
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

いそっゴールデンウィーイベント 

 

 

磯子区内の施設を巡って 4 つのスタンプを集めると、 

景品がもらえるよ☆ 

日程：4/25（土）～5/6（水・振替休日） 

👈👈こののぼり旗が目印！！ いろんな施設で体験しよう☆ 

お待ちしています！ 

いそっぴゴールデンウイーク 2020 

参加イベント 

日 時：4 月 26 日（日）①11:00～12:00 ②14:00～15:00 

会 場：いそご区民活動支援センター（磯子区役所 7 階エレベーター前） 

      体験コーナーあります（7 階会議室） 

対 象：小学生 2 年生以下は、保護者同伴 

定 員：①②の各回 15 人（当日先着順） 

参加費：無料 

 

問合せ：いそご区民活動支援センター（開館時間 10:00～17:00）祝日は休館 

電話 045-754-2390 FAX  045-759-4116 

E-Mail is-shienc@city.yokohama.jp 

♡スタンプラリーもやってます。お立ち寄りください。 

主催：いそご区民活動支援センター 
 

※紙皿と紙コップを使って 2 種類作ることができます。 

mailto:is-shienc@city.yokohama.jp
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2 月 22 日(土)に、磯子区役所でスキルアップ講座『アンガー(怒り)マネジメント講座』を開催しました。 

日本アンガーマネジメント協会の講師で、普段は弁護士としても活躍されている豊田浩己氏をお迎えし、32 名

の方々と、分かりやすく「怒り」を学びました。 

最近どんな事で怒ったかという質問に、思い出しながらまた怒ったり、人に話すと笑ってしまう話だったり、 

和やかに講座は進行しました。講師からは、自分の理想と現実のギャップに怒りを覚えてしまうことや、つい 

カッとなった時に 6 秒間我慢すると冷静な判断が出来るという話に、受講者の皆さんも大きく頷いていました。

アンガー（怒りで）マネジメント（後悔しないこと）を理解し、自分の価値観を周りの人に押し付けていないか、

考え直すきっかけとなりました。 

 参加者からは、「人の価値観は千差万別だと改めて 

思った」「子供に怒ってしまう自分が嫌だったので、 

怒りをコントロールする方法が知れて良かった」など 

声が上がり、納得されたようでした。 

 タイムリーな話題だった為か、定員を大幅に上回る 

お申込みがあり、皆さんのアンガーマネジメントへの 

関心の高さが伺えました。 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 
 
 
 

                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

土・日に区役所 7 階ミーティングコーナーで開催 

情 報 掲 示 板 2020 年 4 月号 

 

ギターで楽しいひと時を♪ 

バ
ー ぼうし?ネックウォーマー? 

 

☆１2 月 2１日（土）開催☆ 

 懐かしい音楽をギターの合奏、 

アンサンブル、デュオ、ソロで披露。「クラッシッ

クギターの音色が素晴らしく癒された」「とてもい

い音色で幸せ感じました」との感想が寄せられま

した。後半はギター伴奏で参加者の皆さんと歌っ

て楽しいひと時を過ごすことができました。 

食育講話～お米と朝ごはんを食べよう～ 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動日：毎週月曜日(第 3 週は除く) 

        9:30～11:45 

会 場：根岸地区センター 

       ※杉田地区センターでの活動も検討中！ 

会 費：2500 円／月 

問い合わせ：090-3917－2178 田中 

My Column  

NPO 法人 横浜シティガイド協会 

      ガイド  吉沢 浩子 コラム 第 1回  

 

