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参加者募集！

◆泉区人財バンク趣味と活動 PR 展 ◆「泉区人財バンク講師デビュー応援企画」

講座開催報告

◆「はじめてみよう！Zoom 体験会」◆「今日から始める SDGs 講座」

お知らせ

◆いずみ多文化共生コーナー ～特集～ギャラリー ◆泉区人財バンク作品集

泉区人財バンク新規登録

訪問記

いずみ区民活動支援センターからのお知らせ

※掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組に伴い、中止・延期になる場合が
ありますので、事前にホームページなどでご確認ください。

PR 展
参加者募集！ 泉区人財バンク趣味と活動
会場：泉区役所 1 階 区民ホール

泉区人財バンクの登録者が日頃の活動を PR します。「何か始めたい」と思っている方や、
講師やパフォーマーをお探しの方は、ぜひご来場ください。

ポスター＆チラシ展・動画コーナー

詳細はこちら

３月１日(月)～12 日(金)※(土)(日)は除く

登録者の活動内容や活動場所、活動日時等が記載されたポスター展示と
動画を放映します。
チラシはお持ち帰りできます。

体験コーナー
日時

３月８日(月)～12 日(金)

３月８日（月）

３月９日（火）

◆ポーセラーツ
◆工作（無料）
（1,000 円）

10:00
から
11:30 ◆サルボボ作り
(参加費) （1,000 円）

◆カリグラフィー
（500 円）

13:30
から
15:00 ◆俳句の作り方
（無料）
(参加費)

発表

※(土)(日)は除く

３月 10 日（水）

３月 11 日（木）

３月 12 日（金）

◆プリザーブド
フラワー
(1,000 円)

◆ボールペン字
◆折り紙
（500 円）（100 円）

◆フラダンス体験
（無料）
※乳幼児
連れ可
◆ストレッチ
（無料）

◆吹矢(500 円)

◆アーティフィ
シャルフラワー
（1,000 円）

◆しんこ細工
（無料）

◆絵本読み聞かせ
（無料）

◆ハーバリウムペン◆羊毛フェルトの
またはチャーム
基本
作り（1,000 円）（200 円）

◆多言語で遊ぼう
（無料）

◆テラリウムまたは
ハーバリウムペン
（1,000 円）

パーソナル
◆英語圏の童謡や
カラーについて
遊びで交流
（500 円） （50 円)

３月１日(月)～12 日(金)12 時～13 時 ※(土)(日)は除く

１日 朗読（泉・朗読と語りの会） ２日 ウクレレ演奏（緑園ウクレレクラブ） ３日 絵本の読み聞
かせ（おはなしの風） ４日 マンドリン演奏（泉マンドリンクラブ）５日 キーボード演奏（はもーる
キーボードアンサンブル） ８日 人形劇（のんきなのんちゃん人形劇団） ９日 詩吟（いずみ吟詠会）
10 日 フラダンス（LaLaLima）11 日 歌とギター演奏「ボサノヴァ」
（エストレーラス）
12 日 演奏とフラダンス（プルメリア）

泉区人財バンク登録者によるギャラリー
泉区人財バンク登録者から寄せられた作品、活動紹介写真です。

【Rseason】
ポーセラーツ
では真っ白な
磁器に専用の
転写紙を貼り、
世界に一つの
マイブランド
のテーブル
ウェアを
作ります。

【面打ち泉】令和２年１月 27 日から
31 日まで能面展（25 点/11 名）
を行い、区民ホール事業に
参加しました。

【Rose Garland】紫のお花と
向日葵が好きな方からの、
オーダーのミニブーケです。
フェイクフラワー使用。

写真で紹介！
【いずみ吟詠会】
令和２年 2 月 15 日（土）
立場地区センターまつりで、
漢詩・和歌・俳句、唱歌で山梨
・長野県を巡る構成吟詠で、会員
一同楽しい時間を過ごしました。

