




令和4 年 火災・救急状況 

■ 市内の火災件数・原因（前年同月比）＜令和４年１月から８月 31 日まで＞ 

火災原因のうち最も多いのは「たばこ」次いで「放火」 

 
 

■ 区内の火災件数・原因（前年同月比）＜令和４年１月から８月 31 日まで＞ 

 令和４年 令和３年 増減 
火災件数 15 件  21 件  △６件  

種
別 

建物 ７件  18 件  △11 件  
車両 ３件  ２件  １件  
その他 ５件  １件  ４件  

主
な
出
火
原
因 

電気機器 ４件  １件  ３件  
たばこ ２件  １件  １件  
こんろ ２件  ３件  △１件  
電灯・電話等の配線 １件  １件   
放火（疑い含む） １件  ２件  △１件  

焼損面積 ３㎡  287 ㎡  △284 ㎡  
死者数 ０人  １人  △１人  

負傷者数 ２人  ４人  △２人  

■ 区内の火災（７月・８月発生分） 

① ７/４（月）磯子三丁目（建物火災） 

② ７/13（水）上中里町 （車両火災） 

③ ８/15（月）磯子七丁目（建物火災） 
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■ 区内の救急件数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

救急⾞の適正利⽤にご協⼒ください！ 
 

本年中の救急出場件数は、市内、区内ともに昨年中と⽐べ増加しています。 
救急⾞は、事故による⼤けがや命に関わる病気で緊急に医療機関へ搬送する時に利⽤す

るものです。しかし、近年、極めて軽い症状や、通院のためなどのタクシー代わりと思わ
れる救急要請もあります。このことにより、⼀刻も早く救急搬送が必要な⼈への対応が遅
れることがあります。 

このままでは、救える命も救えなくなるかもしれません。真に救急車を必要として

いる人のために、救急車の適正利用について、皆様のご協力をお願いします。 

 
 
 

急な病気やけがで救急⾞を呼ぶか迷ったら‥ 
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区内   7,442 件（昨年⽐ 1,305 件増） 
市内 163,237 件（昨年⽐ 27,674 件増） 

 
■横浜市救急相談センター 
☎＃7119 または☎045-232-7119 
（年中無休、24 時間対応） 
 
・救急⾞を呼ぶべきか 
・医療機関へ⾏くべき症状なのか 
・どこの医療機関で受診できるか 

 
■横浜市救急受診ガイド 
パソコンやスマートフォンで、急な病
気やけがの緊急性や受診の必要性を確
認できます。 
 
 横浜市救急受診ガイド   検索 



 
 
 

新型コロナワクチン接種事業について 
 

 新型コロナワクチン接種について、オミクロン株対応ワクチンによる接種の実

施に向けて準備を進めています。 

 

＜オミクロン株対応ワクチン接種の概要＞ 

１ 接種対象 

  １･２回目接種を完了した 12 歳以上の全ての方 

※これまでの４回目接種対象者は、60 歳以上の方や重症化リスクが高い方等

に限定されていましたが、新ワクチン接種では、その限定がなくなります。 

２ 接種時期 

国から、当初 10 月半ばから開始としていた接種を９月に前倒して始めるよ

う通知があり、本市においても速やかに接種が開始できるよう準備を進めてい

ます。（開始時期・接種間隔ともに未定） 

３ ワクチンの種類 

オミクロン株対応ワクチン（従来株、BA.1 株の両方に対応した２価ワクチン）

で、重症化予防効果だけでなく、感染予防効果や発症予防効果も期待されてい

ます。 

・ファイザー社ワクチン（12 歳以上）※薬事承認申請中 

・モデルナ社ワクチン（18 歳以上）※薬事承認申請中 

４ 接種場所 

（１）個別接種：市内医療機関約 2,000 か所（予定） 

（２）集団接種：市内９か所程度 

（３）施設接種：市内高齢者施設等 

５ 予約受付体制 

市予約専用サイト（web）、市 LINE 公式アカウント、予約センター(電話）、 

FAX 予約（耳の不自由な方）、 

予約代行（郵便局：市内 302 局予定、区役所ワクチン相談員） 

 

市 連 会 ９ ⽉ 定 例 会 説 明 資 料  
令 和 ４ 年 ９ ⽉ 1 2 ⽇  
健 康 福 祉 局 健 康 安 全 課  



６ 接種券 

（１） ３回目・４回目接種を受けていない方で、その回の接種券が届いている方 

・お手元にある未利用の接種券で新ワクチンの接種が受けられます。 

・対象となる方へ、予約方法等を記載したハガキを送付します。 

（２）2 回目･3 回目･4 回目接種を受けた方で、次の回の接種券が届いていない方 

・これからお送りする接種券で新ワクチンの接種が受けられます。 

・予約方法等の詳細は、接種券に同封する｢接種のご案内」でお知らせします。 

 

７ その他 

今後、国から詳細が示され本市の計画が決まり次第、広報よこはま、ワクチ

ン NEWS（紙版）、地域情報紙、市ウェブページ等で速やかにお知らせします。 

【参考】市ウェブページ「新型コロナウイルスワクチン接種について(特設ページ)」 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-
iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/vaccine-omicron.html 

  

 

 

 

 

お問合せ先 

【ワクチン接種全般について】 

横浜市新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター  

Tel : 0120-045-070 

【本資料について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当  

Tel : 045-671-4841 
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オミクロン株対応 新型コロナワクチン接種 

の実施等について 
 

 国の通知 (令和４年７月 22日付、８月８日付け厚生労働省事務連絡) に基づき、オミク

ロン株対応 新型コロナワクチン接種を実施します。  

※ 本件は、国において関係政省令改正が行われることを前提としています。 

※ 今後、国の方針等に変更があった場合には、適宜計画を見直していきます。 

  ※ 関連する予算の成立を前提としています。 

  

１ オミクロン株対応ワクチンの接種対象等 

(1) 接種対象者 

従来のワクチンを２回以上接種した 12歳以上の全ての方 

対象者数 

約 302 万人（令和４年９月５日時点） 

【内訳】４回目接種済者：約 81万人、３回目・４回目未接種者：約 221 万人 

      ※３回目・４回目未接種者には、接種可能となる日の約３週間前に既に接種券を送付 

しているため、速やかに接種可能 

(2) 使用するワクチン 

オミクロン株対応ワクチン（従来株、BA.1 株の両方に対応した２価ワクチン） 

・ファイザー社ワクチン（12歳以上） 

・モデルナ社ワクチン（18歳以上） 

※ 今後、オミクロン株（BA.４/５）に対応した２価ワクチンへ切り替わる 

可能性があります。 

(3) 接種間隔 

前回接種から５か月以上  ※今後、接種間隔が短縮される可能性があります。 

 

２ 予約開始日 

令和４年９月 22日（木）午前９時～ 

※ 既に従来ワクチンで３・４回目接種を予約済みの方への対応は別紙「１.従来ワク

チンを予約済みの方への対応（３回目・４回目接種）」をご参照ください。 

 

３ 予約受付対象者 

「１(1)接種対象者」のうち、前回接種から５か月以上経過した全対象者の予約を受付 

  

 
令 和 ４ 年 ９ 月 1 4 日 
健康福祉局健康安全課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏面あり 
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４ 接種体制（接種場所） 

４回目接種に引き続き、個別接種を中心としながら、集団接種会場を設置し、円滑な接

種を進めます。 

 

接種種別 

(使用ワクチン) 

接種開始 

時期 
接種体制 

施設接種 

ファイザー社 

モデルナ社 
 

ワクチンが

届き次第 

 

・４回目未接種の入所者等を対象に接種を開始 

個別接種 

ファイザー社 

モデルナ社 

 

※医療機関によっ

て、使用するワク

チンが異なりま

す。 

速、 

9/26（月） 

 

● 市内医療機関：最大 約 2,000 か所（予定） 
 

・オミクロン株対応ワクチンの準備が整った、一部医療機関 

（71か所）から接種を開始し、順次拡大します。 

【上記約 2,000 か所の内数】 

・かかりつけ患者以外にも広く接種を行う医療機関数 

約 1,200 か所 

※うち、市予約システムで予約可能な医療機関数 

約 900 か所 

 

集団接種 

(ファイザー社) 

  

※ワクチンの種類

は、国からのワクチ

ンの供給状況によ

り、今後変更となる

場合があります。 

10/7（金） 

以降 

● 集団接種会場：９か所 
 
・多様なライフスタイルに合わせたワクチン接種ができるよ

う、週５日、夜間や早朝を含めた曜日・時間帯（10時頃～

20時頃）で開場します。 

・横浜駅西口会場では、さらに木・金曜日の夜間（23時 45分

閉場）・土曜日の早朝（7時 45分開場）の時間を延長しま

す。 

・また、11月に新たな会場（２か所）を設置します。 

 ※ 詳細は、別紙「２.集団接種会場一覧(10 月)」をご参照 

   ください。 

 

 

  

次頁あり 
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５ 個別通知（接種券） 

３回目・４回目を接種していない方で、 

９月末までに個別通知（接種券）が届いている方 
２回目・３回目・４回目の接種をした方で、 

次の回の接種券がまだ届いていない方 

【接種券】 

既に封書でお届けしている３回目（緑）また

は、４回目（ピンク）の未利用の接種券で接

種できます。   

 

【個別はがき】 

予約方法や、接種券を紛失した際の手続き 

等を記載した「個別はがき」を全員に送付 

し、ワクチン接種の開始を周知します。 

(10 月上旬～中旬） 

 

※接種券を紛失・破棄した場合の接種方法

は別紙「３.接種券を紛失・破棄した場合

の接種方法」をご参照ください。 

【接種券】 

10 月３日（月）から順次、オミクロン株対

応ワクチンの接種が可能となる時期（※）

に、新たな個別通知（接種券）を発送します。 

 

※２回目・３回目・４回目接種から５か月が

経過する約３週間前 

※詳細な発送スケジュールは、別紙「４.個
別通知(オミクロン株対応ワクチンの３
回目、４回目、５回目)発送スケジュール
目安」をご参照ください。 

 

６ 予約方法・予約支援等 

  ・接種は事前予約制 

  ・直接、予約を受け付ける医療機関については、個別通知に同封の医療機関一覧 

（区ごと）をご参照ください。 

・市が予約を受け付ける接種場所の予約方法は次のとおりです。 

  (1) 市予約専用サイト(Web)【推奨】  

    URL: https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama (24 時間受付可) 

  (2) 市公式 LINE 

 「横浜市 LINE 公式アカウント」を友だち登録 
※ LINE から予約アカウント情報を登録すると、予約専用サイト(Web)で 

予約できなくなります。 
(3) 予約センター（電話） 

  電話番号：0120-045-112（午前９時～午後７時 土・日、祝・休日も実施） 

(4) FAX(耳の不自由な方でインターネットでの予約ができない方専用) 

  FAX 番号：045-550-4226 

(受付時間：月～金曜日(土・日、祝・休日を除く)午前９時～午後７時) 

  (5) 予約代行（郵便局・区役所ワクチン相談員） 

パソコンやスマートフォン等をお持ちでないなど、インターネット（Web）での予約

が困難な方を対象に、市内郵便局（一部を除く）や、区役所ワクチン相談員による予

約代行を実施します。予約の際は、個別通知（接種券）をご用意ください。 

※ 予約代行は、市が予約を受け付ける医療機関と集団接種会場のみ受け付けます。 

※ 詳細は、別紙「５.予約代行」をご参照ください。 
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【参考】１・２回目接種が受けられる場所（従来ワクチン） 

１・２回目接種については、オミクロン株対応ワクチンではなく、従来ワクチンを接種す

ることになっています。１・２回目接種用として、市内 10 か所の医療機関で、従来ワクチ

ン（ファイザー社）の接種が受けられます。 

※詳細は、別紙「６. １・２回目接種が受けられる場所」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

１～３ オミクロン株対応ワクチンの接種対象等、予約開始日、予約受付対象者、６(4)FAX 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鳥丸 雅司 Tel 045-671-4841 

４ 接種体制(接種場所) 

【施設接種】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 八木澤 勉 Tel045-671-4841 

【個別接種】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 曽我 直樹 Tel 045-671-4841 

【集団接種】 

   健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 中村 昭夫 Tel 045-671-4841 

５ 個別通知（接種券） 

  健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鈴木 真実 Tel 045-671-4841 

６ 予約方法・予約支援等 

(1)、(2)予約専用サイト・LINE 

   健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 奥津 直臣 Tel 045-671-4841 

(3)、(5)予約センター（電話）、予約代行(郵便局・区役所ワクチン相談員) 

   健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 丸山 真隆 Tel 045-671-4841 

【参考】１・２回目接種が受けられる場所（従来ワクチン） 

  健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 曽我 直樹 Tel 045-671-4841 
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１. 従来ワクチンを予約済みの方への対応（３回目・４回目接種） 

オミクロン株対応ワクチン接種の準備が整った接種会場から、次のとおり、従来ワクチ

ンからオミクロン株対応ワクチンへ切り替えます。オミクロン株対応ワクチンの確実な接

種をご希望の場合は、改めてご予約ください。 

【個別接種】 速、９月 26日（月）接種分から順次切り替え  

※切り替え時期は個別医療機関によって異なります。 

【集団接種】９月中の接種では、従来のモデルナ社ワクチンを使用します。 

10 月７日（金）からオミクロン株対応ワクチンを接種します。 

接種実施日 会場名 使用ワクチン 

9/16（金） 

9/17（土） 

9/23（金） 

9/24（土） 

・センター南会場 

・横浜駅西口会場 

・並木中央会場 

従来ワクチン 

（モデルナ社） 

 

２. 集団接種会場一覧（10 月） 

開設日 会 場 名 住所 主なアクセス 実施日 

10/7 

（金） 

 

①みなとみらい会場 

（横浜ハンマーヘッド 

１階 CIQ ホール） 

中区 
新港 2-14-1 

みなとみらい線 
馬車道駅 徒歩 10分 
※桜木町駅・馬車道駅 
からシャトルバスあり 

   週５日 
(火・水・木・金・土) 

②センター南会場 

（パインクリエイト 

ビル３階） 

都筑区 
茅ケ崎中央 
55-1  

市営地下鉄 
センター南駅 
徒歩５分 

③並木中央会場 

（ビアレヨコハマ新館２階） 

金沢区 
並木 2-13-2 

シーサイドライン 
並木中央駅 
徒歩５分 

10/11 

（火） 

④鶴見会場 

（ＴＧ鶴見ビル７階） 

鶴見区 
鶴見中央 
4-33-5  

京急本線 
京急鶴見駅 
徒歩５分 

   週５日 
(火・水・木・金・土) 

⑤希望ケ丘会場 

（第２山
やま

庄
しょう

ビル） 

旭区 
東希望が丘 
101-5  

相鉄本線 
希望ケ丘駅 
徒歩４分 

⑥戸塚会場 

（八 恍
はっこう

ビル２階） 

戸塚区 
上倉田町 
481-1  

JR 線／市営地下鉄 
戸塚駅 
徒歩５分 

10/18 

（火） 

⑦横浜駅西口会場 

（横浜天理ビル 14階） 西区 
北幸 1-4-1 

JR 線等 
横浜駅西口 
徒歩５分 

 
週５日 

(火・水・木・金・土) 

※受付時間等の詳細は市ウェブサイトでご確認ください。 

※11月以降の集団接種体制については、改めてお知らせします。 

 

別  紙 
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３. 接種券を紛失・破棄した場合の接種方法 

   原則、接種券を再発行して、接種していただきます。 

(1)  再発行申請方法（電子申請、郵送申請、コールセンター） 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/saihakkou.html 

  ※詳細は、URL をご参照ください。 

※申請から接種券の発送まで 10営業日（土・日、祝・休日を除く）程度かかります。

なお、申請が集中したときは、それ以上にお時間をいただくことがありますので、

予めご承知おきください。 

 

(2)  接種券がない方で接種を急いでいる方 

集団接種会場限定で、事前予約の上、「個別はがき」をお持ちいただくことで、 

接種ができます。 

【接種できる会場】市が運営する集団接種会場のみ  

※接種券がない場合は、医療機関では接種できません。 

【事前予約】必要 

【接種当日の持ち物】①個別はがき、②本人確認書類、③お薬手帳(お持ちの場合のみ) 

 

 

４. 個別通知(オミクロン株対応ワクチンの３回目、４回目、５回目の接種券)の発送スケ 

ジュール（目安） 

 

発送時期（目安） 前回の接種日 

10 月３日（月） ３回目 

４回目(18 歳以上) 
５月 21日～５月 28日 

４回目(12～17歳) 

５回目 
～５月 28日 

10 月 11日（火） ３・４・５回目 ５月 29日～６月３日 

10 月 17日（月） ３・４・５回目 ６月４日～６月 10日 
※ 変更の可能性があります。 
※ 前回の接種を受けた日は、接種券用紙の右下の「予防接種済証（臨時）」でご確 
認ください。 

※ ワクチン接種記録システム（VRS）に接種情報が登録されていない場合、接種券
が発送できません。また、発送日の直前に登録されるなど、登録のタイミングによ
っては発送が遅れる場合があります。発送予定日から１週間以上過ぎても個別通知
が届かない場合は、恐れ入りますが、再発行の申請をお願いします。 

 

５. 予約代行 

①郵便局(予約代行) 

受付開始日 令和４年 10 月３日（月）～  ※土・日、祝・休日を除く 

受付時間 午前９時から午後５時まで（※1） 

受付場所 市内郵便局（一部を除く）302 か所（※2） 

備考 
予約代行のみを行い、相談等はお受けできませんのでご注意ください。 
窓口の事前予約は不要ですが、混み合う場合があります。 

※１ 商業施設内の郵便局等、一部郵便局では受付日・受付時間が異なる場合があり
ます。 

※２ 次の４か所では予約の代行は行いません。 
・神奈川郵便局（神奈川区）              ・椿ケ丘簡易郵便局（金沢区） 
・横浜市大附属病院内簡易郵便局（金沢区）・横浜卸本町簡易郵便局（瀬谷区） 
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②区役所ワクチン相談員(予約代行) 

受付開始日 
令和４年９月 22日（木）～ ※土・日、祝・休日を除く 
(オミクロン株対応ワクチン接種以外の予約代行等は現在も対応しています) 

受付時間 午前９時から午後５時まで 

受付場所 18 区全ての区役所 

備考 

予約代行のほか、直接予約を受け付ける医療機関への予約サポート、接種

証明など、ワクチン接種に関する幅広いご相談に対応します。 
窓口の事前予約は不要ですが、混み合う場合があります。 

 

 

６.  １・２回目接種が受けられる場所 

病院名 住所 

横浜勤労者福祉協会汐田総合病院 鶴見区矢向 1-6-20 

医療法人 Myクリニック My クリニックあらき医院 神奈川区白幡仲町 47-25 

医療法人 Myクリニック My クリニック神戸医院 神奈川区六角橋 4-1-1 

医療法人社団宏和会 横浜こどもクリニック 西区岡野 2ー5ー18サミット横浜岡野店 2階 

医療法人社団豊葉会 本牧ベイサイドクリニック 中区本牧原 1-22 ムラーラ本牧１階 

医療法人社団愛友会 金沢文庫病院 金沢区釜利谷東 2-6-22 

医療法人社団三雄会 かとうクリニック 港北区樽町 3-6-38 りりあタウン２階 

医療法人社団やまびこ 新横浜整形外科リウマチ科 
港北区新横浜 3-6-4 新横浜千歳観光ビル 1-4

階 

医療法人社団 鴨居病院 緑区鴨居 5-27-10 

医療法人社団 TOWA 長津田ファミリークリニック 緑区長津田 5-4-1-2 階 
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横浜市中期計画2022~2025（素案）

共にめざす都市像
明日をひらく都市

OPEN×PIONEER 2040 YOKOHAMA

　本計画では、2040年頃の横浜のありたい姿を示し、その実現に向けた基本戦略を示し
たうえで、9つの戦略と38の政策を検討しました。2022年12月予定の原案の策定に向け、
素案をお示ししご意見を募集します。

38の政策

2040年頃のありたい姿

2030年を見据えた戦略

2040年

2022年
〜2025年

2030年

財政ビジョン 行政運営の基本方針

中期計画
2022~2025の枠組み

　2040年頃の横浜のありたい姿を「明日をひらく都市」と
してお示しし、横浜に携わる、全ての人が前を向き、希望に
みちあふれた毎日を送れる、世界のどこにもない都市を目
指します。

　「財政ビジョン」で掲げた「必要な施策の推進と財政の健全
性の維持」を実現していくためには、政策の優先順位付けも必
須です。そのため、「基本戦略」への貢献度が強い策を優先して
実行していくことと、「行政運営の基本方針」を踏まえた行政
サービスの最適化（事業手法の創造・転換）をセットで進め、将
来の横浜市民を支える財源もしっかり確保していきます。

共にめざす都市像の実現に向け、特に
重要な政策の達成に向けた10年程度の
取組の方向性

5つのテーマ

01 子育て世代への
直接支援

⃝出産費用、小児医療費等経済的負担
の軽減

⃝すべての生徒が満足できる中学校給
食の実現　　等

02 コミュニティ・
生活環境づくり

⃝自治会町内会等を通じた子どもの
育み

⃝子育て世帯にも居心地の良い図書館
づくり　　等

03 生産年齢人口流入
による経済活性化

⃝生活圏内での移動利便性の向上
⃝中小・小規模事業者への支援　　等

04 まちの魅力・
ブランド力向上

⃝ガーデンシティ横浜のさらなる推進
⃝3つの動物園の特徴をいかした憩い・

癒しの場の創出　　等

05 都市の
持続可能性

⃝災害から命を守るための地域防災力
の向上

⃝ゼロカーボンシティの推進　　等

　未来の横浜を担う次世代を育むことで、共に未来を切り
拓く市民を増やし、都市の活力・持続可能性を高めます。
　横浜に関わる様々な人・団体の皆様との協働・共創を通
じて、横浜の魅力をさらに高め、

「住みたい都市」「住み続けたい都
市」「選ばれる都市」を目指します。

様々な困難を抱えていても、
その人が望む道を選択し、

みんなで応援する都市

たくさんの人が集い、
明日を感じ、

語らいあえる都市

自然や文化をはじめとした、
豊かなまちの魅力を

ひらく都市

多種多様な人の才能、
その人らしい可能性を

ひらく都市

多くの様々な企業が集まり、
つながり、新しい価値を
生み出しつづける都市

横浜が持続可能であることは
もちろん、地球における
持続可能性をひらく都市

共にめざす都市像 明日をひらく都市

行政運営の基本方針

財政ビジョン

９つの戦略

2022年〜2025年までの具体的取組

戦略に沿って4年間で重点的に推進する取組38の政策

子育てしたいまち
次世代を共に

育むまち
ヨコハマ

戦略 1
戦略 5

テーマ02
コミュニティ・
生活環境づくり

戦略 2
戦略 7

戦略 4

テーマ03
生産年齢人口
流入による
経済活性化

戦略 5 戦略 9

戦略 3

テーマ05
都市の

持続可能性

戦略 8

戦略 6

テーマ04
  まちの魅力・

ブランド力向上

戦略 7

戦略 1

テーマ01
子育て世代への

直接支援

基本戦略基本戦略
子育てしたいまち

次世代を共に育むまち ヨコハマ

横浜の未来を一緒に考えませんか？
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　10年程度の中長期的な9つの戦略を定めるとと
もに、戦略を踏まえて計画期間の4年間に重点的に
取り組む38の政策をとりまとめています。
※詳細は横浜市中期計画2022～2025（素案）の冊子をご覧く

ださい。冊子へのアクセス方法は次ページにあります。

すべての子どもたちの
未来を創るまちづくり

Zero Carbon 
Yokohamaの実現

新たな価値を創造し続ける
郊外部のまちづくり

未来を切り拓く経済成長と
国際都市・横浜の実現

誰もがいきいきと
生涯活躍できるまちづくり

　若い世代が横浜に住み、希望する人が安心して妊娠・
出産・子育てできる環境づくりなど、子ども・子育て支援
のより一層の充実を図ります。

　「自ら学び 社会とつながり ともに未来を創る人」の育成をめざし、
全ての子どもの資質・能力の向上につながる教育の充実を図ります。

　2050年のカーボンニュートラルの達成に向け、
2030年度の温室効果ガス削減目標を50％とし、市民
や事業者等の皆様と連携した取組を進め、脱炭素を通
じた本市の更なる成長につなげます。

　2030年のSDGs達成に貢献するとともに、循環型社会の構築を目指
します。

　健康で生きがいを実感し、住み慣れた場所や希望す
る場所で自分らしく暮らすことができる地域共生社会
を実現します。
　医療や介護が必要になっても自分らしく安心して生
活することができるよう、介護、医療、保健・福祉の充実
を図ります。

関連する政策
関連する政策

関連する政策

関連する政策

関連する政策

政策
1

切れ目なく力強い子育て支援
～妊娠・出産期・乳幼児期～ 政策

18 脱炭素社会の推進

政策
26

人を惹きつける
郊外部のまちづくり

政策
20 中小・小規模事業者の経営基盤強化

政策
19 持続可能な資源循環の推進

政策
27

豊かで暮らしやすい
住まい・環境づくり

政策
28

日常生活を支える
地域交通の実現

政策
21

スタートアップの創出
・イノベーションの推進

政策
22 観光・ＭＩＣＥの振興

政策
23 市内大学と連携した地域づくり

政策
24 国際ビジネス支援と地球規模課題解決への貢献

政策
25 世界から集い繋がる国際都市の実現

政策
7 市民の健康づくりと安心確保

政策
2

切れ目なく力強い子育て支援
～乳幼児期・学齢期～

政策
8 スポーツ環境の充実

政策
3

困難な状況にある
子ども・家庭への支援

政策
9 地域コミュニティの活性化

政策
4

児童虐待・DVの防止と
社会的養護の充実

政策
10 地域の支えあいの推進

政策
13 障害児・者の支援

政策
5

子ども一人ひとりを
大切にした教育の推進

政策
11 多文化共生の推進

政策
14 暮らしと自立の支援

政策
16 在宅医療や介護の推進

政策
6 豊かな学びの環境の実現

政策
12 ジェンダー平等の推進

政策
15 高齢者を支える地域包括ケアの推進

政策
17 医療提供体制の充実

戦略

1
戦略

3

戦略

5

戦略

4

戦略

2

　中小・小規模事業者の事業継続・発展に向けた支援や
多様なプレーヤーによるオープンイノベーションの推
進、外国人材・外国企業に選ばれる魅力的な環境づくり
などにより、横浜経済の更なる成長や「国際都市・横浜」
としての魅力づくりを進めます。

　良好な住環境を維持し、働き方やライフスタイルの
変化への対応、地域交通の維持・充実等により、多様な

暮らし方ができる持続可能な郊外住宅地のまちづくりを目指します。

・出産費用（基礎的費用）の無償
化を含む妊娠・出産・子育てに
かかる経済的負担の軽減

・中学3年生までの医療費助成
の所得制限や一部負担金を撤
廃し、安心して医療機関を受
診できる環境を整備

中学校給食の利用を原則とし、
デリバリー方式による供給体
制の確保と生徒に満足しても
らえる給食の提供に向け推進

新たな図書館像の構築と市民
の豊かな学び環境の充実

自治会町内会等の
運営支援の強化

商店街の活性化

・戦略的な土地利用の誘導・推進
・上瀬谷地区における新たな活性化拠

点の形成
・国際園芸博覧会の開催に向けた取組

高齢者の外出支援の観点で、敬老パス
のIC化により得られる利用実績等も
踏まえながら、敬老パス制度（75歳以
上無償化）も含め、持続可能な地域の
総合的な移動サービスを検討

