まちとつながる情報紙

平成 30 年 2 月号

発 行 いずみ区民活動支援センター
所在地 泉区役所 1 階（和泉中央北５－１－１）
電 話 ８００－２３９３
F A X ８００－２５１８
メール iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp
開館時間 （月）～（金）8：45～17：00
第 2・４（土）9：00～12：00

区民活動支援センターだより

いずみ区民活動支援センター
←ホームページはこちら

本号の記事
１．【開催案内】泉区⼈財バンク活動 PR 展 ２．
【登録者募集】センター利⽤登録
３．委嘱委員のホームページ紹介 ４．地域の実例集ホームページ紹介 ５．【講習会案内・隊員募集】泉区農業応援隊
６．⼈財バンク新規登録紹介 ７．訪問記 8.【開催案内】泉つるし飾り展 9.【参加者募集】泉区⺠⽂化祭
10．【開催案内】泉区⻘少年フェスティバル 11.【開催案内】多⽂化交流会 12. 【配布案内】泉区リビングガイド

今年も

『泉区人財バンク活動 PR 展』を開催します！

泉区人財バンクの登録者が、日頃の活動を PR します。
「何かを始めたい」と思っている方、講師やパフォーマーをお探しの方は、ぜひお越しください。

無料

○会場 区役所 1 階 区民ホール
○期間 3 月 8 日（木）から 3 月 14 日（水）までの開庁時間内
○内容
【体験コーナー】 登録者の活動を体験することができます。（無料）
10 時から 12 時まで、13 時から 15 時まで（10 日は 9 時 30 分から 11 時 30 分まで）
骨盤体操、書道、押し花、折り紙、気象に関する講話や、手形アートなど
【発表】

登録者が日頃の活動の成果を披露します。（12 時から 13 時まで）
8 日（キーボード演奏）はもーるキーボードアンサンブル
9 日（詩吟）いずみ吟詠会
12 日 泉大正琴サークル
13 日 緑園マザーズゴスペル
14 日 横浜市レク・フラダンス市民の会

【ちらし展示】

登録者の活動内容や活動場所、活動日等が記載されたちらしを展示します。
興味のある活動のちらしは、お持ち帰りいただくこともできます。
（展示予定数）40 件
この他、地域活動やいずみ区民活動支援センターの紹介コーナーもあります。
※体験・鑑賞などの事前申込みは必要ありません。
当日、会場へ直接お越しください。

詳しくはホームページ
をご覧ください。→

センター利用登録で、もっと活発に活動をしませんか？
泉区内を中心に活動している団体（3 人以上、政治・宗教・営利活動を除く）の利用申込みを募集します。
登録することにより、勉強会・会議・打合せ等に利用できるミーティングルーム（定員 12 人）や活動資料、書類の保管等に利用できるレ
ターケース（抽選 45 団体）を利用することができます。登録期間は、平成 30 年 4 月 1 日から 31 年 3 月 31 日までの 1 年間です。
※現在登録している団体も、申込みが必要です。
申込期間：3 月 9 日（金）までに申込用紙（当センターで配布します。また、ホームページからダウンロードも可能です。）に
必要事項を記入して、FAX、e メール、または窓口へ、ご提出ください。
詳しくはホームページを
ご覧ください。→
お問合せ先：いずみ区民活動支援センター（区役所 1 階 104 窓口）
電話 ：800-2393
Fax ：800-2518
メール ：iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

泉区内の各種委嘱委員の
活動を紹介する
ホームページが出来ました！
泉区内で活躍されている民生委員・児童委員や青少年指導員、スポーツ推進委員など各種委嘱委員の
みなさまがどのような活動をしているのか、ご紹介します。

ホームページはこちらから↓

ぜひ、ご覧いただき、委員のみなさまの活動をご理解いただければと思います。
お問合せ先：泉区役所

区政推進課

地域力推進担当

ＴＥＬ：800-2333

泉区 各種委員

ＦＡＸ：800-2505

泉区内の地域活動の事例を紹介します！
泉区内の各地区の地域活動の状況を紹介する新しいホームページが完成しました。
「地域活動に興味はあるが、活動内容がよくわからない」
「自分の住んでいる地域ではどのような活動を
しているのか」など、地域活動について詳しく知りたい方はぜひご覧ください。

