楽し
みませんか

季節のアイシング
クッキー作って
楽しんだ後はおいしく食べましょう♡
（クッキーはこちらで用意します）

一般：6,000円、スマイルクラブ会員5,000円

チケット発売中（先着）
声優の野村道子プロデュースによ
る、声優の朗読とオペラ歌手によ
る「朗読歌劇」公演第3弾！

各500円 なし
1,500円 1,500円 260名（各回） なし
1/5（木）～20（金）（抽選） 1/25（水）～先着

16歳以上 各20人

季節を感じられるパネルの展示と、
関連本の貸出を行います。

当日現地にて10分前から受付（先着順）

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。

7組 6組（大人1人、こども1人で1組） 未就学児不可 ②上笹下地域ケアプラザ なし

1回 ②1/24（火） 13：00～13：50

5歳～小学3年生までと保護者 保護者と子供（幼稚園児～） 4回 ①屏風ヶ浦地域ケアプラザ

なし
一般

1回
1/14（土）、15（日）
①13：00～15：00 ②17：00～19：00

2/25（土）10：00～12：00 2/26（日）10：00～12：00 ①1/23（月） 10：00～10：50 1/17（火）～1/26（木）

親子料理教室　親子でケーキ作り
親子で作ろう！

ひな祭りアイシングクッキー
野村道子プロデュース

朗読歌劇「椿姫」～不滅の恋～
出前教室①健康体操
出前教室②肩腰膝痛予防体操

二十四節気パネル展示

磯子図書館

1/101/23 1/16 1/10 1/10

磯子センター 根岸地区センター 区民文化センター杉田劇場 磯子スポーツセンター

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

映画 ： 無料
グリーンブック （吹替え版）

グリーンブックは、第９１回（２０１９年）アカデミー賞＜作品賞＞＜脚本賞＞

＜助演男優賞＞受賞作品。 １９６２年、粗野なイタリア系用心棒トニーは、

カーネギーホールに住む天才黒人ピアニストの コンサートツアーに

同行する。笑いと涙で観るものを幸せに包む感動の実話。

1   U-ウインズ 吹奏楽

2   フラ レイ マイカイフラダンス フラダンス

3   横浜バレエサークル クラシックバレエ

4   洋光台男声合唱団 合唱

5   糸東会磯子 空手

6   マカナ アロハ フラダンス

7   ﾓﾀﾞﾝﾀﾞﾝｽ森の子クラブ・リトルスター モダンダンス

8   なずな会 太極拳

9   磯子童謡の会 童謡

10   萩の会 和踊り・新舞踊

11   ヒマナスターズ ウクレレ・歌

12   森浅間神社 神田囃子森保存会 祭囃子

13   バブリーシャイン・リノアクア チアダンス・フラダンス

14   ウルプア フラ スタジオ フラダンス

15   Yokohama Jewel Vox ゴスペル

16   Union Symphonic Band 吹奏楽

舞台発表会 （観覧自由 400名） 12時40分～16時40分（予定） 入場券不要

第１部

第2部

出演予定

団体

みんなで

お出かけ

ください！

第1回 磯子公会堂フェスティバル
磯子公会堂

自主事業

令和５年１月１４日（土）

12月15日（木）10時より磯子公会堂窓口にて

映画入場券を配布中。 先着400枚

開場 ： 9時30分 開演 ： 10時
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今年度も１ｄａｙ体験サロン始まりました。 

11 月から実施した講座の様子です。今月も 5 講座ありますので HP でチェックしてみてください。 
※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。 

キッズ＆保護者で楽しむ 

プログラミング体験講座 
～いっしょにやってみませんか?～ 

2022/11/13（日）10:00～12:00実施 講師 森保 伸樹氏 

プログラミングに初めて挑戦する講座です。 

Scratch で簡単なゲームを 

作成しながらプログラミングの 

考え方を学びました。 

参加者は、小学 5 年生が 5 人と 

保護者。続けたい!との希望で 

1/21 に追加開催決定！参加者募集中♪ 

https://chalhesso.wixsite.com/kidspiso 
 

先々のキャリアとライフの自信術 

～仕事や、社会活動などにむけて～                                  

～よき対人関係を築くために～ 

2022/11/26（土）13:30～15:30実施 講師 野間 葵氏 

講師は日本産業カウンセラー 

協会でも活動中の野間 葵 

（のま まもる）さんです。 

 自分に合った仕事、活動や 

対人関係がうまくいく対話術、 

関係性のとり方など身近な事例を紹介しながら和やかな

雰囲気で行われました。 

 