写経を体験 般若心経を書こう 

☆１月 26 日（日）開催☆ 

 初めて写経を体験する方に向けて書く 

時の心構えや内容や書き順など丁寧に教えていた

だきました。「皆さんと一緒に集中して有意義な時

間でした」「心が落ち着きゆったりとした気持ちに

なり、自分を見つめ直せた感がした」と皆さまと

ても満足された様子でした。 

こ の 街 が 好 き ！ 

誰にでもできる声の出し方と朗読法 

☆１月 25 日（土）開催☆ 

 初心者向けの腹式呼吸から発声・朗読まで 

丁寧に楽しく教えていただきました。「大き 

な声を出すことが普段あまりないので気持ちが

良かったです」「楽しい講座で、声に出すことや

言葉にすることの大切さを再確認しました」と

みなさんとても楽しまれていました。 

☆１月１9 日（日）開催☆ 

初心者向けの編み物講座を開催しました。 

まずは、素敵な色違いの毛糸選びです。 

編み上がりを想像しながら選ぶこれが 

楽しい♪「先生のご指導も丁寧で初めてでも 

楽しめました」との感想をいただきました。 

みなさん素敵な作品が仕上がりました。 

私たち「NPO 法人 横浜シティガイド協会」は、平成４（１９９２）年８月に市民有志の手で立ち上げ

られたボランティアガイドのグループです。 

会員数は約９０名。協会が提案したガイドコースに歴史や文化等の情報を加え、市民をはじめ、横浜を訪

ねる方々を“歩いて”ご案内しています。 

 開港の地・横浜は、他県には無い、特徴ある歴史と文化を持っています。 

関東大震災及び第二次世界大戦では、街は壊滅的な損害をうけましたが、 

この２度にわたる大災害にも負けず、横浜市民は毅然と立ち上がり、 

今、世界に誇る一大港湾都市が再生されているのです。かつての新港埠頭や 

みなとみらい地区は再開発で新しい姿に生まれ変わり、人気のスポットになっています。 

その他、皆さんに足を運んでほしいコースを多数揃えてお待ちしています。私たちと共に 

横浜の新しい発見にチャレンジしてみませんか？ 

 ガイドは個人又はグループ（修学旅行、町内会、同窓会、企業、家族、旅行会社、障害のある方等） 

で行っております。 

 

☆ お 仲 間 募 集 ☆ 

 

磯子区文化協会手工芸部 

磯子区文化協会手工芸部は、手工芸の普及と地域の

方々の交流を目的に、様々なジャンルの手工芸が集

まっているグループです。 

手工芸が得意な方、習っ

ている方など一緒に活動

しませんか？ 

毎年 11 月に”手芸の体験教室”を開催しています。 

現在の所属グループは、ドライフラワー・布細工・

編み物（３グループ）です。手芸の講師の方、 

また、指導を受けている方、興味があり 

ましたら、是非お問い合わせください。 

お待ちしております。 

メールアドレス：makai@kca.biglobe.ne.jp(赤井) 

 

☆１2 月１4 日（土）開催☆ 

近年、お米離れや朝ごはんを食べずに学

校や仕事に行く人が増えています。地元か

ら食育の基本、大切さを伝えたいとお米マ

ンが立ち上がりました。「お米マンオリジナ

ルソングや替歌は、それぞれ意味があって

楽しく知識を得た」と好評でした。 

                        

スキルアップ講座 

終了報告 

 
 ☆ 会 員 募 集 ☆ 

 

《お問い合わせ先》 TEL   ０４５－２２８－７６７８ 

FAX   ０４５－２２８－７６９３ 

E-mail  info@ycga.com 

 

健康麻雀を楽しんでいる女性のグループです。 

交流を第一に、会話を楽しく！ 

健常者や障害のある方も、気分転換や 

リハビリを兼ねて、疲れない範囲で 

ゲームを脳の活性化に役立てています。 

経験のある方一緒に楽しみませんか？ 

お待ちしています。 

活動日時：月・水曜日 12:00～17:00  

活動場所：上中里地区センター 

会  費：300 円/回 

※経験のある方を募集しています。 

お問い合わせ先 

045-774-5665 (伊東) 

     の 会 
  

mailto:makai@kca.biglobe.ne.jp
mailto:info@ycga.com
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                人の話をちゃんと聞きたい・コミュニケーションを取り易くした

い。そんな方のために「傾聴」(けいちょう)をお伝えしています。ラクに聞く聴き方・安心して聴け

る聴き方を身につけることで、「話し相手」よりもっと深い信頼関係が築けます。 

・相手の話を聞いていたのに、気が付いたら自分の話になっていた！ 

・同じことの繰り返しを聞くのが大変！   ・家事が忙しくて、子供の話が聞けない！ 

・部下や同僚の話をちゃんと聞けていない！ ・お客さんと深い話が出来ない！ 

そんな経験はありませんか？ 

  相手の話をちゃんと聴きたい！ 気持ちに寄り添いたい！！ 

そんな思いを”傾聴”で叶えられるなら、傾聴の技術を使ってみたくないですか？ 

今後実際に使えるように、わかりやすく傾聴をお伝えします。 

傾聴をしてもらった経験がある方が傾聴しやすい！ので、傾聴の体験ができる 

「聴き上手になる練習会」も開催中！！ 
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I am 地域ボランティア講師 

地域ボランティア講師の川口さんは、とても明るくユーモアあふれる方です。受講生の皆さんをうまく

自分のペースに引き込む話術はすごい！今回の講座もパワフルに皆さんを巻き込みました。 

川口さんが絵手紙を始めたのは、親族の認知症介護がきっかけで、お世話になった地域の皆さんに感謝

を形で表したい想いからだそうです。心理学のレジリエンス（回復)論を学び、それを基に相手の気持ちを

考え、伝えたい一言を書き、絵に添える。おしゃれですよね。 

何を伝えればいいのか、送られた方の気持ちに寄り添い笑顔で書く。認知症の方にも予防を考えている

方にも良い効果があるのではないでしょうか。楽しく、リラックスできる講座であることは、間違いなし！ 

是非、見学・体験してみてください。 

詳しくは、支援センターへお問い合わせください。                         応援隊 松野 福次 

 

