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秋号の記事

参加者募集！
アップ

参加者募集！
◆チラシレイアウト実践講座
講師：柴崎久美子氏
(グラフィックデザイナー）

ワンランクU P を目指す！

◆Instagram 講座
第 1 回講師：＠ju_ur1 氏
（横浜市公式 Instagram
アンバサダー）
第 2 回おしゃれカフェで
プチ講座と地産地消ランチ

・日時：11月14日(木)
10時～12時
・会場：泉区役所４ABC
会議室
・受講料：無料
・講師：グラフィックデザ
イナー 柴崎久美子氏

◆【講座予告】
2 月 4 日(火)テーマ「写真」
2 月 20 日(木)泉区魅力発見

チラシレイアウト
実践講座

訪問記
◆育児サークルぴよぴよ
◆民よう踊ろう会
◆妙 絵手紙の会
◆はまゆう吟詠会深岳支部
ミニギャラリー
◆俳句・川柳
～テーマ「泉区」～

Instagram 講 座
（全 2 回）

第 1 回：人気インスタグラ
マーに学ぶ！
インスタグラム入門
・日時：11 月 25 日（月）
10 時～11 時 45 分
・会場：泉区役所 4A 会議室
・講師：@ju_ur1 氏
・託児あり（1 歳～未就園児）
第２回：おしゃれカフェで
プチ講座と地産地消ランチ
・日時：12 月 6 日（金）
10 時～12 時
・会場：宮ノ前テラス
・参加費：1,100 円（ランチ含）

特集―利用者様の声―
◆泉区人財バンクを利用
～西が岡第三自治会～
～ひまわりクラブ～
◆部屋の利用～PC マロン～
泉区人財バンク新規登録
◆マザーグースで遊ぼう
◆マリーロサ
◆絵画教室
◆音楽劇場
◆歌のわ
◆スポーツウェルネス吹矢い
ずみアローズ
◆NPO 法人オアシス 21 世
紀の会

ステキ！発信！

参加者募集！予告編
写真の撮り方講座

泉区の魅力発見講座

プロカメラマン川名マッキー
氏が撮影に役立つテクニック
を伝授します。
・日時：令和 2 年 2 月 4 日（火）

みんなにとって居心地の良い
空間作りってなんだろう？
人のつながりを大切にするゆ
めが丘から、泉区の魅力を再
発見してみませんか。
・日時：令和 2 年 2 月 20 日(木)

特集～利用者様の声～
１．パフォーマーを紹介
西が岡第三自治会さんの敬老会で
泉大正琴サークルさんに演奏していただきました！

サークル代表の
小山さん

9 月 16 日（月）敬老会にご出席の皆さんに大正琴の仕
組みや演奏エピソードの紹介があった後、メンバーの
11 人が演奏を披露してくださいました。

２．パフォーマーを紹介
親子サークル「ひまわりクラブ」さんの依頼で
「謎の子連れ手品師＆バルーン使い くみちゃん」を紹介しました！

講師のくみちゃん

親子サークル「ひまわりクラブ」は主に弥生台、西が岡、新橋地区の 1 歳～3 歳
児が集まって、中川地区センター館内での活動や遠足など、現在 16 組の親子で
活動されています。

３．ミーティングルームを利用してパソコン講習を楽しんでいます。
～PC マロン様～
活動を始めて 10 年以上の PC マロンさん。
今回はパソコンで作成した自分だけの
イラストも紹介してくださいました。

作：銀山さん

作：十文字さん 作：安田さん

作：鹿野谷さん

【仲間募集】

【指導・披露】

歌のわ

絵画教室

歌好きが集まって 2010 年に発
足しました。童謡、愛唱歌、武
満徹作品などを歌っています。

高齢者の方に
は、指で描くパ
ステル、子供た
ちには瓶に描く
アクリルが人気
です。

【指導・披露】
【仲間募集】

マリーロサ

アーティフィシャルフラワー
を使い季節感を大事にした作
品づくりをしています。

泉区
人財バンク
新規登録
紹介

【仲間募集】

NPO 法人オアシス
21 世紀の会

泉区をオアシスのような潤
いのある街にしたいという
願いと希望のもと活動して
います。

【指導・披露】

マザーグースで
遊ぼう
マザーグース(英語圏の子ども達が
楽しむ伝承童謡)で楽しみながら、
英語の基礎力を育みます。

【指導・披露】

音楽劇場
人財バンク冊子は
いずみ区民活動支援センターや
区内施設、またホームページでも
ご覧いただくことができます。

横浜市歌の原曲のすばらしさ
や歴史を説明し披露します。

【指導・披露】
【仲間募集】

スポーツウェルネス
吹矢いずみアローズ
腹式呼吸をベースと
した吹矢式呼吸法で
様々な健康効果と集
中力を高めます。

泉区人財バンクとは・・・
これまでの知識や経験を活かして指導や披露
をすることができる特技を持つ団体・個人や、仲
間を増やしてより活発な活動を目指して主に泉
区内で活動しているサークルやボランティア団
体などが登録しているデータバンクです。

訪問記
育児サークルぴよぴよ

民よう踊ろう会

妙(たえ)絵手紙の会

はまゆう吟詠会深岳支部

１歳頃～未就園児を対象とした親子サークルで
す。制作や課外活動も盛りだくさん。たのしく
元気に活動中です。

いずみ野地域ケアプラザで活動している
「民よう踊ろう会」は泉区役所区民ホールでの
演舞や、イベントなどへの依頼も積極的に参加
してくださっています。仲間も募集中です。

結成 21 年目になるサークルです。
楽しく旬のものを描き、世界に 1 枚だけの絵手
紙を作ります。

大きな声で漢詩や和歌を吟じます。
健康にも良くストレス発散にもなります。

九月来ていい風のこと水のこと

長島喜代子さん
（翼俳句会）

荻田玲子さん
（翼俳句会）

センターだより俳句・川柳

澄む水を地蔵の肩へ流す朝

上田富子さん
（翼俳句会）

所在地 泉区役所１階 104 窓口（和泉中央北 5-1-1）
電 話 ０４５－８００－２３９３
F A X ０４５－８００－２５１８
メール iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

川に添い庁舎マンション百日紅

中村トシ子さん
（翼俳句会）

小山靜子さん
（翼俳句会）

秋暑し相鉄線の発車ベル

のぼり旗ひらりひらひら梨ぶどう

安斎俊三さん
（東俳句会）

亀田泰孝さん
（翼俳句会）

万緑や魂ひとつ持ち歩く

小林和八さん
（東俳句会）

禅寺や刻を惜しむか残り蝉

腹筋を鍛え尺蠖虫の脈

発行：いずみ区民活動支援センター

（今回のテーマは「泉区」
）

ミニギャラリー

ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/kurashi
/kyodo_manabi/kyodo_shien/kuminkatsudo/04
siencenter.html

いずみ区民活動支援センター

