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2018 年 9 月号

9 月号の記事

発行：泉区役所地域振興課
いずみ区民活動支援センター

ＰＲ：区民活動支援センターがおくる、地域活動実践講座３部作！

コミュニケーション術』

募集：受講者『笑いのスキルに学ぶ

募集：受講者【先着順】
『情報発信にはこれが必須！ＳＮＳ講座』

募集：参加者【先着順】
『平成 30 年度 人財バンク登録講師による

企画講座』

開催報告：
『コミュニティカフェの魅力を感じてみよう』講座を開催しました
泉区人財バンクからのお知らせ：新規登録

ＰＲ

活動を
知ってほしい

訪問記：
【参加者募集中】中川ポップス

仲間を
増やしたい

魅力的な
コミュニケーション
とは？

イベントに
参加してほしい

効果的な
広報とは？

支援の輪を
広げたい

活動資金が
足りない・・・

地域のための活動や自分が輝くための活動を行う皆様に向けて、
区民活動支援センターがおくる、地域活動実践講座 3 部作！
コミュニケーション力を高め、効果的な情報発信をしましょう。そして、そこから学んだ様々な
つながりやツールを活かし、活動の継続や拡大のための資金調達にチャレンジしましょう！

第1 弾

第2 弾

第3 弾

コミュニケー
ション術

SNS を使った

資金調達

10 月 23 日（火）

11 月 27 日（火）

1 月 17 日（木）
1 月 31 日（木）

情報発信

※2 回連続講座

※資金調達講座について詳しくは、
次号の支援センターだより 12 月号で
お知らせします。

会場はいずれも泉区役所を予定しています。
申込みなど詳しくは、中面をご覧ください。
各種申込み、お問い合わせは

いずみ区民活動支援センター
☎：800 - 2393
FAX：800 - 2518
メール：iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp
ホームページ：

いずみ区民活動支援センター

〒245-0024

泉区和泉中央北 5-1-1
泉区役所 1 階 104 窓口
開館時間

(月) ～ (金)
第 2、4 (土)

泉区 Twitter で、
ときどき
つぶやきます。

8 時 45 分から 17 時まで
9 時から 12 時まで

地域活動実践講座

募 集 【第 1 弾】
10 月 23 日（火）
相手の 心 を 10 秒でつかむ！

笑

のスキルに学ぶ

みなさん、
相手を笑わせようとする前に、
相手が笑える“雰囲気作り”が
できていますか？

コミュニケーション術

◆活動の場の雰囲気を、明るく話しやすい雰囲気に変えたい方
◆初対面の人とすぐに仲良くなりたい方

◆仲間作りをこれから始める方

◆ミーティングの時にもっと上手に自分の考えを伝えたい方

受講料

お待ちして
います！

◆笑いのコミュニケーションに興味がある方 など

無料

10 月 23 日（火）10 時から 12 時まで

日時

平成 30 年

会場

泉区役所４階 ４D 会議室

対象

団体活動に興味がある方、自治会町内会・サークル・ボランティア活動などの団体で
すでに活動中の方 30 人（応募者多数の場合抽選）

講師
申込み

あ せ ほ

阿世保 智之氏（株式会社ヒューマンコメディックス

10 月 12 日

(金)

笑伝塾講師）

17 時までに

氏名、年代、住所、電話番号、(あれば)メールアドレスと所属団体を明記の上、本紙
1 面の各種申込み先まで電話、FAX、メールかホームページの応募フォームもしくは
窓口でお申込みください。応募者多数の場合、泉区在住、在勤の方を優先し
抽選します。結果は、10 月 16 日（火）までに、落選者のみ連絡します。
地域活動実践講座

募 集 【第 2 弾】
11 月 27 日（火）

情

信

には これが必須！

SNS 講座

～チラシ半分、インターネット半分～

“つづきは Web で”を始めませんか

受講料

無料

11 月 27 日（火）14 時から 16 時まで

日時

平成 30 年

会場

泉区役所４階 ４ABC 会議室

対象

地域活動やサークル活動をしている方やこれから始めたい方、
または団体の魅力を伝える方法を学びたい方 30 人（先着順）

講師

山田 泰久氏（NPO 法人

申込み

10 月 11 日

(木)