          

※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“ボランティア人材バンク制度”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。 

 

ジャンル: 傾聴 

氏 名 : はまや かおり 

資 格 : 日本傾聴能力開発協会 認定 講師＆サポーター 

シニアセラピー研究所 認定 トリートメンター 

☆イ ベ ン ト 開 催☆ 

 

一 石 亭 二 鳥 (高橋 直也) ボーイスカウト 横浜第１１４団 

☆ メンバ－募集 ☆ 

 

 

活動内容：ソング、ゲーム、観察、工作、料理、 

ハイキング、キャンプファイア 

活動エリア：洋光台、杉田、磯子他 

活動費：3,000 円/月 

活動日：毎月日曜日 ２回ほど  

３時間程度 

対象年齢：小学校１年生～５年生ぐらい 

入団申込・お問い合わせ：団委員長 鈴木 彰 

TEL：090-9141-4549/045-846-2724 

E-mail：akira_suzuki@jcom.zap.ne.jp 

情 報 掲 示 板 2020 年 4 月号 

 

https://kokorogaegao.jimdo.com 

親子でアウトドア。 

ボーイスカウト横浜第 114 団に入って 

仲間と外で遊びましょう！ 

 

～地ボラ活動報告～ ソフトタウン根岸 1・2・3 番館自治会×岩田 めぐみ 

《電子マネー講演会(キャッシュレス講座)》 

消費税変更に伴い、電子マネーの普及が急速に進んでいます。 

誰もが気になる電子マネー。〝スマホを用いたキャッシュレス決済について″ 

地域ボランティア講師の岩田さんの講座を 1 月 17 日(金)にソフトタウン根岸の 

自治会にて開催しました。34 名の方が参加されたそうです。 

講師の岩田さんも、初めての取り組みで不安を感じ、どんなことを知りたいのか想定しながら内容を

考え、準備に苦労されたそうですが、資料を用いて丁寧にお話し、対応していただいたようです。 

電子マネーのことから始め、種類、仕組み、特徴、決済方法、ポイント還元、

クレジットカードとの違いなどを各アプリ(PayPay・LINE Pay・メルペイ等々)

を例にして分かりやすく解説され、ご高齢者が多数参加されていましたが、皆

さん大変満足されていたそうです。 

質問の中で、スマートフォンの使い方に難儀している方もいたようなので、ス

マートフォンの使用方法についても講座を考えていらっしゃるそうです。 

身近な場所で、継続して講座を考えていただけると、講師の方にとっても経験になり、活躍の場が広

がります。参加される方々も知識を得る良い機会になると思います。 

いそご区民活動支援センターも依頼をつなぐだけでなく、開催の方法や講師の方のお手伝いもさせて

いただきたいと思います。 

2020 年 1 月 15 日（火）参加 

地域ボランティア講師 川口 整 

   げんき絵手紙   

日時：4 月 12 日(日) 午後 1 時開演 

           (12 時半開場) 

出演者：春風亭ぴっかり 

    一石亭二鳥 他 

会 費：\2,600(税込み) 

    ランチ(キーマカレー)付き 

    (お飲み物は別途) 

会 場：鎌倉山茶房 

定 員：ほぼ 25 名(お早めにご予約ください) 

 

御問合せ：鎌倉山茶房(月・火定休) 

       ☎ 0467-31-7840 

第 12 回鎌倉山さぼ～寄席を開催します。 

ランチを食べながらお楽しみください。 

一
石
亭
二
鳥 
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和みカフェ

8,000円（テキスト代別途）

一般

磯子地域ケアプラザ

①子育て中の母親②一般

1,000円/2回
4/23～5/14（先着順）

①ﾏﾏﾌｨｯﾄ教室
②ｱﾛﾏﾖｶﾞ教室

大きな声でストレス発散！
腹式呼吸で健康増進！
初心者大歓迎‼

園芸士より植物の話やコツを教
わり、素敵な寄せ植えを作りま
しょう！

2回

10人

10回　10:00～11:15

60人
無料

4/20
星空観察会

「5月の星空を見よう! 月を見よう!」

ミニこいのぼりを作ろう！

根岸地区センター

詩吟を楽しむ会（全10回） 親子の広場「こいのぼり工作」

はまぎん こども宇宙科学館磯子図書館横浜市社会教育コーナー

4/20 4/6

本の木をおはなでいっぱいにしよう!

