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発行：泉区役所地域娠呉線
いずみ区民活動支援センター

匿塾講座『コミュニティカフェの魅力を感じてみよう』匪塾参加者眼区人財バンク体験割囲‥展示団即あ

なたの作品を「中田駅・立場駅泉区民ギャラリー」で展示しませんか？』匪蜜‥メンバー『イキメンプロジェク唖

圏‥講座『いずみ野菜deおしゃれにおうちごほん』 いずみ多文化実生コーナーからのお知ら

ア入門講座受講者募集、いずみ野地域ケアプラザ日本語教室ボランティア募集』

の事例集を配布中です朝 泉医大財バンク からのお知ら

匪到読演会『あなたの「活」場所、見つけてみませんか？』

㌣中速噴映写

募集萎
＿。。。＿9，日。”講書－山一＿強要－j

『日本語ボランティ

区政推進課からのお知ら 『泉区地域

『30年度版冊子を配布中です！新規登録　訪問記』

『蜜ミ粗ここティカフェの魅力を感じてみよう』講座

さまざまな人が気軽に集まり、おしゃべりをしながらお茶を飲んだり、時にはミニコンサートで

ゆったり時間を過ごしたり、小物作りのワークショップに参加したり…。“ひとの魅力，，ど‘まちの

可能智を広ぼる好事ミュニティカフェ』を始めるための、入門講座です。

第1回『多彩なコミュニ母イカフェlこ学ぶ

＿箋15の畢馳

6月23日（土）10時から12時30分まで

泉区役所4階4ABC会議室

第2回田ミュニチイカフェを始める

7っのツボ証

、7月7日（土）10時から12噂まで

泉区役所l階IA会議室

※第2回終了後に、後日「港南台タウンカフェ」の視察も予定しています。

嚢対象　コミュニティカブ尋こ興味のある方や団体先着30人

（泉区在住・在勤者擾先、どちらか一方の参加も可能です。ただし、第掴、第2回とも受講する方

を優蒐します。また、すでにカフェなど「地域の居場所」を運営している方もお待ちしています。）

斎藤保氏（株式会社イータウン代表取締役l横浜ヨミュニチイカフェネットワーク代表）

簑申込み　5月11日給）8時45分から先着順
ホームページ応募フォーム、電話、FAX、

メール、当センター窓口で受け付けます。

応募フォームはこちらから→
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各種申込み、お開合竜は

蔓∴∴∴美嚢

いずみ区民活動支援センター

℡：800－2393　取Ⅸ‥800－2518

メール：iz・kuminkatsudou＠cityiyOkohama．jp

ホームページ：
いずみ‾富民活動支援云タ－、鯨亀． 

固　氏名、日中連絡がとれる電話番号、
又はメールアドレス、住所、年代、

（あれば）所属団体名をお知らせくだ

さい。
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〒245・0024

泉区和泉中央北5－1・1
泉区役所l階104窓口

開館時間

（月）～（金）8時45分から17時まで
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≪先割慎≫　5月11。（金，8時45分から講読
あなたの家のすぐそばで開催！

泉医大財パンク
お申込みはいずみ区民活動支援センターへ（本紙1両参照）

電話、弧、窓口で受け付けます！

◆日程、会場は変更になる場合があります。

◆お申込み時にご希望の体験会、お名前、電話番号、年代をお知らせください。

※費用について　※1は300円　※2は1，000円

※3ば手形アート300円、アルバム400曹　※4はl00円　※Bは1，000層以内

1 �会場　－ �車すみ鴎親吏謹めター ��泉公会堂 

2 �億験白く曜日） �6月6早く水）二 �6月20－日（水） �6月5日（火） �∴6月7日（木） �6月7日（ネ） ��6‾月8日（金） �∴6月‾18日（金子i 

章一 �時間 �13：00～1猟場 �13：00－15舶 �10：00一12：00 �9：30－1100 �10：00－－11：115－ ��9：45－－11：45 �10；30－12：00 

4 �内容 �パソコン（簡単な チラシ作り） �気象説明＿，実験 �いろいろな外国 語で親子ゲーム �ヨーガ �骨盤体操 ��若付け �フラワーアレン ジメント 

5＼ �登録名 �泉区Pc友の会 �“お天気あれこれ” �泉区ヒツポ �チャクラ �骨盤体操教室 ��着つけサークル �ローズフラワー 
※費摺あり �※1 �お気軽サークル �ファミリークラブ＿ �����藷2 