CANPAN センター 代表理事）

8 時 45 分から 先着順

※詳しくは、広報よこはま 10 月号または当センターホームページをご覧ください。

9 13

募 集【 先 着 順 】

月

平成 30 年度

人財バンク登録講師による

日（木）

8 45
時

受付開始

分 から

企画講座

この機会に
新しいことに
チャレンジして
みませんか？

会場はすべて、泉区役所内！
お申込みは いずみ区民活動支援センターへ（本紙 1 面参照）
電話、FAX、窓口で受け付けます。

◆日程、会場は変更になる場合があります。
◆お申込み時に氏名、年代、電話番号、講座の番号とタイトル、どのようにしてこの講座をお知りに
なったかをお知らせください。
Ｎｏ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

タイトル

リコーダーとアンサンブルを楽しもう！
～手持ちの楽器を持ち寄って～

基礎から学ぶ実践英会話
～外国人に話しかけてみましょう～

歴史ドラマを楽しむには
～思い出に残る歴史ドラマ～

カリグラフィーで楽しむクリスマス
～Noël のカードを作ろう～

書道・書き方の基本を学ぼう
～水で色が変わる半紙を使って～

ポーセラーツで素敵な食器づくり
～マグカップとクリスマスプレート～

パソコンで年賀状をつくろう！
～ワードを使って～

アーティシャルフラワーを体験しよう！
～アートフラワーボトルと秋のスワッグ作り～

謡ってみよう！初めての謡曲（観世流）
～高砂の小謡を声を出して～

原語で歌うはじめてのボサノヴァ
～カタカナで書いた歌詞カードを見ながら～

私にもできる、バルーンアート！
～初めてでも簡単・動物や花束など～

折り紙遊び
～プレゼントに使える箱に挑戦！～

人生 100 年時代、
今だからこそ備えておくべきことは？
～相続・遺言・成年後見制度～

対象
音符が
読める方

成人・初心者

どなたでも

成人・初心者

成人・初心者
はさみ、
カッターを
使用できる方
初心者・
文字入力が
できる人
成人・初心者

興味のある方

初心者

10 歳～

どなたでも

成人

日程
10 月 17 日（水）
11 月 28 日（水）
13：00～15：00
10 月 19 日（金）
11 月 9 日（金）
10：00～12：00
10 月 22 日（月）
11 月 19 日（月）
15：00～17：00
10 月 22 日（月）
10 月 29 日（月）
10：00～12：00
10 月 24 日（水）
11 月 14 日（水）
10：00～12：00
10 月 26 日（金）
11 月 16 日（金）
10：00～12：00
10 月 30 日（火）
11 月 6 日（火）
10：00～12：00
10 月 31 日（水）
11 月 7 日（水）
10：00～12：00
11 月 2 日（金）
11 月 9 日（金）
13：00～15：00
11 月 5 日（月）
11 月 12 日（月）
13：00～15：00
11 月 10 日（土）
11 月 24 日（土）
10：00～12：00
11 月 20 日（火）
11 月 27 日（火）
10：00～12：00
11 月 24 日（土）
10：00～12：00
11 月 27 日（火）
13：00～15：00