4/23(木)～5/28(木)

事前申込み。詳細はHPへ。

4/27(月）10:30～11:30 5/2(土)　20:00～21:00
どなたでも
（中学生以下は保護者同伴）

洋光台駅前公園こどもログハウス

1,500円
15人 150円/組

4/21～（先着順）

磯子センター

春の寄せ植え講座

5/19（火）10:00～12:00
1回

4/27

①小学生　②③小学生以上

10回
一般

9:30～16:30
どなたでも

一般

4/1～（先着順）

Ｔｅｌ ＆ Fax
上中里地区センター

150人
無料

5/25～8/10　　9:30～11:30
毎週月曜日（ただし、第3は除く）

たきがしら会館

横浜ビー・コルセアーズ
ジュニアバスケットボールクリニック

根岸なつかし公園  旧柳下邸

滝頭地域ケアプラザ

10人

月

4/18必着
科学館前庭で天体望遠鏡を使い、半
月を1日過ぎた月を天体望遠鏡で見
ます。

１回

0～4歳児と保護者（兄弟可）

不要

三殿台考古館

5,000円

25組

火・金

①②各10人

①②ともに全12回（毎木曜：除7/23）

①②各6,000円／12回

4/20

4/24まで　往復葉書・Ｅメール

30人

4/11～（先着順）

10組

4/13～（先着順）

5/16（土）14:00～16:00

無料

①子育て中の母親が対象で、ｽﾄﾚｯﾁを中
心に全身をほぐします。②ｱﾛﾏの素敵な
香りの中、ﾘﾗｯｸｽ出来る癒しのﾖｶﾞです。

なし

600円

4/27(月）17:30～18:45

4/14

英語を一からやり直したい大人向
け英語再入門講座です。Never
too late! Let's try again!

一般

国宝絵巻を紐解きながら古典の世界に
誘います。展示会の予習としても是非
ご参加頂き、甦った源氏絵巻の魅力を
お楽しみください。

洋光台第三小学校コミュニティハウス

火・金 4/20
大人のためのやり直し英語

（全10回）

5/10～9/27の間の日曜日

子育て楽しむ♪　わいわい広場
 

4/20

当日受付（先着順）
画用紙やストローを使って小さな
こいのぼりを作ります。

　Ｔｅｌ＆ Fax

①15人　②③各12人
①②③　各500円

5/2（土）10:00～12:00

春の散策ウォーキング

15人

2回

国宝絵巻が語る
～源氏物語の魅力～

4/20

5/21・28（木）10:00～11:30
10:00～16:00

幼児～小学生

4/27

3回

4/30(木）～5/2（土）

Ｔｅｌ ＆ Fax

4/1～（先着順）

①5/7(木）～7/30（木）9:45～10:45

②5/7(木）～7/30（木）11:00～12:00

根岸中学校コミュニティハウス

1回
小学生

直接来館・電話受付
横浜ビー・コルセアーズアカデ
ミーのコーチが直接指導を行いま
す。

8日は≪自由遊び≫です。
23日は≪手形足形をぺったんし
よう≫です。

電話又は窓口にて
認知症の方とご家族の憩の場で
す。

幼児と保護者

上笹下地域ケアプラザ

ささっこ広場

認知症の方とご家族

4/13

なし
なし 210円

1回／月

不要。直接会場へ

未就学児及び保護者

毎月第4土曜日　10:00～11:30

4/14は電話のみ、翌日からは電
話と窓口
美味しいハンバーガーにさわや
かなレモネードを添えます。

パパ・ママあつまれ♪
お子さんを「広いプレイルーム」で
遊ばせながら、子育てや地域の
情報を交換しませんか？

1回

小学生以上(小学生は保護者同伴）

“春”を満喫しながら区内を散策し
ます。

来館またはTEL

4/8(水)、23（木）10:00～11:30

5/19（火）

地域の方

6人

1回

1,000円
4/15～（先着順）

20人

磯子スポーツセンター屏風ヶ浦地域ケアプラザ

300円/一人につき

1回

なし
無料
不要。　当日直接会場へ

手作りバンズでハンバーガー

4/20～（先着順）

　Ｔｅｌ ＆ Fax

当日受付（先着順）
親子で楽しみながらオリジナルこい
のぼりをつくっちゃお♪

自分の好きなおすすめの本を、
花の形の用紙に書いてください。
子どもの本のコーナーに貼り出し
ます。

4/6（月）～8（水）・21（火）

なし

昭和初期からの鎧兜・武者人形
などの五月人形を座敷に飾りま
す。折り紙や新聞紙で兜を折って
みませんか？

①古代人体験教室（黒曜石で皮む
き・クルミ割・火起こし・弓矢）
②勾玉作り教室
③石器作り教室

15組 （お子さんとご一緒に参加）
なし
4/10～　9:30～電話にて（先着順）

日・月・祝

磯子スポーツセンターの講師によるリ
ラックスストレッチ＆日ごろの悩みや情
報交換・お友達作りなど、みんなでお
しゃべりをしましょう。

4/14・28(火)

