
LINE・Zoom・SNS
活用講座

地域を支える ICT活用講座
地域活動にWEB会議等の ICTを取り入れてみませんか？

泉区役所・泉区地域ケアプラザ 共催事業

講座スケジュール・お申込みは、チラシ裏面をご覧ください

参加費無料・要事前申込

山本 早苗代表

PromoVision

ICT ツールを活用した業務効率化、
販促支援を行う。撮影、動画制作、
オンラインセミナー配信など、
コロナ禍でも非対面で事業推進する
ためのアドバイスを行う。

プロモビジョン

講師

Zoom活用講座
グループメンバーとの打ち合わせやセミナー開催など、Zoom を活用して、継続
的な地域活動ができます。講座では、アカウント登録からミーテイング参加、主催、
資料共有など基本的な操作を学べます。

＊持参する端末に Zoomアプリを入れてからご参加ください。
　また、アカウント作成のために端末で送受信できるメールアド
　レスをご用意ください。

コロナ禍においても継続的な地域活動ができる
よう、主に泉区内で地域活動をされて
いる方向けに、地域ケアプラザで
LINE、Zoom、SNS の活用
講座を開催します。

講座では、実際に受講者さまの
ご自身の端末を操作しながら
学ぶことができます！

LINE活用講座
LINEはグループメンバーとメッセージ、情報共有、ミーティング、スケジュール
調整など地域活動を行うのに役立ちます。講座では、基本的な操作から、
自治体や企業のLINE活用事例も併せて学べます。

＊持参する端末に LINE アプリを入れてからご参加ください。

持ち物

募集人数

対 象

SNS 活用講座
Facebook、Twitter など代表的な SNS を活用して、自ら情報発信を行う
ことができます。講座では、アカウント登録、投稿など基本的な操作と、SNS
の特性に応じた活用ポイントについて学べます。

＊持参する端末に各SNSアプリ(Facebook, Twitter) を 入れてから
　ご参加ください。また、アカウント作成のために端末で送受信
　できるメールアドレスをご用意ください。

インターネットか Wi-Fi に接続可能な端末（スマートフォンまたはタブレット）
※会場では無料の Wi-Fi 通信が利用可能です。

Ａ泉区内で地域活動をしている方（自治会町内会活動やサロン等の担い手）
Ｂその他、受講を希望する泉区民

・来場前に体温測定をしていただき、咳や発熱などの症状がある場合は参加をご遠慮ください。
・マスク着用、手指消毒、検温などの感染症対策へのご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症への対策について

コロナ禍においても継続的な地域活動が
できるよう、主に泉区内で地域活動を
されている方向けに、地域ケアプラザで
LINE、Zoom、SNS の活用講座を
開催します。講座では、実際に受講者さま
が利用されている端末で、ご自身で操作
しながら学べるので理解が深まります！

LINE・Zoom・SNS
活用講座

地域を支える ICT活用講座
地域活動にWEB会議等の ICTを取り入れてみませんか？

泉区役所・泉区地域ケアプラザ 共催事業

インターネットかWi-Fi に接続可能な端末（スマートフォンまたはタブ
レット） ※会場では無料のWi-Fi 通信が利用可能です。

募集人数 各回 20名   ※申込多数の場合は抽選

対 象 Ａ泉区内で地域活動をしている方（自治会町内会活動やサロン等の担い手）
Ｂその他、受講を希望する泉区民
※申込多数の場合はＡの申込者を優先します。

講座スケジュール・お申込みは、チラシ裏面をご覧ください

持ち物

Zoom 活用講座

SNS 活用講座

コロナ禍でもグループメンバーとの打ち合わせやセミナー開催など、Zoom
を活用すれば、継続的な地域活動ができます。講座では、アカウント登録
からミーテイング主催、参加、資料共有など基本的な操作を学べます。

Facebook、Twitter、Instagram など代表的な SNS を活用して、自ら情報
発信を行うことができます。講座では、アカウント登録、投稿など基本的
な操作と、SNS の特性に応じた活用ポイントについて学べます。