市内大学の知的資源・
研究成果をいかしたさ
らなる地域貢献

生活に困窮している
人への自立支援

妊娠・出産から一貫した子ども
のための医療体制の充実

冊子
23Ｐ〜
36Ｐ

冊子
61Ｐ〜
66Ｐ

冊子
67Ｐ〜
80Ｐ

冊子
81Ｐ〜
88Ｐ

冊子
37Ｐ〜
60Ｐ

9つの戦略及び38の政策
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https://www.city.
yokohama.lg.jp/
city-info/seisaku/

hoshin/4kanen/2022
-2025/soan.html

【具体的なページや項目名】

【ご意見欄】

（例：P●の政策○○○○について）

のりしろ（ここにのりをつけてください）

のりしろ（ここにのりをつけてください）

の
り
し
ろ
（
こ
こ
に
の
り
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
）

パブリックコメントを実施します！ ご意見をお寄せください。

成長と活力を生み出す
都心・臨海部のまちづくり

災害に強い
安全・安心な都市づくり

市民生活と経済活動を
支える都市づくり

花・緑・農・水の豊かな魅力あふれる
ガーデンシティ横浜の実現

　国内外から人や企業が集い活躍できる環境の充実や
来訪者が訪れたくなる魅力的なまちづくりを一体的に
進めます。

　既存施設等の計画的な再生・機能強化、文化芸術創造都市施策による
魅力・賑わいの創出などにより成長と活力ある都市を実現します。

　大規模な地震や風水害等の自然災害が発生しても、
市民の命を守り、都市機能の維持、迅速な復旧復興がで
きるようハードとソフトの両面からの取組を進め、誰も
が安全・安心に暮らせる強靱な都市を実現します。

　交通ネットワークや国際競争力のある港などの整備
を推進し、横浜経済の更なる発展、国内外からの人・投
資を呼び込みます。公共施設の保全更新を計画的かつ
効果的に進め、都市機能の強化を実現します。

　多様な恵みをもたらす花・緑・農・水をいかした「ガー
デンシティ横浜」の推進や生物多様性保全への理解と
行動の促進、活力ある都市農業の展開を通じて、2027
年開催予定の国際園芸博覧会の成功につなげ、横浜な
らではの魅力と賑わいを創出し、自然共生による豊か
な暮らしを実現します。

関連する政策
関連する政策

関連する政策

関連する政策

政策
29

活力ある都心部・臨海部の
まちづくり

政策
33 地震に強い都市づくり

政策
36 交通ネットワークの充実

政策
31 自然豊かな都市環境の充実

政策
30

市民に身近な文化芸術創造
都市の推進

政策
34 風水害に強い都市づくり

政策
37 国際競争力のある総合港湾づくり

政策
35 地域で支える防災まちづくり

政策
38 公共施設の計画的・効果的な保全更新政策

32 活力ある都市農業の展開

戦略

6
戦略

8

戦略

9
戦略

7

9月15日（木）～10月14日（金）まで

横浜市中期計画
2022〜2025 検索

素案の詳細は
ホームページで

ご覧いただけます

市民情報センターまたは
各区役所で閲覧可能です

・山下ふ頭再開発の推進
・回遊性の向上と多様な

主体の連携による賑わ
いづくりの推進 防災意識の浸透  

（自助意識の向上）

鉄道ネットワークの整備推進

都市ブランド力の向上に
向けた動物園の充実

冊子
89Ｐ〜
94Ｐ

冊子
95Ｐ〜
100Ｐ

冊子
101Ｐ〜
108Ｐ

冊子
109Ｐ〜
116Ｐ



4 ／特別号

のりしろ

のりしろ

〒    ー

の
り
し
ろ

切り取り切り取り

ご
住
所

お
名
前

＜注意＞
●ご意見を正確に把握する必要があるため、電話や口頭でのご意
見はお受け付けすることができません。
●頂いたご意見は、原案策定の参考にさせていただきます。個人
情報を除き、本市の考え方と合わせて後日公表させていただき
ます。
　個別の回答は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
●ご意見の提出に伴い頂いた氏名・住所・メールアドレス等の個
人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」の規定に
従って適正に管理し、本案に対する意見募集に関する業務に
のみ利用させていただきます。横浜市中区本町6-50-10

横浜市政策局政策課

「パブリックコメント担当」行

2 3 1 8 7 9 0
0 0 5

料金受取人払郵便

8381

差出有効期間
2 0 2 2 年
10月14日まで
（郵便切手不要）

横浜港局
承  認

ご意見をお待ち
しております

様式は特に定めていませんが、 
①住所②氏名③本件に関する意見の

3点は、 必ずご記入ください。

財政ビジョンに基づく
「施策の推進と
財政の健全性の維持」の両立

「行政運営の基本方針」に基づく
信頼と責任のある行政運営

今後４年間の取組

1 債務管理ガバナンスの徹底による
中長期的な視点に立った債務管理

2 戦略的・総合的な取組による財源の安定的・構造的な充実

3 資産の総合的なマネジメント（ファシリティマネジメント）
の推進

4 歳出ガバナンスの強化による効率的で効果的な予算編成・
執行

5 市民の共感を生み出す情報発信と課題提起

今後４年間の取組

1
組織の最適化と職員の能力・役割発揮の最大化
❶時代に即した組織体制の構築と人事給与制度の推進
❷チーム力向上に向けた人材育成と働きやすい職場環境づくり

2
行政サービスの最適化　～事業手法の創造・転換～
❶新たな価値やサービスを生み出すDXの推進
❷市民ニーズに応える持続的な行政運営の推進

3 住民自治の充実と協働・共創による地域の更なる活性化

　財政ビジョンは、「横浜市将来にわたる責任ある財政運営の
推進に関する条例」を具体化・実効化する中長期の財政方針と
して、市会の審議を経て、策定しました。

　横浜市役所を「創造・転換」していくための、「組織・人材」や「運営の
仕組み」の大方針として、「行政運営の基本方針」の策定を進めてい
ます。「横浜市中期計画（行政運営）」は、「基本方針」で示した方向性を
踏まえた具体的な4年間の目標、指標、主な取組を示しています。

　「行政運営の基本方針」（素案）は、ホームページに掲載して
いるほか、市民情報センター、各区役所で閲覧可能です。

　「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（2022年6月
策定）」を踏まえ、「施策の推進」と「財政の健全性の維持」の両立
に向けて、財政目標と取組を設定し、多様化・複雑化する課題に
的確に対応していく市政の土台となる持続可能な財政運営を進
めます。

　横浜市は大都市が抱える多様で複雑な課題に直面
しています。
　持続的な市政に向け、横浜市役所や職員一人ひとり
が「市民目線」「スピード感」「全体最適」を重視し、財政を土台とした、これか
らの政策実現を支えていくための行政運営を推進していきます。

電子申請システム（推奨）

Eメール
ss-chuki2022@

city.yokohama.jp

郵 便
右の封筒をご利用ください

（10月14日当日消印まで有効）

FAX

045-663-4613

直接ご持参

パブリックコメントとは？

市の計画などの案が具体化した
段階で広く公表し、市民の皆さ
んからの意見や提案を求め、そ
れらを考慮して意思決定を行う
ものです。

　「財政ビジョン」は、ホームページに掲載しているほ
か、市民情報センター、各区役所で閲覧可能です。 

横浜市 財政ビジョン 検索横浜市 行政運営の基本方針 検索

財政
運営

行政
運営

「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」
（財政ビジョン）

「行政運営の基本方針」参 考

参 考

策定スケジュール 素案公表
（2022年8月）

原案公表・策定
（12月頃予定）

9月15日（木）～10月14日（金）までパブリックコメントを実施します！

冊子
121Ｐ〜
134P

冊子
135Ｐ〜
146P

みほん



災害用備蓄食料を 
無償でお配りします︕ 

横浜市の備蓄食料を知っていただくことや家庭内での備蓄を進めていただくこと等の防災意識の啓発や食品ロ
ス削減の観点から、賞味期限内の備蓄食料を無償でお配りします。 
今年度は各区役所（※一部区を除く）で配布することとし、次のとおり無償配布します。 

 
１ お配りする備蓄食料 
➀保存パン 2,000箱（40,000食）程度 

 
 
 

 
 
➁水缶詰 5,500箱（132,000本）程度  

 
 
 
 
 

③おかゆ 1,350箱（27,000食）程度 
 
 
 
 
 

  ④ クラッカー550箱（38,500食）程度 
 
 
 
 
 
  ⑤ビスケット 350箱（35,000食）程度 
 
 
 
 

【参考】 
・ １箱当たりの食数︓20食 
・ 賞味期限     ︓令和５年１月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  32cm×40cm×12cm／約２㎏ 

【参考】 
・ １箱当たりの本数:24本 
・ 賞味期限      :令和５年８月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  27cm×40cm×13cm／約 8㎏ 

 

【参考】 
・ １箱当たりの食数︓20食 
・ 賞味期限︓令和５年１月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  32cm×40cm×12cm／約５㎏ 
 

【参考】 
・ １箱当たりの食数︓70食 
・ 賞味期限︓令和５年１月または２月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  26cm×50cm×37cm／ 約７㎏ 

【参考】 
・ １箱当たりの食数︓100食 
・ 賞味期限︓令和５年８月 
・ １箱あたりの梱包の大きさ／重さ 
  24cm×39cm×28cm／約５㎏ 
 

市連会９月定例会説明資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 2 日 

総 務 局 地 域 防 災 課 



横浜市内の法人・団体（自治会・町内会、NPO、社会福祉法人等） 
※ 民間企業及び個人は対象外とさせていただきます。 

３ 申込方法 
(1) 申込期間 
   令和 4年 10月 3日（月）から 10月 14日（金）まで 
(2) 申込方法 
   申込方法は以下の２種類です。 

   ア 横浜市電子申請・届出サービス 
     URL または QR コードより、「横浜市電子申請・届出サービス」に 

ログインしていただき、必要事項を入力の上、申し込みをしてください。 
【URL】 
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/eb517ba6-1a04-4d84-bb75-407f3229f84a/start 

イ 往復はがき 
     次ページの【往復はがき用申込書】に必要事項を記入し、往復はがき「往信」裏面に貼り付け、 

指定の宛先まで送付してください。 
  (3) 引渡しのご連絡 

   10月下旬から、順次引渡し日時を郵送でお知らせします。 
   ※ 応募が配布可能数を超えた場合は、受付期間終了後抽選とさせていただきます。 

抽選結果については、郵送でお知らせします。 
 (4) 注意事項 
ア 申込みは１種類のみとし、保存パン、水缶詰、おかゆは最大 25箱まで、 
クラッカーとビスケットは最大 10箱までとします。 
イ 申込みは１団体１通とし、２通目以降は無効とします。 
ウ 郵送での配布は行っていませんので、引渡場所までお越しいただくことになります。 
エ 配布した備蓄食料は、絶対に転売しないでください。 
オ 賞味期限内に食べきり、期限が過ぎたものは処分をお願いします。 

原則、居住区の各区役所（※次の区を除く）で引き渡し 
※鶴見区及び神奈川区の方は、入船公園方面備蓄庫（鶴見区弁天町３－１）で配布予定 
※中区、南区、港南区の方は、南部方面備蓄庫(横浜市金沢区富岡東２－２－10) で配布予定 
※旭区の方は、西部方面備蓄庫（横浜市旭区上白根３－38－２（資源循環局北部事務所敷地内））
で配布予定 

５ 問合せ先 
  横浜市総務局地域防災課 
  〒231-0005 

横浜市中区本町６-50-10  
（電話）045-671-2011 （FAX）045-641-1677 

２ 対象 

４ 備蓄食料の引渡場所 

今年度の配布は１回のみとなりますので、 
たくさんのご応募をお待ちしています︕ 

お申込みはこちら 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/eb517ba6-1a04-4d84-bb75-407f3229f84a/start


【往復はがき用申込用紙】 

（１）太枠内を記入・チェックした申込用紙を、往復はがき「往信」裏面に貼り付けます。 

申込用紙 （↓切り取り線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 記入・チェック漏れがある場合は受付が出来ない場合がありますので、ご注意ください。 

 

(2) 抽選結果の送付先住所・氏名を往復はがき「返信」表面に記入し、下記宛先へ送ります。  
 
 《宛先》 
〒231-0005 

横浜市中区本町６-50-10 

横浜市総務局地域防災課 備蓄食料無償配布担当 
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第 12 次一括法による地方自治法の一部改正について（情報提供） 

【認可地縁団体関連】 

 
 
 
 

１ 認可地縁団体の皆様にお願いしたいこと 

認可地縁団体が総会開催の省略や、解散・合併などを検討される際は、区地域振

興課に早めにご相談ください。 

 
２ 改正の内容（地方自治法の一部改正） 

（１）書面又は電磁的方法による決議の規定の創設（令和４年８月 20 日施行） 

（２）解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の 

回数の見直し（令和４年８月 20 日施行） 

（３）認可地縁団体同士の合併の規定の創設（令和５年４月１日施行） 

 

３ 改正内容の詳細 

（１）書面又は電磁的方法による決議の規定の創設【P4 イメージ図参照】 

(1)本来であれば総会において決議すべき事項について総会を開催せずに書面又

は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が

得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面

又は電磁的方法により決議を行うことになります。なお、この場合には、通常

どおりの決議要件が適用されます。 

※書面または電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、

通常どおり総会を開催する必要があります。 

 

(2)本来であれば総会における決議事項について構成員全員の書面又は電磁的方

法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認

できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法*による決議があった

ものとみなされます。 

※その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一

人でも否決であれば、通常どおり総会を開催する必要があります。 

 

*電磁的方法…電子メール、Ｗeb サイト、アプリケーション等を利用した方法、

磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられ

ます。 

 

 

市連会９月定例会資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 2 日 

市民局地域活動推進課 

今回の改正は、認可地縁団体（法人化している自治会町内会）に関するもの

であり、認可地縁団体以外の取扱いは変更ありません。 

裏面あり 
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（２）解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の 

回数の見直し 

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催

告に関する公告について、その回数が三回以上から一回に変更となりました。 

   

（３）認可地縁団体同士の合併の規定の創設 

認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併

することができるようになります。 

※合併については、総務省令が公布され次第、改めて市ホームページにおいて詳

細をお知らせいたします。 

【参考 URL】横浜市ホームページ 

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-

manabi/shiminkyodo/jichikai/houjinka.html>                                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

磯子区地域振興課地域活動係            

担当：金澤、中谷 

TEL:045-750-2391  FAX:045-750-2534  
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別紙 
総務省提供資料 

裏面あり 
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＜イメージ図＞ 

認可地縁団体が次回開催予定の総会において規約の変更をしたいと考えた場合（規約変更の議決要件が総構成員の 3/4 以上の場合）  

 

１項の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２項の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会を開催し討議 

規約の変更について、総会

での討議を省略し、書面に

よる決議で行っていいか全

構成員に確認 

 

回
収 

 

 

回
収 

 
総構成員の
3/4 以上の 

賛成で規約案 
可決 

 上記以外 

否決 

回
収 

 

 

全構成員に規約案と表決書

を配付 

全構成員が 
賛成の場合 

 
可決 

 

 

 一人でも反対が

いたとき 
 

 

総会を開催し討議 

全構成員が賛成 

 

 

一人でも反対が

いたとき 

規約を改正したい 

書面による決議を実施 

規約を改正したい 



 

 

各自治会町内会長 様 

 

「自治会町内会のための講習会」の開催方法の変更について 

 

日頃から市政・区政にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和４年度の「自治会町内会のための講習会」については、集合形式での開催を予定

していましたが、新型コロナウィルス感染症の拡大傾向に歯止めがかからないことなど

から、開催方法を変更いたします。集合形式の代替として、より多くの自治会町内会の

皆様に講習会の内容を紹介するため、講習会の内容を収録し YouTube 配信します。 

つきましては、以下の通り情報提供いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

１ YouTube 配信予定の内容 

（１）講演 

「負担軽減と ICT 活用～アフターコロナの自治会町内会活動～」  

講師：水津 陽子氏（合同会社フォーティＲ＆Ｃ代表） 

（２）事例発表 

   市内３区の自治会町内会より活動事例をご紹介いただきます。 

   ①旭区「コロナ禍での自治会町内会活動～活動形態の工夫で乗り切る～」 

    発表者：若葉台北自治会 会長 菅尾 貞登 氏 

   ②戸塚区「柏尾町文化祭と誌上発表会～リアルを紙面で共有～」 

    発表者：柏尾町内会 会長 齋藤 純一 氏 

   ③西区「安全・安心なわが街を目指して～高層マンションでの防災・減災対策～」 

    発表者：ヨコハマタワーリングスクエア自治会 会長 平野 周二 氏 

 

２ 今後のスケジュール 

１月中旬 市連会、区連会にてご説明 

１月下旬 YouTube 配信のご案内を順次送付 

  ２月頃  YouTube 配信スタート 

 

３ その他 

  YouTube 配信を行うホームページや配信期間等の詳細は、１月下旬から順次送付予定

のご案内をご確認ください。 

 

 

市連会９月定例会資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 2 日 

市民局地域活動推進課 

【担当】横浜市市民局地域活動推進課 川口、石栗 

電話：671－2317 FAX：664－0734 

Ｅメール: sh-jichikai@city.yokohama.jp 



 

 

 

 

 

第４期 横浜市教育振興基本計画（素案）及びパブリックコメントの実施について 

 

１ 趣旨 

第４期横浜市教育振興基本計画の素案を策定し、素案について９月 30 日～10 月 31 日

まで、パブリックコメントを実施します。  

つきましては、４期計画の概要をお知らせしますので、ぜひご意見をお寄せください。 

なお、当パブリックコメントについては、９月の広報よこはまに掲載しております。 

 

 

２ 第４期横浜市教育振興基本計画とは 

 (1) 概要 

 「第４期横浜市教育振興基本計画」は、2018 年に横浜の教育が目指すべき姿を描い

た「横浜教育ビジョン 2030」のアクションプランです。 

 ３つの視点「一人ひとりを大切に」「みんなの計画・みんなで実現」「EBPM の推進」

を土台に、８つの柱・21 の施策・指標・想定事業量で構成されています。 

 

 (2) 計画期間 

 2022（令和４）年度～2025（令和７）年度 

 

３ パブリックコメント実施期間 

 令和４年９月 30 日（金）から 10 月 31 日（月）まで 

 

４ ご意見の提出方法（詳しくは、添付の概要版を御参照ください） 

① 横浜市電子申請システム（インターネットからのご提出） 

② 電子メール 

③ 郵送 

④ FAX 
 

５ 策定スケジュール 

  2022（令和４）年９月 30 日～10 月 31 日 パブリックコメント 

  2022（令和４）年度中 計画策定 

 

市 連 会 ９ 月 定 例 会 説 明 資 料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 2 日 

教育委員会事務局教育政策推進課 

【担 当】教育委員会事務局教育政策推進課 西村・砂 
【連絡先】℡ ６７１－３２４３ 



第４期 横浜市教育振興基本計画 素案 

概要版 

令和 4 年 9 月

横浜市教育委員会 

 このたび、第４期横浜市教育振興基本計画の素案を策定し、素案について９月 30 日～10

月 31 日まで、パブリックコメントを実施します。  

つきましては、４期計画の概要をお知らせしますので、ぜひご意見をお寄せください。 

【パブリックコメントについて】 

受付期間）令和４年９月 30 日～10 月 31 日 

（ご意見の提出方法） 

オンライン（横浜市電子申請・届出システム）、電子メール、郵送、FAX

※詳細は、添付の 18 ページをご覧ください。



計画策定の趣旨

「横浜教育ビジョン2030」

計画の構成
第４期教育振興基本計画の視点
第４期横浜市教育振興基本計画の３つの視点の具体化に向けて(イメージ図)

計画体系
各柱の内容

施策１
施策２
施策３
施策４
施策５
施策６

主体的・対話的で深い学びの実現
情報教育の充実及び教育DXの推進
特別支援教育の推進
多様な教育的ニーズに対応した教育の推進
新たな時代に向けた高校教育の推進
小中一貫教育及び幼保小連携の推進

施策１
施策２

英語教育の充実及び国際理解教育の推進
持続可能な社会の創り手育成の推進

施策１
施策２

人権尊重の精神を基盤とする教育活動の推進
安心して学べる学校づくり

施策１ 生涯にわたる健康づくりと中学校給食の推進

施策１ 教職員の採用・育成・働き方の一体的な改革 

施策１
施策2
施策3

多様な主体とつながる教育の充実
福祉・医療等との連携による支援の充実
家庭教育支援の推進

施策１
施策2
施策3

学校施設の計画的な建替え
安全・安心な施設環境の確保
学校規模・通学区域の適正化

施策１
施策2
施策3

生涯学習の推進
新たな図書館像の構築及び読書活動の推進
横浜の歴史に関する学習の場の充実

１本計画の位置づけ／2市立学校との関連について／
３計画期間／４横浜市が策定した他の計画等との関係

１横浜の教育が目指す人づくり／2横浜の教育が育む力／
３横浜の教育の方向性

柱１　一人ひとりを大切にした学びの推進

柱２　ともに未来をつくる力の育成

柱３　豊かな心の育成

柱４　健やかな体の育成

柱５　家庭・地域等の多様な主体との連携・協働

柱６　いきいきと働き、学び続ける教職員

柱７　安全・安心でより良い教育環境

柱８　市民の豊かな学び
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C O N T E N T S

1

2

2

3
4,5
6

7
7
9
9
10
10

11
11

12
12

13

14
14
14

15

16
16
16

17
17
17

1

2

2

3
4,5
6

7
7
9
9
10
10

11
11

12
12

13

14
14
14

15

16
16
16

17
17
17



計画策定の趣旨

11

本計画の位置付け本計画の位置付け11
　「第４期横浜市教育振興基本計画」（以下「４期計画」という。）は、2030年頃の社会を見据え
て、横浜の教育が目指すべき姿を描いた「横浜教育ビジョン2030」（2018（平成30）年策定）の
アクションプランです。また、教育基本法第17条第２項に基づく「地方公共団体における教育の
振興のための施策に関する基本的な計画」として位置付けます。１

計画期間計画期間33
　４年間: 2022（令和４）年度～2025（令和７）年度

　４期計画の策定に当たっては、「横浜市中期４か年計画」及び「横浜市の持続的な発展に
向けた財政ビジョン」や他の計画と関連する部分について整合を図ります。

横浜市が策定した他の計画等との関係横浜市が策定した他の計画等との関係44

１「横浜市教育大綱」は、市として一貫性をもって教育行政を推進するために、令和 4 年度以降は本計画の
　  第１章をもって代えることが、令和 3 年度横浜市総合教育会議において決定されました。

理念

事業

横浜市

施策・取組

横浜教育ビジョン
2030

4年4年

1年1年

10年10年

年単位予算

第４期　横浜市
教育振興基本計画

市立学校との関連について市立学校との関連について22
　各学校においては、「横浜教育ビジョン2030」に定める、「自ら学び  社会とつながり  ともに
未来を創る人」の育成を目指して学校教育目標を設定し、目標を達成するためのアクション
プランとして、３か年の中期学校経営方針及びそれに基づく毎年の学校経営計画や各種プラン
を作成しています。
　市全体で教育の方向性を共有し、教育政策を連携させることにより、質の高い教育につなげる
ために、各学校では４期計画を鑑みて学校経営計画を作成することが大切です。なお、教育委員会
においても、学校現場の状況を丁寧に把握・支援するよう努めていきます。

児童生徒への教育活動の実践

学校教育目標

各学校

中期学校経営方針

学校経営計画



横浜教育ビジョン2030

計画の構成

22

横浜の教育の方向性横浜の教育の方向性33 ～多様性を尊重し、つながりを大切にした教育を推進します～ 

子どもの可能性を広げます

1 主体的な学び 創造に向かう
学び

支え合う風土 学びと育ちの
連続性

方向性
魅力ある学校をつくります

2
安心して
学べる学校

社会と
つながる学校

いきいきと働く
教職員

学び続ける
教職員

方向性

豊かな教育環境を整えます

3
安全・安心な
環境

地域とともに
歩む学校

市民の豊かな
学び

方向性
社会全体で子どもを支えます

4 家庭教育の支援 多様な主体との
連携・協働

切れ目のない
支援

方向性

 

　「横浜教育ビジョン2030」が示す教育の方向性に基づき、柱と施策を示します。（本計画の柱は、
ビジョンの方向性に示される取組を一部統合して構成します。）施策ごとに、「指標」「主な取組」
「想定事業量」を掲げ、PDCAサイクルに基づき、進捗管理を行います。 

想定事業量主な取組指標施策柱方向性

第４期教育振興基本計画において新たに定める部分
横浜教育ビジョン2030横浜教育ビジョン2030

横浜の教育が目指す人づくり横浜の教育が目指す人づくり11
自ら学び 社会とつながり ともに未来を創る人 

横浜の教育が育む力横浜の教育が育む力22
　「自ら学び 社会とつながり ともに未来を創る人」の育成を目指し、子どもに身に付けてほしい力を
五つの視点「知」「徳」「体」「公」「開」で表し、相互に関連付けながらバランスよく育んでいきます。

知
生きて

はたらく知
生きて

はたらく知

徳

豊かな心豊かな心

体

健やかな体健やかな体

公
公共心と
社会参画
公共心と
社会参画

開
未来を開く

志
未来を開く

志



第４期教育振興基本計画の視点

33

一人ひとりを大切に一人ひとりを大切に

EBPM※の推進EBPM※の推進

みんなの計画・みんなで実現みんなの計画・みんなで実現

※Evidence Based Policy Making エビデンスに基づく政策形成

子ども一人ひとりの個性や多様性を大切にし、「だれもが」

「安心して」「豊かに」の人権尊重の精神を基盤とする教育を

推進するとともに、それぞれの資質・能力を育成します。

複数で子どもに関わる体制の徹底及び、

家庭・地域・関係機関・民間企業・NPO等との

連携・協働により、チーム横浜で子どもを育てます。

「横浜市学力・学習状況調査」等のデータ分析により

授業改善や児童生徒理解を一層推進するとともに、

客観的な根拠に基づく教育政策を子どもの成長に関わる人と

共有し、連携して質の高い教育につなげます。



視点 3視点 1

視点 2

～本気で「誰ひとり取り残さない」を実現～
特別な支援が必要な子どもも、日本語指導が必要な
子どもも、不登校の子どもも、口には出せないけれども
苦しみを抱えている子どもも。
26万人全員の個性に応じた「成長」を大切にします。

※Evidence Based Pol icy Making エビデンスに基づく政策形成※Evidence Based Pol icy Making エビデンスに基づく政策形成

先生が一人で抱え込む教育は限界。
学校のチカラ、家庭・地域のチカラ、企業・NPOのチカラ、
子どもの成長に関わるみんなの力を結集して、
みんなではまっ子を育みます。

先生が培ってきた経験・勘にデータをかけ合わせ、
より確かな子どもの理解、
早期の子どものサイン発見を実現します。

EBPM※の推進

経験・勘＋＋ データ一人ひとりを大切に…一人ひとりを大切に…一人ひとり一人ひとり

計画・
     実現
計画・
     実現

みんなの
     みんなで
みんなの
     みんなで

※「学力」…横浜市学力・学習状況調査における、学習の理解や習熟の状況
出典：「令和 4 年度横浜市学力・学習状況調査」
※「学力」…横浜市学力・学習状況調査における、学習の理解や習熟の状況
出典：「令和 4 年度横浜市学力・学習状況調査」

クラスや学校、市の平均点の比較にとらわれず
一人ひとりの学力に応じて「伸ばす」教育へ。

「学力」※の平均値が高い学校≠「学力」を伸ばす学校
どの学校も、子ども一人ひとりの「学力」を伸ばすことができる!!どの学校も、子ども一人ひとりの「学力」を伸ばすことができる!!