40歳前後で未就学児を持つママ
①②③　9:30～12:00

アラフォーママの会

4/24（金）13:30～14:45

ゴールデンウィーク体験教室

①5/3（日）②5/4（月）③5/5（火）

なし

端午の節句

4/25（土）～5/10（日）

磯子区地域子育て支援拠点　いそピヨ

4

イベント・講座情報

施設いちおしの

5

詳しくはHP

区民利用施設
GW期間の休館日一覧

(4/25（土）～5/6（水）)

磯子センター 4/27(月) 岡村中学校コミュニティハウス 4/28(火)・5/1(金)・5(火・祝) 区民文化センター杉田劇場 なし 

根岸地区センター なし 滝頭コミュニティハウス  4/28(火)・5/1(金)・5(火・祝) たきがしら会館 なし 

杉田地区センター なし 根岸中学校コミュニティハウス 4/28(火)・5/1(金)・5(火・祝) はまぎん こども宇宙科学館 なし 

上中里地区センター 4/27(月) 浜小学校コミュニティハウス 4/28(火)・5/1(金)・5(火・祝) 根岸なつかし公園 旧柳下邸 4/28(火) 

磯子地域ケアプラザ なし 浜中学校コミュニティハウス 4/28(火)・5/1(金)・5(火・祝) 磯子区地域子育て支援拠点いそピヨ  4/26(日)・27(月)・29(水・祝)・

5/3(日)・4(月・祝)・6(水・振) 

上笹下地域ケアプラザ なし 洋光台第三小学校コミュニティハウス 4/28(火)・5/1(金)・5(火・祝) 久良岐能舞台 なし 

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 4/28(火)・5/1(金)・5(火・祝) 磯子公会堂 なし 

滝頭地域ケアプラザ なし 磯子スポーツセンター なし 三殿台考古館 4/27(月) 

根岸地域ケアプラザ なし 磯子図書館     なし 横浜市電保存館 4/27(月) 

洋光台地域ケアプラザ なし 洋光台駅前公園こどもログハウス なし 磯子区青少年地域活動拠点イソカツ 日・月・水・金・祝 

屛風ヶ浦地域ケアプラザ なし 横浜市社会教育コーナー 5/4(月・祝) いそご区民活動支援センター 4/29(水・祝)・ 

5/3(日)・4(月・祝)・5(火・祝) 
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                人の話をちゃんと聞きたい・コミュニケーションを取り易くした

い。そんな方のために「傾聴」(けいちょう)をお伝えしています。ラクに聞く聴き方・安心して聴け

る聴き方を身につけることで、「話し相手」よりもっと深い信頼関係が築けます。 

・相手の話を聞いていたのに、気が付いたら自分の話になっていた！ 

・同じことの繰り返しを聞くのが大変！   ・家事が忙しくて、子供の話が聞けない！ 

・部下や同僚の話をちゃんと聞けていない！ ・お客さんと深い話が出来ない！ 

そんな経験はありませんか？ 

  相手の話をちゃんと聴きたい！ 気持ちに寄り添いたい！！ 

そんな思いを”傾聴”で叶えられるなら、傾聴の技術を使ってみたくないですか？ 

今後実際に使えるように、わかりやすく傾聴をお伝えします。 

傾聴をしてもらった経験がある方が傾聴しやすい！ので、傾聴の体験ができる 

「聴き上手になる練習会」も開催中！！ 
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I am 地域ボランティア講師 

地域ボランティア講師の川口さんは、とても明るくユーモアあふれる方です。受講生の皆さんをうまく

自分のペースに引き込む話術はすごい！今回の講座もパワフルに皆さんを巻き込みました。 

川口さんが絵手紙を始めたのは、親族の認知症介護がきっかけで、お世話になった地域の皆さんに感謝

を形で表したい想いからだそうです。心理学のレジリエンス（回復)論を学び、それを基に相手の気持ちを

考え、伝えたい一言を書き、絵に添える。おしゃれですよね。 

何を伝えればいいのか、送られた方の気持ちに寄り添い笑顔で書く。認知症の方にも予防を考えている

方にも良い効果があるのではないでしょうか。楽しく、リラックスできる講座であることは、間違いなし！ 

是非、見学・体験してみてください。 

詳しくは、支援センターへお問い合わせください。                         応援隊 松野 福次 

 

          

※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“ボランティア人材バンク制度”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。 

 

ジャンル: 傾聴 

氏 名 : はまや かおり 

資 格 : 日本傾聴能力開発協会 認定 講師＆サポーター 

シニアセラピー研究所 認定 トリートメンター 

☆イ ベ ン ト 開 催☆ 

 

一 石 亭 二 鳥 (高橋 直也) ボーイスカウト 横浜第１１４団 

☆ メンバ－募集 ☆ 

 

 