参加費無料・要事前申込

山本 早苗代表

PromoVision

ICT ツールを活用した業務効率化、
販促支援を行う。撮影、動画制作、
オンラインセミナー配信など、
コロナ禍でも非対面で事業推進する
ためのアドバイスを行う。

プロモビジョン

・来場前に体温測定をしていただき、咳や発熱などの症状がある場合は参加をご遠慮ください。
・マスク着用、手指消毒、検温などの感染症対策へのご協力をお願いします。
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＊持参する端末に Zoomアプリを入れてからご参加ください。
　また、アカウント作成のために端末で送受信できるメールアド
　レスをご用意ください。

＊持参する端末に各 SNSアプリ (Facebook, Twitter, Instagram) を
 入れてからご参加ください。また、アカウント作成のために端末で
 送受信できるメールアドレスをご用意ください。

LINE 活用講座
LINE はグループメンバーとメッセージ、情報共有、ミーティング、スケ
ジュール調整など地域活動を行うのに役立ちます。講座では、基本的な
操作から、自治体や企業の LINE 活用事例も併せて学べます。

1
＊持参する端末に LINE アプリを入れてからご参加ください。

講師

新型コロナウイルス感染症への対策について

各回 20 名   ※お申込み受付は先着順です



各講座スケジュール

神奈川県横浜市泉区上飯田町1338-1

上飯田地域ケアプラザ

「団地入口」バス停から徒歩１分

❶希望する回　❷氏名  ❸住所（町名まで）  ❹電話番号
❺申込区分    Ａ：泉区内で地域活動をしている方、
                         B：その他、受講を希望する泉区民

泉区役所福祉保健課 事業企画担当  電話番号 045-800-2433  FAX 045-800-2516 Mail : iz-fukuho@city.yokohama.jp
事務局

申込先

申込期間 11月 22日（月）～  12 月 10 日（金）

電話

必要事項

お
申
し
込
み
方
法

講座内容 　開催日時 　開催場所

13:00～14:30
13:00～14:30

13:00～14:30

13:00～14:30
13:00～14:30

13:00～14:30

15:30～17:00

LINE 活用講座
1月19日（水）

12月13日（月） 上飯田地域ケアプラザ

踊場地域ケアプラザ

いずみ野地域ケアプラザ

新橋地域ケアプラザ

上飯田地域ケアプラザ

いずみ野地域ケアプラザ

新橋地域ケアプラザ

踊場地域ケアプラザ

No
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

電子メール　 seminar.annai2021@gmail.com

*お申し込みはできる限り申込フォームまたは電子メールでお願いします。

申込受付については、株式会社ミントスに委託しています。
株式会社ミントス　 〒231-0014 横浜市中区常盤町 1-2-1 9F-D

申込フォーム、電子メールまたは電話により、事前申込をお願いします。

申込フォーム
QRコード

申込フォーム 右のQRコードをスマートフォン等のカメラで
読み取り、申込フォームにアクセスして下さい。

⑩

⑪

⑫

12月24日（金）

1月26日（水）

SNS
活用講座

Zoom活用講座

1月13日（木）
1月25日（火）

２月 9日（水）
２月 2日（水）13:00～14:30

13:00～14:30
1月13日（木）
1月25日（火）

２月 9日（水）
２月 2日（水）

15:30～17:00
15:30～17:00
15:30～17:00

いずみ野地域ケアプラザ
上飯田地域ケアプラザ
新橋地域ケアプラザ

踊場地域ケアプラザ

Facebook
中心

Twitter
中心

新橋地域ケアプラザ

いずみ野地域ケアプラザ 踊場地域ケアプラザ

045-228-8080（平日 AM10:00～ PM3:00）

横浜市泉区新橋町33-1
「みやこガーデン」バス停から 徒歩1分

横浜市泉区和泉町6214－１
（相鉄いずみ野駅北口ビル２階）
相鉄線「いずみ野駅」から徒歩２分

横浜市泉区中田東１－４－６
市営地下鉄「踊場駅」から徒歩 1分

住  所

アクセス

住  所

アクセス

住  所

アクセス

住  所

アクセス

※各講座の内容は同じものとなります。