「学力」の伸び「学力」の伸び

高高

（Ｒ３とＲ４の結果を比較）（Ｒ３とＲ４の結果を比較）

低低

「学力」の平均値「学力」の平均値

高高

（Ｒ４の結果）（Ｒ４の結果）

低低

児童生徒数
(2021.5.1) 4,894人2626万万

寄
り
道をし

な

がら

ま
っ
す
ぐ
に

立
ち
止
ま
り
な
が
ら

右に左に

ま
わ
り
道
を
し
な
が
ら

自ら学び  社会とつながり ともに未来を創る人自ら学び  社会とつながり ともに未来を創る人
わたしの・あなたの・みんなの成長わたしの・あなたの・みんなの成長

第４期横浜市教育振興基本計画の３つの視点の具体化に向けて(イメージ図)第４期横浜市教育振興基本計画の３つの視点の具体化に向けて(イメージ図)

【視点１】一人ひとりを大切に…子ども一人ひとりの個性や多様性を大切にし、「だれもが」「安心して」「豊かに」の人権尊重の精神を基盤とする教育を推進するとともに、それぞれの資質・能力を育成します。
【視点 2】みんなの計画・みんなで実現…複数で子どもに関わる体制の強化及び、家庭・地域・関係機関・民間企業・NPO 等との連携・協働により、チーム横浜で子どもを育てます。
【視点 3】EBPM の推進…「横浜市学力・学習状況調査」等のデータ分析により授業改善や児童生徒理解を一層推進するとともに、客観的な根拠に基づく教育政策を子どもの成長に関わる人と共有し、連携して質の高い教育につなげます。

【視点１】一人ひとりを大切に…子ども一人ひとりの個性や多様性を大切にし、「だれもが」「安心して」「豊かに」の人権尊重の精神を基盤とする教育を推進するとともに、それぞれの資質・能力を育成します。
【視点 2】みんなの計画・みんなで実現…複数で子どもに関わる体制の強化及び、家庭・地域・関係機関・民間企業・NPO 等との連携・協働により、チーム横浜で子どもを育てます。
【視点 3】EBPM の推進…「横浜市学力・学習状況調査」等のデータ分析により授業改善や児童生徒理解を一層推進するとともに、客観的な根拠に基づく教育政策を子どもの成長に関わる人と共有し、連携して質の高い教育につなげます。

上記イメージ図は、右記の本計画
の「3つの視点」を分かりやすいよ
うに図示したものです。

上記イメージ図は、右記の本計画
の「3つの視点」を分かりやすいよ
うに図示したものです。

「学力」の伸びを最重要指標の１つに掲げる取組は初の試み

…約14,000人
…… 約 3,100人
……約 6,600人

特別支援学校や個別支援級
 などで学ぶ児童生徒

日本語指導が必要な児童生徒　
不登校児童生徒等……………　

…。 ？！

5544



計画体系

66

1
一人ひとりを大切にした

学びの推進
一人ひとりを大切にした

学びの推進

主体的・対話的で深い学びの実現

情報教育の充実及び教育DXの推進

特別支援教育の推進

多様な教育的ニーズに対応した教育の推進

新たな時代に向けた高校教育の推進

小中一貫教育及び幼保小連携の推進

主体的・対話的で深い学びの実現

情報教育の充実及び教育DXの推進

特別支援教育の推進

多様な教育的ニーズに対応した教育の推進

新たな時代に向けた高校教育の推進

小中一貫教育及び幼保小連携の推進

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

2
ともに未来をつくる力の育成ともに未来をつくる力の育成

英語教育の充実及び国際理解教育の推進

持続可能な社会の創り手育成の推進

英語教育の充実及び国際理解教育の推進

持続可能な社会の創り手育成の推進

1
2
1
2

3
豊かな心の育成豊かな心の育成

人権尊重の精神を基盤とする教育活動の推進

安心して学べる学校づくり

人権尊重の精神を基盤とする教育活動の推進

安心して学べる学校づくり

1
2
1
2

5
家庭・地域等の多様な主体

との連携・協働

多様な主体とつながる教育の充実

福祉・医療等との連携による支援の充実

家庭教育支援の推進

多様な主体とつながる教育の充実

福祉・医療等との連携による支援の充実

家庭教育支援の推進

1
2
3

1
2
3

7
安全・安心でより良い教育環境

学校施設の計画的な建替え

安全・安心な施設環境の確保

学校規模・通学区域の適正化

学校施設の計画的な建替え

安全・安心な施設環境の確保

学校規模・通学区域の適正化

1
2
3

1
2
3

8
市民の豊かな学び

生涯学習の推進

新たな図書館像の構築及び読書活動の推進

横浜の歴史に関する学習の場の充実

生涯学習の推進

新たな図書館像の構築及び読書活動の推進

横浜の歴史に関する学習の場の充実

1
2
3

1
2
3

4
健やかな体の育成健やかな体の育成

生涯にわたる健康づくりと中学校給食の推進生涯にわたる健康づくりと中学校給食の推進11

6
いきいきと働き、学び続ける教職員いきいきと働き、学び続ける教職員

教職員の採用・育成・働き方の一体的な改革教職員の採用・育成・働き方の一体的な改革11

柱柱 施策施策



柱 一人ひとりを大切にした学びの推進一人ひとりを大切にした学びの推進1

教育課程の基準である「横浜市立学校 カリキュラム・マネジメント要領」の策定、約24万人の小中学生を対象とした
「横浜市学力・学習状況調査」の実施、チーム・マネジャーの配置や教科分担制の導入による学年経営の強化等により、
主体的・対話的で深い学びの実現に向けて取り組んできましたが、引き続きICTの活用も含めた一層の取組が必要です。

主体的・対話的で深い学びの実現主体的・対話的で深い学びの実現施策施策11
児童生徒の主体的・対話的で深い学びを実現するための授業改善を
推進し、一人ひとりの資質・能力の育成を図ります。

-

72.8% 
（令和2年度）

1.

2.

児童生徒一人ひとりの資質・能力の育成に向けた授業改善

子どもの状況に応じたきめ細かな学習支援とチーム学年経営の推進

情報教育の充実及び教育DXの推進情報教育の充実及び教育DXの推進施策施策22

小・中・特別支援学校の児童生徒1人１台端末や大容量・高速の校内LAN等を整備・運用するとともに、クラウドサービス
の活用や国の学習者用デジタル教科書の実証事業への参加などに取り組んできました。さらなる情報教育の充実
及び教育DXの推進のために、学校全体のICT活用の推進やそのための支援、教員のスキルアップなどが重要です。

児童生徒の情報活用能力及び教職員のICT活用指導力の育成を
図るとともに、新たな教育センターの開設を進めます。

小6 90％
中３ 90％

95％

1.

2.

児童生徒の情報活用能力の育成

教職員のICT活用指導力の育成及び新たな教育センターの開設準備

「情報モラル・セキュリティの理解」「端末の基本的操作」「課題
解決・探究における情報活用」ができると答える児童生徒の割合

校務や授業にICTを活用し、児童生徒の情報活用能力の育成に
向けた指導ができると答える教職員の割合

●クラウドサービス、端末、学習者用デジタル教科書の活用、オンライン授業の推進

●
●
ICTコーディネーターの育成
教育DX推進の基盤となる新たな教育センターの開設準備（令和10年度開設予定）

●
●
「横浜市学力・学習状況調査」の改訂と端末で調査を実施するCBT化の検討
横浜市教育課程研究協議会の実施

●
●
「読みのスキル」向上推進校における指導、放課後学習支援校の拡大
小学校高学年における教科分担制を伴うチーム学年経営の全校導入

※横浜市学力・学習状況調査における、学習の理解や習熟の状況を示した42の段階

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)

指 標

横浜市学力・学習状況調査で示す学力レベル※において、
小学校６年の国語・算数、中学校３年の国語・数学で
伸びを示した児童生徒の割合

自分たちで課題を立て、その解決に向けて情報を集めたり、
話し合ったりしていると思う児童生徒の割合

小6  71.8% 
中3 65.6%

小6 75％
中3 70％

小6  国 70％  算 70％
中3  国 70％  数 70％ 

小6  国 68.1％  算 63.7％
中3  国 63.9％  数 51.3％ 
　　（令和４年度速報値）

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)指 標

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組
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ICTを活用した、遠隔通信による
地域・国籍や年代を越えた
多様な人々と行う協働的な学び

実現した姿

自分の学びを客観視しながら、
主体的に学びが深められている
自分の学びを客観視しながら、
主体的に学びが深められている

未来の教育の
実現に向けた
横浜教育DX

横浜教育DXは、

横浜教育DX

◆①児童生徒、②教職員・学校、③教育委員会の
　三者それぞれにおけるよりよい教育活動※１

　の実現に貢献するとともに、
◆三者をつなぐデータの一層の活用※２

　を一体となって推進することで、
   横浜の公教育全体の質の向上を目指します。

理想の姿

●CBT化された学校調査による学校ごとの
データをリアルタイムで把握し、支援と指導
をバランスよくできている
●データ比較等を通じ、他の自治体と切磋
琢磨することで、より良い教育政策立案を
行っている
●市民がわかりやすい情報が簡便に入手で
き、戦略的な情報発信ができている

●数値化が可能な学力等の「認知能力」と、意欲
や好奇心など、いわゆる「非認知能力」の関連性
等について、児童生徒の表情や発話を最先端技
術等の活用により分析します。
●具体の授業等を撮影し、きめ細かく教育実践
を可視化します。

なお、本市は日本最大の基礎自治体として、26万人の児童生徒等のビッグデータのほか、教育機関が学習者用タブレットを導入した台数が
世界でも有数の都市であるなど、教育DX推進の拠点として世界の注目を集め得るポテンシャルを有する都市です。今後は「使えるデータに
リソース※３が集まる」との考えの下、新たな教育センターを中心に、産学公民の多様な連携・協働を推進し、日本の教育DXをリードする先進
的な取組実績の蓄積を目指します。

（※１）ICTを活用した質の高い学びの実現に向けた授業改善、校務のICT化による働き方改革の推進、教育ビッグデータの活用によるより良い教育政策の立案　（※２）①児童生徒のデータに基づく学校による
早期の児童生徒支援の実現②学校の超過勤務データ等を踏まえた教育委員会による具体の支援の実施　（※３）リソースとは、人材、予算、設備、知見やノウハウなど　(※４)IRT（Item Response Theory）項目
反応理論：問題への回答状況から問題の精度や難易度、受験生の能力などを推定する理論

DX戦略に基づき「教育を科学」することで、子どもの学びの質の向上へ

新たな教育センター

教職員・学校 教育委員会

未来の児童生徒の学び未来の児童生徒の学び

EBPMを基盤にした教育DXのハブ機能

人材の連携・
研究成果の共有
人材の連携・
研究成果の共有

「一人ひとりを大切にした学び」の実現

きめ細かな具体の授業等の可視化
認知・非認知能力調査研究事業

主体的・対話的で深い学び
個別最適な学びと協働的な学びの実現

調査・研究・開発

人材育成人材育成

Message

Action

26万人のビッグデータの
解析・活用
26万人のビッグデータの
解析・活用

Action

目的やデータの共有目的やデータの共有
Action

客観的なデータ等に基づく
教育政策の実現

Message

Message

理想の姿

●チーム学年経営の導入で、実際の子どもの姿
について複数の教職員が見とり、一人ひとりの
様々なデータと合わせて、適切な支援ができる
●登校・対面が前提の黒板とチョークの授業
から、どこでも、誰でも、いつでも、子どもの状
況に応じた多様な学びが提供できている
●ICTを活用した業務改善が進み、保護者とお
互いに効果的・効率的なやり取りができている

「誰ひとり取り残さない」
持続可能な学校の実現

Message

●24万人の児童生徒を対象とした、基礎自
治体としては全国初・最大のIRT※4型の学力
調査を開始。

IRT導入による一人ひとりの成長の可視化
横浜市学力・学習状況調査

現行の施策

学習履歴（スタディログ）
Commitment

理想の姿

さまざまな理由で登校で
きない児童・生徒がリアル
タイムでともに学んでいる

リモートスタディ
Commitment

デジタル教科書を使いこな
し、さらに、AIドリルによって
習熟度に合わせて学んでいる

AIを活用
Commitment

学年や空間を越えた
個別最適な学び

実現した姿

小２　小３　小４ 　小５　小６　中１ 　中２　中３

現行の施策

教育相談教育相談 発表・発信発表・発信

高

低

42学
力
レ
ベ
ル

　 

段
階

42学
力
レ
ベ
ル

　 

段
階



直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)指 標

33 特別支援教育の推進特別支援教育の推進施策施策

この10年で、特別な支援や配慮が必要な児童生徒は、令和３年度13,790人と約1.7倍に増加しており、全ての教職員
の特別支援教育に関する専門性の向上や、校内支援体制の充実が必要です。また、特別支援学校における児童生徒
の障害は、重度化・重複化・多様化しており、医療的ケアの体制について引き続き検討する必要があります。

多様で柔軟な学びの場の充実及び教職員の特別支援教育に係る
専門性の向上等に取り組みます。

88％

78.9%

90％

1.

2.

小中学校等における特別支援教育の推進

特別支援学校の充実

個別の教育支援計画・個別の指導計画に基づき、一人ひとりの
教育的ニーズを踏まえた適切な指導・支援がされ、児童生徒の
成長につながっていると感じている保護者の割合

多様な教育的ニーズに対応した教育の推進多様な教育的ニーズに対応した教育の推進施策施策44

この10年で、不登校児童生徒等は令和２年度6,572人（コロナ感染回避のための30日以上欠席者885人を含む）
と約1.８倍、日本語指導が必要な児童生徒は令和３年度3,110人と約2.6倍に増加しているなど、多様な教育的
ニーズに対応した教育の推進が一層必要です。

増加する不登校児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒の支援
など、多様な教育的ニーズに対応した教育を推進します。

85％

1.

2.

不登校児童生徒の居場所・学びの支援の充実

日本語指導が必要な児童生徒への支援の充実

不登校の支援を受けている児童生徒のうち、安心できる居場所が
あると感じる割合

小3～6 47.3% 小3~6 60％日本語指導が必要な児童生徒のうち、自尊感情や共感・配慮等の
合計値が上昇した割合※

●
●
校内ハートフル事業（いわゆる校内フリースクール）の拡充
アットホームスタディ事業（オンライン学習教材を活用した学習支援）の拡充

●
●
４か所目の日本語支援拠点施設の開設及び取組の推進
国際教室設置校や外国語補助指導員配置校の拡充、研修や学校訪問の拡充

3.子どもの貧困対策の推進
●
●
支援を必要とする子どもに対する生活支援や学習支援の実施
定時制高校に通う生徒への相談やキャリア形成支援を行う校内カフェの実施

●
●
個別支援学級担当教諭等の特支校免許状取得の推進及び医療的ケア児受入体制の整備
通級指導教室、通級指導教室協働型巡回指導実施校、特別支援教室実践推進校の拡大

● 通学支援や医療的ケア体制の充実、小中学校と特別支援学校の協働研究の推進

※横浜市が開発した、集団や個の社会的スキル育成状況を把握するための分析ツール「Y-Pアセスメント」を年２回
　以上実施することにより、自尊感情や仲間への共感・配慮等の変容を分析

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)指 標

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組
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直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)指 標

施策施策55 新たな時代に向けた高校教育の推進新たな時代に向けた高校教育の推進

市立高校においては、各校の特色を活かしながら、「総合的な探究の時間」の取組の推進による「主体的・対話的
で深い学びの実現」、グローバル教育やサイエンス教育を推進しています。取組をさらに推進し、発展させていく
とともに、多様化する生徒や、特別な教育的支援のニーズの高まりに対応するため、相談・支援体制の更なる充実
が必要です。

主体的な学びを実現する高校教育を推進し、各校の特色ある取組
を発展させ、世界で活躍する人材を育成します。

81％ 95％

1.

2.

各校の特色を活かした高校教育の推進

多様化する生徒への支援

「総合的な探究の時間」では主体的に考え、行動し、課題解決
できるようになったと答える生徒の割合

小中一貫教育及び幼保小連携の推進小中一貫教育及び幼保小連携の推進施策施策66

義務教育学校や併設型小・中学校では、制度の特例を活かした特色ある取組に着手し、小中一貫教育の一層の
充実を進めていくことが必要です。幼保小連携においては、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有し、
子どもの育ちや学びをつなぐことが求められています。

小中９年間を見通した教育を充実させるとともに、幼保小連携を推進し、
小学校教育への円滑な接続を図ります。

1.

2.

小中一貫教育の充実

「架け橋期」の育ちや学びをつなぐ幼保小連携・接続の充実
●義務教育学校や併設型小・中学校における独自教科導入の推進

●幼保小間における「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の理解・共有の推進

●
●
●
●

課題探究型学習に関する生徒の成果発表や教職員研修の開催
グローバル教育及びサイエンス教育の推進
SDGs達成の担い手育成(ESD)の推進(ESD推進校：東高校)
教員養成講座の開講（桜丘高校）

● 市立高校における「通級による指導」（自校通級、他校通級及び巡回指導）の実施

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  取組
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ともに未来をつくる力の育成ともに未来をつくる力の育成2
英語教育の充実及び国際理解教育の推進英語教育の充実及び国際理解教育の推進施策施策11

英語を母語とする外国人講師であるAETの小学校全校派遣及び中学校・高等学校全校配置、外国出身の講師が
英語で出身国や地域の文化などを紹介する国際理解教室など、英語教育や国際理解教育に力を入れています。
引き続き、英語でコミュニケーションを図る力を育成するとともに 、異文化に触れ、自国の文化に目を向ける態度
を養う必要があります。

グローバル社会で活躍し、他者と協働・共生できる人材の育成に向け、
英語教育や国際理解教育を推進します。

1.

2.

英語によるコミュニケーション能力の育成

国際理解教育の推進

持続可能な社会の創り手育成の推進持続可能な社会の創り手育成の推進施策施策22

ＳＤＧｓの担い手育成であるＥＳＤに一部の学年等で取り組む学校は増加していますが、学校全体で推進することが
重要です。また、児童生徒の主体的な姿勢につなげるため、企業等と連携・協働し、社会課題を解決していく学校の
取組である「はまっ子未来カンパニープロジェクト」などの「自分づくり（キャリア）教育」との一体的な推進が必要です。

持続可能な社会の創り手を育成するため、ＳＤＧｓ達成の担い手育成
とキャリア教育を一体的に推進します。

1.

2.

ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）推進

自分づくり（キャリア）教育のさらなる充実

柱

●
●
「横浜市ESD推進コンソーシアム」※を中心とする連携の推進
ＳＤＧｓ達成の担い手育成（ＥＳＤ）の充実
※市立学校でESDの理念に基づく教育が広がるように、多様な組織が参加・連携した共同体

●
●
「はまっ子未来カンパニープロジェクト」※の取組校の拡充
「自分づくり (キャリア)教育」実践推進校の拡充
※企業等と連携・協働し、社会課題を解決していく学校の取組

●
●
AETの小学校全校派遣、中学校・高等学校全校配置、小学校英語専科教員拡充
横浜ラウンドシステム※の活用、教材デジタルプラットフォーム整備・活用
※年間に教科書等を複数回反復使用し、一人ひとりに合った外国語の表現ができることを目指す指導法

● 国際理解教室やよこはま子ども国際平和プログラムなどの実施

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)指 標

中学校卒業段階で英検３級相当以上の取得割合 60％54.9％

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)

小4～6  平均 60％
中１～３  平均 40％

学習を通して見いだした地域や社会の課題を自分たち
で解決できると思う児童生徒の割合 -

指 標

英語で進んでコミュニケーションを図りたいと思う
児童生徒の割合

小6 73.9%  
中3 66.5%

小6 80％
中3 70％

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組
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1.1.1.

2.2.2.

「子どもの社会的スキル横浜プログラム」の活用推進

「本物」に触れる機会の創出

●
●
Y-Pアセスメント年間２回以上活用実施校の拡充
「子どもの社会的スキル横浜プログラム」指導者の養成

●
●
オーケストラ鑑賞やバレエ鑑賞等、児童生徒の舞台芸術等体験の推進
オリンピアン・パラリンピアン等トップアスリート招聘事業の推進

豊かな心の育成豊かな心の育成33
人権尊重の精神を基盤とする教育活動の推進人権尊重の精神を基盤とする教育活動の推進施策施策 11

人間関係の希薄化や子どもの背景の複雑化、多様化など、人権課題の顕在化などが指摘される中、自分も他の
人も大切にし、尊重する心を育てることや、それらを支える風土づくりが求められています。そのために、子どもの
心情の変化を把握するY-Pアセスメントの活用や、道徳教育の充実、子どもの感性を磨く本物に触れる機会の
創出が必要です。

一人ひとりが安心して過ごすことができる学校風土を醸成するととも
に、自分も他の人も大切にできる、心豊かな子どもを育成します。

安心して学べる学校づくり安心して学べる学校づくり施策施策 22

令和３年度のいじめ認知件数は7,524件（暫定値）と増加傾向です。本市は、認知件数が多い学校について、いじめ
を積極的に認知し解消に向けたスタートラインに立っていると肯定的に評価する国の見解に基づき、認知件数の
向上に努めるとともに早期発見に取り組んでいます。引き続き、専門家や関係機関と連携しながら早期解決を図る
必要があります。

教職員の意識向上を推進するとともに、様々な課題に対して組織的に
対応できる児童生徒支援体制の充実を図ります。

柱柱

※横浜市が開発した、集団や個の社会的スキル育成状況を把握するための分析ツール「Y-Pアセスメント」を年
　２回以上実施することにより、自尊感情や仲間への共感・配慮等の変容を分析

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)

自尊感情や共感・配慮等の合計値の学級平均が上昇
した割合※

指 標

小3～6   60％小３～６  48.1%

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)

自尊感情や共感・配慮等の合計値の学級平均が上昇
した割合      　　　　　　　　　　　　　　　【再掲　柱３施策１】

指 標

小3～6   60％小３～６  48.1%

1.1.1.

2.2.2.

安心して参加できる集団づくり

子どもが抱える課題への組織的対応や未然防止の強化

●
●
教職員向け各種人権研修の実施
「横浜子ども会議」における学校と保護者や地域との連携の推進

●
●
児童支援・生徒指導専任教諭配置に伴う後補充非常勤講師の常勤化の拡充
スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置拡充

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組
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柱柱 健やかな体の育成健やかな体の育成44
生涯にわたる健康づくりと中学校給食の推進生涯にわたる健康づくりと中学校給食の推進施策施策11

令和３年４月より選択制の中学校給食（デリバリー型）を提供していますが、供給体制に課題があります。日本最大
の生徒・教職員約83,000人に対する供給体制の確保が必要です。また、本市の児童生徒の体力はコロナ禍の影響
によりさらに低下しており、児童生徒が生涯にわたって主体的に健康を保持増進することが重要となります。

児童生徒の健康づくりに取り組むとともに、学校給食法の趣旨を
踏まえ、すべての生徒に満足してもらえる給食の提供に向けた体制
を確保します。

●
●
「横浜市立学校部活動ガイドライン」の推進
部活動指導員や部活動コーディネーター※の配置
※生徒及び顧問教職員等に、短時間で効率的な活動計画の作成等に資する指導・助言を行う

3.3.3.持続可能な部活動の実現

4.4.4.歯科保健教育の支援
● 学校歯科医等と連携した歯科保健教育の推進

5.5.5.健康教育の推進
● 感染症やゲーム障害も含めた依存症など現代的な健康課題に関する健康教育の充実

1.すべての生徒が満足できる中学校給食の実現と食育の推進
●

●

中学校給食のデリバリー方式による供給体制の確保と生徒に満足してもらえる給食の提供に向けた
準備
食育推進ネットワークを持つ小中学校ブロックの拡充

2.健康の保持増進と豊かなスポーツライフの実現
● 小中学校における「健やかな体の育成プラン」の作成・推進

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)指 標

体力や技能の程度、性別や障害の有無等に関わらず、多様
な人と運動・スポーツを楽しみたいと思う児童生徒の割合

中学校給食の供給体制 最大40％
（令和4年度）

全員に供給できる
体制の確保が完了

70％-

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組
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柱柱 家庭・地域等の多様な主体との連携・協働家庭・地域等の多様な主体との連携・協働55
多様な主体とつながる教育の充実多様な主体とつながる教育の充実施策施策11

学校運営協議会と地域学校協働活動の一体的な推進による地域と学校の連携・協働、登下校時の安全確保や
防災教育、福祉等の活動の充実などを引き続き推進する必要があります。

子どもたちと社会がつながる機会を創出します。

1.
●
●
●
●

学校運営協議会委員向け研修の実施や運営支援、学校・地域コーディネーターの養成
通学路の交通安全対策、登下校時の見守り活動の実施
家庭や地域と連携した防災教育や防災対策の推進
福祉施設等への訪問・交流、手話や車椅子体験などの地域や社会参画の推奨

地域との連携・協働の推進

福祉・医療等との連携による支援の充実福祉・医療等との連携による支援の充実施策施策 22

子どもを取り巻く複雑・多様な課題への対応や、児童生徒の放課後の居場所づくり、医療的ケア児の支援など、
一人ひとりに寄り添うために、関係機関との連携強化が必要です。

福祉・医療等の機関との連携を強化し、子どもを支えます。

1.福祉・医療等との連携強化

家庭教育支援の推進家庭教育支援の推進施策施策33

地域とのつながりの希薄化など、家庭教育を支える環境が大きく変化しており、家庭教育を学ぶ機会の提供、
保護者同士や地域との交流の支援など、支援の充実が必要です。

家庭教育支援の充実に取り組みます。

1.
●
●
●
●

親子体験活動、講演会などへの支援
特別な支援や配慮が必要な子どもの育ちのための保護者教室の開催
幼保小の連携による、未就学児の保護者の学校訪問等の実施
思春期の子どもや保護者への保健講座の開催

関係機関、地域と連携した家庭教育支援　

●
●
●

スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー、専門家や関係機関との連携強化
放課後キッズクラブや放課後児童クラブとの連携強化
横浜型医療的ケア児・者等コーディネーターによる支援の促進

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)指 標

保護者や地域の人との協働による取組は、学校の教育水準
の向上に効果があったと答える学校の割合

小 93.7%  
中 87.3%

小 95％ 
中 95％

主な
  取組

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  取組

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  取組
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柱 いきいきと働き、学び続ける教職員いきいきと働き、学び続ける教職員6
教職員の採用・育成・働き方の一体的な改革教職員の採用・育成・働き方の一体的な改革施策施策11

教員志望者は年々減少傾向である一方で、意欲や能力の高い教員を確保していく必要があります。また、経験の
浅い教職員への支援や、教育内容の多様化による学ぶ時間の確保が課題となっています。さらに、時間外在校等
時間月80時間超の教職員の割合は着実に減少しているものの、一定数の長時間勤務が発生しており、働き方改革
は道半ばの状況です。

遅くとも19時までの退勤を原則とし、働き方改革の推進による学ぶ
時間の確保及び教職員の資質・能力の向上を目指します。

1.

2.

●
●
採用方法の工夫や広報活動の充実
教員志望者を対象としたよこはま教師塾の開催

●
●
研修管理システムの活用による育成制度、研修制度の整備
ICTを活用した多様な研修方法の推進・充実

優れた人材の確保及び採用前教職員の養成

学び続ける教職員の育成・支援

3.
●
●
チームで対応することによる組織力の強化
教職員以外の専門スタッフ等（ICT支援員など）の配置拡充

チーム体制の構築と人員配置の工夫・充実

4.
●
●
●

学校業務の精査、業務のアウトソースの推進
ICT等の活用による教職員の柔軟で効率的な働き方の推進
部活動改革の推進（部活動指導員の配置や地域移行の検討を含む）

学校業務の改善・適正化

5.
●
●
各校の勤務実績の集計結果を活用した、学校教育事務所による学校経営支援
新任２年目校長を対象とした働き方研修等の実施

管理職のマネジメント力の強化・意識改革

※１　教職員が分析チャートを基に自身の資質・能力が向上したと回答した割合。
※２　年度内に一度でも該当した教職員は集計対象とする。なお、本指標を達成した時点で、規則で定めた月45
　　　時間に係る指標の再設定を検討。

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)指 標

資質・能力が向上した教職員の割合※１

２か月連続で時間外在校等時間が月80時間超の教職員数※2 2,798人 0人
95％92％

75.9％ 90％19時までに退勤する教職員の割合

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組
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柱 安全・安心でより良い教育環境安全・安心でより良い教育環境777
学校施設の計画的な建替え学校施設の計画的な建替え施策施策11

築50年以上の学校施設が4割近くを占め、老朽化が進行しています。機能改善、学校統合、公共施設等との複合
化も考慮しつつ、自然環境に配慮した建替えが必要です。

計画的かつ効果的な学校建替えを推進します。

1.1.1.
●
●
建替え検討の対象校の選定、建替え基本構想や設計の実施
建替え基本方針の見直し

学校施設の計画的な建替えの推進

安全・安心な施設環境の確保安全・安心な施設環境の確保施策施策22

学校施設の老朽化対策や防災対策等を進めるとともに、空調設置、トイレの洋式化、エレベーター設置等、快適で
誰でも使いやすい施設環境の整備を推進する必要があります。

安全・安心で、誰もが使いやすい教育環境を整備します。

1.

