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あなたの家のすぐそばで開催
日　程 時　間 サークル名 内容・費用 会　場

６月11日（火）8時45分から先着順受付令和元年度　泉区人財バンク体験会　参加者募集！
日　程 時　間 サークル名 内容・費用 会　場

○日程・会場は変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。　○電話、FAX、いずみ区民活動支援センター（1階104窓口）へお申し込みください。　○申込みをせず直接会場へ行かれた場合、参加いただけない場合
がありますのでご了承ください。　○ご希望の講座番号、サークル名、名前、電話番号、年代をお知らせください。　★サークル名の前の数字は体験講座番号です　○いずみ区民活動支援センター　　800-2393　　800-2518

7月10日（水） 13時30分～15時 ①“お天気あれこれ”お気軽サークル 気象（無料） 
7月11日（木） 9時20分～11時20分 ②ボールペン字いずみ会 ボールペン字（600円） いずみ区民活動支援センター
7月12日（金） 9時20分～11時20分 ③ボールペン字さくら会 ボールペン字（600円） 
7月17日（水） 8時30分～10時30分 ④花友水辺愛護会 水辺の環境美化（無料） 和泉橋～神田橋周辺
7月  1日（月） 10時～11時 ⑤マハロウクレレ ウクレレ（100円） 
7月13日（土） 18時～20時 ⑥いずみ中央吹矢クラブ スポーツ吹矢（500円） いずみ中央地域ケアプラザ

7月  5日（金） 18時～20時 ⑦プアマナフラクラブ フラダンス（無料） いずみ野地域ケアプラザ
7月18日（木） 13時～15時30分 ⑧いずみ布おもちゃぐるーぷ 布おもちゃ製作（100円） 
7月18日（木） 13時～14時 ⑨音声訳ボランティアいずみ 音声訳（無料） 泉ふれあいホーム

7月  6日（土） 14時～16時 ⑩日本語ボランティアグループわをん 日本語支援（無料） いちょうコミュニティハウス
7月20日（土） 9時～12時 ⑪泉区農業応援隊 農業支援（無料） 大矢養鶏場
6月26日（水） 9時30分～11時30分 ⑫焼き絵の会マーブル・アルブル 焼き絵（100円） 
6月28日（金） 12時～14時45分 ⑬四季の会 水彩画（無料） 
7月  5日（金） 13時10分～14時45分 ⑭ヨーガ・カヨ ヨガ（無料） 上飯田地区センター

7月19日（金） 13時～15時 ⑮フォトいずみ 写真（無料） 
6月27日（木） 16時40分～17時50分 ⑯フェアリーキッズ ダンス（無料） 下和泉地区センター
7月  5日（金） 10時～11時30分 ⑰育児サークルぴよぴよ 子育てサークル（無料） 白百合パークハイム
6月24日（月） 13時～14時 ⑱緑園ウクレレクラブ ウクレレ（200円） 新橋地域ケアプラザ
7月  4日（木） 13時～14時 ⑲泉寿通信友の会 お便り作成（無料） 泉寿荘
7月  6日（土） 12時～14時30分 ⑳いずみ吟詠会 詩吟（無料） 
7月  9日（火） 10時～11時50分 ㉑フォトクラブそれいゆ 写真（無料） 立場地区センター

7月10日（水） 9時20分～11時20分 ㉒融寛ペン習字の会 （毛筆40円、ボールペン字600円） 
7月17日（水） 9時30分～11時 ㉓立場太極拳 太極拳（無料） 立場地区センター

7月14日（日） 10時～11時40分 ㉔NPO法人日本ステッピング協会 健康体操（無料） デイサービスここち
7月  6日（土） 9時～11時 ㉕フレッシュ農園 農業体験（無料） 天王森公園近く
6月28日（金） 18時30分～20時30分 ㉖泉区ヒッポファミリークラブ 多言語（無料） テアトルフォンテ
6月24日（月） 13時～14時 ㉗みんなの手話ダンス 手話（無料） 
7月  3日（水） 16時30分～17時50分 ㉘横浜泉男声合唱団 コーラス（無料） 
7月  8日（月） 9時～13時 ㉙喰っキング 調理・会食（1,000円） 中川地区センタ―