6 �持ち拘 �パソコン（なけれ �なし∴ �なし �ヨガマット、動き �動きやすい蝦 ��詩飽く電段着）、小 �ハサミ、ゴミ繋、 ぼ貸出あり）＿、‾ ���やすい服装、タ �i凌、タオル：‾ ��勅一式（なければ �タオル、詩も掃 
筆記用具 ���一才砂、欽勃 �一飯坤 ��一見掌のみも可） �‾り袋 

1 �ーいずみ野∴ 地域ケアプラザ／i �＼泉ふ瀧あい水上ム � � �本条婆麺培 守濡象賄う∴ �介護若人保健旋鼓、 鳴ららの畢」一 一（申田町） ��史飯田地底センター 

∴2∴ �‾6月15／β（金）∴ �ー‾＼6／札9＼自（士）－ �－6月12古く火） �6月114日（未） �ie‾扉6／畠i（土） �‾‾6＿月 �－21＼E（木） �6月1日（金） �6高一く亘（金）∴ 

3 �18訂5・－19：45／ �10：00－－12：00 �10：00－11：30 �9；30■｝12：00「 �‾9；00－1＿2：00 �10：－00ふ12／：的1 ��13：10－15：00 �＼略語0－14：45 

、a �フラダンス �おもちゃ悠瑛二＿ �字音でサロン体験 �‾音詩訳“ �＼iじゃがいもめ駁稜 1練験＿＿ �＿介霞ボランティア 体験／／ ��‾初心者向け ヨーガ �、＿水彩画　こ 

＿＼5－ �プアマナ＿＼－ プラク亭プi／ �おもちゃの病院－ ドクトル・ベアーズ �泉医学宙てサロン 運営雲貴会 �害官款薄ランデイブ ＿いずみ∴ �泉区農築応援隊 �∴ナルク横浜 ��ヨーガ・カヨ／ �i四季の会i 

6 ／；！ �、勅書やすい服i 装タオレ �あれば工具鯨し くでも可） �‾な �なし �暖手、1度観、軍手i ／恕ど箆棒案のでき る職裳、タオル、 飲掬 �ーエプロン　ー ��動きやすか脹‾一 芸、タオル、＿ ／録鞠 �水彩画の道具 ‾くなければ貸錐 ＿あ現 
敵軍‾、， ��よし　－ 

／／1車軸区的＿－ （ ��i i‾圭飯田 �中衛町内会錠、 �壷石高婆夕貴ブ ��下請哀 �i＼畠習合 �＼＼話語＼ii／ �立溺増産センターー 
地嬉ケアプラザ �は飯田敬う �（串 �＼国東） �絶域ケアブ諦 �バこかヽイム　‾ �地域ケアブラす 

21 �∴6月15／日（金）二 �6月却鼠（j揮－ �16月＿13号（水） �6－月3日＿〈月） ��6‾月14日（末「 �6月4日（月） �6月11日（月） �6月12日（火）∴ 

3‾ �113肇一14：網　－ �9：30・－1巨釦 �1臓00・－12：00 �l∴2 �30－16ニ30 �1‾6：40－17：50 （幼児一小5）＿★注 �10：00～12：00 �10：00－12：00 �9：30－1士45 

4 �写真＿＿ �一転働防虫体操‾＿ �諒闇防止椅操－ �囲碁 ��キッズダンス �手形アートまたは ア）レくムの制作 �ウクレレ演奏 �写真 

5 �フォトいずみ‾ �貯筋クラブ＼ �卓村体操クラブ 繋1 �寿石囲碁クラブ ��フ重アリーキッズ �手形アート＆－ アルバム教室 ＼‾、‾cnopg嗣S※3 �緑園ウクレレ クラブ※4 �フォトクラブ それいゆ 

－　6 �なし 」＿＿ �動きやすい服 �動きやすい服 �＿なし＿ l ��動きやすい服＼ �◇亭形アート：ハ サき．薄ら頼り袋 �＼あればウクレレ �なし 
装‾、タオル、 �装、タオル、 ���装、タオル、 �◇アルバム：写／－ �（なければ貸出 i飲観、靴 ！ �飲物、艶＿ ���i飲物、室肉親 �i襲、ハ号室、悌り、 持ち締り畿 �、あり、5台まで） 