2.
●外壁・サッシ等の非構造部材の改修、学校敷地のがけ地の安全確保、ブロック塀の対策等

●空調設備の更新、トイレの洋式化、エレベーター等の新規設置、太陽光発電設備の設置等

学校施設における児童生徒の安全確保

快適で誰もが使いやすい施設環境の整備

2.2.2.
● 建替え等を契機とする内装等への木材利用や、太陽光発電設備の設置等
自然環境に配慮した学校施設の整備

学校規模・通学区域の適正化学校規模・通学区域の適正化施策施策33

地域の状況に応じた学校規模の適正化や通学区域の見直しについて、保護者や地域住民の理解や協力を得な
がら進めていく必要があります。

学校規模の適正化や通学区域の見直しを進めます。

1.
●上白根北中学校の開校（統合）、阿久和小学校・いずみ野小学校、日限山小学校・南舞岡小学校、東戸塚
小学校、斎藤分小学校の学校規模適正化等

学校規模・通学区域の適正化

※「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」策定（平成29年５月）以降の累計校数

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)

指 標

建替工事着手校数 ４校（累計）※ 17校（累計）

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  取組

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  取組

主な
  取組
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柱 市民の豊かな学び8
生涯学習の推進生涯学習の推進施策施策11

人生100年時代において、生涯学習の重要性が高まっています。また、社会参加のすそ野を拡大するため、契機
となる学習活動を生み出す人材の育成が必要です。

市民の生涯学習や、社会参加のすそ野の拡大を推進します。

1.1.1.
●
●
市民の社会参加を促すコーディネーター人材の育成支援
体験型社会教育プログラム「子どもアドベンチャーカレッジ」の実施

生涯学習の推進

新たな図書館像の構築及び読書活動の推進新たな図書館像の構築及び読書活動の推進施策施策22

市立図書館は、全18館のうち６館が築40年を超えており、修繕と建替えを計画的に行うとともに、まちの魅力向上に
つながる図書館の再整備の在り方を検討することが必要です。また、市民の読書機会の創出や、地域や学校に
おける読書活動推進の取組の拡充が必要です。

市立図書館の知の拠点の機能に加え、居心地よく豊かな時間を過ご
せるよう再整備を検討し、読書活動を推進します。

1.1.1.

2.2.2.
●再整備の在り方の調査・検討及びビジョンの策定、蔵書と電子書籍の充実等

● ボランティアの活動支援、全市的な読書機会の創出、学校司書や司書教諭の研修の充実

新たな図書館像の構築・図書館サービスの充実

読書活動の推進

横浜の歴史に関する学習の場の充実横浜の歴史に関する学習の場の充実施策施策33

市内の多様な文化財は、横浜の歴史を知るうえで重要な役割を担っており、様々な活用を通じて、地域の魅力
向上や地域活性化につなげ、次世代に継承する必要があります。

文化財の保存・活用、歴史文化の学びの充実を図ります。

1.

2.
●「横浜市文化財保存活用地域計画」の策定、無形民俗文化財調査、史跡等の安全対策

● 博物館学芸員等による訪問授業、文化財を活用した授業コンテンツ動画等の作成

市内に残る文化財の保存・活用、理解の推進

横浜の歴史文化を身近に感じ、学習する機会の創出

※市立図書館での貸出（電子書籍の貸出を含む）及び広域相互利用による他都市での横浜市民への貸出も含む

直近の現状値
(令和3年度)

目標値
(令和７年度)

指 標

図書館における貸出冊数※ 1,160万冊/年 1,200万冊/年
市立図書館の再整備の在り方検討 - ビジョン策定（令和５年度）

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  取組

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  取組

目標・
方向性

現状と
 課題

主な
  指標

主な
  取組
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(1) 受付期間

令和４年９月 30 日（金）～令和４年 10 月 31 日（月）

(2) 素案冊子及び概要版の配布場所

〇 市民情報センター（横浜市庁舎３階） 〇 各区役所広報相談係 

〇 行政サービスコーナー 〇 横浜市立図書館 

〇 教育委員会事務局教育政策推進課（横浜市庁舎 14 階） 

【ホームページにも素案及び概要を掲載します。】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/plankoho/plan/kyoikupl

an/2010-2014kyoshinn.html 

(3) 意見の提出方法

横浜市電子申請・届出システム、電子メール、郵送、ＦＡＸのいずれかでお寄せください。

(4) パブリックコメント実施結果と計画策定について
いただいたご意見については、ご意見の概要とそれに対する横浜市の考え方を取りまとめ、 

後日公表します。個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。

パブリックコメントの実施 ～素案へのご意見をお寄せください～ 

● 横浜市電子申請・届出システムでのご意見提出

横浜市電子申請・届出システムのオンライン入力フォームへ

アクセスし、ご入力ください。

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/ 

apply/83e193e8-d4a8-4fb8-917e-e800f8879db5/start 

● 電子メール

  氏名、住所、本計画に関する意見を記載のうえでお送りください。 

送付先アドレス： ky-4keikaku@city.yokohama.jp 

● 郵送

  氏名、住所、本計画に関する意見を記載のうえでお送りください。 

書式は問いません。（郵送の場合は、10 月 31 日消印有効とさせていただきます。）

郵送先：〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10 

 横浜市教育委員会事務局 教育政策推進課 あて

● ＦＡＸ

  氏名、住所、本計画に関する意見を記載のうえでお送りください。 

書式は問いません。 

ＦＡＸ番号：045-663-3118

※ 電話又は口頭でのご意見は受付できませんので、ご了承ください。

※ ご意見の提出に伴い取得した住所・氏名等の個人情報は、「横浜市個人情報の保護に関す

る条例」の規定に従い適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認

の目的に限って利用します。
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磯子区連合町内会長会資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日 

 

地区連合町内会長 様 

自治会町内会長 様  

磯子区地域振興課長 

 

磯子区自治会町内会ＩＣＴ利活用導入補助金の最終募集について 

（令和４年度・第二次募集） 

 

 

補助金申請書提出期間  令和４年９月 16日（金）～令和４年 12月 16日（金） 

・補助額は予算の範囲内となります。申請を受けたものから順次審査を行いますので、 

申請状況により補助金を交付できない場合があります。予めご了承ください。 

・当補助事業は、本年度終了を予定しており、今回が最終募集となります。 

 

１ 趣旨  

各自治会町内会又は地区連合町内会において、新しい生活様式を踏まえ、ＩＣＴ※機器

の導入等を実施し、事務の効率化やインターネットを活用した情報伝達の円滑化を図り、

自治会町内会又は地区連合町内会でＩＣＴを活用した結果を共有することを目的とし、

自治会町内会又は地区連合町内会のＩＣＴ機器等の購入等に係る費用の一部を補助（磯

子区自治会町内会ＩＣＴ利活用導入補助金。以下、「補助金」という。）します。 

この度、第二次募集を実施することになりましたので、申請を御希望の場合は、下記の

期限までに必要書類の御提出をお願いいたします。なお、当補助事業は、本年度終了を予

定しており、今回が最終募集となります。 

 

※ＩＣＴ：Information and Communication Technology（情報通信技術）の略称。イン 

ターネット等の情報技術を活用したサービス等を指します。 

 
２ 補助金の概要 

（１）申請対象者 

自治会町内会又は地区連合町内会 ５団体程度 

（地区連合ごとの申請数の上限はありません） 

なお、令和２年度、令和３年度及び本年度、既に当補助金を交付した実績のある自

治会町内会、地区連合町内会は申請できません。 
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（２）補助対象経費 

各自治会町内会又は地区連合町内会（以下、「自治会町内会等」という。）における、

ＩＣＴ利活用導入に係る費用 （初期導入費用のみ対象） 
① パソコンやタブレット等の機器及び付属品の購入費用 
② ＷＥＢカメラやＷｉ－Ｆｉルーター等の通信機器の購入費用 
③ インターネット接続工事費用等 
④ オンラインコミュニケーションソフトウェア等の購入費用 
※①～④のいずれも、補助金交付決定後～令和５年３月 10日（原則）までに購入等

を行ったものを対象とします。 
 
（３）補助対象とならない経費  

次のいずれかに該当するものは、補助の対象となりません。 
① 自治会町内会等のＩＣＴ利活用導入に係る費用でないもの 
② 経費の内訳と支払の証拠等が確認できないもの 

③ 分割契約等により月ごとに支払う、通信費用や機器の端末等に係る費用 

 
（４）補助条件 

購入した機器やソフトウェアがインターネットに接続され、自治会町内会等の事務

処理の効率化や情報伝達に活用されること。 

また、各自治会町内会又は地区連合町内会で、ＩＣＴを活用した結果を共有すること。 

 

（５）補助金額 

補助率    対象経費の 9/10 

補助金限度額 18万円 

※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額となります。 

 
３ 注意事項 

（１） 本補助金で対象とした経費については、地域活動推進費等、他の補助金において 

補助対象とすることはできません。 

（２） 補助金により取得した機器等については、減価償却資産の耐用年数に関する省令 
（昭和 40年大蔵省令第 15 条）に定める期間（ただし、10 年を超える場合は 10 年

とする。）、区長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。 
（３） 補助対象経費については、原則、ＩＣＴ機器等の新規導入に係る費用とします。

新規導入にあたらない費用については、申請内容として認められない場合があり

ますのでご承知おきください。 

 



3 
 

４ 申請方法 

補助金申請書提出期間  令和４年９月 16日（金）～令和４年 12月 16日（金） 

・補助額は予算の範囲内となります。申請を受けたものから順次審査を行いますので、 

申請状況により補助金を交付できない場合があります。予めご了承ください。 

・当補助事業は、令和４年度で終了するため、今回が最終募集となります。 

 

 ○申請を希望する自治会町内会等は、期限までに補助金交付申請書（第１号様式）及び 

事業計画書(第２号様式)をご提出ください。 

○提出方法は、メール、郵送、又は来庁でのご提出をお願いいたします。（郵送による提

出の場合、当日消印有効） 

 

 

提出先：磯子区磯子３－５－１ 

磯子区役所地域振興課 坂本 宛 

     メールアドレス is-chishin@city.yokohama.jp 

    （提出様式については、磯子区の下記ＨＰに掲載しています。） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/jichicho

u/ict.html 

 

 
５ 補助金申請の手続きについて 

   
 

 

 

 

① 交付申請 

補助金交付申請を行う自治会町内会等は、交付申請書（第１号様式）及び事

業計画書(第２号様式)を申請期間内にご提出ください。 

（すべてデータによる提出が可能です） 

 

② 交付決定 
交付申請書等の書類を審査し、適正な場合は区から交付決定通知書を送付します。 
※機器購入等は、補助金交付決定通知書（第３号様式）を入手してから行ってく

ださい。 
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https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/jichichou/ict.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/jichichou/ict.html
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③ 交付請求 
交付決定通知書を受理されましたら、交付請求書（第４号様式）をご提出くださ 

い。書類を確認し、指定の口座へ補助金を振り込みます。 
（請求書は、押印が必要な書類となりますので、紙での提出が必要となります。） 

④ 実績報告 
事業終了後、30日以内に実績報告書（第６号様式）、実績内訳（第７号様式）、及 

び補助対象経費に係る領収書の写し等をご提出ください。 
（第６号様式は押印が必要な書類となりますので、紙での提出が必要となります。） 

⑤ 補助金額確定通知 

実績報告書及び添付書類を審査し適正な場合は、補助金額を確定し、区から補助 

金額確定通知書を送付します。 

⑥ 精算 

確定額が補助金支払額よりも少ない場合は、戻入の手続きを行います。 

 

 

   【書類の提出先・連絡先】 
磯子区地域振興課 金澤・坂本 
 電話：７５０－２３９１ 

    FAX：７５０－２５３４ 

E-mail:is-chishin@city.yokohama.jp 
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地区連合町内会長 様 

自治会町内会長 様  

磯子区地域振興課長 

 
 磯子区自治会町内会ＩＣＴ利活用支援・相談会・出張講座の募集について 

（追加募集） 

 

【申込期間  令和４年９月 16 日(金)～令和５年１月６日（金）】 

 ・申込が完了しました自治会町内会から、実施事業者との調整を開始いたします 

・申込多数の場合、募集を終了する場合があります。 

 

１ 趣旨  

自治会町内会及び地区連合町内会（以下、「自治会町内会等」という。）におけ

るＩＣＴを活用した活動を支援するため、地域のニーズに応じた自治会町内会等へ

のＩＣＴ導入についての相談会（以下、「相談会」という。）並びに、ＩＣＴ機器

の使用方法や、ＩＣＴ機器の自治会町内会活動への活用方法に係る出張講座（以

下、「出張講座」という。）を実施します。 

※ＩＣＴ：Information and Communication Technology（情報通信技術）の略称。   

インターネット等の情報技術を活用したサービス等を指します。 

 

２ 概要 

（１）申込対象 

   磯子区内の自治会町内会又は地区連合町内会 

   相談会 ６団体、出張講座３～６団体を募集します。 

（地区連合ごとの申込数の上限はありません。また、地区連合内での申込の取りま

とめも不要です。） 

参加を希望される場合は、参加申込書をご提出ください。 

※ 令和３年度の受講実績のない自治会町内会等を優先いたします。 

※  令和２年度～令和４年度にＩＣＴ利活用導入補助金の交付を受けたことのあ

る自治会町内会等も申し込むことができます。 

 

（２）実施内容 

   相談会及び出張講座の内容を下記のとおり実施します。 

   （実施事業者：特定非営利活動法人横浜コミュニティデザイン・ラボ） 

    ア 相談会・出張講座の開催日 

自治会町内会等が開催を希望する日程 

磯子区連合町内会長会定例会資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日 
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（～令和５年３月15日（水）まで）※夜間、土日祝も可能 

※開催日程は、申込後の委託事業者との調整のうえ、決定いたします。 

 

   イ 相談会・出張講座の開催場所：自治会町内会等が開催を希望する場所  

※開催日及び開催場所は、自治会町内会等の希望する日程及び場所となりま

す。開催日程については、申込後の事業者との調整の結果決定しますので、

申込前に、あらかじめ複数の日程での会場の確保をお願いいたします。 

なお、有料の会場を使用して実施する場合、会場使用料は自治会町内会等 

の負担となります。 

 

   ウ 相談会・出張講座の開催回数・開催時間 

    （ア）相談会：１団体あたり１回、開催時間は１回あたり１時間程度 

※ 相談会実施後１ヶ月間は、事業者に対し、電話やメール等による

質問や相談をすることができます。（開催時期によってはできない場

合もあります） 

     （イ）出張講座：１団体あたり原則１回又は２回、開催時間は２時間程度 

※ただし、募集後に全体の開催回数が少ない場合は、３回以上の開催を

実施できる場合があります。 

 

エ 相談会の内容：ＩＣＴ機器の導入に係る相談、ＩＣＴ機器の基本的な操作

方法、ＩＣＴを活用した情報共有の方法、自治会町内会活動へのＩＣＴの活か

し方など 

 

   オ 出張講座の内容：以下の中から、自治会町内会等の希望する内容を次ページ

から２つまでを選択し、受講いただくことになります。 
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（講座の内容） 

※ＰＣ、タブレット、スマートフォン等の通信端末を使用して行う講座もあり

ます。ご自身の端末をご使用いただける講座もございます。端末をお持ちでな

い方が参加する場合も、事業者が端末を最低５台は用意しますので、お気軽に

ご参加ください（５台以上は用意できない場合があります。端末の種類は講座

前に事業者とご相談ください）。 

① スマートフォンやタブレット等の基本的な使い方【初心者向け】 

 （アプリの使い方、写真や動画の撮り方、その他便利なツール等） 

② オンラインコミュニケーションツール（LINE）の基本的な使い方 

【初心者向け】 

（メッセージの送り方、写真や添付ファイルの送り方、ビデオ通話等） 

③ 自治会町内会等の会議におけるZoomの活用方法 

④ 自治会町内会等におけるデータ共有の方法（Google ドライブ等の活用）

や、LINEグループの活用方法、スケジュール管理ツール等の紹介 

⑤ 自治会町内会等におけるＳＮＳ（Facebook など）の活用方法 

⑥ YouTube動画の活用方法 

⑦ 自治会町内会等のＨＰの開設方法 

 

 

（３）申込方法 

   相談会、出張講座を希望する自治会町内会等は下記のとおりお申し込みくださ

い。 

   申込は、相談会のみ、出張講座のみ、両方の申込、いずれも可能です。 

※１回あたりの相談会、出張講座の参加人数の上限はありませんが、開催場所

の収容人数をご確認の上、お申し込みください。 

【申込期間  令和４年９月 16 日(金)～令和５年１月６日（金）】 

・申込が完了しました自治会町内会から、実施事業者との調整を開始いたします。 

・申込多数の場合、募集を終了する場合があります。 
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・申込方法  参加申込書を電子申請システム（下記参照）・電子メール・FAX・郵送・

持参（いずれでも可）でご提出ください。 

・申込・問合せ先 

★電子申請システムの申込 

下記 URL 又はバーコードよりアクセスしてください。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/app

ly/d4f8173e-5059-4854-ab13-53fe9ad95fc5/start 

 

 

 

 

★電子メールの申込先 

is-chishin@city.yokohama.jp 

 ★FAX・郵送・持参の申込先 

〒235-0016 磯子区磯子３-５-１ 磯子区役所６階 

地域振興課地域活動係  野口 宛 

電話：７５０－２３９１ FAX：７５０－２５３４ 

（参加申込書の様式については、磯子区の下記ＨＰに掲載しています。） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/ji

chichou/ict.html 

 

（５）開催までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催内容の変更等の場合があります。 

自治会町内会等 

区役所 

事業者 

②申込情報を提供 

①区に申込用紙を提出 

（９月 16 日(金)～令和５年

１月６日（金）） 

区からの申込完了の連絡 

③自治会町内会等のご担当者と

事業者により、開催時期・内容

などを調整後、随時実施 

（～令和５年３月 15 日（水）） 
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（６）相談会、出張講座開催にあたってのお願い 

ア 相談会、出張講座の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

観点から、事業者による消毒や検温を実施します。 

自治会町内会等におかれましては、参加者のマスク着用のお願い、また、体調

が悪い方は参加を控えてもらうなどのご配慮をお願いいたします。 

 

イ 相談会及び出張講座で使用する通信端末やインターネット設備、その他必要な

物品等は原則、事業者が用意します。ただし、事業者から開催場所の設備や備品

等を使用したい旨の申し出がある場合がありますので、その際は可能な限りご対

応いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

実施事業者からの紹介 

【特定非営利活動法人横浜コミュニティデザイン・ラボ（所在地：横浜市中区）】 

私たちは、楽しいまちづくりを実践型で研究している NPO 法人です。 

コロナ禍でさまざまなコミュニケーションの制約があるなかで、地域の ICT 利活用 

を支援する「ICT お助け隊」を組織し、オンライン講座や相談室を運営しています。 

https://yokohama.localgood.jp/ictsupport/ 



記入日 令和 年  月  日 

磯子区自治会町内会ＩＣＴ利活用支援・相談会・出張講座 参加申込書 

 

                 団体名                      

 

                  代表者名                   

 

                担当者名                    

                 （代表者と相違する場合のみご記入ください） 

                 連絡先 TEL                  

 

                     E-mail                 

 

１ 申込内容（該当する方に〇をご記入ください） 

 

  ア 相談会       イ 出張講座      

 

２ 希望日程（第３希望までご記入ください） 

※ 開催日及び開催場所は、自治会町内会等の希望する日程及び場所となります。 

（開催可能日：～令和５年３月15日（水）まで）※夜間、土日祝も可能 

※ 開催日程については、申込後の事業者との調整の結果決定しますので、申込前

に、あらかじめ複数の日程での会場の確保をお願いいたします。 

 

 希望日程及び時間 実施予定会場及び所在地 

 

 

 

 

 

相談会 

【第１希望】 

 年  月  日 

  時  分～ 

 

 

【第１希望】 

会場名                   

 

所在地                   

【第２希望】 

 年  月  日 

  時  分～ 

 

【第２希望】※第１希望と同じ場合は「同上」 

会場名                   

 

所在地                   

【第３希望】 

 年  月  日 

  時  分～ 

 

 

【第３希望】※第１希望と同じ場合は「同上」 

会場名                   

 

所在地                   

裏面あり 



 

３ 参加予定人数（開催場所の収容人数をご確認のうえ、ご記入ください） 

 

      人 （相談会または出張講座の最大予定人数） 

 

４ 相談会や出張講座の希望内容 

  〇 相談会の希望内容（主な内容を下記にご記入ください） 

  

                                      

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

出張講座 

（１回目） 

【第１希望】 

 年  月  日 

  時  分～ 

 

【第１希望】 

会場名                   

 

所在地                   

【第２希望】 

 年  月  日 

  時  分～ 

 

【第２希望】※第１希望と同じ場合は「同上」 

会場名                   

 

所在地                   

【第３希望】 

 年  月  日 

  時  分～ 

 

【第３希望】※第１希望と同じ場合は「同上」 

会場名                   

 

所在地                   

 

 

 

 

 

出張講座 

（２回目） 

【第１希望】 

 年  月  日 

  時  分～ 

 

【第１希望】 

会場名                   

 

所在地                   

【第２希望】 

 年  月  日 

  時  分～ 

 

【第２希望】※第１希望と同じ場合は「同上」 

会場名                   

 

所在地                   

 

【第３希望】 

 年  月  日 

  時  分～ 

 

【第３希望】※第１希望と同じ場合は「同上」 

会場名                   

 

所在地                   



〇 出張講座の希望内容 

下記から２つまで選択してください（番号に〇をつけてください）。 

※ 開催回数は、１団体あたり原則１回又は２回とします。ただし、募集後に全体の開催回 

数が少ない場合は、３回以上の開催を実施できる場合がありますので、３回以上の開催を

希望する場合は下記から３つ以上選択してください。 

（３回以上開催時の日程調整は、別途事業者と直接行ってください） 

 

 

① スマートフォンやタブレット等の基本的な使い方【初心者向け】 

 （アプリの使い方、写真や動画の撮り方、その他便利なツール等） 

②  オンラインコミュニケーションツール（LINE）の基本的な使い方【初心者向け】 

（メッセージの送り方、写真や添付ファイルの送り方、ビデオ通話等） 

③  自治会町内会等の会議におけるZoomの活用方法 

④  自治会町内会等におけるデータ共有の方法（Google ドライブ等の活用）や、LINE

グループの活用方法、スケジュール管理ツール等の紹介 

⑤  自治会町内会等におけるＳＮＳ（Facebook など）の活用方法 

⑥  YouTube動画の活用方法 

⑦  自治会町内会等のＨＰの開設方法 

 

 

 

 

区役所使用欄  

受付日時     年    月     日     時     分 

（24 時間表記で記入） 
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地区連合町内会長 様 

自治会町内会長 様  

磯子区地域振興課長 

 
磯子区自治会町内会活動デジタル化アドバイザー派遣の募集について 

（追加募集） 

 

【申込期間  令和４年９月16日(金)～令和５年１月６日（金）】 

・申込が完了しました自治会町内会から、実施事業者との調整を開始いたします。 

・申込多数の場合、募集を終了する場合があります。 

 

１ 趣旨  

自治会町内会及び地区連合町内会（以下、「自治会町内会等」という。）の活動の

デジタル化を支援するため、ＩＣＴの利活用に専門的な知識を有するアドバイザーを

自治会町内会等に派遣します。 

※ＩＣＴ：Information and Communication Technology（情報通信技術）の略称。   

インターネット等の情報技術を活用したサービス等を指します。 

 

２ 概要 

（１）申込対象 

   磯子区内の自治会町内会又は地区連合町内会 

   募集団体数：２団体 

（地区連合ごとの申込数の上限はありません。また、地区連合内での申込の取りま

とめも不要です。） 

アドバイザー派遣を希望される場合は、派遣申込書をご提出ください。 

※派遣日及び派遣場所は、自治会町内会等の希望する日程及び場所となります。

派遣日程については、申込後のアドバイザーとの調整の結果決定します。 

会場の確保は、自治会町内会等で行っていただきますようお願いします。 

なお、有料の会場への派遣を希望する場合、会場使用料は自治会町内会等の負

担となります。 

 

※過去に区や市が開催した出張講座、相談会等の受講実績のある自治会町内会等も

申込可能です。 

※令和２年度～令和４年度にＩＣＴ利活用導入補助金の交付を受けたことのある

自治会町内会等も申し込むことができます。 

 

磯子区連合町内会長会定例会資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日 
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（２）実施内容 

  ア 派遣時期：派遣申込完了～令和５年３月15日（水）までの間でアドバイザー

と調整して決定した日程 ※夜間、土日祝も可能 

  イ 派遣回数：事前ヒアリング※を含め、最大４回 

    ※事前ヒアリング：アドバイザーが、自治会町内会等に伺い、ご相談内容を

詳しくお聞きします。その際に、派遣日程と派遣回数の打

合せを行います。 

ウ 派遣時間：１回あたり１時間～２時間程度 

エ 派遣アドバイザー：区が選定した、ＩＣＴに精通した事業者を派遣します。 

オ  派遣予定内容 

オンラインイベントの配信や動画制作 

オンライン会議のやり方 

自治会町内会ＨＰやＳＮＳページの制作 

自治会町内会でのデータ共有の方法(クラウド、グループウェア) 等 

 

【アドバイザー派遣のイメージ】 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

※アドバイザーへの派遣内容に係る相談可能な期間について 

派遣日の前後一週間は、派遣内容についてアドバイザーへの相談が可能です。 

（日程調整等の単なる事務連絡については、上記以外の期間でも可能です） 

 

 （３）申込について 

   アドバイザー派遣を希望する自治会町内会等は、下記のとおりお申し込みくだ

さい。    

※派遣申込書には、希望する内容をできるだけ具体的にご記入ください。 

ご記入いただいた内容をもとにアドバイザーを選定します。 

※アドバイザー派遣の参加人数の上限はありませんが、開催希望場所の収容人

数をご確認の上、お申し込みください。 

派遣内容の相談 派遣内容の相談 

派遣一週間前 派遣一週間後 

事前ヒアリング 

派

遣 

申込完了～令和５年３月 15 日（水）の間で最大４回まで派遣 
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【申込期間  令和４年９月 16 日(金)～令和５年１月６日（金）】 

・申込が完了しました自治会町内会から、実施事業者との調整を開始いたします。 

・申込多数の場合、募集を終了する場合があります。 

・申込方法 派遣申込書を電子申請システム・電子メール・FAX・郵送・持参（い

ずれでも可）でご提出ください。 

★電子申請システムの申込 

下記 URL 又はバーコードよりアクセスしてください。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedure

s/apply/376263d0-bfad-472a-93b6-30e9ec4030b4/start 

 

 

 

 

     ★電子メールの申込先 

      is-chishin@city.yokohama.jp 

★FAX・郵送・持参の申込先 

〒235-0016 磯子区磯子３-５-１ 磯子区役所６階 

地域振興課地域活動係  野口 宛 

電話：７５０－２３９１ FAX：７５０－２５３４ 

（派遣申込書等の様式については、磯子区の下記ＨＰに掲載しています。） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/j

ichichou/ict.html 

 

（４）派遣までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、実施内容の変更等の場合があります。 

自治会町内会等 

区役所 

アドバイザー 

②申込情報を提供 

① 区に派遣申込書を提出 

 （９月 16 日(金)～ 

 令和５年１月６日（金）） 

 区からの申込完了の連絡 

③自治会町内会等のご担当者と

アドバイザーにより、開催時期・

内容などを調整後、随時実施 

（～令和５年３月 15 日（水）） 
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（５）アドバイザー派遣にあたってのお願い 

ア アドバイザー派遣にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら、派遣当日に、アドバイザーによる消毒や検温を実施します。 

自治会町内会等におかれましては、参加者のマスク着用のお願い、また、体調

が悪い方は参加を控えてもらうなどのご配慮をお願いいたします。 

 

イ 通信端末やインターネット設備、その他必要な物品等を使用して行う場合、原

則、アドバイザーが用意します。ただし、アドバイザーから派遣場所の設備や備

品等を使用したい旨の申し出がある場合がありますので、その際は可能な限りご

対応いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 



自治会町内会活動デジタル化アドバイザー 

派遣申込書 

            
                団体名                      
 
                 代表者名                   
 
                担当者名                     
               （代表者と相違する場合のみご記入ください） 
                 連絡先 TEL                  
 
                     E-mail                 
 
 
● 希望時期                           

      （例：〇月～△月、□月上旬～中旬等） 
※派遣日及び派遣場所は、自治会町内会等の希望する日程及び場所となります。

派遣日程については、派遣申込完了～令和５年３月 15 日（水）の期間で実施しま

す。（申込後、アドバイザーとの調整の結果決定します。） 

会場の確保は、自治会町内会等で行っていただきますようお願いします。なお、有

料の会場への派遣を希望する場合、会場使用料は自治会町内会等の負担となります。 

 
具体的な相談内容 優先順位 

例）ホームページを新しく開設したいと考えているが、開設す

るにあたり、どういったことをやらなければいけないのか。ま

た、開設したあとの維持管理に生じる費用や更新方法等につい

て知りたい。 
１ 

例）オンライン会議を役員間でできるようになりたい。また、

事前の日程調整や連絡もオンラインで行いたいと考えている。

それぞれどのようなツールを使って行えばよいかを知りたい。 ２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