カテゴリーや地域から探すことができます！

ホームページはこちらから→

お問合せ先：泉区役所

区政推進課

〈富士塚サロンの様子〉

泉区 地域の事例集
地域力推進担当

ＴＥＬ：800-2333

ＦＡＸ：800-2505

泉区農業応援隊で楽しく活動しませんか？
泉区農業応援隊は、担い手不足等に悩む農家さんの農作業支援を行うボランティア団体です。
メンバーは「土いじりをしてみたい」「健康づくりのため」
「泉区の農業を応援したい」など様々
なきっかけにより参加し、活躍しています。現在２０代〜８０代までの男女合計４８名の方が
２４戸の農家さんのところで頑張っています。

・無報酬のボランティアです。
・経験は、不問です。現隊員の大半は未経験でスタートしています。
・活動内容は、播種・定植・収穫・片付け・除草・剪定・販売応援と様々です。
泉区農業応援隊
ホームページはこちらから→
応援してほしい農家さんも募集しています！
農業応援隊に農作業の手伝いを依頼したい方は、下記お問合せ先までご連絡ください。

開催日：平成 30 年２月 18 日(日) 13 時から 15 時 30 分まで
自宅ベランダでもできる！
場 所：いずみ野地域ケアプラザ（相鉄「いずみ野駅」徒歩２分）
定 員：30 名（小学生以上・泉区民優先）※一時託児はありません。
～横浜野菜を育てて食べよう～
参加料：500 円（家庭栽培キット、冬野菜の試食付）
申込み：平成 30 年２月 13 日(火)までに下記問合せ先まで、電話またはＦＡＸで、お名前・住所・電話番号を
お知らせください。応募者多数の場合は抽選となります。
（落選者のみ、２月 15 日(木)までにお知らせします。）
主 催：泉区役所
協力：泉区農業応援隊、いずみ区民活動支援センター

野菜講習会

お問合せ先：泉区役所

区政推進課

企画調整係

ＴＥＬ：800-2331

ＦＡＸ：800-2505

人財バンク

新規登録紹介

お問合せは、いずみ区民活動支援センターまで！
泉区人財バンクの情報はホームページでもご覧いただけます。

施設・自治会町内会・サークルなどから指導や披露の依頼を受けます。
ベビーマッサージ教室
ET bebe（エトベベ＝赤ちゃんと）

ベビーマッサージ教室やヨガレッジ教室を開講します。親子の絆作りをしながら、心
と身体の発達を促します。

日本最初の健康体操
「自彊術」

自彊術（じきょうじゅつ）は治療法から生まれた伝統ある健康体操です。15 分程度
の体操と療法の指導や模範演技を行います。

緑園ウクレレクラブ

ウクレレアンサンブル、ウクレレソロのボランティア演奏を行います。施設やイベン
トなどで定期的に演奏しています。

フェアリーキッズ

子ども達によるヒップホップやチアダンスの発表を行います。簡単な歌やゲームで、
共に楽しみながら交流を深めます。

ふれあい折り紙

折り紙好きな人たちだけでなく、たくさんの人に人生の楽しみが増える喜びを感じて
もらえるよう指導します。

手形アート＆アルバム教室 Cropgirls

子どもの成長を残す手形アートやスクラップブッキングを活用したアルバム、ガーラ
ンド作りやクラフト制作を教えます。

ベビーマッサージ教室
ET bebe（エトベベ＝赤ちゃんと）
ベビーマッサージやヨガレッジを一緒に
楽しめる 2 か月から 1 才までのベビーを
募集しています。とっても可愛いベビー
期を思い出に残しましょう。

初級者と中級者に分かれて練習していま
すが、イベントは合同でやります。各人
に合わせ楽しくをモットーに、上達を目
指します。

フェアリーキッズ

PC 虹

手形アート＆アルバム教室 Cropgirls

「一人一人が輝くスターだ。」という気持
ちで、楽しくダンスをしています。ヒッ
プホップやチア、よさこいなど、様々な
ダンスに挑戦しています。

パソコンで文書作成、家計簿作成、デジ
カメ編集などを学習します。サークル活
動などに役立ちます。

子どものアルバムを作ったり、子育ての
話をしたり、交流を楽しんでいます。赤
ちゃんとご一緒でも気軽に参加できま
す。女性限定のグループです。

仲間募集

泉区手話サークル

「鈴」

「ベビーマッサージは赤ちゃんに安らぎをもたら
し、その心地よい刺激が赤ちゃんの心や身体の発達
に良い影響を与える」と言われているそうです。
立場地区センターにて、2 か月から 1 歳までのベ
いずみ区民活動支援セン
ターの職員が人財バンク
登録者の活動場所を訪問
しました。