☆lか6以上は18：00～19；10 

「； �i畦据謹琵センターー ��一声蛮苑岳治会館l i〈＼由国憲） �巨聖地霞センタ÷ 
2 �6月12日（葉上 �6宛23日（圭） �6月4白く月） �軍馬8牒唾） �／6完工亘姫）i �㊥貞雄呂掴） �6月捻置く金i）＼ �6月23日（土） 

3 �13：80一‾14：的 �12；駒～14：00 �13：00－16：00　＿ �js：00～16：的 �9：00一か13：00 �13；15一一14：45‾ �12：00－15：00　＿ �／12：00～15：08 

4 �太遊撃 �詩吟　‾ �詩吟 �スポーツ吹矢 �頚理“会食 �英語款（ポップス）i �健擬緒操 �ハワイアンバンド 演奏／ 

5 �泉大正琴サークル �いずみ吟詠会 �泰時通念 �泉中川故実岡持会 �喰っキング※5 �中川ポップス‾ �／気功健康衛燥※1 �アロハ・サウシズ 

＿6 �あれば天涯琴‾ （叡すれば貸出あ �なし �箸謡馬具 �動きやすい服装 �エプロン　パン �i寧謡馬具 �動きやすい服 �あればウクレレ 
り）、メガネ（必要 な方）－ ���（吹矢は賃的 �ダす、ふきん ��裳、密オル、 飲物 �等楽轟く卒けねは 貸薮あり） 

1 �中田竃ミiニチイ的え �中田中学校＿ �申日経下会館 �中庄薮自治会館 （上蓋田町） �中細国事遇二子で 雨具 �中和困中学校 �‾西が圃‾コむ二両 的え �会培 

2 �6月5日（水）． �6月3日（日） �‾6月12－日（火） �6月6日（水）－ �6月6日（水） �6月1－0訪日） �6＿号12早く火） �‾‾蘇験日（曜日） 

3 �13：30～15＿：00 �13：関～14：30 �9：30－12：00 �10：00－12：00 �13：00－15：00＼ �14：00・－16：－00　‾ �13：bb二・15：30 �時間 

4 �ストレッチ �居合道 �剣重奏 �脳トレ �カントtj－ダンス �木軽挙 �写真 �内容 

5　＿ �ストレッチゐ会 バスタオル2枚、足元∴ 用タオ樹枝、汗拭き＿ �泉居合道会 �鏡日本剣諸表 �脳いきいき中島殻 �中和由カントリー �泉太極拳クラブ �フォトサ÷ウル �登嫁名 ‾現代舞鏑 動きやすい撮蓑、 足 �教委※4 �ダンス かかとの低い揚 　●′ ��オーロラ 写真5枚程度＿ （USBに入れて持 �※嚢翻あり 

6 ��ー動きやすい服 装タオル飲 ��なし ��動きやすい服 ��／持ち物∴ 
タオル千枚、あれ嬢ウ オーキング碍ボール �物、∴　、 �袋、輔（帯は羊 巾で可、貸出あり） ��（あればハレー シューズ） �芸、タオル、 ／飲物 �参。なければ農学． のみも可〉 



吾宅配閣÷勘’二三嘱i、’糞鯖蛾施、
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室曇墓曇 あなたの作品を『中田駅・立場駅泉区民ギャラリー』で展示しませんか？