活動内容：ソング、ゲーム、観察、工作、料理、 

ハイキング、キャンプファイア 

活動エリア：洋光台、杉田、磯子他 

活動費：3,000 円/月 

活動日：毎月日曜日 ２回ほど  

３時間程度 

対象年齢：小学校１年生～５年生ぐらい 

入団申込・お問い合わせ：団委員長 鈴木 彰 

TEL：090-9141-4549/ 

E-mail：akira_suzuki@jcom.zap.ne.jp 

情 報 掲 示 板 2020 年 4 月号 

 

https://kokorogaegao.jimdo.com 

親子でアウトドア。 

ボーイスカウト横浜第 114 団に入って 

仲間と外で遊びましょう！ 

 

～地ボラ活動報告～ ソフトタウン根岸 1・2・3 番館自治会×岩田 めぐみ 

《電子マネー講演会(キャッシュレス講座)》 

消費税変更に伴い、電子マネーの普及が急速に進んでいます。 

誰もが気になる電子マネー。〝スマホを用いたキャッシュレス決済について″ 

地域ボランティア講師の岩田さんの講座を 1 月 17 日(金)にソフトタウン根岸の 

自治会にて開催しました。34 名の方が参加されたそうです。 

講師の岩田さんも、初めての取り組みで不安を感じ、どんなことを知りたいのか想定しながら内容を

考え、準備に苦労されたそうですが、資料を用いて丁寧にお話し、対応していただいたようです。 

電子マネーのことから始め、種類、仕組み、特徴、決済方法、ポイント還元、

クレジットカードとの違いなどを各アプリ(PayPay・LINE Pay・メルペイ等々)

を例にして分かりやすく解説され、ご高齢者が多数参加されていましたが、皆

さん大変満足されていたそうです。 

質問の中で、スマートフォンの使い方に難儀している方もいたようなので、ス

マートフォンの使用方法についても講座を考えていらっしゃるそうです。 

身近な場所で、継続して講座を考えていただけると、講師の方にとっても経験になり、活躍の場が広

がります。参加される方々も知識を得る良い機会になると思います。 

いそご区民活動支援センターも依頼をつなぐだけでなく、開催の方法や講師の方のお手伝いもさせて

いただきたいと思います。 

2020 年 1 月 15 日（火）参加 

地域ボランティア講師 川口 整 

   げんき絵手紙   

日時：4 月 12 日(日) 午後 1 時開演 

           (12 時半開場) 

出演者：春風亭ぴっかり 

    一石亭二鳥 他 

会 費：\2,600(税込み) 

    ランチ(キーマカレー)付き 

    (お飲み物は別途) 

会 場：鎌倉山茶房 

定 員：ほぼ 25 名(お早めにご予約ください) 

 

御問合せ：鎌倉山茶房(月・火定休) 

       ☎ 0467-31-7840 

第 12 回鎌倉山さぼ～寄席を開催します。 

ランチを食べながらお楽しみください。 

一
石
亭
二
鳥 
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2 月 22 日(土)に、磯子区役所でスキルアップ講座『アンガー(怒り)マネジメント講座』を開催しました。 

日本アンガーマネジメント協会の講師で、普段は弁護士としても活躍されている豊田浩己氏をお迎えし、32 名

の方々と、分かりやすく「怒り」を学びました。 

最近どんな事で怒ったかという質問に、思い出しながらまた怒ったり、人に話すと笑ってしまう話だったり、 

和やかに講座は進行しました。講師からは、自分の理想と現実のギャップに怒りを覚えてしまうことや、つい 

カッとなった時に 6 秒間我慢すると冷静な判断が出来るという話に、受講者の皆さんも大きく頷いていました。

アンガー（怒りで）マネジメント（後悔しないこと）を理解し、自分の価値観を周りの人に押し付けていないか、

考え直すきっかけとなりました。 

 参加者からは、「人の価値観は千差万別だと改めて 

思った」「子供に怒ってしまう自分が嫌だったので、 

怒りをコントロールする方法が知れて良かった」など 

声が上がり、納得されたようでした。 

 タイムリーな話題だった為か、定員を大幅に上回る 

お申込みがあり、皆さんのアンガーマネジメントへの 

関心の高さが伺えました。 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 
 
 
 

                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

土・日に区役所 7 階ミーティングコーナーで開催 

情 報 掲 示 板 2020 年 4 月号 

 

ギターで楽しいひと時を♪ 

バ
ー ぼうし?ネックウォーマー? 