裏面あり 



具体的な相談内容 優先順位 

 

 

 

 

 

※申込内容及びアドバイザーとの調整結果によっては、すべてのご希望に添え

ない可能性がありますのでご了承ください。 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、実施内容の変更等の場合があ

ります。 

 

● 現在お持ちのＩＣＴ機器類について（□にチェックしてください） 

１.   □団体保有のパソコンがある。 （  台） ／ □ない 

２.   □会館にインターネット環境がある ／ □ない 

３.  □団体のＨPや情報発信ツール(電子回覧板等)がある ／ □ない 

※ホームページや情報発信ツールの更新頻度  

□ 週 回程度   □ 月 回程度   □ 年 回程度） 

 

 

【申込期間 令和４年９月 16 日(金)～令和５年１月６日（金）】 

・申込が完了しました自治会町内会から、実施事業者との調整を開始いた

します。申込多数の場合、募集を終了する場合があります。 

 



磯子区連合町内会長会資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日 

 

地区連合町内会長 様 

自治会町内会長  様  

磯子区地域振興課長 

 

第 46回磯子まつりの開催について（お知らせ） 

 

磯子区では、例年９月に区民まつりとして「磯子まつり」（主催：磯子まつり振興委員会）

を開催しております。今年は、９月 25 日（日）に「第 46 回磯子まつり」として総合庁舎

周辺で開催しますことをお知らせします。一昨年、昨年は新型コロナウイルス感染症の影

響により開催中止となったため、３年ぶりの開催となります。 

 

１ 開催概要 

（１）主催 

   磯子まつり振興委員会 

（２）日時 

   令和４年９月 25日 10時～15時 

（３）会場 

   区役所区民ホール、屋外駐車場、土木事務所、 

   磯子公会堂、磯子センター、社会教育コーナー、産業道路 

（４）実施内容（詳細は別紙参照） 

   ① 産業道路でのオープニングセレモニーやパレード 

② 磯子公会堂での区民ステージの実施 

③ ミュージックステージの実施 

④ 社会教育コーナー（テニスコート）や区庁舎屋外駐車場での出店 

（「商店街朝市」同時開催） 

   ⑤ 磯子センター体育館での学校ブースの実施 

⑥ 土木事務所でのはたらくくるま大集合実施 

（５）参加者 

   区民、区内活動団体、区内企業 等 

 

 

 

【前回（R01）の様子】 

連絡先：磯子区地域振興課 金澤・坂本 

  電話：７５０－２３９１ 

      FAX：７５０－２５３４ 

  E-mail: is-chishin@city.yokohama.jp 

 



01171128
テキストボックス
別紙





                         
 

磯子区連合町内会長会資料 

                                                        令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日 

 

地区連合町内会長 様 

自治会町内会長  様 

磯子区地域振興課長 

 

 

磯子区連合町内会長会資料のホームページへの掲載について 

  

磯子区連合町内会長会（区連会）の定例会配付資料につきましては、区役所から自治会町内会

の皆様に毎月、配送しておりますが、このたび、自治会町内会活動デジタル化支援の一つとして、

磯子区連合町内会長会のホームページに定例会配付資料を掲載することとなりましたのでお知

らせいたします。各地区連合町内会・自治会町内会内でのデータ共有等にぜひご活用ください。 

なお、定例会配付資料は従来どおり配送いたします。 

 

 １ 掲載場所について 

   磯子区連合町内会長会ホームページの「区連会資料・補助金等」タブ内のページに掲載し

ます（※別紙「ホームページ画面」をご参照ください）。 

   

  【磯子区連合町内会長会 トップページ】 

   http://www.isogo-kurenkai.net/ 

    

 

  

 ２ 掲載内容 

区連会のレジメ（Word 版及び PDF 版）、配付資料（PDF 版）、及び掲示資料（PDF 版） 

を掲載します。 

（レジメ及び掲示資料については、従来から上記ページに掲載しています）。 

 

 

 

 

 

   

                                    【担当】地域振興課地域活動係  金澤・野口 

                                                       電 話 ： 7 5 0 - 2 3 9 1   

                                                        F A X ： 7 5 0 - 2 5 3 4 

       E-mail:is-chishin@city.yokohama.jp 

磯子区連合町内会長会  🔍 



 ホームページ画面   

①【磯子区連合町内会長会 トップページ】 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらをクリックすると、区連会資料

掲載ページに進みます 



                         
 

 ②【区連会資料掲載ページ】        

 

 

ジ】 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

     

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タイトルをクリックすると 

ダウンロードができます 





 

磯子区では、 

たくさんの地域ボランティア講師が

登録をしています。 

指導・講演・披露・その他いろいろ

対応しています。 

どうぞいつでもお気軽に 

お問いわせください。 

イベントの講師や披露を

頼みたい場合に 

是非ご活用下さい。 

 

★問合せ★  
〒235-0016 横浜市磯子区磯子 3-5-1  

        磯子区総合庁舎 7 階  

Tel : 045- 754‐2390  

Fax: 045- 759‐4116 

開館時間 10:00～17:00 

休館日  祝日・年末年始(12/29～1/3) 

mail : is-shienc@city.yokohama.jp 

磯子区マスコット 
「いそっび」 キャラクター 

（7月 現在） 
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   「磯子区地域ボランティア講師」とは、特技・経験・知識を活かし地域で 

ボランティアとして、活動して頂ける方の人材登録制度です。 

区民の皆様からのご依頼を受け、講師として講演をして頂いたり、イベントな

どで特技や技術を披露して頂く等、区民の地域活動や生涯学習に 

お役立て頂いております。2 年ごとに更新を行いますが、その間内容が変更さ

れる場合もあります。いつでもお気軽に問い合わせください。 

※登録の公開は、ご承諾をいただいた上で、ホームページ・支援センターが発行

する「磯子区地域ボランティア講師ガイド」に掲載します。 

 

 

 

◆この名簿は、地域の各種施設・団体及び学校等で、事業・行事・催し物 

（イベント）・講座等、ボランティアで講師をお探しの際に活用して頂くためのもので

す。 

営利活動・政治活動・宗教活動を目的とした依頼はご紹介できません。 

◆万一、事故やトラブルが発生した場合は、双方の責任でご対処願います。 

◆この名簿は、２０２2 年 8 月現在、「磯子区地域ボランティア講師」として登録さ

れた内容をそのまま掲載しています。 

磯子区地域ボランティア講師とは 

ご利用のお願い 
 



 

 

 

 

① ご依頼の問い合わせや申し込みは、支援センターにご連絡ください。 

ご依頼の際は、「依頼申請書」の提出をお願いします。 

② 支援センターから、講師にご依頼の内容をお知らせします。 

③ 支援センターへ、講師よりご回答を頂きます。 

④ ご紹介が可能な場合、支援センターから講師をご紹介します。 

⑤ ご依頼者と講師で、直接打ち合わせをしてください。 

⑥ 講演・イベント等の実施。 

⑦ ⑧終了後、ご依頼者と講師は各々「依頼終了報告書」の提出をお願いします。 

ご依頼から実施までの流れ 
 

4 講師の紹介 

1 講師の派遣依頼 

申請書提出 

「地域ボランティア講師」登録者紹介の流れ 

ご依頼者 
各種施設・学校・ＰＴＡ 
グループ・自治会・町内会 
区役所・元気づくりステー
ションなど 

7 終了報告書提出 

(依頼者用) 

 
いそご区民活動 

支援センター 

 
地域ボランティア講師 
グループ・団体 

2 依頼内容お知らせ 

2 

3 

3 講師より回答 

8 終了報告書提出(講師用) 

8 

 6 講演・ 

イベント実施 

5 連絡 

打ち合わせ 

 



ジャンル 地域ボランティア講師名 No. 頁

中・高年齢者の心と体と文化、楽しい
健康づくり

谷上 鎮隆 T01101 1

音楽家・Jazz Vocal 吉本　ひとみ T01102 1

ギターアンサンブル ビッグ・リーフ T01202 2

指笛演奏 小越　和弘 T01203 2

音楽 アンサンブルチャオ T01204 3

馬頭琴 篠﨑　洋子 T01205 3

大正琴 ハッピーブルーバード T01206 4

クラシック・ポピュラー 寺尾 美紀 T01207 4

楽器演奏 洋光台ハーモニカ倶楽部 T01209 5

楽器演奏 グルンパ T01210 5

マンドリンの弾き語り なるちゃんのマンドリン T01211 6

楽器演奏 ケーシー ヨコイ T01212 6

シンガースマイリスト 亀元 麻里子 T01301 7

トーンチャイム 菊地 薫 T01304 7

落語 嶌 一友 T02201 8

落語 秋風亭 借金 T02202 8

詩吟 田中 雪子 T02301 9

腹話術 春風若イチロー T02302 9

演劇 劇団「横綱チュチュ」 T03101 10

演劇 井上 学 T03102 10

朗読 発声・朗読 柴田 恵津子 T03201 11

紙芝居 紙芝居の会 T03301 11

紙芝居師 紙芝居共育者 たちつて☆トミー T03302 12

創作文学 川柳(創作) 堀井 克子 T04201 12

歴史 歴史（フィールドワーク講演等) 清水 直人 T04301 13

文学 自由に書いてくるのを作者となおす 北見 康子 T04401 13

韓国語 金 永子 T05102 14

外国語（8か国語） 清水 直人 T05103 14

カリフォルニア英会話 ピーチクラブ T05104 15

語学・国際交流 天天中文倶楽部 T05105 15

小学生の作文教室 宮島 雅美 T05106 16

子供英語活動 宮島 雅美 T05107 16

言語・国際交流 フィオー エリック T05108 17

語学（英語）・国際交流 岩村  玲子 T05201 17

英語活動 田中 幸子 T05203 18

英語学習 ・交流 松井 智恵子 T05204 18

多国の料理 ・文化理解 スモールワールド T05205 19

多言語遊び ・ 文化理解 スモールワールド T05206 19

登録者一覧目次

分類

音楽

その他

伝統芸能

落語

その他

コーラス・合唱

楽器演奏

演劇

国際交流

演劇

その他

語学

文学・歴史

語学



ジャンル 地域ボランティア講師名 No. 頁分類

ペン習字 靖景塾 T06101 20

ペン習字 山本 紫月　 T06102 20

書道 山本 紫月　 T06103 21

書道 高橋 伸 T06104 21

華道 華道 華道（池坊） 土屋 晴美 T07101 22

茶道 茶道 裏千家茶道 和田 孝子 T08101 22

絵画（色鉛筆画） 井澤 康子 T09101 23

水彩・その他（絵画全般） 浄眞会 T09102 23

絵画 鈴木 万理子 T09103 24

絵画・イラスト 砂川  彰子 T09104 24

こども絵画造形指導 Sole！ T09105 25

絵画、工作 髭白 良子 T09106 25

日本画イラスト ことぶき絵 T09108 26

ものづくり・教育 atelier HOWTHINK T09201 26

シャドーボックス シャドーボックス・ローズの会 T09202 27

押し花 梅林 恵美子 T09301 27

げんき絵手紙サロン 川口 整 T09302 28

はがき絵、水彩画 清水 美由紀 T09303 28

絵手紙 絵手紙はなぶさ会 T09304 29

フラダンス フラ レイ マカマエ T10301 29

フラダンス きはらヒイレイとしえ T10302 30

フラダンス ウルプア フラ スタジオ T10303 30

フラダンス 松田 奈緒美 T10304 31

フラダンス 島本 ますこ T10305 31

フラダンス 杉山 弘子 T10306 32

フラダンス 安永 一枝 T10307 32

ボディメイクエクササイズ 蛯名 貴子 T10402 33

体操 河原 幸子 T10403 33

体操・ストレッチ 工藤 直美 T10404 34

健康体操 齊藤 奈穂 T10405 34

ヨガ 千把 弘子 T10406 35

気功・太極拳 楊名時気功太極拳なかま会 T10407 35

ヨガ ハッピーヨガ T10408 36

チェアヨガ チェアヨガ T10409 36

フィットネス　ヨガ HARA T10410 37

スポーツ 平居 愛子 T10411 37

ヨガ&瞑想 NPO沖ヨガ協会・楽ちんYoga T10412 38

体操 山本 美智子 T10414 38

健康・気功 気功つるの会 T10415 39

ヨガ ぽかぽかヨガ T10417 39

体操

スポーツ

書道 書道

美術

絵画

工作

その他

ﾀﾞﾝｽ･ﾌﾗﾀﾞﾝｽ



ジャンル 地域ボランティア講師名 No. 頁分類

介護予防体操　筋力維持・向上運動 田沼 宣大 T10418 40

ヨガ＆椅子ヨガ 蒲原 美樹 T10419 40

健康体操・椅子体操 蛯名 貴子 T10420 41

気功・体操・太極拳・健美舞（ダンス） 太極健身・健美サロン T10421 41

スマホ 岩田 めぐみ T11101 42

パソコン・スマホ インターネットふれあい亭 T11102 42

パソコン 小野 修 T11103 43

パソコン・インターネット 高見 知英 T11104 43

パソコン 田島 紘一郎 T11105 44

パソコン パソコン教室 T11106 44

ICT活用支援 ツマドリ ケイスケ T11107 45

ICT・パソコン活用 森保 伸樹 T11108 45

フォトレッスン、撮影会 フォトの葉 T11201 46

写真 橋本 浩美 T11202 46

遺影撮影 ハッピーカメラ T11203 47

コメディーマジック（ショー＆教室） からくりキング T11401 47

手品 竹之丸マジッククラブ T11402 48

マジック 岩重 フユ T11403 48

マジック 成沢 敏明 T11404 49

ドライフラワー 石月 昌子 T11501 49

フラワーアレンジメント 岡島 ひろ子 T11502 50

フラワーアレンジメント 佐藤 明美 T11503 50

フラワーアレンジメント 田中 真由美 T11504 51

プリザーブドフラワー 未来 恵 T11505 51

インテリアフラワー m.Forest T11506 52

レジュフラワー 青木 良江 T11601 52

手芸（バック作り） 井澤 康子 T11602 53

テーブルコーディネート・テーブルデザイン岡 奈緒 T11604 53

編物 古賀 房代 T11605 54

ハワイアンキルト たんぽぽ T11606 54

手芸 布あそび T11607 55

手芸・クラフト 鈴木 壽子 T11608 55

子どもおもちゃ工作支援 田島 紘一郎 T11609 56

ハーバリウム・サンドペインティング・グ
ルーデコ

林 夕美 T11611 56

手工芸(ペーパークラフト) かなクロ T11612 57

Ｍｙ食器づくり（ポーセリン・アート） 深谷 住江 T11613 57

手づくりアクセサリー（純銀・DECO） 深谷 住江 T11614 58

洋裁・手芸 工房 sawa T11615 58

手作り絵本＆ポップアップカード 桑原 妙子 T11616 59

着物リメイク 廣田 よしみ T11617 59

クラフトアートデコパージュ 石原 美枝子 T11618 60

スポーツ 体操

趣味・生
活

・実用

パソコン

手工芸

写真

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ

マジック



ジャンル 地域ボランティア講師名 No. 頁分類

アロマテラピー 岩本 明子 T11701 60

食(調理・食育) 池田 美智子　 T11702 61

片づけ、整理収納、時間管理 小泉 あすか T11705 61

笑いヨガ 坂本 寿子 T11706 62

料理 白井 文美 T11707 62

料理 須賀 祐子 T11708 63

コーヒーの淹れ方 コーヒー会 TMC　 T11709 63

アロマの香りを楽しむ 人材応援ヴィナカ T11710 64

10歳若返る笑いヨガ 人材応援ヴィナカ T11711 64

美容・健康 高橋 円 T11712 65

カリグラフィー 田久 朋子 T11713 65

手打ち蕎麦 野尻 克彦 T11714 66

暮らしの中のカラー　カラー心理 未来 恵 T11715 66

ハーブ＆アロマ　介護アロマ 未来 恵 T11716 67

クレイセラピー（ヒーリングクレイ） 未来 恵 T11717 67

脳のアンチエイジング（脳活性） 未来 恵 T11718 68

折り紙 折り紙　 T11719 68

紅茶 藤田　玲子 T11720 69

アロマ＆ハーブセラピー 藤田 玲子 T11721 69

アロマテラピー 前田 美和 T11722 70

天文学 山田 陽志郎 T11723 70

きもの着つけ 涌井 きよ子 T11725 71

工作（本のカバーケース付け） 本のカバーケースつけ T11726 71

整理収納・お片づけ 小山 直子（横浜みらい収納） T11727 72

健康生活 村上 和恵 T11728 72

折り紙 今田 充 T11731 73

そば打ち そば打ち東山会 T11732 73

アロマテラピー （アロマオイルオリジナ
ルブレンドオイルを作る）

橋本 浩美 T11733 74

キャンドルづくり ABURABITO T11734 74

料理(健康に良い食事作り) 石原 美枝子 T11735 75

美容
特定非営利活動法人 　トータルビュー
ティーカンパニー神奈川

T12101 75

料理（食品流通） 荻久保 義功 T12102 76

げんき認知症予防サロン 川口 整 T12103 76

自然観察 佐藤 清江 T12104 77

傾聴（気持ちの聴き方） はまや かおり T12106 77

福祉、防災ボランティア 防災を考える会・磯子 T12107 78

認知症予防講座 安倍　理恵 T12108 78

福祉活
動・社会

活動

その他

福祉・ボランティア



ジャンル 地域ボランティア講師名 No. 頁分類

環境関連 荒木 信行 T12201 79

防災・減災 片山 晋 T12202 79

食育文化推進活動 お米マンプロジェクト実行委員会 T12204 80

障がい理解啓発・まちづくり・地域福祉 いそごキャラバン T12205 80

障がい理解、子育て支援、仲間づくり 坂本 寿子 T12206 81

ボランティア入門 時任 和子 T12208 81

環境 磯子区3R応援隊 T12209 82

教育（食育ライフスタイル） 岡 奈緒 T12301 82

読み聞かせ（おはなしゆうえんち） 佐藤 清江 T12303 83

子育て支援 平林 淳子 T12305 83

学習 学習を支援する会「楽習教室」 T12306 84

子育て　ママ支援 渡邉 ケイ子 T12307 84

「遺言と相続」及び「成年後見制度」の講座 新井 克己 T12401 85

公的年金セミナー、ライフプランセミ
ナー、セクハラ・パワハラ対応セミナー

岡 健 T12402 85

成年後見制度・遺言・相続 片岡 剛士 （司法書士） T12403 86

教育 いそごスイミンひろば T12404 86

法律一般 河本 保樹 T12405 87

相続・遺言 島崎 修一 T12406 87

相続・遺言 行政書士  髙田吉衛事務所 T12407 88

ビジネス支援 瀧田 千春 T12409 88

相続の基礎知識・終活・エンディング
ノート 成年後見

角川 衆一 T12410 89

青少年・若者サポート 生き×居きコミュニティ T12411 89

社会人・ビジネスマナー 原田 浩 T12412 90

法律一般 松田 健 T12413 90

自己肯定感、癒し、生き方 宮島 雅美 T12414 91

相談 深谷 国際行政書士 T12415 91

投資・資産運用 岡 浩平 T12417 92

職場のハラスメント対策セミナー
中年期のライフ・キャリアセミナー

ガンボキャリア開発センター T12418 92

福祉活
動・社会

活動

その他

〔登録者数 184名］

子育て

まちづくり



※登録No. フリガナ タニガミ ヤスタカ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

1-1
中・高年齢者の心と体と文化、

楽しい健康づくり

活動対象者 大人 中高齢者
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 週６回 相談に応じます。 時間

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
NPO法人「シニア大樂」講師、日本成人病予防協会認定、健康管理士  

横浜市中区・磯子区・西区…等の「地域ボランティア講師」

T01101 氏名 谷上 鎮隆 70代～ 更新

※登録No. フリガナ ヨシモト  ヒトミ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

1-1 音楽家・Jazz Vocal

午後 13:00～16:00

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別・条件付き） 詳細
ディケア等

無償

 資格・経験
都内・横浜を中心に各地で演奏活動経験23年

ピアノ初級程度

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

T01102 氏名 50代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ひとみ 吉本 

時間問わず

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細
メンバー1人に

付 5000円

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

「心と体の楽しい健康講座」、「出前歌声サロン」などを

“歌って、笑って、感動して、学ぶ”ことをモットーに行っています。

歌は私のハーモニカ伴奏で行います。

前半は、座学。後半は実技で①ストレッチ運動、②腹式呼吸法、

③発声（ボイストレーニング）、④良き姿勢作りと良き歩き方の後、

⑤皆で楽しく歌唱（童謡、唱歌、懐メロ、抒情歌、ラジオ歌謡、シャ

ンソン、カンツォーネ、民謡等全ジャンル) 質疑応答もあります。

ご依頼に応じます。

「心と体の楽しい健康講座」

人数 ： 10～50人以下

時間 ： 60～120分

いそご区民活動支援センターHPより

講座紹介 動画や画像で紹介

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

歌を歌う・声を出すという事は活きる生命力・若返りにもつながります。

洋楽映画の名曲などジャズ演奏を楽しまれるのも良し!、テネシーワ

ルツなどどこかで聴いたことのある曲を歌ってみるも良し!

A・B・Cの読み方から楽しく歌うチャレンジしていただけます。

お一人でもグループでも対応致します。ご一緒に歌を楽しみましょう

・大人向けのジャズ・ポップス・洋楽など

・お子様向け童謡ジャズ「ふるさと」「小さな秋見つけた」

・10代向けジャズ・ポップス

ご要望に応じます。

人数 ： 対応します。

時間 ： １時間前後

いそご区民活動支援センターHPより

講座紹介 動画や画像で紹介
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※分類 ジャンル 活動内容

1-2 ギターアンサンブル

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
コミュニティカフェ、地区センター、地域ケアプラザ、

自治会　老人ホーム　ディサービス等

※登録No. フリガナ ビッグ・リーフ 講師年代 新規・更新

T01202 氏名 ビッグ・リーフ 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

1-2 指笛奏者

午後

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費程度） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

T01203 氏名 小越 和弘 60代 更新

※登録No. フリガナ コゴシ カズヒロ 講師年代 新規・更新

応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 無償(交通費程度） 詳細

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 平日 いつでも 時間

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

ギターアンサンブル ビック・リーフは、5年前にギター趣味仲間で

結成したギターボランティアで、現在、地元のコミュニティカフェ、

地区センター、地域ケアプラザ等で、ギターアンサンブル演奏を

通して、より多くの皆様に楽しんで頂いております。

ジャンルにとらわれない昭和の名曲を、ギターアンサンブルで

演奏し、歌声コーナーで、昭和歌謡、フォークソング、唱歌等、

ギターの伴奏で皆様にも楽しんで頂いております。

参加型コーナーも可能です。(ギター持参)

「ギター音楽楽しむ会」

人数 ： 10人程度

時間 ： １時間30分位

いそご区民活動支援センターHPより

講座紹介 動画や画像で紹介

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

指笛創始者田村大三氏の最後の愛弟子。

指笛を生の演奏を通して、迫力、美しい音色を感じてもらいたい。

介護施設、保育園、幼稚園、小学校等で数多く演奏活動しています。

「指笛！やりたい！」という人々が増えるように伝承していきたい

と思っています。

ご要望に応じます。
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活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
ギタリスト　神奈川ギター協会会員　馬頭琴はモンゴルに渡り、指導を受ける

活動対象者 どなたでも 空いていれば
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 相談 時間 応相談

1-2 馬頭琴

※登録No. フリガナ シノザキ ヨウコ 講師年代 新規・更新

T01205 氏名 篠﨑 洋子 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
中高音楽講師免許

全日本ピアノ指導者協会委員、ピアノ講師、ヤマハ指導　演奏グレード

※登録No. フリガナ アンンサンプルチャオ 講師年代 新規・更新

T01204 氏名 アンンサンブルチャオ 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

1-2 音楽

応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円程度) 詳細 演者1人5000円

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 木・土日ならなお良 時間

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

ピアノ連弾・鍵盤ハーモニカによるDUOです。

教育機関、公共施設、サークル等どんな形でも対応できます。

音楽講座での指導もできます。

生演奏に合わせて身体を動かしたり、歌ったり、コンサートでは

名曲をしっかり聴いていただいたりと小さいお子様からご年配の

方まで幅広くニーズに応じたコンサートを行います。

「〇〇〇〇Concert」

人数 ： 相談

時間 ： 1時間程度

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

披露とお話。モンゴル民話『スーホの白い馬』をギターとモンゴル

の楽器馬頭琴で音楽物語にして披露します。

馬頭琴の体験ができます。

各小学校や施設よりの依頼も受けています。

お話と音楽(自作)で進めていきます。 「スーホーの白い馬」

人数 ： 相談

時間 ： 30分
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活動可能日時 曜日 平日 土・日応相談 時間 応相談 終日

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円以上・材料費別・条件付き） 詳細
状況により

応相談

T01207 氏名 寺尾 美紀 40代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
日本弦楽指導者協会会員、音楽教室勤務通算33年

日本音楽家ユニオン会員

活動対象者 どなたでも 小学生以上
小・中学校への

協力 可

活動可能場所 横浜市内・外 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

※分類 ジャンル 活動内容

1-2 クラシック・ポピュラー

※登録No. フリガナ テラオ ミキ 講師年代 新規・更新

T01206 氏名 ハッピーブルーバード 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
大正琴演奏15年

活動対象者 その他 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 終日

※分類 ジャンル 活動内容

1-2 大正琴

※登録No. フリガナ ハッピーブルーバード 講師年代 新規・更新

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

ご要望に応じます。
「大正琴」

人数 ： 10～30人

時間 ： 30～40分

曲を練習し、老人ホームや地域ケアプラザへ 音楽を披露する

事で楽しんでいます。

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

人のこころに寄り添った演奏をモットーに、二胡やヴァイオリンの

演奏、合奏をしています。

『音楽好きの人々が集まる』、『観客も参加型』で皆で楽しめる

演奏を目指しています。

ご要望に応じます。

人数 ： 特に制限なく

時間 ： 1時間位

季節の曲、歌い継ぎたい名曲のメロディーの数々を、共に

楽しみましょう。
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活動可能日時 曜日 応相談 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費程度） 詳細

※登録No. フリガナ グルンバ 講師年代 新規・更新

T01210 氏名 グルンパ 50代 更新

※登録No. フリガナ ヨコハマハーモニカクラブ 講師年代 新規・更新

T01209 氏名 洋光台ハーモニカ倶楽部 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
初歩から楽譜をもとに正しい吹き方を。初め2本(C,C#)から短調体`Am`の平行調から

次にA、A#は同名調を加えあとは、F、G、バリトンオクターブを指導します。

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※分類 ジャンル 活動内容

1-2 楽器演奏

※分類 ジャンル 活動内容

1-2 楽器演奏

活動可能日時 曜日 休日 土・日・祝日 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費程度） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
メンバーそれぞれの楽器の経験

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

「ハーモニカ演奏会」

人数 ： 会場による

時間 ： 30分
ご要望に応じます。

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

磯子区汐見台西幼稚園の音楽サークルで知り合ったメンバー

で20年近く活動を続けています。サックス、フルート、ピアノ、

キーボード、パーカッションなどの楽器を使って、子どもの曲か

ら大人向けの曲までジャンルを問わず演奏します。

イベントや季節、対象の方に合わせて、ミニコンサート♪を行い

ご要望に応じます。

人数 ： 10～50人程度

時間 ： 20～30分

ご要望に応じてプログラム(ミニコンサート)を作成いたします。

曲のリクエストも歓迎します。

区内の演芸音楽会、地域交流や特養ホーム等数回の演奏。又、

地域の生涯学習とシニア世代の(頭脳、体力、健康増進のため)

ハーモニカ演奏クラブづくりの指導等、(例：小生過日、戸塚区地

域センターの事業(懐かしのハーモニカを歌おう)事業講座の指導

をさせていただきました。※戸塚ハーモニカクラブを立ち上げまし

た。小中学のハーモニカ吹奏の希望者があれば。奏法楽曲譜を

見て、#♭(1本でゴマカサズ）を演奏する5本で吹ける音楽は限ら

れていますから)
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※登録No. フリガナ ナルチャンノマンドリン 講師年代 新規・更新

