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観に来てね！：泉区人財バンク活動 PR 展『活動紹介ちらし展』
『音楽とダンスの発表会』
．．
．．
遊びに来てね！：ママによるママのための『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：【修理します！】
『おもちゃの病院ドクトル・ベアーズ』
『IZUMI WOODY』
募集：センター利用登録団体募集
観に来てね！：泉つるし飾り展

いずみ多文化共生コーナーからのお知らせ：多文化交流会
募集：泉区民文化祭参加者募集

観に来てね！ 泉区人財バンク活動ＰＲ展

活動紹介ちらし展

期間

日（金）10 時から

月

日（木）15 時まで

～「何かを始めたい」と思っている方、必見！～

（開庁時間内）

泉区人財バンク登録者作成による、
活動紹介のちらしを展示します。

会場 泉区役所１階区民ホール

音楽 と ダンス の 発表会 ♪～パフォーマンスでつながる人財バンクの輪～
音楽、ダンス・舞踊で登録している
団体が活動の成果を披露します。

日時

月

日（土）

出演
団体

開場：12 時 30 分
開演：13 時（16 時 30 分終了予定）

会場 泉公会堂 講堂（ホール）
泉区和泉中央北 5-1-1 泉区役所隣り
相鉄いずみ野線 いずみ中央駅から徒歩５分
駐車場は有料です。
できる限り公共交通機関をご利用ください。

出演順などは、当センターホームページや
ちらしをご覧ください。

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
：iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

ホームページ：

いずみ区民活動支援センター

アロハ・サウンズ
団塊世代バンドＪ＆Ｂ
津軽三味線勝勇会
はもーるキーボードアンサンブル
マハロサウンズ
民よう踊ろう会
横浜市レクハーモニカ協会 明日葉
横浜市レク・フラダンス市民の会
緑園ウクレレクラブ
（いずれも予定・アイウエオ順）
休憩中に簡単な体操や、出演者による当日だけの
セッションなど、お客様も楽しめる参加型企画が
盛りだくさんです！

〒245-0024

泉区和泉中央北 5-1-1
泉区役所 1 階 104 窓口

泉区 Twitter で、
ときどき
つぶやきます。

開館日時
(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

※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。

泉区の

遊びに来てね！

魅力発信！

．．
．．
♥
♥
♥
ママによるママのための
♥

日時

会場

月
若い世代を応援！

12

日（土）

時から 14 時 30 分まで

入場
無料

中川地区センター
体育室 泉区桂坂４－１
相鉄いずみ野線
弥生台駅から徒歩約 13 分
または神奈中バス 国際親善病院前から徒歩５分
中川地区センター入口から徒歩３分

いずみ区民活動支援センターでは、生涯学習や市民活動の支援を目的とした様々な

事業を展開しています。その中でも本企画は『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！』と願う区内の子育て中の皆さんが集まり、
企画を盛り上げてくれています。

本企画を通じて、若い世代が「泉区の良さや泉区で子育てすることの楽しさ」を実
感し、子育てのチカラになればと考えています。
主催：いずみ区民活動支援センター 共催：中川地区センター

親子で楽しめる♪

ワークショップ

コーナー

フォトスクラップブッキング・
手形アート・折り紙・工作・
ベビーマッサージなど、
いろいろな体験を楽しもう！

フォト

コーナー

おしゃれな壁面アートの
前でパチリ！「ねんねアート」の
コーナーもあります。

ハンドメイド

販売

コーナー

かわいいアクセサリー・布雑貨・陶器や、
パンなどの販売もあります。

メインステージ

13 時から

スティールドラムの音色と迫力をお楽しみ
ください。気分はもうカリブ海！

サブステージ

美骨盤ヨガ
親子ルンルンリトミック

↑ファミリーフェスタのホームページはこちらです。

12 時 5 分から
12 時 30 分から

※イベント内容やプログラム時間は、一部変更になる場合が
ございますのでご了承ください。

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。
指導
披露
雨宮

瑞枝

ハーバリウム・ケア
フラワーショップ

仲間
募集

内容

泉区人財バンクからのお知らせ 新規
登録

○

生花を用いた華道（古流）やフラワーアレンジメントの指導ができます。また、
季節に合わせた装飾用アレンジなどのディスプレイの指導や披露もできます。

○

オリジナルハーバリウムを作成できます。自治会町内会や PTA でのイベント講座
なども指導できます。

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 お も ち ゃ の 病 院

修理します！

IZUMI WOODY

ドクトル・ベアーズ 仲間募集中！

：第 1(土)10～12 時
：第 2(土)10～13 時
：第 3(水)10～12 時
：第 3(土)10～12 時
：第 4(火)10～12 時
：第 4(水)10～12 時