 

☆１2 月 2１日（土）開催☆ 

 懐かしい音楽をギターの合奏、 

アンサンブル、デュオ、ソロで披露。「クラッシッ

クギターの音色が素晴らしく癒された」「とてもい

い音色で幸せ感じました」との感想が寄せられま

した。後半はギター伴奏で参加者の皆さんと歌っ

て楽しいひと時を過ごすことができました。 

食育講話～お米と朝ごはんを食べよう～ 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動日：毎週月曜日(第 3 週は除く) 

        9:30～11:45 

会 場：根岸地区センター 

       ※杉田地区センターでの活動も検討中！ 

会 費：2500 円／月 

問い合わせ：090-3917－2178 田中 

My Column  

NPO 法人 横浜シティガイド協会 

      ガイド  吉沢 浩子 コラム 第 1回  

 

写経を体験 般若心経を書こう 

☆１月 26 日（日）開催☆ 

 初めて写経を体験する方に向けて書く 

時の心構えや内容や書き順など丁寧に教えていた

だきました。「皆さんと一緒に集中して有意義な時

間でした」「心が落ち着きゆったりとした気持ちに

なり、自分を見つめ直せた感がした」と皆さまと

ても満足された様子でした。 

こ の 街 が 好 き ！ 

誰にでもできる声の出し方と朗読法 

☆１月 25 日（土）開催☆ 

 初心者向けの腹式呼吸から発声・朗読まで 

丁寧に楽しく教えていただきました。「大き 

な声を出すことが普段あまりないので気持ちが

良かったです」「楽しい講座で、声に出すことや

言葉にすることの大切さを再確認しました」と

みなさんとても楽しまれていました。 

☆１月１9 日（日）開催☆ 

初心者向けの編み物講座を開催しました。 

まずは、素敵な色違いの毛糸選びです。 

編み上がりを想像しながら選ぶこれが 

楽しい♪「先生のご指導も丁寧で初めてでも 

楽しめました」との感想をいただきました。 

みなさん素敵な作品が仕上がりました。 

私たち「NPO 法人 横浜シティガイド協会」は、平成４（１９９２）年８月に市民有志の手で立ち上げ

られたボランティアガイドのグループです。 

会員数は約９０名。協会が提案したガイドコースに歴史や文化等の情報を加え、市民をはじめ、横浜を訪

ねる方々を“歩いて”ご案内しています。 

 開港の地・横浜は、他県には無い、特徴ある歴史と文化を持っています。 

関東大震災及び第二次世界大戦では、街は壊滅的な損害をうけましたが、 

この２度にわたる大災害にも負けず、横浜市民は毅然と立ち上がり、 

今、世界に誇る一大港湾都市が再生されているのです。かつての新港埠頭や 

みなとみらい地区は再開発で新しい姿に生まれ変わり、人気のスポットになっています。 

その他、皆さんに足を運んでほしいコースを多数揃えてお待ちしています。私たちと共に 

横浜の新しい発見にチャレンジしてみませんか？ 

 ガイドは個人又はグループ（修学旅行、町内会、同窓会、企業、家族、旅行会社、障害のある方等） 

で行っております。 

 

☆ お 仲 間 募 集 ☆ 

 

磯子区文化協会手工芸部 

磯子区文化協会手工芸部は、手工芸の普及と地域の

方々の交流を目的に、様々なジャンルの手工芸が集

まっているグループです。 

手工芸が得意な方、習っ

ている方など一緒に活動

しませんか？ 

毎年 11 月に”手芸の体験教室”を開催しています。 

現在の所属グループは、ドライフラワー・布細工・

編み物（３グループ）です。手芸の講師の方、 

また、指導を受けている方、興味があり 

ましたら、是非お問い合わせください。 

お待ちしております。 

メールアドレス：makai@kca.biglobe.ne.jp(赤井) 

 

☆１2 月１4 日（土）開催☆ 

近年、お米離れや朝ごはんを食べずに学

校や仕事に行く人が増えています。地元か

ら食育の基本、大切さを伝えたいとお米マ

ンが立ち上がりました。「お米マンオリジナ

ルソングや替歌は、それぞれ意味があって

楽しく知識を得た」と好評でした。 

                        

スキルアップ講座 

終了報告 

 
 ☆ 会 員 募 集 ☆ 

 

《お問い合わせ先》 TEL   ０４５－２２８－７６７８ 

FAX   ０４５－２２８－７６９３ 

E-mail  info@ycga.com 

 

健康麻雀を楽しんでいる女性のグループです。 

交流を第一に、会話を楽しく！ 

健常者や障害のある方も、気分転換や 

リハビリを兼ねて、疲れない範囲で 

ゲームを脳の活性化に役立てています。 

経験のある方一緒に楽しみませんか？ 

お待ちしています。 

活動日時：月・水曜日 12:00～17:00  

活動場所：上中里地区センター 

会  費：300 円/回 

※経験のある方を募集しています。 

お問い合わせ先 

045-774-5665 (伊東) 

     の 会 
  

mailto:makai@kca.biglobe.ne.jp
mailto:info@ycga.com
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いそっゴールデンウィーイベント 

 

 

 