アロマの可愛い香り袋づくり 
ご自身のお好きなアロマを選び、 

ポチ袋を使った紙工作で香り袋を作成します。 

2022/12/4（日）13:30～14:30実施 講師 岩本 明子氏 

アロマの香りは、人それぞれ 

好みが分かれます。 

まずは、香りの働きを知り、 

自分の好きな香りを 2 種類選び 

かわいい三角の袋にいれ 

   自分だけのオリジナルポチ袋の出来上がり♪ 

    小学生も袋づくりを楽しみました。 

 

 
情報掲示板 2023 年 1 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 89 
世界チャンピオンから教えてもらえる 

け ん 玉 体 験 会 

子どもから大人までどなたでも体験できます 

 ●日  時： 2 月 25 日（土） 10：30～11：30 

●場  所： いそご区民活動支援センター  

●参加費： 500 円 

●持ち物： 持っている人はけん玉、飲み物、タオル 

●対  象： どなたでも  

●定  員： 20 人 (先着) 

●申込み： 1 月１1 日（水）～ 窓口・電話・メール 

●問合せ： いそご区民活動支援センター 

電 話： 754-2390  FAX： 759-4116 

メ ル  h @ k h  

ジャンル：けん玉遊び 

氏  名：川﨑 剛 

資格など：日本けん玉協会２級指導員 ２段 

グロバルケンダマ先生 

 

日本けん玉２級指導員の資格を持ち 

以前九州では小学校１００校以上にけん玉

遊びを伝承してきました。未就学生位から

高齢者・障害者まで対応可能です。 

けん玉は集中力アップにつながり高齢者 

には認知症の軽減にもつながると言われて

います。大きなイベントから町内の 

イベントまでパフォーマンスも可能です。 

KWC２０１９年・ 
２０２０年年代別
５０代世界チャン
ピオン 
 

 

お問合せ：八幡 なをみ（代表） 

TEL 045-751-2234 

 

プロのイラストレーターから習う 

磯子似顔絵クラブ 

人気タレントやスポーツ

選手の写真を見て、色

紙似顔絵を分かりやす

く楽しく描きます 

●日時： 第 1・3 木曜日 10：00～11：45 

●会場： 磯子センター3 階会議室 

●会費： 1 回 1,000 円（テキスト、色紙配布） 

●講師： 鈴木 太郎（日本漫画家協会会員） 

●持参用具： 筆ペン、鉛筆、彩色用具 

 

今回おじゃましたのは、屏風ヶ浦地域ケアプラザで 15 年活動されている 

ウクレレグループ「ヒマナスターズ」さんです。教えてくださるのは、 

磯子区在住のギタリスト篠﨑 洋子先生。現在 8 名の会員が活動中です。 

訪問当日は発表会に向けて練習中の「学生時代」「乾杯」「月の夜は」 

などを演奏、ウクレレの軽やかな音色に心が癒されます。最初は 2 つ位の 

コードをマスターし、コードを少しずつ増やしながら 4 か月程で 1 曲弾ける 

ようになるそうです。「年齢と共に活動範囲が狭まっても、また一人時間の趣味としても心を癒してくれる 

楽器なので是非気軽に音楽に携わって欲しい」と先生はおっしゃいます。ウクレレは他の楽器よりリーズ 

ナブル、軽量でコンパクト、持ち運びしやすいなどメリットが沢山。そしてなんと言っても元気で楽しい 

先生とウクレレ仲間が出来る事！楽譜が読めなくても大丈夫！最初は出来なくて当たり前！年齢なんて関 

係ない！始めてみたい！と思った時がベストタイミング！先生はお一人おひとりのペースに合わせわかり 

やすく無理なくご指導してくださるそうです。 

さあ、皆さんも今年から新しい挑戦の一つにウクレレを始めてみてはいかがでしょ 

うか？きっと春頃には暖かな窓辺でハワイアンの軽やかな音色を奏でているかもしれ 

ません♪先生は東日本大震災支援コンサートや「戦争の悲しみ 命の大切さ」など音 

楽を通した活動の様子が HP に掲載されています。詳細は、いそご区民活動支援セン 

ター（045-754-2390）にお気軽にお問合せください。  応援隊 Y.S 

 