【四季の会】
アットホームでとても自由な
雰囲気です。一人一人の個性を
尊重し、楽しんで水彩画を描く
時間を大切にしています。

【はもーるキーボード
アンサンブル】
映画音楽・ポップス・ラテン・
ロックなどをキーボードの
リズムに合わせて
演奏します。

俳句・
川柳 作品

（泉・年金者の会 浩一）

・ながい仲それでもさめぬ愛し妻

・停電に寒くないねと猫を抱く
（泉・年金者の会 彰子）

（泉・年金者の会 富夫）

・ずる休み理由は風邪という季節

・温暖化昔の寒さどこえやら
（泉・年金者の会 恭子）

・スッピンが隠す道具になるマスク

（泉・年金者の会 徳代）

（泉・年金者の会 馨）

・彼女との接点さぐりアプローチ

（泉・年金者の会 洋二）

（蕗の会 長島喜代子）

（蕗の会 上田富子）

（蕗の会 植田弥生）

（蕗の会 小山しづ子）

・自助共助薄いサイフが悪寒する

・平凡な生活色ずく蔦紅葉

・御祈禱の番号札や木の実降る

・車椅子の足が覚える寒さかな

・青空へ枇杷の花咲く長屋門

・眉引く手今朝は素直に冬近し
（蕗の会 手塚明子）

（蕗の会 中村トシ子）

・冬に入る検温ごとに出すおでこ

（蕗の会 広島文）

・御開帳の宮司お出まし銀杏黄葉

・横浜の歳末売り出しあと六日
（蕗の会 三原利子）

（蕗の会 渡辺三枝子）

・病める友の手足をなでる秋の暮

参加者募集！
泉区人財バンク講師デビュー応援企画 ３⽉ 10 ⽇（⽔）〜12 ⽇（⾦）
登録講師が企画した体験会を泉区役所で体験しませんか︕
内

作品見本
など

日 程

タイトル

容

3 月 10(水)
9:30～11:00

羊毛フェルトで
パペットを作って
遊ぼう

自分で作った猫のパペット(人形)で
腹話術を楽しみます。

3 月 10(水)
14:00～15:30

マザーグースで
あそぼう！

マザーグースなど、英語圏の童謡を
使った歌やゲームを楽しみます。

3 月 11(木)
9:30～11:00

ノルディック
ウォーキングを
楽しもう！

楽しい音読で脳を活性化しながら
歌やゲームを楽しみます。

募 集

参加費
・持ち物

５人

1,000 円

未就学児
の親子 8 組
（16 人）

500 円

15 人

300 円

3 月 11(木)
アーティフィシャルフ デニム生地を使ってバックチャー
ムとコサージュとの２Way 仕様の
14:00～15:30 ラワーを楽しもう！
作品を作ります。

10 人

1,000 円
持ち帰り袋

ガラスびんにカラーサンド３色と
石を層にし、小さな造花を植えてテ
ラリウムを作ります。

10 人

1,000 円
持ち帰り袋
ピンセット
（あれば）

3 月 12(金)
9:30～11:00

テラリウム作り

講座開催報告
「はじめてみよう︕Zoom 体験会」

「今⽇から始める SDGs」講座
講師︓嶋⽥ 亮 ⽒
（⽇本 JC 公認 SDGs
アンバサダー）
SDGs をテーマにした
「乗り遅れた旅⼈」を
上映後、SDGs の掲げ
る 17 のゴールについ
て説明がありました。

講師︓薄井智洋⽒
（認定 NPO 法⼈
市⺠セクターよ
こはま）

「with コロナ」の中でも⼈と⼈のつながりを作っ
ていく ICT ツール「Zoom」を実際に操作しなが
ら、
「参加者編」と「主催者編」を学習しました。

持続可能な開発⽬標とは︖
⾝の回りから持続可能な未来を考える
はじめの⼀歩になりました。

いずみ多文化共生コーナーからお知らせ
♪いずみ多⽂化共⽣コーナーへのリクエスト募集♪
こんな
イベントが
あったら
いいな〜
アイディア、リクエストを募集します！

詳しくは HP を
ご覧ください。→

ボランティアとして
こんなことをやって
みたい︕

泉区人財バンク新規登録紹介
LaLaLima（ララリマ）（指導や披露）

ひまわり会（仲間募集）

【依頼を受けられる日】
(月)～(金)午前、
(土)(日)全日

【活動日】

子どもから大人まで、
どなたでも気軽にフラダンスを
楽しめる活動をしています。軽い動きから、たくさん
動き汗をかきたい方まで指導できます。
お気軽にお問合せください！

視覚障害のある方や本活動に興味のある方などを
対象に、主に近隣の行楽地の観光や散策、また施設
見学、カラオケ、音楽鑑賞、食事会等、会員の意向
にそった活動を楽しみます。

原則第３(月)10:00～15:00
【活動場所】
いずみ野地域ケアプラザ他

訪問記

いずみ区民活動支援センター職員が活動内容を取材しました。

（アールシーズン）

ポーセラーツは
真っ白なお皿やカップに
特殊な転写紙を貼って
オリジナルの食器を作ることができます。
月に 2 回いずみ区民活動支援センター
ミーティングルームで活動中。
講師の御依頼も
お待ちしています。

自分がデザインした食器で
アフタヌーンティーはいかがですか？

センター利用登録・レターケース利用登録希望者募集
泉区を中心に活動している団体の利用希望者を募集します。登録すると、
ミーティングルームやレターケース（抽選 45 団体）を利用することができます。
登録期間は、令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までです。
※現在登録している団体も申込みが必要です。申込締切：３月５日(金)まで
※センター利用登録は随時受付
※レターケース利用登録は締切後に空きがあれば引き続き先着順で受付
レターケース

発行：いずみ区民活動支援センター
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
E メール iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

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