この講座では、髪型を整える、化粧を学ぶ、服装を考え

る、自分らしく歩くことなどを通して、楽しく外出する

ための基礎を学び、最後はファッションショーでモデル

さんとしてランウェイを歩きます。 

講師：特定非営利活動法人 トータルビューティーカンパニー神奈川

理事長 大熊 真由美 氏  

会場：磯子区福祉保健活動拠点 4 階 多目的研修室 

定員：磯子区内在住の 65 歳以上の方 30 人（抽選） 

参加費：3,500 円／全回分（材料費） 

持ち物：フェイスタオル 1 枚 

敏感肌の方はお持ちのお化粧品 

申込み：4 月 2 日（木）～4 月 30 日（木） 

    社会福祉協議会に電話・FAX・E ﾒｰﾙにて 

    TEL：751-0739 FAX：751-8608 

    E ﾒｰﾙ： isg-vc@yokohamashakyo.jp 

5/18（月）9:30～12:00 ヘアーセットのポイント 

6/ 1（月）9:30～12:00 メイクアップの基礎 

6/15（月）9:30～12:00 舞台メイクにチャレンジ 

6/29（月）9:30～12:00 衣装選びや小物使いのコツ 

7/ 6（月）9:30～12:00 正しい姿勢でウォーキング 

7/20（月）9:30～12:00 ポージングのポイント 

8/ 3（月）9:30～12:00 音楽に合わせてウォーキング 

 
プラチナファッションショー～1番輝くとき～  
会場︓杉田劇場 8月開催予定 

約５年間、大変お世話になりました。 

色々な事業を通して皆さんの活動に関わること 

ができ、とても幸せでした。地域活動や生涯 

学習について何もわからない私でしたが、多く 

の出会いや気づきを学ぶことができました。 

本当にありがとうございました。これからは、 

私なりの活動を始めていきたいと思います。  小山 

 

■お詫びと訂正  前号の記事内の曜日の記載に誤りがありました。 

【訂正箇所】磯子区地域の居場所づくり支援補助金 申請期間について 

（誤）令和 2 年 3 月 17 日（火）～4 月 17 日（木）→（正）令和 2 年 3 月 17 日（火）～4 月 17 日（金） 

お詫びして訂正いたします。 

 

◆編集後記◆ 
３月中は、新型コロナウィルス感
染症拡大防止のため、休館とさせ
ていただき、大変ご迷惑をおかけ
しました。 
皆様のご理解とご協力に 
感謝いたします。 
ありがとうございました。 

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】 祝祭日・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  

 

磯子区内の施設を巡って 4 つのスタンプを集めると、 

景品がもらえるよ☆ 

日程：4/25（土）～5/6（水・振替休日） 

👈👈こののぼり旗が目印！！ いろんな施設で体験しよう☆ 

お待ちしています！ 

 

いそっぴゴールデンウイーク 2020 

参加イベント 

日 時：4 月 26 日（日）①11:00～12:00 ②14:00～15:00 

会 場：いそご区民活動支援センター（磯子区役所 7 階エレベーター前） 

      体験コーナーあります（7 階会議室） 

対 象：小学生 2 年生以下は、保護者同伴 

定 員：①②の各回 15 人（当日先着順） 

参加費：無料 

 

問合せ：いそご区民活動支援センター（開館時間 10:00～17:00）祝日は休館 

電話 045-754-2390 FAX  045-759-4116 

E-Mail is-shienc@city.yokohama.jp 

♡スタンプラリーもやってます。お立ち寄りください。 

主催：いそご区民活動支援センター 
 

※紙皿と紙コップを使って 2 種類作ることができます。 

変更あり！ご確認ください！ コロナウイルス感染拡大防止のため、ご迷惑をお掛けしますがご理解ください。 

令和 2年度 
「磯子区ふれあい助成金」説明会中止 

「いそごサロン事業助成金」説明会日程変更 

磯子区ふれあい助成金を希望する団体は説明会中止です。 
※磯子区ふれあい助成金申請期間は、 

令和２年 4月 8日（水）～4月 15日（水）です。 
※令和元年度磯子区ふれあい助成金申請団体には、報告
書、申請書・てびき等は、連絡担当者あてに送付します。 

サロン事業助成金を希望する団体は引き続き説明会への参
加が必須です。必ずご参加ください。（事前予約不要） 
サロン助成金申請団体のみ 
 説明会日時︓令和 2年 4月 6日（月） 
① 10:00～11:30 ② 18:00～19:30 ※2回とも同じ内容 

場所︓磯子区福祉保健活動拠点（こすもす広場）4 階 
多目的研修室 

※但し、状況によっては再延期する場合がありますので、 
ホームページでご確認ください。 

～お問合せ先～ 横浜市社会福祉協議会  電話︓751-0739  担当︓早川・小池 

 いそご区民活動支援センター 

ゴールデンウィーク期間中の休館について 

4 月 29 日（水・祝）、5 月 3 日（日・祝）、
4 日(月・祝)、5 日（火・祝）は休館です。 

ご迷惑をお掛けいたしますが、 

御理解の程よろしくお願い致します。 

 

mailto:is-shienc@city.yokohama.jp
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