7月  8日（月） 13時～15時 ㉚中川ポップス ポップス（無料） 
7月  2日（火） 13時30分～15時 ㉛ストレッチ・ポール歩きの会 健康体操（無料） 
7月14日（日） 13時30分～15時30分 32パソコンボランティア泉 パソコン（無料） 中田コミュニティハウス
7月19日（金） 10時15分～11時45分 33泉区保育ボランティアグループ「マミー」 保育・親子サロン（無料） 
7月  7日（日） 13時～14時30分 34泉居合道会 居合道（無料） 中田中学校格技場
7月  3日（水） 10時～12時 35脳いきいき中屋敷教室 認知症予防（100円） 中屋敷自治会館
6月27日（木） 10時～11時15分 36骨盤体操教室 健康体操（無料） 
7月  7日（日） 13時～16時 37はまゆう吟詠会深岳支部 詩吟（無料） 中和田コミュニティハウス

7月  7日（日） 14時30分～16時 38泉太極拳クラブ 太極拳（無料） 中和田中学校武道場
6月25日（火） 13時～15時 39フォトサークルオーロラ 写真（無料） 
7月11日（木） 13時30分～15時 40エストレーラス ボサノヴァ（無料） 西が岡コミュニティハウス

6月27日（木） 10時～11時 41泉大正琴サークル 大正琴（100円） みなみコミュニティハウス
7月5日（金）予定 9時45分～11時45分 42着つけサークル 着付け テアトルフォンテ

〒245-0024 和泉中央北5-1-1  泉区役所 ○○○係
※往復はがきでの申込みは、返信先も記載

●費用の記載がない場合は無料 ●特に断りのないものは当日自由参加 ●区庁舎の駐車
場は有料です ●今月11日以降の市や外郭団体などの事業を掲載しています
マークの
見方

氏名（ふりがな）
Eメール（アドレス） 費用 ホームページ 申込み 問合せ

電話番号 ファクス番号 〒・住所 年齢 行事名

区役所への
郵便物の宛先は

■ ３R夢キャンペーン
　 ～ヨコハマ３R夢プランってな－に？～
ゴミの分別や３R行動をゲーム（分別釣
りゲーム、ごみの分別相談窓口）を通じ
て学ぶ。
6月26日（水）～27日（木）9時～15時、
区役所区民ホールで。　 資源化推進
担当　 800-2398　 800-2507
■ 泉区太鼓・お囃子フェスティバル
６月16日（日）12時開演（11時30分開
場）、泉区民文化センターテアトルフォ
ンテにて　　区民事業担当
　800-2392　　800-2507
　iz-chishin@city.yokohama.jp
■ 第7回アフリカ開発会議開催推進事業
①太鼓・お囃子フェスティバルで泉区
伝統音楽との共演及び②区民ホール
でアフリカに関する展示～アフリカと
泉区展～を行います。①上の泉区太
鼓・お囃子フェスティバルに記載の通
り。②６月11日（火）～13日（木）区民
ホールにて　　区民事業担当
　800-2392　　800-2507
　iz-tabunka@city.yokohama.jp

　講演・講座

■ 自分史作成講座
　 ～今まで培った人生の経験を語り、
　 記録に書いてみよう～
現役時代やその後の地域活動、ボラン
ティア活動など、自分の人生を振り返
り、その経験を次の世代へ伝えるため
の記録づくりを学ぶ。
6月22日（土）13時～16時に区役所４
階４Ｄ会議室で。泉区在住20人
　6月14日までに応募用紙に記入し
郵送、FAXかＥメールで
　地域力推進担当
　800-2333　　800-2505
　iz-chiikiryoku@city.yokohama.jp
■ 「なるほど！ 世界遺産講座」（全3回）
世界遺産検定マイスターを招き、世界
遺産や地域の魅力を学ぶ。
①６月27日②③７月４日・25日の木曜
10時～12時、区役所４階４AB会議
室、40人。（区内在住・在勤・在学者で３
回受講できる方を優先）応募者多数の
場合、抽選で6月24日までに全員に結
果通知します。
講師:世界遺産アカデミー認定講師、

