
12 月号の記事

ＰＲ：「泉区に住んでよかった」と実感できる企画 募集：受講者『地域活動のための 資金調達『入門』講座』 

募集：解決したい課題のある団体と、経験とスキルで地域貢献したい方『プロボノいずみ』 

予告：ファミリーフェスタ 泉区人財バンクからのお知らせ：新規登録 

訪問記：【参加者募集中】『マハロウクレレ』『焼き絵の会マーブル、アルブル』  

いずみ多文化共生コーナーからのお知らせ：日本語学習図書コーナーをご利用ください 

2018年12 月号

泉区 Twitter で、 
ときどき

つぶやきます。 

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 泉区和泉中央北 5-1-1 
泉区役所 1階 104窓口 

〒245-0024 

☎：800 - 2393   FAX：800 - 2518

ホームページ： いずみ区民活動支援センター

(月) ～ (金) 8 時45 分から17 時まで ※1
第2、4 (土) 9 時から12 時まで ※2 

開館日時 

発行：泉区役所地域振興課 
いずみ区民活動支援センター 

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は、 

地域のために活動している団体の 
熱い想いを実感できる！ 

地域のマンパワーと 
“ジモト愛”を実感できる！ 

Ｐ Ｒ 「泉区に住んでよかった」と実感できる 企画を用意しました！

地域活動のための 
資金調達『入門』講座 

プロボノいずみ 

泉区人財バンク登録団体による 

解決したい課題のある団体の皆様 

１月17・31 日（木） 経験や仕事のスキルで 
『ジモト』に貢献したいと考えている方 

詳しくは、中面をご覧ください。 

泉区の人の温かさにふれ、 
泉区で子育てする楽しさを実感できる！ 

ファミリーフェスタ

３月16 日（土） ＠中川地区センター

＠泉区役所４階４ABC会議室 

詳しくは、中面をご覧ください。 

活動を通じていきいきと輝くことを
実感できる！ 

発 表 会 

３月９日（土） ＠泉公会堂 

詳しくは、次号（２月号）をご覧ください。 

詳しくは、中面をご覧ください。 

活動に参加していっしょに輝きたい方、 
皆を楽しませるパフォーマーをお探しの方、 
ぜひご来場ください！ 

泉区 ママによる
．．

ママのため
．．

の 

メインステージでのスティールドラム演奏や
フォトコーナー、おしゃれな作家さんによる手
作り品販売やみんなで体験できるワークショ
ップもあります！同時開催：チラシ展 

（3月上旬、区民ホールなど） 

：iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp 

※1 祝日・年末年始は閉館します。
※2 祝日と重なった場合も開館します。



 

泉区在住・在勤・在学者優先、第１回・第２回とも受講できる方優先 

 氏名及び日中連絡がとれる電話番号またはメールアドレス、住所、年代、所属団体名(団体に
所属している場合)、助成金申請経験の有無、本講座に期待することなどをお知らせください。 
申込みはホームページ応募フォームまたは本紙 1面の各種申込み先まで電話、FAX、メールか

窓口でお申込みください。ご参加をお待ちしています！ 

募 集 1 月17 日 31 日（木）連続講座 
地域活動実践講座 
【第３弾】 

お待ちして 
います！ 無料 
受講料 

活動に必要な資金の「課題」を乗り越え、 
持続可能な活動を行うための 
ノウハウなどを学びます！ 資 金 

調 達

地域活動のための 

『入門』講座 

【第１回】 

【第２回】 

「わたしの活動も助成金を活用できる？」 
助成金申請に必要なポイント 

「共感できる活動にはお金も集まる」 
助成金に頼らず活動を継続させるコツ 

申込 12 月11 日（火）８時45 分から 受付開始 

第１回 １月17 日（木）  第２回 １月31 日（木） 

10時から 12時 30分まで 
NPO法人 アクションポート横浜 
代表理事 高城 芳之 氏 
（若者と地域をつなぐ場づくり実践者） 
 
助成金・補助金の基礎情報や申請書記

入のコツ、申請時によくある質問など助
成金・補助金の申請に必要なポイントを
学びます。さらに地域の課題解決や魅力
向上のための「施設整備」に対して助成
される『ヨコハマ市民まち普請事業』の
説明を予定しています。 

時間 
講師 

 
 
 

内容 
（予定） 

10時から 12時 30分まで 
株式会社 イータウン 
代表取締役 齋藤 保 氏 
（ソーシャルビジネス支援プロデューサー） 
 
助成金に頼らずに活動資金を集めるポ

イントを学びます。共感してもらえる活
動には人もお金も集まるという視点から
資金調達を考えます。 

 

会場 泉区役所４階４ABC会議室 
 

いずみ区民活動支援センター 知っていますか？ お得情報『活動場所を探している皆さん！』 

センター利用登録をすると、勉強会、会議、打合せ、作業等に利用できるミーティングルームを無料で利用
することができます。（利用登録にはいくつかの制約があります。）利用したい日の３か月前から予約が可能
です。詳しくはお問合せください。 

プチ 
お得 

先着 30 人 



 

募 集 活動の課題解決のチャンス 

プ ロ 
ボ ノ

求む！ジモト愛 

いずみ 

新しい地域貢献のスタイル 

解決したい 課題のある団体 の皆様! 

課題解決のお手伝いをします。 

地域貢献に興味があり、次の一歩を 
踏み出すきっかけが欲しい 皆様! 