京子了　”一々　1ミ寒　　　ゝ　　　■’　　　　　　　　．、

薫　写真、絵画、工作物、手工芸品などの作ぎ

産品を繊維しているサークルや団体の皆さ、

；ん！泉区民ギャラリーで皆さんの作品を展
J示しませんか。

÷　当センターでは∴5月18日まで展示を希

毛望する団体を募集車です。活動の成果で

亨ある作品を多くの方に見ていただくだけで

享なく仲間募集の活動PRにもご利用いた
・こだけます。

霧
も、　　　　　　　　　　　く耕一　　　　へ－u

パパさん集まれ！

「泉区民ギャラリー利用要項」（当センター窓口や

ホームページ、または地区センターや地域ケアプラ

ザでも入手可能です。）をお読みになり、必要書類
をそろえて、いずみ区民活動支援センター悪日（本
紙1両参照、郵送可）へ提出してください。

申込締切　5月18日（金）【必着】

イキメンプロジェクト

宙泉医事どもアドベンチャー201翻

8月3日（金）に、泉区役所で閲鰹する『泉区

子どもアドベンチャー2018也で、先輩イキメン

達と一緒にワークショップを手伝ってくださる

パパさんを募集します！夏休みの思い姐づくりに

親子での参加も構いま軽ん。

詳しく績当センターまでお開合蜜ください。

蜜一対象‥手書で中のパパさん

蜜申込受付‥5月15郎欠席蒔45分から

窪申込放 当センター（本綬工藤渉照）

詳しくはホームページまたは当センターまでお聞合せ

ください。

家書や育児だけでなく
“地域活動も楽しむパパ’’を、

とは？「ィタメン」と地域の域をもじって

イキメンと呼んでいます。

いずみ多交雑恭生コーナーからのお知らせ

⑬日本語ボランティア入門講受講亭圏

菱日時：6月4・18・25日、7月要目（6月11。繭ま軌。）

毎週鯛）9時45分から11時45分まで

董会場：泉公会堂第2会議室

萎人数：12人

竃申込み：5月11日｛金）8時45分から先着頗
氏名及び日中連絡がとれる竃話番号を明記し、FAX（下鶉参

照）かメール（iz・ねも関心軸．yokohama．jp）又は連接窓口

（3階309窓口）へお越しください。縁語できか場合のみ連絡）

泉区 �民ギャラリー �一幅． 

ママさん彙まれ！
≪関耀矛告≫

講座畦もずみ野菜deおしや拙二おうもご掛軸
一近くの畑で語った野菜が、その日の食卓に並ぶ幸甚～

‘‘地産地消の任華人’’椿置樹さんを南が講鯛に撞き、

いずみ野菜を使ったおしゃれなレシピの紹介や春季農

家さんの論議や交流案なき、おいしく楽しい講座を開

健します。麗しくぼ貸せシターホームページや、広親展重

はま6月号をご覧く磐さい。（5月申句から募集開始奇麗、

旛募者多類の場合は抽選となります。）

琵日時高月6日（金）10時から12時30分まで

霞会場：いずみ野地域ケアプラザ

萎対象：お子様やご家族に薄いしい野菜を

食べさせたいママさん30人

主催待、すみ区民活動支援センター

協力：泉区農業応援隊・区政推進課

②いずみ野地域ケアプラザ日本語教室
ボランティ確固

5月9日（水）からいずみ野地域ケアプラザで新しく

開催する日本語教室の日本語ボランティアを募楽しまず。

新しい日本語教室をいっしょにつくっていきましょう；

㌻日時：第2・第4（水）9時30分から11時30分まで

蜜会場いずみ野地域ケアプラザ

曇運営二多文化まちづくり工房（早川秀樹代表）

馨宣込み‥日本語ボランティアとしての参加希望又は見学希望

の方は、氏名及び日中連絡がとれる電話番号を明記して

①②晦聞合せ　泉区役所　地域振興課　309窓臼 ℡800・2395　蜜AX　幼時2507

区政推進課からのお知らせ

ください。お間合軸ま左記までご連絡をお願いします。

耀唾・今生善を。才一■ミニこら一章‘e＝デ　∴関　∴‘番　も∴e虫ノエ一一や∴－，－そこ～　つき‥】〇一；謙一享

一・妻染毛

「泉区地域の事例集」を配布中です！窮鳥蓉嫌
避韓韓藷姦

【泉区役所内窓口罷布（1階）】霊媒寧
・広報相談係（101窓口）

・いずみ区民活動支援センター（104窓口）

※この他、お近くの地区センターなど

区民利用施設においても配布予定です。

「住んでいてよかった」と思える

まちづくりを地域主体の活動で積

み重ねてきた泉区の知恵や工夫が

詰まった事例集『泉区の地域力継

承一心合わせて－』が冊子にな

りました。

泉区ウェブサイトにで、より詳細な
写英や蒋諒を公開しています。

牢牽牽空将
お扉合せ泉区役所 
区政推進課把捉方推進担当 
電話1800－2333　撹lX　800・2505 