教材/材料費

持ち物

定員

会場

100 円（2 回分）

リコーダー、ハーモニ
カ、オカリナなど
※ご相談ください

10 名

１A

各回 500 円

筆記用具、英和辞書
またはスマートフォン

8名

MR

特になし

8名

MR

鉛筆・消しゴム・スティ
ックのり・ティッシュ

8名

MR

特になし

8名

MR

はさみ

20 名

４D

1,000 円（2 回分）

パソコン
※台数限定で貸出

8名

MR

各回 1,000 円

はさみ（２回目のみ）

15 名

１Ａ

200 円（2 回分）

メモ、録音したい人は
レコーダーやスマート
フォン

10 名

1A
４D

100 円（2 回分）

筆記用具

15 名

１A

各回 500 円

はさみ、油性マジッ
ク、ある人はバルーン
用ポンプ

20 名

１A

各回 200 円

特になし

8名

MR

500 円（2 回分）

筆記用具

8名

MR

無料

1,500 円（2 回分）

200 円（2 回分）

各回 1,000 円

※会場は １A＝泉区役所１階、４D＝泉区役所４階、
MR＝泉区役所１階いずみ区民活動支援センター ミーティングルーム

『コミュニティカフェの魅力を感じてみよう』講座を開催しました。

開催
報告

講師：株式会社イータウン

＊両日とも 50 人を超える参加者がありました！
コミュニティカフェへの注目度の高さがうかがえます。

代表取締役 齋藤 保氏

講座の内容は、様々なコミュニテ
ィカフェの事例紹介や実際に運営
する際の実務的なポイント、さらに
仲間の集め方や組織づくりに欠か
せないビジョンの重要さなど多岐
にわたるものでした。

参加者の中には、グループワークを
通じて、地域で同じ意思を持っている
方に出会えたことや、思いを共感でき
たことに手ごたえを感じている方も

コミュニティカフェ とは？

いらっしゃいます。すでに「カフェ」

人が集い、まちの情報がある。
そして友達を見つけたり、様々
なチャレンジのきっかけにも
なる、だれもが利用できる「た
まり場」の総称です。さらに、
単なる居場所の機能だけでな
く、まちづくり活動の拠点や発
信基地となりうる可能性も持
っています。

行くといった「つながり」もうまれま

を運営している方のもとに手伝いに
した。

○

民よう踊ろう会

○

○

フォトサークル写楽
菊池

正樹

○

○

の五味さんをゲストに招き、お話を伺
いました。運営当事者の話は、参加者
にとても参考になったようです。
さらに２回の講座の後、講座の参加
者の中から希望者を募り、港南台タウ
ンカフェ（港南区）へ視察研修に行き
ました。
「コミュニティカフェ」の雰
囲気を味わいながら、齋藤氏から運営
のノウハウを学びました。その後は交
流を兼ねてカフェでランチをいただ
きながら情報交換をしました。

ような「居場所」を必要としている方たちへ、今後どのように応援したらいいか、
当センターも皆さんとともに考え、進めていきます。

ぜひ泉区人財バンクをご利用ください。

健康体操教室

の丹羽さんと旭区ハートフルポート

本講座では、「居場所づくり」への思いだけではコミュニティカフェの開設は

地域活動・サークル活動 をお探しの皆さん！
仲間
募集

運営中の泉区コミュニティだんだん

難しいことも学びました。講座に参加してくださった方やコミュニティカフェの

パフォーマー・講師 をお探しの方や、

指導
披露

２回目では、コミュニティカフェを

内容

泉区人財バンクからのお知らせ 新規
登録

女性や高齢者の方々に健康チェックをしていただき、腹圧をかけた正しい姿勢や
簡単なストレッチを指導します。
神奈川県と横浜市の民踊協会に所属していて、全国各地の民謡を踊ります。盆踊
りにも参加します。
各自作品を持ち寄って評価しあい、講師から指導も受けます。撮影会や展示会も
行っています。
英語力を向上させたい人に、英語の基礎から実用会話を指導します。会話できる
喜びを得てほしいと思います。

ホームページも、新規登録者情報を続々と更新中！こちらもあわせてご活用ください。

訪問記

中川ポップス

参加者募集中！

♪♫

中川ポップスは、アメリカンポップスを中心とした
英語の歌を、格好よく楽しみながら歌うことを目指し
て活動しているサークルです。月に 1 度、音楽好きや
英語好きが集まり、ジャズボーカリストとしてニュー
ヨーク在住経験のある先生から、声楽だけでなく英語
の発音や慣用句なども習っています。
楽しく一緒に歌いましょう！

泉区人財バンク

活動日・場所

毎月第２（月）13 時 15 分から 14 時 45 分まで
中川地区センター
もっと詳しい情報や写真、
過去の記事は
泉区 訪問記
ホームページへ！

いずみ区民活動支援センターだより次号は 12 月号の予定です。