T01211 氏名 なるちゃんのマンドリン 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

1-2 マンドリンの弾き語り

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談 いつでも

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 ご相談ください

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
教育免許(英語)中学・高校

マンドリン歴37年。

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ケーシー ヨコイ 講師年代 新規・更新

T01212 氏名 ケーシー ヨコイ 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

1-2 楽器演奏

活動可能日時 曜日 平日 土日祝日除く 時間 午後

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
日本アコーディオン振興協議会　公認指導員　40年以上の指導及びプロ演奏実績あり

活動対象者 高校生以上 高齢者まで
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

親子や子供(乳児から)、お年寄りまで(誰でも)を対象に

マンドリン1台で弾き語りをします。

毎月１回の定例会のボランティアをしています。

ご要望があれば、イベントなどどこでも集まりに出向きます。

「なるちゃんのマンドリン」

人数 ： 対応します。

時間 ： 20分

お誕生日を迎える人をハッピーバースデーを歌ってお祝いしてから、

季節や童謡、唱歌、名歌、外国の歌、流行歌など何でも対象に合

わせて弾き語りをします。

いそご区民活動支援センターHPより

講座紹介 動画や画像で紹介

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

アコーディオンは軽くて、持ち運び便利な楽器です。

昔懐かしい音色の楽器の演奏を皆様にお届けします。

①初級～上級まで教則本で指導。

②教則本と共に独奏曲、上級局マスターへ指導。

(歌声の指導・伴奏)

①歌声曲目解説と斉唱指導。

②アコーディオン伴奏・独奏。

(曲目例)カチューシャ、ともしび、トロイカ、タンゴ、シャンソン他

日本の歌曲等

「歌声喫茶 カチューシャ」

人数 ： 10～50人

時間 ： 1時間程度
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※登録No. フリガナ カメモト マリコ 講師年代 新規・更新

T01301 氏名 亀元 麻里子 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

1-3 シンガースマイリスト

活動可能日時 曜日 平日 時間 午後

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
介護ヘルパー2級　小規模多機能施設での介護職　音楽健康指導士2級

認知症キャラバンメイト

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ キクチ カオル 講師年代 新規・更新

T01304 氏名 菊地 薫 60代 新規

※分類 ジャンル 活動内容

1-3 トーンチャイム

活動可能日時 曜日 週１回 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
明治学院大学卒、トーンチャイム講師資格取得

キッズクラブ、コミュニティセンターでの活動経験

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

歌と笑顔で元気を創る活動です。

笑顔は万病の薬です。

全員参加型で懐かしい曲を口ずさみながら、手拍子をしたり、

振り付けしたり、楽しみながら心身ともに健康でいられるように

願いを込めて、最後は全員とハイタッチをします。

現在は、音楽に合わせて体を動かしています。

「笑顔になれるいきいき体操」

人数 ： 10人程度

時間 ： 1時間程度

準備体操(ストレッチ)

→ 早口言葉(口の体操)

→ 脳トレリズム(手拍子や楽器)

→ 昭和の歌謡曲に合わせて体操(高原列車は行く・恋のバカンス等)

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

トーンチャイムは形が棒状で、取り付けられたクラッパーが棒状の

筒にぶつかることで美しく澄んだ音色を奏でる楽器です。

その音色は深く美しい優しい音色で、一人が1本から４、５本ずつ

を担当し、グループで皆で力を合わせて一つの音楽を作り上げ

ます。

童謡からクラシックまで幅広い音楽のジャンルを楽しみましょう！

演奏指導だけではなく、トーンチャイムの体験教室も行います。

聴覚を刺激して呼吸を合わせる音の心地よさを是非体験してみ

てください。

「音を出してみよう！」

人数 ： 5～20人

時間 ： 30～60分
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※登録No. フリガナ シマ カズトモ 講師年代 新規・更新

T02201 氏名 嶌 一友 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

2-2 落語

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
約50年

活動対象者 どなたでも いつでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ シュウフウテイシャッキン 講師年代 新規・更新

T02202 氏名 秋風亭借金 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

2-2 落語

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
素人噺家歴足掛け１５年。高齢者施設、コミュニティハウス、地域ケアプラザ、各種

サークル、小・中学校、病院等色々な所へ伺っております。

活動対象者 どなたでも いつでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

横浜市大落研出身、月平均2回程度の高座。年一回杉田劇場

で独演会開催 新作、古典、人情話と全般的に可能

古典から新作まで人情噺からコッケイ噺までご希望に応じます。

時間もいかようにも合わせます。プログラムの希望は、申しつけ

下さい。 「古典落語・新作落語」

人数 ： 10～50人

時間 ： 30～120分

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

お呼びがかかればどこまでもたとえ火の中、水の中、

愛と笑いをお届けします。

３０分～１２０分先様のご要望に応じて口演します。

自称”ハマのアイドル”こと秋風亭借金です。

いそご区民活動支援センターHPより

講座紹介 動画や画像で紹介 「落語会」

人数 ： 20～30人

時間 ： 60分
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※登録No. フリガナ タナカ ユキコ 講師年代 新規・更新

T02301 氏名 田中 雪子 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

2-3 詩吟

活動可能日時 曜日 応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ハルカゼワカイチロー 講師年代 新規・更新

T02302 氏名 春風若イチロー 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

2-3 腹話術

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 無償(交通費程度） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
1972年春風イチロー師匠に入門

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

詩吟は、詩の中の喜びや哀しみ、感動を声で表現します。

その詩吟で

「大きな声でストレス発散・腹式呼吸で健康増進」しましょう。

漢詩に節をつけて吟じてみよう。

「詩吟を吟じてみよう ! 」

人数 ： 5～20人

時間 ： 30分

・詩文の紹介

・実技

・感想・質問

・小学校の和歌や中学校の漢詩など教科書に載っているものに

節をつけて吟じる。

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

腹話術の演技

子ども会・地方寄席・学校寄席等

ご要望に応じてプログラムを作成します。

「若イチローと遊ぼう」

人数 ： 1人～多数

時間 ： 20～30分
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※登録No. フリガナ ゲキダン「ヨコヅナチュチュ」 講師年代 新規・更新

T03101 氏名 劇団「横綱チュチュ」 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

3-1 演劇

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
2003年2月設立

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ イノウエ マナブ 講師年代 新規・更新

T03102 氏名 井上 学 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

3-1 演劇

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円以上） 詳細 施設により相談

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
早稲田大学第一文学部（演劇専修）卒業

神奈川県演劇連盟顧問・日本劇作家協会会員

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

演劇の公演をいたします。毎年3月～5月 小作品をみなさまの

身近な場所を芝居小屋に変身 上演いたします。

作品は、年度によって変わります。

小公演の時間は、30分～40分
年度によって変わります。

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

横浜市内・県内各地の市民参加型ミュージカルや市民劇団の

指導及び劇作・演出を長年手がけてきました。また中学・高校の

演劇部外部指導員やワークショップ講師、小学校の演劇クラブ

などでの指導経験もあります。現在は磯子区民文化センター杉

田劇場主催の「杉劇☆歌劇団」で、演出と演技指導を担当して

います。特に初心者の皆さんへ演劇の楽しさをお伝えしたいと思

いながらさまざまな活動をしています

基礎レッスン(身体・発声)からシアターゲームなどを経て

ミニ発表会まで

「劇にしたしもう 」

人数 ： 10～30人

時間 ： 90～120分
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※登録No. フリガナ シバタ エツコ 講師年代 新規・更新

T03201 氏名 柴田 恵津子 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

3-2 発声・朗読

活動可能日時 曜日 週６回 応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(5,000円程度) 詳細 条件により無償

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
横浜アナウンス学院講師を経て、今日に至る。港南区役所の先生の会　20年

舞台俳優歴15年　演出助手歴8年

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ カミシバイノカイ 講師年代 新規・更新

T03301 氏名 紙芝居の会 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

3-3 紙芝居

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 どなたでも 高齢者可
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

タイトル・詳細

プログラム

披露

腹式呼吸を使って声をお腹から出す方法や、自分の個性に合っ

た、声の出し方等。美しい日本語に近づく道を分かり易くレッスンし

ます。そのプロセスの中で文学や演劇、落語などに…改めて出会

えると思います。お気軽に見学を。新しい出会いを待っています。

「みんなで楽しいひと時を」

人数 ： 20～30人

時間 ： 40～50分

ご要望に応じます。

楽しい物語・民謡・落語

最後に懐メロやシャンソンを歌って楽しいひと時を

生徒さんと共に伺います。

指導 講演 その他

プログラム一例

披露

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

磯子の昔話を題材とした紙芝居を披露します。

紙芝居 ○イソロンといそごのしちふくじん

○たくあんだいみょうじん

○せっけんはじまてものがたり

○ふるさと 磯子

をオリジナルで作成。

「紙芝居」

人数 ： 15人程度

時間 ： 30分くらい
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※登録No. フリガナ カミシバイキョウイクシャ タチツテ☆トミー 講師年代 新規・更新

T03302 氏名 紙芝居共育者 たちつて☆トミー 50代 新規

※分類 ジャンル 活動内容

3-3 紙芝居師

活動可能日時 曜日 いつでも
火～17:00まで

水午後のみ 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(5,000円程度) 詳細
交通費 材料費

別 応相談

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
ヘルパー2級　秘書検定準1級

2020年より紙芝居

活動対象者 どなたでも 子供4歳以上
小・中学校への

協力

※登録No. フリガナ ホリイ カツコ 講師年代 新規・更新

T04201 氏名 堀井 克子 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

4-1 川柳(創作)

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 無償(交通費程度） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
川柳歴30年以上

洋光台コミニティハウス他講師として参加

活動対象者 小学生以上
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

オリジナル紙芝居を使って

1.笑うことの大切さ

2.考えることの大切さ

3.人を思いやることの大切さを伝えていきます。

紙芝居作り一緒にやりましょう

紙芝居・講話の披露 (時間・大人・子ども対応します)

オリジナル紙芝居を作成しましょう

「題名あて紙芝居」

小学生以上

「ことわざあて紙芝居」

中学生以上

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

川柳教室の形体で実作を行う。

(川柳の創作を前提に基本を知る)

上手下手ではなくお互いの作品で楽しもう

自己紹介

川柳とは、、、の講義

実践

発表

「川柳を楽しもう!」

人数 ： 10人程度

時間 ： 2時間位
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※登録No. フリガナ シミズ ナオト 講師年代 新規・更新

T04301 氏名 清水 直人 50代 新規

※分類 ジャンル 活動内容

4-3 歴史(フィールドワーク講演等)

活動可能日時 曜日 週６回 いつでも 時間 応相談 いつでも

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
歴史散歩・イベント企画実践の経験あり。

活動対象者 小学生以上 学生～シニアまで
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ キタミ ヤスコ 講師年代 新規・更新

T04401 氏名 北見 康子 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

4-4
自由に書いてくるのを

作者となおす

活動可能日時 曜日 週５回 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
作家、シナリオ作家、福祉大学で講演経験あり　

県立精神病院で文書指導、及び洋光台で教室開催中

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

歴史は、身近であると同時にスケールも広く追及すればきりがありませ

ん。そんな身近でもあり奥深くもある歴史の世界に触れてみませんか?

歴史のテーマに沿った講演から講義と実際の見学を組み合わせたイ

ベント、現地集合現地解散の史跡散歩まで歴史に関するイベントには、

広く対応させていただきます。

横浜最古級の神社、民間航空発祥地と戦前民間航空のメッカ、

掘割川にあったドック跡日本最初の水族館等、「磯子の古い物」

を巡ります。

「実は、古い物たくさん! 磯子

を歩く」

人数 ： ～20人

時間 ： 2～3時間程度

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

好きなことを書いてくる。それを全員で合評する。そして、1年に1

度同人志を作る。皆さんが楽しんで合評する。自分の本が出来

るのは楽しいものです。頭の体操には一番良いと思います。ただ

反応が少ないのが残念です。

・作文を書いてみよう!

・お題は自由 例えば自分の過去のことを書いてみよう

・発表 総評

「幼児期のことを思い出して

書いてみよう」

人数 ： 8 人程度

時間 ： 2 時間
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※登録No. フリガナ キム ヨンジャ 講師年代 新規・更新

T05102 氏名 金 永子 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

5-1 韓国語

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 午後 10～17時

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(5,000円程度) 詳細 施設による

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
韓国語能力検定6級　韓国語講師経験9年

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ シミズ ナオト 講師年代 新規・更新

T05103 氏名 清水 直人 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

5-1 外国語(8か国語)

活動可能日時 曜日 週５回 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
社会人・中学生から大学までの学生など向けの講座の経験あり。

ホームズなどの古典、歴史上の人物の小伝、動物についての説明など　

活動対象者 中学生以上 学生～シニアまで
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

韓国ドラマや旅行、文化について話し合ったり、ドラマの映像を見

ながら、主題歌を聞いたりしながら楽しく韓国語を習ってみませ

んか。韓国旅行の時に看板の文字が読めると一層楽しさが増し

ますよ。

・単語やフレーズ、会話を勉強する

・文字の読み方を勉強する

・映像を見ながら韓国の歌を聞いたり面白い画像を見たりする。

「スローで楽しい韓国語講座」

人数 ： 10人程度

時間 ： 1時間30分

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

ともかく何か外国語を勉強してみたいという方のための入り口として

「ＴＯＥＩＣなど、自分の語学力のスキルを上げたい」という方の練習

の場として最適です。英語の他、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、

ラテン、ギリシャ、ヒエログリフ（古代エジプト語）の8か国語の読み書

きについて自作のテキストを使い丁寧に説明します。

これだけ覚えればあとは練習あるのみというすべての言語に共通

するステップを解説するプログラムです。

1.内容を含め希望に応じたテキストレジメを用意

2.実戦練習の指導も致します。

「言語の扉を開く3ステップ」

人数 ： 3～20人

時間 ： 2時間程度
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※登録No. フリガナ ピーチクラブ 講師年代 新規・更新

T05104 氏名 ピーチクラブ 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

5-1 カリフォルニア英会話

活動可能日時 曜日 週２回 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
コンコード市留学5年　指導歴30年

活動対象者 中学生以上
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ テンテンチュウブンクラブ 講師年代 新規・更新

T05105 氏名 天天中文倶楽部 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

5-1 語学・国際交流

活動可能日時 曜日 週６回 月～土 時間 応相談 9:00～17:00

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別・条件付き） 詳細
状況により

対応

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
中国出身。北海道新聞文化センター中国語教師

磯子区国際交流コーナー相談員、横浜市通訳ボランティア

活動対象者 どなたでも 磯子区民
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

正しい文法と美しい発音を学びます。

世界に通じる会話力やマナーについても学びたい。

勉強法については単語力を強め、会話力と文章力の両立を目指す。

若者が好むスラングは学ばない。

私の5年留学の努力のヒントも伝えたい。

ご要望に応じます。
「日常会話習得」

人数 ： 8人位

時間 ： 1時間30分

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

中国語教師を通じて日本と中国との友好交流・相互理解を計ります。

中国語初心者に発音から対話を楽しむコースを用意しています。

区内に住む中国人の通訳もお手伝いさせていただいています。

少子高齢化社会の実情に備えてどなたも楽しく生き生きと暮らせる

社会を目指して活動しています。

小・中学生・保護者の方への通訳ボランティアもしています。

「中国語講座 」

人数 ： zoomも対応

時間 ： 1時間15分まで

・来日日の浅いお子さん(小学生以上)への母国語支援

(学校の授業サポート・翻訳)

・中国語のグループレッスン(連続講座も対応) 会話・検定など対応
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※登録No. フリガナ ミヤジマ マサミ 講師年代 新規・更新

T05106 氏名 宮島 雅美 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

5-1 小学生の作文教室

活動可能日時 曜日 平日 応相談 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(5,000円以上） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
一般社団法人教育コミュニケーション協会 説明力メディエーター 作文トレーナー

活動対象者 子ども（小学生まで）・保護者
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ミヤジマ マサミ 講師年代 新規・更新

T05107 氏名 宮島 雅美 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

5-1 子供英語活動

活動可能日時 曜日 平日 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(5,000円以上） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
小公立小学校YICAサポーターとして事業のお手伝いを10年以上に渡って活躍中です。

地区センター、各コミュニティー講師、J-shine上級認定者、滞米3年。

活動対象者 子ども（小学生まで）・保護者 中学生相談
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

小学生の作文の苦手なお子さんに読書感想文を書きわかりや

すく指導しています。

子どもの言葉を引き出しながら上手に書くことよりも子供の考え、

想いを大切に否定・修正をしないでありのまま受け止めて作文を

書いてもらいます。

作文をとおして自分を認め受け止める力が養われます。

思っていることを言葉にする

・本を読んでくる

・ワークシートにしたがい紙に書く

・ワークシートをもとに文章を仕上げる

「読書感想文を書こう」

人数 ： 10人

時間 ： 2時間

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

小学校、地域コミュニティで英語講師として長年活動しています。

ママとベビークラス、小学生クラスで英語は楽しいと感じてもらえ

るように、絵本、歌、アクティビティ、リトミックなどを取り入れてい

ます。大型絵本の読み聞かせもしています。

個人指導、グループ指導の御相談も受けつけています。

・音楽

・絵本

・カラーリング

・アルファベット

「わんぱくイングリッシュ」

人数 ： 12組

時間 ： 1時間
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活動対象者 どなたでも 子どもから高齢者
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 応相談 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

※登録No. フリガナ イワムラ レイコ 講師年代 新規・更新

T05201 氏名 岩村 玲子 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
中学、高校英語教員免許   英検インタビューワ―

※分類 ジャンル 活動内容

5-2 語学（英語）国際交流

※登録No. フリガナ フィオー エリック 講師年代 新規・更新

T05108 氏名 FIOR ERIC 50代 新規

※分類 ジャンル 活動内容

5-1 言語・国際交流

活動可能日時 曜日 週１回 金曜日 時間 午前 9:30-10:20, 10:30-11:20

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円以上） 詳細 月６０００円（４回分）

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
資格：FLE（外国語としてのフランス語教授法） 、日本語能力試験  N2

フランス語講師歴：22年

活動対象者 中学生以上
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

「フランス語を話そう」

人数 ： 最大15人

時間 ： 50分

約２５年フランス語の講師の経験を活かして、フランスの日常、

文化などを紹介しながら、フランス人に会った時に使える自然な

フランス語を楽しく教えます。

初心者も大歓迎！

レベル：初級と中級

内 容：会話を集中しながら、発音も文法も正しく覚えますから、

確実な知識を持って上達！

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

日本語が話せない方、来日したばかりの方など、日本人の暮らし

風習など、たのしく交流したいと思います。幼い赤ちゃんや幼児

の検診など、病院や買い物などでたくさんボランティアとして助け

てきましたので、相談相手になれたらと思います。高齢者のグ

ループのかんたんな英会話も希望があれば申し込んでください。

区内で住んでいる外国籍の人たちと交流したいし、年とっている

人々と幼い子等とを助けながら、遊んだり、うたったり、手品を楽

しんだりする催しを企画したいと思います。

ご要望に応じます。

17



 資格・経験
幼稚園、中学校、高校、大学　英語教師経験あり

現在小田小、小田中学校運営協議会委員、小田小英語サポーター

T05203 氏名 田中 幸子 70代～ 更新

応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

※登録No. フリガナ タナカ サチコ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

5-2 英語活動

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 中学生以上
小・中学校への

協力 可

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動可能日時 曜日 応相談 時間 応相談

ボーレハムウッドカレッジ(英国)修了/ミシガン大学英検合格　

児童館&英語会にて中～高生指導/NPOヨガ会で通訳

※分類 ジャンル 活動内容

5-2 英語学習・交流

T05204 氏名 松井 智恵子 60代 更新

※登録No. フリガナ マツイ チエコ 講師年代 新規・更新

指導 講演 その他

プログラム

披露

幼稚園から大人まで英語学習支援。英語絵本読み、英語体験

教室（ウサギとカメの英語劇）、講演会（マルチメディアを活用し

た小学校英語活動、日本文化を英語で紹介しよう）など。

ご要望に応じてプログラムを作成いたします。

ソフトを使った英語の学習支援もいたします。
「英語を楽しもう」

人数 ： 20人位まで

時間 ： 1時間

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

・大人の為のやり直し 中学英語～高校英語

・中、高生の学習支援(教科書中心が望ましい)・国際交流時の通訳

ご要望に応じます。
「英語で楽しもう」

人数 ： 20人まで

時間 ： 30分

プログラム一例
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午前

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 平日 休日も可 時間

※分類 ジャンル 活動内容

5-2 多言語遊び・文化理解

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

※登録No. フリガナ スモールワールド 講師年代 新規・更新

T05206 氏名 スモールワールド 40代 更新

午前

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 平日 休日も可 時間

※分類 ジャンル 活動内容

5-2 多国の料理・文化理解

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
年間5回　約6年

※登録No. フリガナ スモールワールド 講師年代 新規・更新

T05205 氏名 スモールワールド 40代 更新

指導 講演 その他

プログラム

披露

日本料理を含めて、多料理を一緒に作ったり試食したりします。

食べ物をきっかけにして、日本に在住している方と仲良くなり、

いろいろな国の方が住みやすいまちづくりをしたいと思います。

・材料の説明

・つくり方の説明

・つくる

・試食（感想）

「皮から作る水ギョウザ」

人数 ： 10人

時間 ： 2時間

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

いろいろな国のゲーム・遊戯を知り、他国の文化や言語を遊びを

通して知り、楽しもう。

・ゲームの説明

・ルールの説明

・遊ぶ

「世界のゲームで遊ぼう」

人数 ： 10人程度

時間 ： 1時間

いそご区民活動支援センターHPより

講座紹介 動画や画像で紹介

プログラム一例
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応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 小学生以上
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 週４回 月・火・水・木 時間

※分類 ジャンル 活動内容

6-1 ペン習字

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
書道3段　ペン習字6段　指導歴50年

※登録No. フリガナ セイケイジュク 講師年代 新規・更新

T06101 氏名 靖景塾 70代～ 更新

※登録No. フリガナ ヤマモト シゲツ 講師年代 新規・更新

T06102 氏名 山本 紫月 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

6-1 ペン習字

活動可能日時 曜日 平日 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
東京書道教育会　ペン字正師範

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム

披露

正しい楷書、行書を学ぶ。

字は体を現すので、同じ人が同じ字を書いても心の状態で字の

形が異なることもある。

外国人には英語で指導する。

ご要望に応じてプログラムを作成します。
「正しく美しい字の書き方」

人数 ： 10人

時間 ： 1時間30分

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

2014年から浜小学校コミュニティハウスで「初めてのペン習字」

というサークルの講師をしています。実用書道師範の資格をいか

して書式の記入方法等の指導も可能です。字が苦手な方も

ちょっとしたコツで見違えるようになる書き方についても勉強して

います。

ご要望に応じてプログラムを作成します。

浜小にて数年間「小学校1年生のかきかた教室」指導。 「字が苦手な方のペン習字」

人数 ： 場所により

時間 ： 2時間

プログラム一例
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 資格・経験
書道・ペン字・実務書道　師範、墨彩書審査会員

日本福祉パステルアート協会1級インストラクター

T06103 氏名 山本 紫月 50代 更新

応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 平日 時間

※登録No. フリガナ ヤマモト シゲツ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

6-1 書道

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※登録No. フリガナ タカハシ シン 講師年代 新規・更新

T06104 氏名 高橋 伸 70代～ 新規

※分類 ジャンル 活動内容

6-1 書道

活動可能日時 曜日 いつでも 木金以外 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 有償(5,000円程度) 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

書道師範、賞状書士

指導 講演 その他

プログラム

披露

・サークル講師として、子どもの書道（毛筆・硬筆）・大人の為の

実用書道及びペン習字の指導を長年しています。

・小、中学校の書道授業ボランティア経験有ります。

・パステルアート・消しゴムはんこ・小筆での名前の書き方・1年生

のかきかた教室・写経教室等多数指導経験有

・実用書道では小筆の書き方にプラスして、100円ショップの材

料で季節の便りや年賀状に彩を添える事が得意です。

ご要望に応じてプログラムを作成します。（子ども～大人まで）

書道の基本、書き方教室（硬筆）、大人の実用書道、年賀状講

座など

人数 ： 20人位

時間 ： 2時間程度

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

新型コロナウイルスの新規感染者が急速に減少し、緊急事態宣

言解除以降も続けられていた各種の制限も緩和されるなど、か

つての日常が戻りつつあります。

そんな中でも、時間をかけて、墨をすり、香りで心が癒されます。

地域の皆さんと字を書く至福の時間を過ごせます。

ご要望に応じます。

プログラム一例

「写経を体験」

人数 ： 10人

時間 ： 2時間
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※登録No. フリガナ ツチヤ ハルミ 講師年代 新規・更新

T07101 氏名 土屋 晴美 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

7-1 華道（池坊）

活動可能日時 曜日 いつでも 要相談 時間 終日 要相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 どなたでも 年長～大人
小・中学校への

協力 可

・華道家元池坊いけばな教授　・中学校　華道クラブ講師　


・CFDフラワーデザイナーズ講師　・花育アドバイザー

※登録No. フリガナ ワダ タカコ 講師年代 新規・更新

T08101 氏名 和田 孝子 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

8-1 裏千家茶道

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 終日

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
裏千家茶道教授

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

難しい事を簡単に、簡単な事を楽しくご指導しています。いつも

笑いが絶えないお教室です。小学校の低学年から大人の方まで

通われています。ご本人の希望によっては資格を取るところまで

ご指導しています。いやされてアンチエイジングになり楽しく日本

伝統文化に触れられます。ご自身の感性を磨きましょう。

ご要望に応じてプログラムを作成いたします。

指導 講演 その他

プログラム

披露

400年以上昔から続く日本の伝統文化世界に誇れる総合的文

化をわかりやすく丁寧に年齢も保育園児から高齢の方々まで幅

広く楽しめる様一緒に学んでいます

ご要望に沿った対応をします。

親しめるような対応。

保育園、小学校、高齢者の方も対応します。

「初めての茶道」

人数 ： 場所による

時間 ： 1時間

プログラム一例

生活に生かす「ときめきいけ花」

人数 ： 12人

時間 ： 1時間30分
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※登録No. フリガナ イザワ ヤスコ 講師年代 新規・更新

T09101 氏名 井澤 康子 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-1 絵画（色エンピツ画）

活動可能日時 曜日 週３回 月、金、土 時間 午後

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
長年　趣味として絵を描いています。特に資格はありません。

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ジョウシンカイ 講師年代 新規・更新

T09102 氏名 浄眞会 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-1 水彩画（絵画全般）

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 内容により

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
中学校、高等学校　美術教師　1級免許

活動対象者 高校生以上 どなたでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム

披露

●ぬり絵のプチ講座

●写真からペットを描きましょう。（A5サイズ位、連続講座）

●写真から季節のお花を描きましょう。（A5サイズ位、連続講座）

その他お好きな作品をつくるご指導をいたします。

「ぬり絵のプチ講座」

人数 ： 5～6人

時間 ： 2時間（1回）

可愛いペットや愛着のある花や小物等、身近な物を写真からト

レースして色鉛筆で色付け、仕上げてゆきます。ぬり絵的ですの

で、楽しく描いて行けると思います。トレースから仕上げまで楽しく

描いて行きましょう。

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

和やか雰囲気の中、初心者から経験者の方も、その方の個性を

伸ばせるご指導を致しております。上手に描くだけが目的でなく、

絵の楽しさを、実感し生きがいの1つとして頂ければと思っており

ます。

ご要望に応じて、初心者にも簡単に出来るプログラムを

作成いたします。

色を使っての楽しいプチ額絵など作成

「お部屋に飾ろうマイアート」

人数 ： 8人位

時間 ： 2時間～

プログラム一例
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※登録No. フリガナ スズキ マリコ 講師年代 新規・更新

T09103 氏名 鈴木 万理子 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-1 絵画

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談 午前or午後

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(5,000円以上） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
磯子区、港南区にて絵画サークルの指導多数、現在も継続、美大卒

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ スナガワ アキコ 講師年代 新規・更新

T09104 氏名 砂川 彰子 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-1 絵画・イラスト

活動可能日時 曜日 平日 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
中学校美術教員免許〈支援級指導経験あります〉