泉区人財バンクからのお知らせ

様々な特技を活かして活動している登録
者隋報が満載された『平成30年度版泉区
人財バンク』の冊子を、当センター窓口や、

泉区ボランティアセンター（泉区社会福祉

協議会内）

80年度版冊子を配布中です！

パフォーマーや講師をお探しの方や、人生

を豊かにする地域活動・サークル活動をお

探しの皆さん、ぜひこの機会にお手に取っ
てご覧ください。冊子は、地区センターな

家塵人財パンク　蜜q

ホームページも、新規登録

者情報を続々と更新中1協議 電 ▲． �護で配布中ですo　　謂謙誓用施設などでもご覧鷺誓寧 

瑠登録名 �指導 披露 �仲間 募集 �内容 
ギターアンサンブルメロディアー ��＼○ �○ �クラッシクギターの合奏やソロ演奏を行います。 

＿旗話術を広める会 ��○ �○ �経験がなくても楽しんで活動できます。イベント出演やく1日講座も行います。 

（善道）葉月会 l �� �○ �仲間作りも行いながら、楽しく練習します。 

ボールペン字さくら会 �� �○ �仲間と典に上達し、書ける楽しみを体感しましょう。 

（ポーセラーツ）佳麗玲子 ��○ � �i特殊な転写紙を白磁に貼り、オリジナルの食器などを作ります。＼ 

焼き絵の合一【マ「ブル・アルブル】、 ��主ibi－ ��∴霞熱ペンで板を焦がし、絵を完成させま／す。 

フラワーインストラクターアンジエリケ ��Oi ��季節の生花やプリザーブ／ドフラウ÷みァレンジネジトを行います。 

（詰側聞∵志度若音－＼、／ ��Oi ��ゆかだ、／普段着、留袖、振袖、＿紋付などの着付けを指導します。 

＼（歴史金砂大河ドラマを楽しむ会 ��∴○： � �大河ドラ三を通じて、皆で語らい、歴史好きを増やしたい。 

いずみ区民活動支援センター職員が、泉医大財バンク登録者の活動場所を訪問し、取材しました。

ちくちく

「ちくちく」は∴ちりめんを使った

お人形や、小物入れ、お財布などを

制作する平成幼年に発足したばか
りの新しいサークルです。初心者で

も気軽に参加できます。講師の相馬

さんは、作品が出来上がって皆さん

が喜んでくれた時が一番うれしい

そうです。いっも笑いが絶えず、素

緻な作品を制作しています。

活動日一瑞所

第4（末）12時00分から汚時まで
いずみ区民活動支緯センタ一

重二重亘二重東名
ホームページではもっと詳しい情報や写真、

緑園マザーズゴスペル

「緑園マザーズゴスペル」は発足し

て18年です。全身を使って歌うゴ
スペルは、心や棒にそして美容に

も、とても良いそうです。取材をし
た活動PR展の発表では、それぞれ
のパートに分かれ、皆さんが楽しそ

うに歌う姿が印象的でした。初めて
の方も安心して参加できます。健康

的に楽しい音楽ライフを是非体験
してください。

活動自重場所

毎週（火）10時30分から12時30分まで

相鉄恵方韓が原駅や緑園部市駅

近くの会瑞

これまでの訪問記を公開中！

霧語義宣会
《

輯撃李多選　恵二軸ここ二二曽船主三千ヽ

『あなたの「活」場所、

ブロックフレーテ

「ブロックフレーテ」とはドイツ語

でリコーダーを指します。演奏者の

早田さんによるリコーダー独奏で

す。取材日は、透き通った音色が心
地良く会場に響き、観客の皆さんも
一緒に歌い、楽しんでいらっしゃい

ました。軍団さんは、これからもレ
パートリーを増やして演奏技術を

磨き、様々な出会いを楽しみにして
いらっしゃるそうです。（バロック

音楽、ジプリ、ディズニー映画音楽
などを綾醸します。）ピアノやバイ
オリン等との協演もしてみたいそ

うです。

演奏依頼・協演などお聞合せは、

当センター（本紙1両参照）まで

蛋i重訂∴草子計‾唾蝕一　　　　食翁へ　　　看お　　一　丁測サ　　　　　　　重　み　，暴き蚤

見つけてみませんか？』
一地域活動に参加することで

自身の産廃づくりにも役立ち、地域も元気になる～

馨諮繭：菱沼幹男氏
（日本社会事業大学准教授）

日時：6月23日（土）14時30分から16時30分

会場：泉区役所4階　4ABC会議室

対象：泉区在住・在勤の方

人数：100人

申込受付：5月11日（金）9時から先着順

申込み・お聞合せ：泉区社会福祉協議会へ電話（802－2150）

またはEAX（804－6042）で直接お願いします。

主催：泉区社会福祉協議会

共催；泉区役所高齢・障害支援課、区内地域ケアプラザ
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