泉区手話サークル「鈴」は、「聴覚障がいの
ある方と共に活動し、学び合う」という、すば
らしい取組みを行っています。
学校の福祉教育では教える側になったり、手
話講習会の参加や検定試験に挑戦したりしなが
ら、自身の力も高めています。

緑園ウクレレクラブ

ビーとお母様、そして優しい先生が和気あいあいと
活動されています。
ベビーマッサージ教室

「ETbebe」
(エトベベ)
訪問記の詳しい内容はホームページでも公開中です。

子どもの健やかな成長を願って飾るつるし飾り。ひとつひとつ手作りの作品で、泉区を彩ります。

開催日時：2 月 13 日(火)12 時から 17 日(土)12 時まで
会場：区役所１階区民ホール
区役所の他に、テアトルフォンテ、天王森泉館、下和泉地区センター、泉寿荘でも
つるし飾り展を開催します。
開催期間については、ホームページをご覧になり、各会場へお問合せください。

泉つるし飾り展

平成 30 年 10 月 12 日から 11 月 4 日まで開催

文化祭

第 32 回泉区民

参加者募集！

泉区役所、泉公会堂、泉区民文化センター(テアトルフォンテ)にて、趣味や文化活動の成果を披露してくださる方を募集中です。
文化祭を運営している「泉区文化振興委員会」にも力を貸してください。
【募集部門】＜展示＞鎌倉彫・彫刻・華道・工芸・手芸・書作・写真・その他
＜発表＞芸能（舞踊、カラオケ、吟剣舞、洋舞、民よう踊、謡）・合唱・器楽・朗読・健康体操・演劇・その他
【 対 象 者 】 泉区を中心に文化活動をおこなう個人、サークル、団体
【申込方法】 平成 30 年 3 月 31 日(土)までに参加申込書（地域振興課窓口で配布またはホームページからダウンロード）に
必要事項を記載し、泉区文化振興委員会事務局
【お問合せ】 泉区役所地域振興課
【 詳 細 】 泉区民文化祭

担当

くずはら

葛原宛

森田 800-2392 / 泉区文化振興委員会

で検索

FAX（302-5271）にて送付してください。
葛原 090-6104-6681
ホームページはこちらから→

第 31 回

泉区青少年フェスティバル
平成

30 年 3 月 4 日(日)

10 時から 14 時 30 分頃(開場:9 時 30 分)

泉公会堂ホール
マーチングバンドや踊り、弾き語り、和太鼓、空手演武など、地域の子どもたちが、
日頃の練習の成果を披露します！ぜひ、子どもたちの頑張る姿を観に来てください。
青少年指導員の活動を
ホームページでご紹介しています♪
⇒

主催：泉区青少年指導員協議会

泉区 青少年指導員 検索

お問合せ：泉区青少年指導員協議会事務局 泉区地域振興課内

800-2395

外国籍等区民の方向け

【日時】平成 30 年 2 月 21 日(水)
午前 9 時 30 分から 11 時 30 分まで

【言語】 やさしい日本語・英語・中国語

【場所】立場地区センター

ベトナム語・カンボジア語

【募集】先着 30 名

【配布場所】多文化共生コーナー（泉区役所 1 階 104 窓口）

【申込】平成 30 年１月 11 日(木)から電話か FAX、
E メールもしくは直接窓口(3 階 309 窓口)
にてお名前と電話番号をお伝え下さい。

区内各地区センター・地域ケアプラザ
いちょうコミュニティハウス、泉図書館
※ホームページにも掲載中⇒

泉区多文化

検索

【お申込み・お問合せ】
泉区役所地域振興課

TEL：800-2395

FAX：800-2507 E メール：iz-tabunka@city.yokohama.jp