ヒマナスターズ（ウクレレ） 

2022 年 10 月 19 日(水) 訪問 

     貴方の身体のゆがみは大丈夫？ 
～気づかなかった身体のクセを知りましょう～ 

 

申し込みが多数あり、二日で 15 人の参加がありました。

身体のゆがみやクセをチェックして改善する体操やスト

レッチを教えていただきました。 

日々の習慣を指摘されると皆 

さん、頷き納得されているよう 

でした。あんなに辛かったのに 

目からウロコ！と驚かれる方も多く、とても好評でした。

第二弾の声も上がり、次回も楽しみです！ 
 

2022/11/27 ・ 12/１１（日）13:30～15:30実施 
                            講師 村上 和恵氏 

 

 

お問合せ： TEL 045-751-3293 （しみず） 

         TEL 090-1259-6116 （かわはら） 

 

膝痛、腰痛の方も大丈夫！ストレッチ 
はイスを使ってどなたでも出来ます！ 
筋トレ＆骨矯正は美しい曲に合わせて 
ゆったりとやっています。時々カンフー等 
も。是非体験レッスンを。90 分 850 円
予約です。 

やさしい筋トレ＆骨矯正 

●日時： 第 1・3 金曜日 
13：10～14：40 

●場所： 磯子センター4 階 
●会費： 3 か月前納で 

5,100 円 
●講師： 河原 幸子 （講師歴 37 年） 

      

https://chalhesso.wixsite.com/kidspiso
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情報掲示板 2023年1月号 ～会員募集・活動のご案内～ 

 

お問合せ：いそご区民活動支援センター 

TEL 045-754-2390 

 

フラワーサークル 

スプリングベル 

磯子区役所1階区民ホールギャラリー
にて、作品を展示します 

令和5年 1月 7日 ～ 1月 12日まで 

趣味づくり、仲間づくりとして楽しく 
笑いのある雰囲気でお花をアレンジ 
しています。初めての方も安心して 
作っていただけます。 

●日時： 毎週火曜日（応相談） 

●場所： いそご区民活動支援センター 

●費用： 材料費（応相談） 

  

お問合せ：多文化共生スポット ワールドキッズ 

ホームページ：httpｓ://worldkids-y.org/ 

：worldkids-ml@worldkiｄs-y.sakura.ne.jｐ 

●日時： 毎週水曜日 小学生 16：15～17：30 
                   中学生 17：30～19：30 
●場所： 洋光台地域ケアプラザ 

        （JR 洋光台駅 徒歩 10 分） 

外国につながる小・中学生への学習支援 

多文化共生スポット ワールドキッズ 

ボ ラ ン テ ィ ア 大 募 集 ！ 

磯子区洋光台に学習支援教室をひらきました！ 

ボランティアを募集中です。 

外国につながる子どもの学校の勉強 

をお手伝いします。経験も資格も要り 

ません。大学生や高校生も歓迎です。 

コラム 第3回 My column 佐藤 清江 冬の散歩は「葉痕」探しで楽しく 

「葉痕」って何？・・・と思われた方も多いかと思います。葉痕とは、葉が落ちた 
あとに残された傷跡なのです。 
その形は、樹木によって、円形、ハート形、三日月形、線状形などとさまざまです。 

また、形の中に黒や白などのぽつぽつが見えます。「維管束」といって、水分や養分が 
送られた管の跡です。 
葉痕は、たいていは、顔に見えます。人の顔に見えたり、動物や化け物の顔に見えたり 