修理します！
指導します！

活動を始めて 10 年以上のキャリアを持つ
IZUMI WOODY は、木工が大好きな男性８人の
ボランティアグループです。木工製品の修理や
ペンキ塗装をしたり、新しい木工品の製作もし
ています。仲間と一緒にこれからも色々な木工
作業を続けていきたいです。指導の依頼や相談
をお待ちしています。

「物を大切にする心を育みたい」という思い
から、ボランティアでおもちゃの修理を行って
います。修理できるおもちゃは、ぜんまい式、
電気・モーター式で動くおもちゃやぬいぐるみ
などです。修理代は原則無料です。
（ただし、部
品交換の場合は実費をいただく場合あり）壊れ
たおもちゃをぜひ持ってきてください。
会場・活動日
新橋コミュニティハウス
泉ふれあいホーム
下和泉地域ケアプラザ
向根下自治会館
子育て支援拠点すきっぷ
富士塚自治会館

泉区人財バンク

依頼を受けられる地域：泉区内
依頼を受けられる曜日・時間帯：応相談
依頼にかかる費用：あり（材料費、交通費）
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 訪問記

※ 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場合がありますので留意して下さい。

募 集

センター利用登録で、活動の輪を広げませんか？

センター利用登録団体募集

登録料・利用料

無料！

泉区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
利用登録を募集します。
（登録期間 2019 年４月 1 日から 2020 年３月 31 日までの１年間）
当センターの
講座やイベン
トの情報を入
手できます！

申込

勉強会や会議な
どにミーティン
グルーム（定員
12 人）を利用で
きます！

団体の連絡や書類
の保管、さらに団体
相互の情報交換な
どにレターケース
を利用できます！

3 月 8 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、
当センター（本紙１面参照、FAX、E メール、郵送可）へご提出ください。
ミーティングルームやレターケースの利用について、詳しくはホームページをご覧ください。↑

いずみ多文化共生コーナーからのお知らせ

遊びに来てね！

た ぶ ん か こ う り ゅ う か い

会場

10 時から 12 時まで
無料！
Free !

いずみ野地域ケアプラザ
会場のお間違えのないよう、ご注意ください。
相鉄いずみ野線 いずみ野駅から徒歩２分
泉区和泉町 6214-1

申込 ただいま、参加申込みを受付中です。

泉区在住のカンボジア出身の方から
お話を聞いたり、カンボジアの
郷土料理を試食します！

お申込み・お問い合わせは 泉区役所地域振興課区民事業担当
電話：800-2392

日（日）

月

泉区多文化共生推進事業の
ホームページは
こちらです。→

FAX：800-2507

E メール：iz-tabunka@city.yokohama.jp
上記の電話か FAX、E メールもしくは直接窓口（泉区役所３階 309 窓口）まで、
お名前と電話番号をお知らせください。
【 主催：泉区役所 運営：多文化まちづくり工房 】

募 集

観に来てね！
月

日（土）12 時まで

会場

参加者募集

日（月）

12 時から

泉区役所１階
区民ホール

毎年、この時期の泉区役所の風物
詩となった「泉つるし飾り展」。
こどもの健やかな成長を願った
江戸時代から受け継ぐ文化を
ぜひご堪能ください。
こどもたちの作品も
展示します。

第 33 回 泉区民文化祭
作品展示や
ステージ発表

10 月 12 日から 11 月 10 日(予定)まで、
泉区役所１階区民ホールや泉区民文化
センター（テアトルフォンテ）で開催予
定の泉区民文化祭で、
『趣味や文化活動
の成果を発表したい方』を募集します。

対象

泉区を中心に文化活動をしている
個人、サークル、団体

（文化祭を運営している「文化振興委員会」で、
文化祭の運営にご協力いただける方）

申込

泉つるし飾り展の
ホームページは
こちらです。↓

３月 29 日(金)までに、申込用紙（２月

15 日以降、区役所や区内地区センターな
どで配布、ホームページに掲載するチラ
シに添付）を泉区役所地域振興課区民事
業担当までご提出ください。

参加費：1,000 円

及び所属する部会の定める運営費

泉つるし飾り展、泉区民文化祭に
関するお問い合わせは
泉区役所地域振興課区民事業担当
電話：800-2392 FAX：800-2507
窓口：３階 309 窓口

文化振興委員会問合せ先
三上（080-6549-8270）
泉区民文化祭についての詳細は、
ホームページをご覧ください。→
（２月 15 日以降）