世界遺産検定マイスター
①③片岡英夫さん②根本潤子さん
　6月18日17時までに、ホームページ
応募フォームか　、　、Ｅメール、いず
み区民活動支援センター窓口（1階
104窓口）で氏名及び日中連絡がとれ
る　·　·　·年代·講座をどこで知ったか。
　いずみ区民活動支援センター
　800-2393　　800-2518
　iz-kuminkatsudou@city.
　yokohama.jp
■ 「横浜市認定！ 男のハマトレマス
　 ター講座」（全４回）
ご当地体操「ハマトレ」の解説と実践。
効果的な動き方について学ぶ。全回出
席者に修了証とDVDを交付。
①7月8日②7月22日③9月30日の
月曜9時～12時④8月～9月の間に1
回15～20分程度の活動有
場所：いずみ中央地域ケアプラザ他
講師：横浜市体育協会　他
対象：区内の活動団体に所属する男性
で今後ハマトレを活動に取り入れたい
方、全回参加可能な方先着20人
　6月11日から　・　・　を記載して電
話かＦＡＸで　　介護予防事業担当
　800-2435　　800-2513

　健康・相談

※会場の記載のない場合は区役所で実施
■ 生活習慣改善相談（予約制）
○生活習慣相談
保健師･栄養士による健康相談､禁煙相談
6月14日·28日（金）、7月9日（火）9時～
11時　　　電話で健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
○食生活健康相談
栄養士による食事相談6月14日（金）9
時～11時、13時30分～15時30分
■ HIV（エイズ）検査･梅毒検査（予約制）
匿名制。エイズに関する相談も。毎週
月曜、9時～9時30分。
　　前の週の金曜16時までに電話で
健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
■ 女性の健康相談（予約制）
助産師による健康相談。月～金曜（祝
休日は除く）8時45分～17時
　　電話で子育て支援担当へ
　800-2447　　800-2513

健康・相談

泉区役所からの

イベント 講演・講座 かた  おか ひで   お ね　もと じゅん こ

元気の出るまち泉元気の出るまち泉
第3期泉区地域福祉保健計画 緑園地区社会福祉協議会 会長　菅野 英夫 さん

子育てから高齢者の
　　ふれあい・交流の場で地域のつながり

　緑園地区では目指すまちの姿として「緑豊かな心あふれるまち！福祉活動
の充実で安心して暮らせるまち！」をスローガンに活動しています。そのため
には人・活動・団体の「つながり」の輪が広がるまちが目標です。地域も開発
以来３０年が経過し、少子高齢化が急速に進んでおり、平成から令和に向か
う中、子育て世代から高齢者までふれあいの場・交流の場が欠かせない地
域の状況にあります。
　子育て支援では平成２９年から「キッズフェスティバル」を開催し、地域の子
育て支援団体が一堂に会し、未就学児童の集いの場を開催し子育て支援団体

や子育て世代同士のつながり
で子育てが安心して出来るま
ちをめざしています。また「ふれ
あいチャリティフェスティバル」
は毎年100組以上の参加があ

り、カラオケや踊りなど終日ふれあいながら楽しむイベントです。
　春は地区社協が秋は緑園シニア連が担当し恒例となっています。秋に開
催の「福祉ふれあい祭り」は毎年４０団体が参加する地域交流の場であり三
世代が集うふれあいの場となっています。今年度で２０周年を迎え欠かせな
いイベントとなっています。イベントを通して「つながり」を深め誰もが安心し
て健やかに過ごせるまちづくりに各種団体と協働で取り組んでまいります。

事業企画担当　　800-2433　　800-2516福祉ふれあい祭り
ふれあいチャリティ　フェスティバル キッズ　フェスティバル

すげ  の    つね  お