します。また、泣き顔に見えたり、笑っている顔に見えたりします。同じ木でも場所に 
よって、株によって様々に変わっています。下記に、皆さんにもなじみのある4種類の 
樹木の葉痕を載せました。どのように見えるでしょうか。 
葉痕探しをしていると、きっと、いろいろな発見、気づきがあると思います。そして、 

みなさんを新しい植物散歩へと誘ってくれることでしょう。花の少ない淋しい時期ですが、 
意外と冬の散歩も楽しいものです。さあ出かけてみましょう。 
 

【アオキ】 【ユズリハ】 【ヤツデ】 【アジサイ】 

いそご地域づくり塾2022 

さぁ！はじめよう！自分らしく 第4・5回 レポート 

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実施しました。 

交流ウィークの準備期間にイベントに向けて準備やリハーサルをして当日を 

迎えました。集まるだけでなくLINEを駆使して、それぞれ準備をされていた 

ようです。今どきの進め方と気づかされた気がします。 

当日は2つのグループが様々な工夫を凝らしイベントを披露しました。 

エブリワンの「pictureでsmile」は磯子のスポットを三段階の写真で紹介し、 

何処か当てるゲームです。パワーポイントを使い、構成や表現の仕方を工夫して 

いました。名所の紹介も取り入れてとても分かりやすい内容でした。たくさんの 

写真を用意するなど皆さんも準備が大変だったと思います。正解者がその場所の 

エピソードを発表したり、いそっぴ人形やレイなどの小物を使い盛り上げる工夫 

も楽しかったです。 

いそご散歩日和の「いそご散策 神経衰弱」はトランプの数字を磯子のスポットに 

変えて神経衰弱のようにカードを合わせるゲームです。企画のメンバーも参加し、同じカードを何度もめく 

ったり、恐る恐るめくったり、期待と達成感を味わえたゲームになりました。全員で楽しみ盛り上がりまし

た。「またどこかでボランティアでクイズをやってみたい」「トランプならどこでもできるね」と笑顔で話 

されているのが印象的でした。ミニイベントは講座の中で徐々に育まれた仲間意識・チーム力を発揮して活 

動の楽しさを実感されたと思います。イベント終了後、グループごとに振り返りをして、双方のグループへ 

のエールを伝えました。「役割分担が明確で、PowerPointのクオリ 

ティも高く司会の掛け合いも良かった。一言感想も工夫されていた」

「神経衰弱の設定もよく、全員参加も良かった。誰もができて脳トレ 

にもなる工夫されたゲームだった」など互いに前向きな意見がでまし

た。講師の夢コミネットさんからは「メンバーの意見を受け入れられ 

ることでまとまりが生まれた。準備を重ねて、チームワークの結果楽 

しい時間になった」「体験こそが経験となり次に生きる」との言葉がありました。 

最終回は、「やりたいことをイメージしよう」をテーマに、ステップアップシートに記入したプランや楽しい企

画を発表しました。すぐにでも実現できそうな想いをたくさん聞かせていただきました。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がありました。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。 

チャレンジ体験にもいろいろな施設や団体に参加していただき、それぞれに活動されている皆さんのやり方

や想いを知ることができてこれからの活動の参考になったようです。 

講座を終えて「地域の事を知ることができ、毎回学びがたくさんあって仲間づくりが出来た」「活動を始める

のを後押ししてもらえた講座だった」「地域活動に向けてアップデートできた」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 10日(金)にいそご地域づくり塾近況報告会の開催を予定しています。 

これまで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 

めたい方などいろいろなお話が聞け 

る事を楽しみにしています。 

 

 
修了証授与 

交流タイム 

エブリワン 

磯子区マスコット 

キャラクター 

「いそっぴ」 

いそご散歩日和 

受講生の皆様 

http://worldkids-y.org/
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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◆ 

☆記念日のメイク＆撮影会 
いつもより華やかなメイクをして 

みませんか?卒業式・入学式・お誕生日・記念日・

お食事会に実践してみてください♪ 

 日  時： 2023/2/4（土）13:30～16:00 

参加費： 500円 

持ち物： タオル・基礎化粧品 

対  象： 大人の方どなたでも 

定  員： 10人 先着 

申込み：  1/11（水）～ 

☆けん玉体験会 
世界チャンピオンから教えてもらおう! 

