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―本号の記事―
①区民活動支援講座「最高の人生の作り方」参加者募集のお知らせ
②「写真係さん集合！写話会～使える・伝わる写真のとっておき話～」への参加者募集のお知らせ
③「チラシで発信！区民活動紹介展 in 泉区民ふれあいまつり」開催案内
④訪問記「花てまり着付けサークル」「横浜市レク・フラダンス市民の会」「むらさめ会」
⑤泉区ボランティアセンターからのお知らせ
⑥泉区「魅力発見ウォーキング」のお知らせ
⑦多文化インフォメーション
⑧泉区人財バンクからのお知らせ

一生懸命がんばってきた“あなた”に贈る 区民活動支援講座

（全 2 回）
ひと区切りついた今、今度はあなたの“心”を満たすとき。
好きなことは何ですか？ やりたかったことは何ですか？
自己点検をして、実現させるためのノウハウをお伝えします。
最高の人生を作るために、さあ、扉を開けましょう。

講座内容
日時

第１回

「セカンドライフの生きがいの見つけ方」

第２回

「地域で新たな仲間の作り方」

会場

泉区役所

講師

卯尾

募集人数
参加費
申込み期限

う

お

11 月 14 日（金）
10：00～12：00
11 月 21 日（金）
10：00～12：00

4 階 ABC 会議室

なおたか

直孝氏（健康生きがいづくりアドバイザー）

泉区内在住・在勤・在学者

先着 40 名

無料
10 月 14 日（火）8：45 ～

11 月 13 日（木）17：00

申込み先

いずみ区民活動支援センター

応募方法

電話 045－800－2393 または 窓口まで

自治会・町内会、PTA、商店街、趣味のサークル、ボランティア団体などの

「チラシで目を引く写真ってどんな写真？」「楽しいイベントの様子がう
まく伝わらない…」などの悩みにぶつかったことはありませんか？
広報編集のプロから役立つ話を聞きながら、広報で使う写真のコツを学べ
る情報交歓会です。ぜひご参加ください！
日時

11 月 15 日（土）13：30～16：30

会場

泉区役所

講師

高橋 誠一氏 ㈱オープン代表 コピーライター

募集人数
参加費
申込み期限

4 階 ABC 会議室

区内で活動する地域団体、サークル、ボランティア団体などの記録・
広報などの担当者

50 名（多数の場合抽選）

無料
10 月 29 日（水）17：00 まで

申込み先

いずみ区民活動支援センター

応募方法

電話：045－800－2393 FAX：045-800-2518
メール：iz-siennsenter@city.yokohama.jp または 窓口まで
必要事項：氏名、住所、電話番号、所属団体

チラシで発信！

この秋、何から始めてみる？
いずみ区民活動支援センターに登録中の元気なサークルやボランティア団体
などのチラシを展示し、旬な情報を発信します！
いろいろな活動の情報をキャッチして、あなたのやってみたいこと、学びたい
ことをここで見つけてください。
当日は支援センタースタッフが親身にアドバイスを致します。是非、支援セン
ターテントにお立ち寄りください♪ スタッフ全員、お待ちしております♪

訪問記とは、区民活動支援センター職員が人財バンクに登録されている団体・個人の活動場所を訪問し
た様子などを取材してまとめたものです。
団体を運営していくうえでの工夫や、生き生きとした声がたくさん盛り込まれています。
区民活動支援センター内での掲示や、ホームページなどで公開していますのでご覧ください。

活動の紹介、ボランティア・メンバーの募集など、団体の活動を広く紹介したい方は、
是非人財バンクに登録して、訪問記の取材を区民活動支援センター（電話 045-800-2393）
までお申し込みください。

３年前から泉公会堂で活動している、誰でも自由に参加できる
着付けのサークルです。
「ムリな矯正はせず、自分のペースで楽
しんでもらう」という先生のもと、他の教室経験者も自由にお
稽古しています。着付けの後、皆さんでお出かけするのも楽し
みのひとつ。着くずれしないかチェックをし、歩き方や階段の
上り下りなど着物での立ち振る舞いも学んでいます。

泉区スポーツセンターの体験講座から始まった現在 70 名ほど
が所属するフラダンスのサークルです。横浜市のレクリエーシ
ョン連合に加盟し、市のイベント等にも華麗なフラダンスを多
数披露しています。
「笑顔を絶やさず、いつまでも若く・美しく」
をモットーに、どの行事にも決して力を抜くことなく、前向き
な姿勢で活動しています。

15 年以上続いている「むらさめ会」は「百人一首」を楽しむ
サークルです。
読み手の声に耳を澄ませ、並んでいる札を瞬時にとる・・・気
持ちの良い緊張感とゲーム後の爽快感は格別です。仲間同士の
笑顔も弾みます。和気藹々とした雰囲気が自慢の、伝統のある
サークルです。

障がいのある方への外出支援ボランティア講座
泉区ボランティアセンターには、知的障がい、発達障がいのある方への外出、登下校の付き添いボ
ランティアの依頼が増えています。
本講座は、障がいの知識や関わりを学ぶことで、安心してボランティアを始めることができるよう
企画しました。まずは、講座の参加から一歩踏み出してみませんか。ご参加をお待ちしています。
■日

時

平成 26 年 11 月 18 日（火）10:00～12:00

■会

場

泉ふれあいホーム（泉区和泉町３５４０）
※相鉄いずみ中央駅改札ならび

■内

容

・知的障がい、発達障がいの特性を理解する
・ボランティアとして関わる上での留意点
・通学支援、外出支援の必要性 ほか

■講

師

社会福祉法人いずみ苗場の会

■定

員

先着 50 名（無料）

事務局長

飯田

【お申込み・お問い合わせ】
泉区ボランティアセンター
（泉区社会福祉協議会）
電話：045-802-2150
FAX：045-804-6042
メール：ｉｖｃ＠ｓｈａｋｙｏ-ｉｙ.ｏｒ.ｊｐ

宏二氏

区内の史跡、寺院、神社、文化財などを巡りながら、“まちを楽しむ”ウォーキングを開催します。
区内の魅力を歩いて実感しませんか。
■日 時
平成 26 年 10 月 26 日（日）13：00～16：30
■集

合

12：30 区役所１階区民ホール

■コース

泉区役所～中田地区～踊場駅

■所要時間

約 3 時間 30 分（約 9km）

■定

先着 50 名（無料）

員

※荒天中止

※全行程を自力歩行できる方（階段・坂道があります）
■申込み期間

10 月 14 日（火）8：45

■申込み先

いずみ区民活動支援センター 電話 045-800-2393

■問い合わせ 泉区地域振興課区民事業係

た ぶ ん か きょうせい

～ 10 月 21 日（火）17：00
電話 045-800-2395

いずみく

多文化 共 生 コーナーでは「泉区リビングガイド」
えいご

ちゅうごくご

ご

市民活動・ボランティア・サークルなど、区内

（にほんご、英語、中国語、ベトナム語）を

を中心に活動している団体や、自分の知識や技

はいふちゅう

術を役立てたいと思っている個人の方々にご登

くない

そうだんまどぐち

に ほ ん ご きょうしつ

配布中です。区内の相談窓口や日本語 教 室 、
せいかつ

やくだ

録いただいている“人財”のデータバンクです。

じょうほう

生活に役立つ 情 報 がのっています。

ぜひ「泉区人財バンク」をご活用ください。

新規登録 団体・個人
・プアマナフラクラブ（フラダンス）
・和泉川中央水辺愛護会（環境）
・花友水辺愛護会「花友会」
（環境）
泉区リビングガイド

検索

いずみ区民活動支援センター

検索