介護福祉士〈デイサービス（認知症対応）美術経験あります〉

活動対象者 どなたでも 子ども、シニア
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム

披露

絵画（デッサン、水彩、油彩）の基礎を丁寧にご指導致します。

・初心者～中級対象の絵画（デッサン、水彩）の講座

・絵画サークルの指導

・モチーフの準備や道具のご相談

透視法や色彩学など専門知識を基にワンランク上の表現を

一緒に考えていきましょう。

「身のまわりの物を描こう」

人数 ： 8～16人

時間 ： 2時間

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

中学校非常勤講師・漫画家（集英社・ビジネスジャンプ 扶桑社他連載）

等の職歴を生かし老若男女を問わずどなたにもわかりやすい楽しい絵

画指導を目指しています。横浜市からの定期講座（平均6ヶ月）を20講

座以上行ってまいりました。

・2013年絵画教室 Ⅿare！（まーれ！）設立。「基礎からゆっくり水

彩画教室」「横浜スケッチ教室」開講

・「よみうりカルチャーセンター 横浜100景スケッチ」講師。

・コツは3つ！わかって描ける水彩画・「S＆eggs」「彩水会」水彩画講師。

・ 横浜市西スポーツセンター文化教室「水彩画」「水彩色鉛筆画」講師。

（現在在籍9年目）・2019年ｊ:COM「桂枝太郎のいいじゃん横浜」で横浜

スケッチ教室を放送されました。

ご要望に応じます。

「はじめての水彩画」

人数 ： 8人

時間 ： 2時間

プログラム一例
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※登録No. フリガナ ソウル！ 講師年代 新規・更新

T09105 氏名 Sole！ 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-1 こども絵画造形指導

活動可能日時 曜日 平日 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
多摩美術大学　日本画学科卒業・ゲーム開発、IT制作ディレクター、コンピュータ専門

学校講師などの職歴あり・フリーランスでイラスト、デザインなどを手掛ける　

活動対象者 どなたでも 小学生・中学生
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ヒゲシロ リョウコ 講師年代 新規・更新

T09106 氏名 髭白 良子 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-1 絵画、工作

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円程度) 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
中学校、高校美術教諭、2013年より子ども向け絵画、造形教室。

地区センター、コミュニティハウス・福祉施設などでワークショップ。

活動対象者 どなたでも 幼児～大人
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム

披露

主に小学生を対象とした絵画・造形のご指導をします。

「絵が上手くなりたいのにどうすればよいかわからない」等絵画に

限らず「もの作りの方法」に迷っているお子さんを、わかりやすく楽

しく導きます。教室の開催や、イベントなどへの出向もお引き受け

いたします。

ご要望に応じます。

・一日単位、数回に渡ったカリキュラム、など開催されるクラスの

状況によって内容を企画いたします。

・絵画に特化した内容に限らず、造形工作などもご指導いたします。

・コンピュータ操作に慣れており、PCやアプリケーションをご用意いた

だけるのであればパソコン教室もご考案できます。

「こども絵画・造形教室」

人数 ： 8人

時間 ： 2時間

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

「変身おもしろ仮面」「楽器を作ろう」「色とりどりの鳥」「モザイク

アート」こどもの日・夏休み・お祭りなどの工作ワークショップや大

人のぬり絵なども。

ご要望に応じてプログラムを作成いたします。
「ペットボトルの万華鏡」

人数 ： 20人位

時間 ： 1時間30分

プログラム一例
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※登録No. フリガナ コトブキエ 講師年代 新規・更新

T09108 氏名 ことぶき絵 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-1 日本画イラスト

活動可能日時 曜日 いつでも 終日 時間 応相談 夕方まで

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
カラーセラピスト　絵手紙

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ アトリエ　ハウシンク 講師年代 新規・更新

T09201 氏名 atelier　HOWTHINK 30代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-2 ものづくり・教育

活動可能日時 曜日 応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 小学生以上 小学生、中学生、親子
小・中学校への

協力 可

一級建築士、インテリアデザイナー、キャリアコンサルタント・2019年度子どもゆめ基金採

択、2019年度磯子区青少年育成活動補助金採択、2022年度磯子区青少年育成活動補助金採択

指導 講演 その他

プログラム

披露

手のひらサイズの小さな絵を描いて飾って楽しみませんか。

寸松庵色紙（色紙の4分の1サイズ）に季節のお菓子を描きます。

出来上がった絵は色紙掛けにかけてちょっと粋な作品になります

画材は水彩、顔彩を使用します。

手のひらサイズの小さな色紙にお花を可愛く描きます。

お花の写真や資料を薄い紙に下書きを描いたのち、色紙に写して色

を塗って仕上げます。.

画材は、下書き用に鉛筆、色塗りで水彩や色ペン色鉛筆などお持ち

下さい。（お持ちでない方は画材をお貸します）

「小さな色紙に季節のお花を

描きましょう」

人数 ： 5人

時間 ： 2時間

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

私たちHOWTHINKはものづくりを通して「考える」ことをテーマに活動してい

ます。お家の模型づくりでは①知る②選ぶ③作るの３つのステップで自身

や他者（家族）について考える心を育むことを目的としています。自ら考え

て最後まで作りきることで自信を持つことができます。最後に各自の模型

について発表を行うことで、他人との考え方の違いに気付き、良い点を互

いに褒め合うことにより、様々な価値観を尊重する心が育まれます。

製作手順

①模型の作り方、概要説明（10分） ②間取りづくり（30分）

③建築模型づくり（100分）④作品発表会（10分）一級建築士の先生を講師

に招き、実際にプロが使う道具で本格的な建築模型づくりを簡単に体験でき

ます。親子で話し合いながら間取りを考えることで普段聞くことの出来ない「家

族」への思いや考えを知るきっかけにもなります。夏休みの自由研究にも最適

です！

「子ども建築教室」

人数 ： 親子5組

時間 ： 150分

プログラム一例
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※登録No. フリガナ シャドーボックス・ローズノカイ 講師年代 新規・更新

T09202 氏名 シャドーボックス・ローズの会 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-2 シャドーボックス

活動可能日時 曜日 平日 木、金 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
シャドーボックス・ラ・マー二認定講師免許

活動対象者 大人 子ども対象も可
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ ウメバヤシ エミコ 講師年代 新規・更新

T09301 氏名 梅林 恵美子 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-3 押し花

活動可能日時 曜日 土・日・祝日 応相談 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
押し花・フラワーデザイン・グラスアートなどの資格

活動対象者 小学生以上
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム

披露

シャドーボックスとは17世紀のヨーロッで流行したデコパージュの

技法の一つでその後アメリカに伝わり、立体的に発展してできた

ハンドクラフトです。5枚以上のプリントをパーツごとにカットしてシリ

コンでもち上げて立体的にする作業です。

家庭でも出来ます。

・3回に分けてするコースもあります。

・1日体験していただくものもあります。
「シャドーボックス体験教室」

人数 ： 10人位まで

時間 ： 2時間

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

カーネーション・バラ・ビオラなど身近に咲いている花を押し花に

して、母の日のカードやキーホルダー作りなどを楽しんでいただき

ます。クリスマスカードなど、小さいお子さんにも簡単に作ることが

できます。

身近な押し花のつくり方、押し花の取り扱い説明

実際に皆様に好きなように製作していただきます。 「母の日のプレゼント」

人数 ： 10～15人

時間 ： 2時間

プログラム一例
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※登録No. フリガナ カワグチ タダシ 講師年代 新規・更新

T09302 氏名 川口 整 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-3 げんき絵手紙サロン

活動可能日時 曜日 いつでも ご要望に応じます 時間 応相談 ご要望に応じます

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円以上） 詳細 応相談

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
横浜市生涯学習ボランティア講師全18区登録。日本絵手紙協会絵手紙公認講師。      

健康マスター「げんきサロン」講座2021年は153回。依頼は公共や民間の福祉医療学校や企業施設。

活動対象者 その他 働き盛り・高齢者
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ シミズ ミユキ 講師年代 新規・更新

T09303 氏名 清水 美由紀 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-3 はがき絵・水彩画

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

教職（美術）、子どもの造形教室（1987～2002年）

はがき絵教室（2000年～現在）、水彩教室（2010年～現在）

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

絵手紙の継続は集中力から発想力を育み認知症予防につなが

ります。はじめての方、絵心がなくても、絵が苦手でも丁寧に指導

いたします。

自分らしさを引き出す絵手紙。一枚の絵手紙でお友だちに会え

るうれしさ。笑顔をありがとう。絵手紙をかける喜びと家族への感

謝です。絵手紙の楽しさを楽しむサロンです。

ご要望に応じます。

全く初めての方も感動の絵手紙がかけるサロンです。

げんき絵手紙サロン・トーク＆おけいこ指導。

お好きな果物など題材をお持ちいただき、絵手紙の書き方をご

指導いたします。

「げんき絵手紙サロン」

人数 ： 15人程度

時間 ： 120分程度

指導 講演 その他

プログラム

披露

季節の草花、野菜、風物や自由な表現などを自分の好きな画

材（油絵の具以外）でのびのび描いています。どなたでも、いつか

らでも参加できるサークルなどを地域の施設にて集い、楽しく活

動しています。

①はがきに下書き

②好きな画材色付け

③作品にアドバイス

「はがき絵」

人数 ： 10～15人

時間 ： 1時間30分

プログラム一例
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※登録No. フリガナ エテガミハナブサカイ 講師年代 新規・更新

T09304 氏名 絵手紙はなぶさ会 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

9-3 絵手紙

活動可能日時 曜日 平日 第1.3月曜 時間 午後 13時以降応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
地球・絵手紙ネットグループの特別講師24年　講師認定証・特別講師認定証有り

活動対象者 大人 一般成人男女、高齢者
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ フラ レイ マカマエ 講師年代 新規・更新

T10301 氏名 フラ レイ マカマエ 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-3 フラダンス

活動可能日時 曜日 平日 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
フラの活動は3年。地区センターなどで発表しています。

活動対象者 どなたでも 3才～80代の方々
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム

披露

手紙に絵を描き添えたものが絵手紙です。上手く描けなくても心

が伝われば良いのです。どうぞあなたも気軽に始めてみませんか。

新型コロナウイルスの関係で家に居ることが多いですが、私は毎

日何かしらを描いて楽しんでいます。絵手紙を習っていて良かっ

たとつくづく思っていますので是非どうぞ。

ご要望に応じてプログラムを作成いたします。

初めての方でも丁寧に絵手紙の楽しさをお伝えします。

4Bの鉛筆から毛筆まで教えます。

「絵手紙のとびらを開きましょう！」

人 数 ： 20人位まで

時 間 ： 1時間～1時間30分

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

ハワイの美しい音楽に合わせて楽しく踊っています。

Hulaはどなたでも踊る事ができ癒しの効果もあります。ゆったりとし

た動きは心身ともにリフレッシュできます。

子ども、シニアだけのグループや年令に対応したレッスンも可能

です。
「親子フラ」

人数 ： 5～10組

時間 ： 60～90分

いそご区民活動支援センターHPより

講座紹介 動画や画像で紹介

プログラム一例
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※登録No. フリガナ キハラヒイレイトシエ 講師年代 新規・更新

T10302 氏名 きはらヒイレイとしえ 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-3 フラダンス

活動可能日時 曜日 週１回 月、火、水 時間 応相談 11時～17時

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 交通費別

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

1999年よりハワイ在住の先生の元、フラを習い、競技会で優勝経験あり。

インストラクター歴13年。

※登録No. フリガナ ウルプア フラ スタジオ 講師年代 新規・更新

T10303 氏名 ウルプア フラ スタジオ 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-3 フラダンス

活動可能日時 曜日 いつでも
要望に合わせて調整

します。 時間 応相談 18時まで

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費程度） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
フラ歴24年　指導歴18年

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム

披露

ハワイが好き、フラが好きな仲間たちによる楽しいサークルを運

営しています。レッスンはハワイの指導者による振りを伝えたり、

歌の意味もしっかり学ぶ本格的なものを行っています。ベーシッ

ク大事にしています。小学校のPTAの方への体験レッスンなども

行えます。デイケアセンターへの慰問経験もあります。

フラレッスンで体力を向上 癒やしのハワイアンミュージックで

心の健康を目指します。
「笑顔が咲くフラレッスンで体力

アップ」

人数 ： 10人

時間 ： 60分（1回でも可）

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

フラは手の動きで詩の内容を伝えますので、小さい方は”手踊り”

から練習します。楽しいハワイアン曲や、ディズニーやＪ－ホッな

どレパートリーがたくさんあります！

披露 （ご要望に応じてプログラムを作成します）

限られた時間内でプログラムを決めて出られるお子様～シニア

のメンバーで曲に合わせて披露します。

講座 （ご要望に応じてプログラムを作成します）

フラダンスのお話や踊り方などを伝え、曲に合わせて体験してい

ただきます。

「フラダンスの体験会」

人数 ： 20 ～30人

時間 ： 60～90分

プログラム一例
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※登録No. フリガナ マツダ ナオミ 講師年代 新規・更新

T10304 氏名 松田 奈緒美 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-3 フラダンス

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(5,000円程度) 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 どなたでも 親子、子ども、高齢者
小・中学校への

協力 可

南区や港南区などの公共施設で活躍中。デイサービスなどでボランティア活動、

高齢者施設や小学校で指導や披露

※登録No. フリガナ シマモト マスコ 講師年代 新規・更新

T10305 氏名 島本 ますこ 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-3 フラダンス

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(5,000円程度) 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
2008年より横浜市内を中心に活動しています。

幼稚園や小学校のPTA、介護予防講座などの講師歴あります。

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム

披露

健康増進のためのフラ、親子フラなど。ステージ発表 依頼に合わ

せ10分～60分で行います。ハワイアンバンドのコラボも可能です。

ご要望に応じてプログラムを作成いたします。

例）・椅子に座ったままでも出来るフラ どなたでも踊れます

・親子フラ

「楽しくフラダンス」

人数 ： 20人

時間 ： 1時間

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

地域のお祭りやボランティア、病院等でのフラショーなど数多くの

ステージ経験があります。観てくださる方も一緒に踊って頂けるよ

うなプログラムも可能です。美しいハワイアンミュージックに合わ

せて一緒に踊りましょう。

初めての方でも楽しくフラを踊れるようなレッスンをします。
ご要望に応じます

人数 ： 10人位

時間 ： 1 時間

いそご区民活動支援センターHPより

講座紹介 動画や画像で紹介

プログラム一例
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※登録No. フリガナ スギヤマ ヒロコ 講師年代 新規・更新

T10306 氏名 杉山 弘子 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-3 フラダンス

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 午後

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
指導歴25年

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ヤスナガ カズエ 講師年代 新規・更新

T10307 氏名 安永 一枝 70代～ 新規

※分類 ジャンル 活動内容

10-3 フラダンス

活動可能日時 曜日 平日 (月2回第1,3水) 時間 午後 12:45～14:30

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 高齢者 65歳から100歳
小・中学校への

協力 不可

ストレッチフラインストラクター、ヘルパー取得

指導 講演 その他

プログラム

披露

人生100年時代に向かい高齢者の方々が、いつまでもお元気で

過ごせますように無理のない軽い体操を始め足腰を鍛えるスト

レッチを行いながら、ハワイ文化のフラ！ゆっくりな曲に合わせ身

心共に健康維持を図り、お仲間と楽しいひとときを過ごしましょう。

ご要望に応じてプログラムを作成いたします。

初めての方も一度おやめになった方もぜひご参加ください。

フラを通して楽しく仲間づくりをしましょう！

「みんな笑顔でフラを楽しみ

ましょう」

人数 ： 20人位

時間 ： 50分～1時間

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

いつまでもお元気で活動して頂くためのシニアフラクラスです。日

常生活では使うことが少ない筋肉や体幹を意識しながら体を無

理なく動かすストレッチを組み入れハワイの音楽にのって心ウキ

ウキフラダンスを楽しんでいます。皆さん、お仲間がふえて生きが

いを見つけたわ～と！

体験はいつでも！無料です！見学に来てくださいネ。

レッスン時間の前半は体全体を使ってしっかりストレッチをします。

後半は充分にストレッチされた体でゆったりとしたハワイの音楽に

合わせてフラダンスを踊ります！

プログラム一例

「人生100年時代 エンジョイ・スト

レッチ・フラでいきがいを見つけま

しょう！」

人数 ： 15人位 時間 ： 90分

32



※登録No. フリガナ エビナ タカコ 講師年代 新規・更新

T10402 氏名 蛯名 貴子 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 ボディメイクエクササイズ

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 大人 親子も可
小・中学校への

協力 可

東京スポーツトレーナー＆カイロプラクティック学院、インストラクター養成科卒業、多数スポーツジム指導

（歴18年)、日本体育協会スポーツリーダー、JDAC認定ダンス＆療育指導員、介護予防運動指導員

※登録No. フリガナ カワハラ サチコ 講師年代 新規・更新

T10403 氏名 河原 幸子 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 体操

活動可能日時 曜日 週１回 水 時間 午後 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 大人 50才～80歳代
小・中学校への

協力 不可

日本健康ヨーガ協会講師。日本花架拳学会教授・博士。元横浜産経学園花架拳講師。

元読売日本テレビ文化センター花架拳講師。

指導 講演 その他

プログラム

披露

音楽にあわせて、フィットネスボクシングやリズム体操をおこない、

楽しく体を動かす講座です。

ご依頼にあわせ、プログラムを組むので、幅広い年齢層の方が

気軽にご参加いただける内容となっております。

「体づくりエクササイズ」

人数 ： 10名～20名可

時間 ： 50分～60分

・ウォーミングアップストレッチ

・メインエクササイズ

・筋コンディショニング

・クールダウンストレッチ

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

ヨーガや中国の宮廷武術や健康体操を指導して36年。

現在は50代～80代の方迄が沢山受講されています。

背骨の歪み…骨盤の歪み…それによって歩き方や姿勢が見た目

にも悪くなっている方などを自分の身体を自分で動かして少しずつ

少しずつ体の歪みを整えていく‼ それをご自身で意識しながら楽

しくやってみましょう‼ そんな指導をしています。

授業の流れとしては…

マットの上でのストレッチヨーガ→呼吸法→医療保健体操→曲に

のせてのエクササイズ→スポーツタオルを使った全身のストレッ

チ→クールダウン→終了

「50才からの健美体操」

人数 ： 10名

時間 ： 90分

プログラム一例
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※登録No. フリガナ クドウ ナオミ 講師年代 新規・更新

T10404 氏名 工藤 直美 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 体操・ストレッチ

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 どなたでも 幼児～高齢者
小・中学校への

協力 可

中学校教諭二級普通免許状（保健体育）、看護専門学校体育講師25年、

親子体操講師25年

※登録No. フリガナ サイトウ ナホ 講師年代 新規・更新

T10405 氏名 齊藤 奈穂 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 健康体操

活動可能日時 曜日 週２回 火・金（応相談） 時間 終日

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
整体師、矢上予防医学研究所公認 自力整体ナビゲーター。(6年）

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー・薬膳マイスター

活動対象者 小学生以上 親子可
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

体力づくり、心身のリフレッシュに役立ちたいと思っています。

親切・丁寧に指導します。

町内会・老人会・PTAのレク・体操・介護職員の方の腰痛予防・

親子体操、幅広い年齢にあった運動をプログラミング！

①ウォーミングアップ、ストレッチ（10分）

②簡単エアロビクスダンス（20分）

③腰痛予防トレーニング（20分）

④クールダウンストレッチ（10分）

「リフレッシュ体操」

人数 ： 40人

時間 ： 1時間

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

●ママのための産後整体 ●柔軟性アップ

●姿勢改善・肩こりスッキリ ●吸収力アップ

●腰痛改善・転倒予防 ●だるい疲れをスッキリ

整体師が教える整体運動講座です。

転倒骨折予防、認知症予防、筋骨格を整えるストレッチ。

産後の骨盤調整、妊活、マタニティなど要望に合わせたプログラ

ムを提供します。60～90分程度。

強度も年齢層に合わせて調整できます。但し、高齢者については

寝ころぶ、座る、立つ等の動作がある程度自分でスムーズにでき

ることとします。イスに座ったままのプログラムは提供致します。

ご要望に応じます。

人数 ： 15～20人位

（マイクがあれば30人位）

時間 ： 30分～2時間
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活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

T10407 氏名 楊名時気功太極拳なかま会 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
楊名時太極拳師範　NPO日本健康太極拳協会　健康太極拳指導士

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 気功・太極拳

※登録No. フリガナ ヨウメイジキコウタイキョクケンナカマカイ 講師年代 新規・更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
全米ヨガアライアンスE‐RYT200、日本ヨガ療法学会認定ヨガ療法士　日本体育協会

公認スポーツリーダー　インド中央政府ヴィヴェ－カナンダヨガ研究財団ヨガ教師

活動対象者 大人 男女
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 週６回 月～土 時間 終日 9時～18時

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 ヨガ

※登録No. フリガナ センバ ヒロコ 講師年代 新規・更新

T10406 氏名 千把 弘子 60代 更新

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

ご要望に応じます。

ヨガの基本形を覚えながら、自分の出来る範囲で無理なく進めて

いきます。

みんなで一緒に行いますが、周りの人と比較しないでというのが

ヨガを楽しむコツだと思います。続けることで必ず効果が出てきます。

体が柔らかくないからと考える必要もなく男女、年齢も問いません。

ぜひご一緒に楽しみましょう。お待ちしております。

「ヨガを楽しもう！」

人数 ： 10～30人

時間 ： 50～75分

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

●習うに易しく人に優しい気功・太極拳 5人 2時間

●こころとからだの健康法（気功・太極拳）10人 2時間

連続講座も実施いたします（月2回 2時間程度）

ともかく難しいことはせずに、のんびり、ゆったりと、和やかに

稽古しましょう・・・。

いつでも、どこでも、だれでも気軽にできるやさしい気功・太極拳

を通じて地域の皆様の健康づくりに貢献したいと考えています。

おおらかな心でのんびりゆったり動いて習うに易しく人に優しく

気功・太極拳です。心と体の健康づくり始めてみませんか。

ご要望に応じます。

人数 ： 5～10人（内容による）

時間 ： 2時間程度
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※分類 ジャンル 活動内容

10-4 ヨガ

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
全米ヨガアライアンスＲＹＴ200、陰ヨガ、クンダリーニヨガ、筋調整ヨガ

シニアチェアヨガ、リストラティブヨガ、アーユルヴェーダの体質、生活アドバイス

※登録No. フリガナ ハッピーヨガ 講師年代 新規・更新

T10408 氏名 ハッピーヨガ 更新

応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 チェアヨガ

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
全米ヨガアライアンスＲＹＴ200、陰ヨガ、クンダリーニヨガ、筋調整ヨガ

シニアチェアヨガ、リストラティブヨガ、アーユルヴェーダの体質、生活アドバイス

※登録No. フリガナ チェアヨガ 講師年代 新規・更新

T10409 氏名 チェアヨガ 更新

応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

運動が苦手でも、体がかたくても全然問題なし、大丈夫！

楽しく、丁寧に教えています。筋肉の性質を利用した体の柔軟性

を向上させるヨガも取り入れ、楽に柔軟性も向上させます。

ヨガは自分自身の内側や呼吸、体の一つ一つ細部に意識を向け、

不調がひどくなる前に、自分で気づき、病気を未然に防いでいき

ます。体幹・インナーマッスルを鍛え、姿勢をよくします。

健康で長生きする生活に役立つインド医学アーユルヴェーダの話

やアドバイスも好評です。

「体と心すっきりヨガ」

人数 ： 10人（何人でも）

時間 ： 60～90分

ご要望により、時間・運動量を対応します。

例）骨盤調整ヨガ・体幹を作るヨガ・楽に柔軟性を高めるヨガ・リラック

スしてじっくりポーズの陰ヨガ・たくさん動いて発散ワンダリーンヨガ

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

ご要望により、時間や運動量を対応します。

例）イスに座ったままだけのポーズ、

イスを使って立位もあるポーズ、免疫を上げる呼吸法

イスでやるので、骨盤から背骨がしっかりと立ちやすく、運動が苦手

でも、体がかたくても大丈夫！イスなら座ったついでにでき、マットを

敷くよりお手軽です。床に座りづらい方も、車いすの方もできますし、

転倒の危険を軽減しながら、どの方でも行えます。姿勢をよくして、

体の痛みを防いだり、内臓の働きをよくして、食事を楽しめ、呼吸を

たくさんします。呼吸が十分になると精神が安定し、気分がよくなり

ます。自律神経を整えますので、体の調子がよくなり、風邪なども

引きにくくなります。健康で長生きする生活に役立つインド医学アー

ユルヴェーダの話やアドバイスも好評です。

「だれでもどこでもイスヨガ」

人数 ： 5～30人

時間 ： 60分
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 資格・経験
資格は特にありませんが、経験だけが自慢？できるかな？

T10411 氏名 平居 愛子 70代～ 更新

終日 応相談

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間

※登録No. フリガナ ヒライ アイコ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 スポーツ

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
ＹＭＣＡ健康福祉専門学校社会体育科卒業

日本体育協会公認スポーツリーダー

T10410 氏名 40代 更新

応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 平日 応相談 時間

HARA

※登録No. フリガナ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 フィットネス全般　ヨガ

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハラ

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

参加者の年齢や体力に合わせた内容でプログラムを進めていき

ます。全体の流れとして、ウォーミングアップ、筋力トレーニング、

リズム体操、ストレッチ等を組み合わせて構成します。

子育て中のお母さん向けのフィットネスプログラムや、大人向けの

ヨガレッスン、高齢者向けの健康体操など、様々な年齢層の方

に運動の指導をしています。

「ヨガ」

人数 ： 10～15人

時間 ： 60分

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

平成9年度横浜市高齢者体操。ボランティア養成講座を１年間

受講修了後指導員として現在に至っております。現在では大小

あわせて9教室明るく楽しく、無理をしないをモットーに進めた教

室で体力の続く限り頑張ろうと決意しております。

準備体操、有酸素運動、ストレッチ、レクダンス、最後にクール

ダウンで終了。
ご要望に応じます。

人数 ： 30人まで可能

時間 ： 1時間位
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 資格・経験
NPO法人全国ラジオ体操連盟公認１級ラジオ体操指導士、横浜市レクリエーション指導者

公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者体操コーチ

T10414 氏名 山本 美智子 60代 更新

応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 どなたでも 小学生以上
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 平日 応相談 時間

※登録No. フリガナ ヤマモト ミチコ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 体操

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 中学生以上
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 ヨガ&瞑想

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
NPO沖ヨガ協会講師・理事　認定資格者　ヨガ指導20年以上　イタリア沖道大学講師

プレクシャ・冥想国際講師／日本プレグシャディアナ協会役員講師

※登録No. フリガナ エヌピーオーオキヨガキョウカイ・ラクチンヨガ 講師年代 新規・更新

T10412 氏名 NPO沖ヨガ協会・楽ちんYoga 60代 更新

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

●身心のリラックス＆リフレッシュ

●瞑想による楽しい毎日

代表者はNPO沖ヨガ協会 講師 楽ちんYoga主催、カルチャー

スクール等で指導中。身心のリラックス、呼吸法、瞑想も指導。

他の指導士(2～1級)の紹介も可能な場合があります。

ご要望に応じます。

人数 ： 20人まで

時間 ： 60～90分

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

「楽しい体操で心身共にリフレッ

シュ‼」

時間・人数はご要望に応じます。

無理なく続けられる体操で健康寿命を延ばしましょう。体操の後

は心身共にリフレッシュします。それを多くの皆さんに体験して頂

きたいです。「気持ち良かった～！」のお声が聞こえてきます。

手遊びなどの導入で笑顔になり心をほぐし、「正しいラジオ体操」

で体に効くラジオ体操を覚えて頂き、身近にあるタオルでの

ストレッチ体操をお伝えし、クールダウンで心と体を落ち着けて

頂き終了、1時間のプログラムです。
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活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 状況に応じて
対応します

活動対象者 どなたでも 初心者・高齢者・産後の方
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
全米ヨガアライアンス認定２００時間講座終了　陰ヨガ　アロマテラピー検定１級