子どもから大人までどなたでも体験できます。 

その場でお貸しできるけん玉をたくさん用意し

てお待ちしています。 

日  時： 2023/2/25（土）10:30～11:30 

参加費： 500円 

持ち物：  持っている人はけん玉、飲み物、タオル 

対  象： どなたでも 

定  員： 20人 先着 

申込み：  1/11（水）～ 

☆防災を考える会・磯子 
自分、家族を守るために 

これだけは知っておきたい。 

防災対策を考える講座です。 

日  時： 2023/2/12（日）13:30～15:00 

参加費： 300円 

持ち物： 筆記用具 

対  象： 中学生以上  

定  員： 10人 先着 

申込み：  1/11（水）～ 

☆いにしえ散歩 

～杉田梅を訪ねて～ 
杉田のみどころを、参加者と 

一緒にガイドが歩いて御案内します。 

日  時： 2023/2/18（土）9:30～12:00 頃 

参加費： 500円 

持ち物： イヤホン・飲み物・必要に応じて雨具・帽子等 

対  象： どなたでも   

定  員： 20人 先着 

申込み：  1/11（水）～ 

草取りボランティア募集中 
個人宅の庭の草取りができる 

ボランティアさんを募集しております。 
ご興味のある方はぜひ 

磯子区社会福祉協議会 
ボランティアセンターまで 

お気軽にお問合せ下さい。 

磯子区社会福祉協議会ボランティアセンター：045-751-0739 

 

今年も大変お世話になり

ました。来年も 

素晴らしい 

年になりま 

すように… 

いそご地域活動フォーラム 2023 
出展者、出演者大募集！ 

 

   手工芸やミニ講座などに参加する地域ボランティア講師、グループ・ 

団体を募集します。活動を PR するチャンスです♪  ご参加お待ちしています！  

開催日時  6 月 2 日（金）～11 日（日） 

午前 10：30～12:30  午後 13：30～15:30 

場  所   体験コーナー いそご区民活動支援センター内 

        いきいきふれあい活動広場、ミーティングコーナー 

          展示コーナー 区民ホール    6/3(土)のみ 

募  集   体験コーナー 10 組  展示コーナー 5 組 

 

  

締 切  1 月 31 日（火） 抽選 

お申込み・お問い合わせは、 

いそご区民活動支援センターへ 

詳しくは、ホームページ、チラシをご覧ください。 

たくさんのご応募お待ちしています。 
磯子区マスコットキャラクター いそっぴ 

締 切  1 月 31 日（火） 抽選 

音楽やダンス、お芝居や朗読等、ミニステージで発表するグループ・団体や 

地域ボランティア講師を募集します。 日頃の練習の成果をぜひ披露してください！ 

開催日時  6 月 3 日（土） 10：30～15：30 

場 所     磯子公会堂 集会室     

募 集   9 組 

令和 4 年度 地域活動スキルアップ講座Ⅱ 

日 時：令和 5 年 2 月 25 日（土） 
13：00～15：00 

場 所：磯子区役所 7F 会議室       
対 象：磯子区在住、在勤、在学の人、 

活動したいと考えている人 40 人(抽選) 
持ち物：筆記用具 
申込締切：令和 5 年 2 月 10 日（金） 

窓口・電話・FAX・メールにて  
 

受講料 
無料 

プロボノとは、“働きながら地域貢献したい”、
“自分の関心のある分野で地域に役立ちたい”な
ど、経験や専門知識を活かして地域活動の支援
に取り組む無償ボランティアです。 
自分にも地域にも役立つプロボノについて学び
ます。 
新しい地域参加のヒントを見つけましょう。 

講師：小林 智穂子 氏  
（認定 NPO 法人 サービスグラント 事務局長) 

 

～プロボノって何 ⁇～ 

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 

 

地域ボランティア講師＆グループ・団体 

登録数 （12 月 28 日現在） 

■グループ・団体     238 件 

■地域ボランティア講師  212 件 

2 月の１ｄａｙ体験サロン。HP でチェックしてみてください。 
※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。 
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