地域のために活動する団体の課題解決
に、あなたのチカラを貸してください！ 

プロボノいずみ 
参加のメリットや昨年実施の様子など、 
ワクワク感満載の『プロボノいずみ』詳細は、ホームページをご覧ください。 

活動の『悩み』はありませんか？ 

・イベントのチラシ作成 

・団体のパンフレット作成 

・ホームページ等 WEB を使った団体 PR 

・イベントの集客や見直し 

・団体の課題整理 

・運営のマニュアル作成 

・活動資金の調達  など 

 

 

求む！ 経験・スキル・意欲！ 

・コンサルティング ・デザイン  

・コピーライター ・営業 ・広報  

・広告 ・WEB 活用 ・事業企画  

・マーケティング ・経理 ・ファンドレ

イジング ・法律 ・語学、通訳 

・（社会人経験の）ポータブルスキル  

・地域貢献したい！という意欲  など 

 

 

ママによる
．．

ママのため
．．

の 
「ファミリーフェスタ」 

 
 

 

泉 区 

★メインステージ：「スティールドラム マイケル・ロビンソン」の演奏など 
★サブステージ：美骨盤ヨガ、親子ルンルンリトミックなど 
★フォトコーナー：アート作品の前で、自由に撮影！ 
★ワークショップコーナー：手形アート、スクラップブッキングなど 
★販売コーナー：手作りアクセサリー、デコ巻き、デコクッキーなど 
※内容は変更する場合があります。 

予 告 

「子育て中でも、いろいろと楽しみたい！いろいろと発信したい！」そんなママさんたちが集合！ 

親子で参加できる素敵なブースがいっぱいです♪ 

 

詳しくは、次号センターだより 2月号でお知らせします！ 

3・16 

どようび ！  

12 時から14 時30 分まで 

@中川地区センター体育館 

ご興味のある方は、まずはお気軽にお問い合わせください！ 



 
  

泉区人財バンク 

訪問記 

泉区 訪問記 

マハロウクレレ 

もっと詳しい情報や写真、過去の記事は 
ホームページへ！ 

泉区人財バンクからのお知らせ 

参加者募集中！ 
 

いずみ区民活動支援センターだより次号は２月号の予定です。 

 指導 
披露 

仲間 
募集 内容 

コーヒーホーム焙煎
教室 ○  本当に美味しいコーヒーをご家庭で楽しんでいただくために、手軽で簡単な家庭

焙煎と淹れ方についてお教えします。 

げんき絵手紙 ○  絵手紙は体と心の健康を整えるスポーツです。絵心がなくても気持ちは熱く伝わ
ります。感謝の絵手紙術でサポートします。 

劇団あげ玉 ○  寸劇から朗読劇など、幅広い年齢層に楽しんでいただける作品を発表します。 

こども化学教室 ○  主に小学生を対象に、化学実験を通して驚きや発見をしていただけるよう、安全
で簡単にできる化学実験を行っています。 

津軽三味線 勝勇会 ○  津軽三味線独奏のほか、民謡の唄、演奏などを行っています。 

IZUMI  WOODY ○  メンバーと共に、破損した木製品や家屋の破損部分の修理や木製品の製作なども
行っています。 

 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。 

新規 
登録 

パフォーマー・講師 をお探しの方や、 
地域活動・サークル活動 をお探しの皆さん！ 
ぜひ泉区人財バンクをご利用ください。 

記事の内容は取材時のものです。活動日や活動場所などが変更されている可能性がありますので留意して下さい。 

披露します！ 
 

いずみ多文化共生コーナーからのお知らせ 

いずみ多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

コーナーへのお問
と
い合

あ
わせは 

☎：８００－２４８７  FAX：８００－２５１８ 
いずみくやくしょ１かい  
しょうめんいりぐちから はいって ひだり 
 

「焼き絵（ウッドバーニング）」とは、図案を
木に転写して、「電熱ペン」でなぞり木を焦がし
て絵や模様を描く技法です。 
何よりの魅力は、好きな絵を選び転写するの

で、「絵が苦手・・・」という方でも簡単に始め
られる手軽さです。「日本ウッドバーニング協
会」認定の講師が優しく丁寧に教えてくれます。
和やかな雰囲気で楽しく活動しています。 

マハロウクレレは 2017年の人財バンク講師
企画講座（体験会）に参加した有志の方々が設
立したウクレレサークルです。新しい仲間も増
えて、現在男性３人と女性７人で活動していま
す。春には桜を観に行くなど、皆さんとても仲
が良く、新しい仲間もすぐに馴染むそうです。 
ウクレレに興味のある方、是非一緒に楽しみ

ましょう！ 
 活動日・場所・会費 

毎月第 1、3（月）10時から 12時まで 
いずみ中央地域ケアプラザ 
1回 1,000円 

 

活動日・場所・会費 
【焼き絵の会マーブル】 
毎月第 2、4（水）9時 30分から 11時 30分まで 

【焼き絵の会アルブル】 
毎月第 1、3（木）9時 30分から 11時 30分まで 
いずれも上飯田地区センター 
いずれも 3か月 2,000円 

 

【マーブル、アルブル】 
焼 き 絵 の 会 

参加者募集中！ 
 

Ｐ Ｒ 
プチ 
情報 

いずみ区民活動支援センター 

 知っていますか？ お得情報 

『プロジェクターがあったらなぁ』 

会議や勉強会などでプロジェクターが必要な
ことはありませんか？貸出機材利用者登録をす
ると、プロジェクターや投影用スクリーンなどを
無料で利用することができます。（利用目的は公
益であることが原則です。） 
利用したい日の３か月前から予約が可能です。

詳しくはお問合せください。 

にほんごを べんきょうする ための 

テキストが たくさん あります。 

２しゅうかん かしだしできます。 

日本語学習図書コーナーをご利用ください。 
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