文部科学省認定 色彩能力検定２級(カラーコーディネーター）

※登録No. フリガナ ポカポカヨガ 講師年代 新規・更新

T10417 氏名 ぽかぽかヨガ 40代 更新

応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 午後

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 ヨガ

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 健康・気功

日本気功養生学研究会指導員　横浜朝日CC講師

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ キコウツルノカイ 講師年代 新規・更新

T10415 氏名 気功つるの会 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

普段「正しく立つ」ことを大切にするための講座を開催します。

無駄な動きをしなくなり、血のめぐりが良くなります。

まず立ってもらって姿勢のチェックをして、重心の位置、意識をど

こにもっていくかで自分の中心（体幹）に気づいてもらう。

そして気功。 静かに立つ静功とゆっくり動く動功 六字訣という

音で内臓を調節する気功等 その時に集まった方々の様子でや

り方を考える。

ご要望に応じます。

人数 ： 10人位まで

時間 ： 1時間30分～2時間

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

呼吸法→ストレッチ→座ったポーズ→立ちポーズ→寝ながらポーズ

大人であれば初心者、または高齢の方、障害のある方、子育て

中の方など誰でも簡単にできるヨガを提供します。

最初はストレッチから初めて、徐々にヨガのポーズをとりながら、

呼吸に合わせて進めていきます。

ゆっくり進めるので、運動が苦手な方でも大丈夫。

どなたが受けても安心で安全なヨガです。

最後はすっきりとしたマインドになれる、そんな自分だけの時間を

一緒に味わっていきましょう。

お会いできますことを楽しみにしております。 「リフレッシュヨガ」

「関節やわらかヨガ」

人数 ： 10人

時間 ： 60分程度
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 資格・経験
資格：ブライアンケストパワーヨガティーチャートレーニング　経験：ゴールドジム、ケアプラザ　

セントラルウェルス、磯子スポーツセンター、横浜スポーツセンター、BLESS久里浜、YMCA

T10419 氏名 蒲原 美樹 新規

終日 16：00まで

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 週５回 水～日 時間

※登録No. フリガナ カマハラ ミキ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 ヨガ＆椅子ヨガ

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
柔道整復師・介護支援専門員

T10418 氏名 田沼 宣大 20代 更新

応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(5,000円程度) 詳細

活動対象者 高齢者 介護予防に興味のある方
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 平日 時間

※登録No. フリガナ タヌマ ノブヒロ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-4
介護予防体操

筋力維持・向上運動
指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

日常生活で良く使う筋肉や弱くなるとどうなるかを説明する

簡単な座学、筋力向上…維持運動・ストレッチ（柔軟運動）

ご覧いただきありがとうございます！私の教室では、年齢を重ねる

につれて弱くなってしまう筋肉に対してピンポイントで運動を行い、

筋力の維持・向上をしたり、かたくなって使いにくい筋肉に対して、

ストレッチ(柔軟運動)をすることで本来の動きをできるようにしていく

ことを目的としています。「自分のことは自分でやりたい。」「いつまで

も自分の足で歩きたい。」と不安に思う方のサポートをこの教室を

通して行っていきます。また、個人的な身体のお悩みにもお応えし、

お悩みのある方には改善を、今は悩んでいない方には予防として、

ご自宅で簡単に出来る体操をお伝えします。宜しくお願い致します。

「どこでも体操」

人数 ： 8～20人

時間 ： 60～90分

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

基本のヨガを初心者の方から、基礎から丁寧にご指導いたしま

す。心身の不調をやわらげるリラックスできるヨガです。体の不調

をカウンセリングして改善するメニューを得意とします。

●ひざを痛めてしまっている方等には、イスを使ったヨガ講座

●骨盤調整ヨガ

●パワーヨガと基本ヨガの組み合わせなど

連続講座可能です。（月1.2回、週1回など）

ご要望に応じます。

人数 ： 制限はありません。

時間 ： 60～90分
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 資格・経験
介護予防運動指導員、NESTA全米エクササイズスポーツトレーナー協会、

介護予防健康アドバイザー、日本体育協会スポーツリーダー、エクササイズ指導歴18年

T10420 氏名 蛯名 貴子 40代 新規

応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 高齢者
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

※登録No. フリガナ エビナ タカコ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

10-4 健康体操・椅子体操

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※登録No. フリガナ タイキョクケンシン・ケンビサロン 講師年代 新規・更新

T10421 氏名 太極健身・健美サロン 50代 新規

※分類 ジャンル 活動内容

10-4
気功・体操・太極拳
健美舞（ダンス）

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
介護支援専門員、鍼灸師、地域文化体育活動などに長年従事

活動対象者 大人 20代～60代
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム

披露

・いくつになっても動ける体をキープ！！

・椅子に座りながら音楽にのって楽しく体を動かす講座

・楽しくサルコペニア、フレイル予防をします。

・デュアルタスクトレーニングを取り入れ頭と体を使います。

「リズムで健康椅子体操」

人数 ： 20人可

時間 ： 1時間

・ストレッチ

・筋コンディショニング

・デュアルタスクトレーニング

・リズム椅子体操、クールダウン

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

身体の健康・精神の健全・幸せは健康から

活動の内容

●共通基礎部分…準備運動（六大関節運動）・体操

●伝統的な部分…気功・太極拳

●現代的な部分…健美舞（ダンス）

ご要望に応じます

人数 ： 内容による

時間 ： 90分

・気軽にだれにでもできる気功体験

・仲間がつながり、若々しく楽しい健美舞（ダンス）

プログラム一例
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※登録No. フリガナ イワタ メグミ 講師年代 新規・更新

T11101 氏名 岩田 めぐみ 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-1 スマホ

活動可能日時 曜日 土・日・祝日 応相談 時間 応相談 9時～17時

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
MOS上級（Excel/Word）　PCインストラクター、ヘルプデスク、ユーザーサポート、

スマホ講師他

活動対象者 高齢者
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ インターネットフレアイテイ 講師年代 新規・更新

T11102 氏名 インターネットふれあい亭 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-2 パソコン・スマホ

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 終日

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
活動期間：2004年～現在

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

体験講座も実施しています。

（詳細はプログラム参照）

Windows95の時からPCインストラクション業務に携わっていました。

昨今は、スマホ講師として活動しております。多くの方々から「よく

わかりました」「わかりやすかったです」「スマホが楽しくなりました」と

嬉しいお言葉を頂いております。今後もこの姿勢を崩さず、「わかり

やすい」をモットーに、多くの方々がスマホを楽しく使えるようになっ

てくれたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

①スマホを使ってインターネットを楽しもう

②スマホで写真を撮ろう（撮影／保存）

③LINEを使ってみよう

④地図アプリや乗り換えアプリを使ってみよう

⑤スマホで支払いをしてみよう

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

ご要望に応じます。

人数 ： 5～10人位

時間 ： 1～2時間

①急に必要になった資料作成（例：連絡票・年賀状・チラシ等）

②スマホやパソコンの使い方・講習会（例：LINE・メール等）

③機器の故障診断・不具合対処（例：パソコン・スマホ）

パソコンやスマホに関する相談。Microsoft Office、写真、動画、

音楽処理、メール、インターネット閲覧、ホームページ、ブログ、

Skype、ネットワーク設定などをテーマとした講演や勉強会などを

担当しています。インターネットふれあい亭、PCフリータイム（屏

風ヶ浦地域ケアプラザ：毎水曜日）麦田清風荘のパソコン講習

会や秋の空グループなど担当しております。
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※登録No. フリガナ オノ オサム 講師年代 新規・更新

T11103 氏名 小野 修 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-3 パソコン

活動可能日時 曜日 週３回 火・木・日 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 時間による

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
PC指導経験20年　写真教室5年

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ タカミ チエ 講師年代 新規・更新

T11104 氏名 高見 知英 30代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-1 パソコン・インターネット

活動可能日時 曜日 いつでも 相談に応じる 時間 応相談 依頼内容による

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円程度) 詳細 相談に応じる

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
資格：基本情報技術者、応用情報技術者　他　　

経験：パソコン・スマートフォン・プログラミングワークショップ　

活動対象者 小学生以上
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

ご要望に応じます。

人数 ： 5人位

時間 ： 2時間位

●家計簿の作り方（エクセル）

●名刺の作り方（ワード）

●自治会事務（エクセル・ワード）

会計事務・回覧・ポスター

・エクセル・ワードの操作、インターネット・スマートフォン

・写真撮影の基礎

・文章作成指導

・哲学談義(哲学入門解説）

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

ご要望に応じます。(オンラインも可)

・「ZOOM」ホスト側(主催者側)のやり方、配慮など注意事項

・「プログラミング」プログラミングの概念を学び親子で体験

・「Scratch」大人向けのプログラミング

PCやスマートフォンをお持ちいただきます。貸し出しは応相談

パソコン・スマートフォン・プログラミングワークショップ＜小学校中学

年以上～全年齢向け＞パソコンを使ったものづくり（プログラミング）、

Scratchやcrde.orgなどを用いたプログラミングワークショップ、パソコ

ンやスマートフォンの基本を教える教室を開催可能です。

「ZOOM講座」

人数 ： 10人程度

時間 ： 60～120分
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※登録No. フリガナ タジマ コウイチロウ 講師年代 新規・更新

T11105 氏名 田島 紘一郎 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-1 パソコン

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 終日

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
磯子区「インターネットふれあい亭」でサポートスタッフ。10年前洋光台で

「パソコンすまいるサロン」を開設、現在継続中。

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ パソコンキョウシツ 講師年代 新規・更新

T11106 氏名 パソコン教室 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-6 パソコン

活動可能日時 曜日 土・日・祝日 時間 終日

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
20年以上の企業オフィスワークでPC使用。自作PC製作経験あり

活動対象者 その他 60歳以上
小・中学校への

協力 不可

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

パソコンについてわからない事をお気軽にご相談ください。

マンツーマンで対応します。（パソコン持参が望ましいです。）

パソコン初心者向け使い方指導、トラブル、ご相談などよろずサ

ポートします。「パソコンを習ったけれど、家でやってみるとわから

ない、使えない。」「急にパソコンがおかしくなった。」「写真をパソ

コンに保存したいが方法が分からない」等パソコン不慣れな方へ

のよろず相談パソコンを新しく買い換えたい、ウイルス対策どうし

たらよいか、などなどハード、ソフトで困ったら何でも相談ください。

「パソコン相談会」

人数 ： 内容による

時間 ： 2時間程度

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

少人数で各々の方のご相談にお応えします。

マンツーマンでも対応できます。パソコン持参が好ましいです

が、持参できない方も対応できます。

メール、ネット閲覧、ワード、エクセルなどの基本的な使い方に

ついてやさしく指導いたします。

「パソコンの悩み相談」

人数 ： 3～4人まで

時間 ： 1時間位
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※登録No. フリガナ ツマドリ ケイスケ 講師年代 新規・更新

T11107 氏名 ツマドリ ケイスケ 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-1 ICT活用支援

活動可能日時 曜日 土・日・祝日 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円程度) 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
情報処理技術者試験　プロジェクトマネジャー合格　ソフトウェア開発技術者合格

通信システム構築、保険業界システム構築、教育ICT活用支援、社員向け研修講師　防災士

活動対象者 どなたでも コンピュータを活用したい方
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ モリヤス ノブキ 講師年代 新規・更新

T11108 氏名 森保 伸樹 60代 新規

※分類 ジャンル 活動内容

11-1 ICT・パソコン活用

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 条件応相談

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
G検定（AI［人工知能］ジェネラリスト）合格

ITコンサルタント・システムエンジニアの職歴 40年

活動対象者 中学生以上
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

「親子プログラミング」

「LINE体験会」

人数 ： 4～8人位

時間 ： 90分

コンピュータ（パソコン、iPadなど）の活用体験会を開催します。

様々な体験テーマを用意して、参加者のコンピュータ活用をお

手伝いします。先生向けの教育ICT活用支援実績あります。

【体験テーマ例】ご要望に応じた内容を企画します

・iPadだけで映画が作れる？動画／音楽づくり体験

・地域情報を発信したい！ホームページづくり

・みんなに伝えよう！プレゼンテーションづくり

・簡単！Zoomオンラインミーティングで遠隔交流

・ネット通販もプログラミングも。クラウドサービス活用

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

仕事・趣味でのパソコン活用～こんなことやってみたいをサポート

♦毎日、同じ処理・同じ操作がめんどくさい！パソコンが勝手にやってくれ

ればいいのに… ♦会社でのデータ分析に強くなりたい、でも何から始め

たらいいのか分からない… ♦サークルのホームぺージを作りたい、お店

のホームぺージをもっと効果のあるものに… ♦プログラミングを勉強して

職場で一目置かれる存在になりたい、初めの一歩を踏み出したい…

♦子供と一緒にプログラミングを勉強したい、子供に一緒にプログラミング

を勉強したい、子供に負けないように頑張りたい…

→パソコン活用に関する期待・悩み疑問 お気軽にご相談ください！

※ご相談は無料！ご要望に応じます。パソコン操作説明・プログラム

作成等のサポートをご提案します。

1時間あたり1，000円が目安。

Windows PC、初歩的な操作

ができる方を対象とします。
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※分類 ジャンル 活動内容

T11201 氏名 フォトの葉 40代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
フォトマスター検定（文部科学省後援）1級取得　Cp＋2017, 2018フォトブック

作品展示

11-2 フォトレッスン、撮影会

※登録No. フリガナ フォトノハ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

※分類 ジャンル 活動内容

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 土・日・祝日 応相談 時間 応相談

T11202 氏名 橋本 浩美 50代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11-2 写真

※登録No. フリガナ ハシモト ヒロミ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(5,000円程度) 詳細
状況により

応相談

 資格・経験
長年に渡りコマーシャルフォトの現場で仕事をして来ました。

桑沢デザイン研究所にてフォトグラフの授業をしています。非常勤講師

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 週５回 水～土 時間 終日

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

キッズ＆ベビーのためのフォト フォトの葉

〜きみの笑顔も泣き顔も、ぜんぶ未来へもっていく〜

ベビー/キッズ/ファミリー/七五三/各種記念日等の出張撮影や、

フォトレッスンを行っています。こどもとの大切な『今』を未来へ残

したい。。そんな想いを大切に心をこめて活動しています。

『ママのためのフォトレッスン』

～こども写真をかわいくおしゃれに撮るコツ！～

実践していただくことでうまく撮れることを実感していただけます。

お子様と一緒にご参加いただけます。「いつも同じような写真ば

かり…」「おしゃれな写真をSNSにアップしたい！」こんなママにお

すすめです。 その他、撮影会（写真持ち帰り）も実施できます。

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

「お散歩写真講座」

人数 ： 4～10人位

時間 ： 2～3時間程度

●季節のお花・神社・自然・電車など、お散歩をしながら地域色

のある写真を撮りましょう。構図などもご指導します。撮り終えた

写真の写真展なども企画しております。

●初心者の方向けの「写真の撮り方」講座も対応いたします

スマホやコンパクトカメラ・一眼デジカメまで、基礎から指導致しま

す。お料理写真を美味しそうに撮るコツ、構図や光のとらえ方な

ど、街歩きしながら写真を撮るなど楽しんで撮ることをみなさんと

ご一緒に

人数 ： 10人

時間 ： 1～2時間位
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活動対象者 大人
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

※登録No. フリガナ ハッピーカメラ 講師年代 新規・更新

T11203 氏名 ハッピーカメラ 50代 新規

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
写真館の運営を経て、現在は、人物、風景、商品の出張撮影を行っています。

※分類 ジャンル 活動内容

※分類 ジャンル 活動内容

11-2 遺影撮影

T11401 氏名 からくりキング 40代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
イベント出演：1000件以上・横浜市全18区出演・タレントデータバンク登録

11-4 コメディーマジック（ショー＆教室）

※登録No. フリガナ カラクリキング 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円以上） 詳細 相談に応じる
要駐車場

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 相談に応じる 時間 応相談 依頼内容に合わせる

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

「コメディーマジックショー＆

マジック教室」

人数 ： 数人～100人程度

時間 ： 30～90分

・コメディーマジックショー＆マジック教室（オンライン可）

・レクチャー（手品・バルーンアート）工作教室（手品グッズ・大道芸

グッズ）などご要望に応じます。

横浜市全１８区出演達成したコメディーマジシャン。

（ケロリン一郎・ヂルシーまこと・ミズパーひろし）

マジックショーだけでなく、ワークショップでマジック体験教室やバ

ルーアート・プチ大道芸も混ぜる事ができます。会場や人数に応じ

た音響機器も持参できます。乳幼児～ご高齢者まで・数人～数

百人まで・野外でも屋内でも実施できますので、お気軽にご相談く

ださい。

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

せっかく持ったスマホを持て余してませんか？

スマホのカメラは高機能。また簡単に撮った写真を身近な人に

送ったり、いろんな人に公開したりもできます。

スマホカメラの使い方、撮影のコツ、写真送付の方法を一緒に

学び素敵な写真を撮りましょう。

・スマホカメラでできることを知りましょう

・スマホカメラで撮影のコツを覚えましょう

・撮った写真を家族に送りましょう

ご要望に応じます。

「スマホで写真を楽しみましょう」

人数 ： 4～8組

時間 ： 50～120分
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※分類 ジャンル 活動内容

T11402 氏名 竹之丸マジッククラブ 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
マジック経験30年

11-4 手品

※登録No. フリガナ タケノマルマジッククラブ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

※分類 ジャンル 活動内容

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

T11403 氏名 岩重 フユ 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11-4 マジック

※登録No. フリガナ イワシゲ フユ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 資格・経験
保育士免許

保育所勤務あり

活動対象者 どなたでも 保育所から老人施設など
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 終日

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

ご要望に応じます。

人を楽しくします。

コミュニケーションがとれる。

認知症の予防になる。

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

人数 ： 少人数可

時間 ： 30分～40分

ご要望に応じます。

ハンカチが消えたり、出て来たりなど不思議な事が沢山、

次々と変化するのを楽しんでください。親子、子供の集まりや

シニアの方の施設など要望があれば、どこにでも出向きます。

人数 ： 何人でも

時間 ： 30分まで
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※分類 ジャンル 活動内容

T11404 氏名 成沢 敏明 60代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11-4 マジック

※登録No. フリガナ ナルサワ トシアキ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細
ボランティア
（応相談）

※分類 ジャンル 活動内容

 資格・経験
JICA専属マジシャン10年間

マジック経験20年以上

活動対象者 どなたでも 幼稚園児～老人会
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 第一日曜日を除く 時間 応相談

T11501 氏名 石月 昌子 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11-5 ドライフラワー

※登録No. フリガナ イシヅキ マサコ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 資格・経験
ラ・ベルフルール乾燥花　師範

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 終日

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

「マジックショー」

人数 ： 何人でも（会場による）

時間 ： 30～40分

●マジックショー（ステージマジック）

●依頼によって組立てます

あなたも今日からマジシャン。初歩からステージマジックまで。

プログラム一例

プログラム

「シリカを使った ドライフラワー

講座」

人数 ： 8人位まで

時間 ： 2時間

乾燥した花をアレンジしてびんに入れ、完成品を持ち帰ります。

（1回で完結します）

生花をシリカゲルを使って、ドライにし、アレンジして、ガラス容器

に入れます。長い年月かわらない美しさを楽しみましょう。

磯子区文化協会手工芸部の活動として体験教室を年に一回

行っています。

指導 講演 その他披露
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※分類 ジャンル 活動内容

T11502 氏名 岡島 ひろ子 40代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11-5 フラワーアレンジメント

※登録No. フリガナ オカジマ ヒロコ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

※分類 ジャンル 活動内容

 資格・経験
NFD　1級フラワーデザイナー

EFDインストラクター（生花、いけばな、プリザーブドフラワー、ダッチスタイルなど）

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 終日 応相談

T11503 氏名 佐藤 明美 60代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11-5 フラワーアレンジメント

※登録No. フリガナ サトウ アケミ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 資格・経験
平成７年に師範取得、磯子区、金沢区のコミュニティハウス、地区センター、自宅で講

師を務め、Ｈ22年度プリザーブド全国協議会コンテスト本選入選。ブライダル装飾

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 終日 応相談

プログラム一例
プログラム

単発講座や連続講座どちらも対応できます。

「ペットボトルの器でミニアレンジ」などお子さま向けも

対応可能です。

●季節のリース作り ●ミニアレンジ など

初心者でもそうでない人でも気軽に楽しく始められるフラワーアレン

ジメントのサークルです。季節のお花を使って基本形やブーケ、イ

ベントに合わせてのアレンジなどを作成します。とてもすてきです！

ご自宅に生のお花があることで心の癒しにもなります。また、世代

を超えての地域交流にも繋がります。みんなでワイワイと楽しみな

がら、お花を始めてみませんか？！

「はな＊はな講座」

人数 ： 5人以上

時間 ： 60～90分

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

●お子さま向け講座

・母の日（造花の小物…器にお花を入れる）

・夏休みの宿題（押し花…コースターやキーホールダー）

●大人の方向け

・色つきのハーバリウム（青を使うと貝殻などを入れ夏に

ぴったりの作品です。その他アレンジ可。1,500円位～）

・クリスマスリースやお正月のしめ縄など、定番から形を

アレンジしたものまで、予算に応じてアレンジ可能です

連続講座（フラワーアレンジメントなど）も対応できます。

生花、プリザーブドフラワー、アーティシャルフラワー等を使用し季節

のイベント（クリスマス、正月等）も考慮したアレンジメント製作をします。

ハーバリュウム製作

ご要望に応じます。

人数 ： 5～10人まで

時間 ： 60～90分

講演 披露指導 その他
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※分類 ジャンル 活動内容

T11504 氏名 田中 真由美 50代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11-5 フラワーアレンジメント

※登録No. フリガナ タナカ マユミ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円以上） 詳細 材料費別

※分類 ジャンル 活動内容

 資格・経験
日本切花協会　インストラクター　20年以上

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 終日

T11505 氏名 未来 恵 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11-5 プリザーブドフラワー

※登録No. フリガナ ミキ メグミ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 資格・経験
日本フラワー作家協会教授、経験15年以上

古流師範、ヒビヤフラワーアカデミー、ブーケデザイナー終了

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 週６回
金曜日以外で

応相談 時間 応相談

指導 講演

プログラム一例

プログラム

披露

●地域仲間づくり講座「お正月生花」（お正月生花）

●クリスマスのリース作り

●生の生花からプリザーブドフラワーを作ろう（連続講座）

その他ご希望に応じて多数対応します。

自主事業の講座を請け負います。予算や目的に合わせた内容

を準備いたします。お気軽にご相談ください。

人数 ： 10人位（アシスタント

がいれば15人位）

時間 ： 1時間30分～2時間

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

・「1日体験講座」…予算に応じて（2,500円位～）様々な作品を

作れます（例：「BOX容器に華やかな花を入れて」など）

写真の作品は「ゴンドラ」です

まるで生け花のようでいて、長く楽しめる「プリザーブドフラワー」

初心者でもまったく心配なし。基本のサンプルから作品を変化させる

ポイントをいくつか伝授、後は、自由に貴方らしく。結果；皆さんとても

楽しそうに。お1人、お1人の作り手の感性の光る、驚きの個性的な

作品を完成。出来上がった作品に大満足、ニコニコなさっています。

見せていただく私も楽しみです。次は、貴方もトライしてみて下さいネ。

きっとステキな作品が出来上がると思いますよ。

ご要望に応じます。

人数 ： 7～8人位

時間 ： 2時間位
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※分類 ジャンル 活動内容

T11506 氏名 ｍ.Forest 50代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
日本ハーバリウム協会認定講師　ハーバランド ハーバリウムデザイナー

11-5 インテリアフラワー

※登録No. フリガナ エムフォレスト 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

※分類 ジャンル 活動内容

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

T11601 氏名 青木 良江 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11-6 レジュフラワー

※登録No. フリガナ アオキ ヨシエ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 資格・経験
一般社団法人日本レジュフラワー協会

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 午後 応相談

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

ご要望に応じてプログラムを作成します。

ドライフラワーやプリザーブドフラワーを使ってハーバリウムなどの

インテリアフラワーを作って楽しんでいただけます。ハーバリウム

雑貨、リース、フレームフラワー、フラワーボトルなど

「癒しのハーバリウム」

人数 ： 10人位

時間 ： 1時間半～2時間

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

上記の作品に対応いたします。

例）レジュフラワー（ブリザードフラワー）のブローチ作成

ブリザーブドフラワーのティッシュケース作成

レジン液で本物のお花(プリザート）を固めて作ります。プリザード

フラワーを使ってオリジナルのアクセサリーやスマートフォンカバー

にデコレーションを施したりします。2時間ほどで仕上がります。

ほかにイヤリング、ブローチ、帯どめ、テッシュケース、ネックレス

などなどが作成できます。

ご要望に応じます。

人数 ： 8人位

時間 ： 2時間位

いそご区民活動支援センターHPより

講座紹介 動画や画像で紹介
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※分類 ジャンル 活動内容

T11602 氏名 井澤 康子 60代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11-6 手芸（バック作り）

※登録No. フリガナ イザワ ヤスコ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

※分類 ジャンル 活動内容

 資格・経験
特に資格はありませんが、長年手芸を趣味として習い地域でパッチワークの教室を

させてもらっています

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 週３回 月・金・土 時間 午後

T11604 氏名 岡 奈緒 40代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11-6
テーブルコーディネート

テーブルデザイン

※登録No. フリガナ オカ ナオ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 無償(交通費・材料費） 詳細
場合による
要駐車場

 資格・経験
日本テーブルデザイナー認定講師　2015年～活動。雑誌「優しい食事」3回掲載。

山手西洋館、代官山等で展示会経験有

活動対象者 その他
小さいお子様の保護者

ご年配の方
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 平日 時間 午前
10:00～12:00

ご要望に応じます

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

パッチワークやコラージュ（アップリケ）等をして、布のバッグや小

物を作ります。型紙から仕上げまで丁寧に楽しく！お教えします。

●1日でできるポーチ作り講座

●季節の小物・飾り物を作る講座

●ぬいぐるみ（大人向け）

その他、お好きな作品をつくるご指導をいたします。

タペストリー・クッション等の大きい作品も対応します。

（連続講座）

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

ご依頼内容や季節に合わせてプログラムを作成します。

例)座学(クリスマスの由来、サンタクロースの話し)

紙ナプキンでキャンドルを作成。テーブルに置いて雰囲気

を味わう。食器や色味の選び方の紹介など。

食空間デザイナー岡奈緒の招きたくなるコーディネートサロン。

私と家族を繋ぐ、私と仲間を繋ぐ、私と季節を繋ぐ、私とより良い未来

を繋ぐそんな数多くの繋がりをテーブルコーディネートでお手伝いいた

します。季節に合わせたテーブルセッティグのヒントを実践を交えてお

話しします。テーブルに飾る小物アイテムを身近な折り紙や造花、生

花を使い一緒に手作り。季節のイベントや習わしの由来もわかりやすく

解説いたします。

「Xmasパーティーの

テーブルコーディネート」

人数 ： 2～5人

時間 ： 90～120分

ご要望に応じます。

人数 ： 5～6人

時間 ： 2時間
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※分類 ジャンル 活動内容

応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動可能日時 曜日 平日 応相談 時間

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
2000年より活動を始め、現在は、根岸地区センター、

洋光台第３小学校コミュニティーハウスで活動中。

活動対象者 大人 針が出来る人
小・中学校への

協力 可

T11606 氏名 たんぽぽ 50代 更新

※登録No. フリガナ タ　ン　ポ　ポ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-6 ハワイアンキルト

11-6 編物

※登録No. フリガナ コガ フサヨ 講師年代 新規・更新

T11605 氏名 古賀 房代 70代～ 更新

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
ヴォーグシステム編物師範。

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談 状況により対応します

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

レッスンは、根岸地区センターでは、第2、第4水曜日(たんぽぽ)、

第1、第3火曜日(イルカ)

アットホームな雰囲気の教室で、タペストリーやバック、ポーチな

どいろいろな作品をつくっています。

初心者大歓迎です！

講習2日

1日目 基礎やハワイアンキルトについて （作成）

2日目 作成の続き （完成）

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

手編みの小物づくり、ウエアーなど、編みたいものを

少人数で初心者から始めてみませんか？

あなたの手づくりしたい！をお手伝いします。

●同じものを同じ材料でつくりましょう

（例）おそろいの帽子とマフラーを作ろう（毛糸2,000円前後）

●おうちで眠っている毛糸で作品を作ろう（材料持参）
「手編入門講座」

人数 ： 5～6人位

時間 ： 2時間×2回

「季節のキルトを作ろう♪」

人数 ： ～10人

時間 ： 2日で1作品
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活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
洋裁学校講師資格

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

※分類 ジャンル 活動内容

11-6 手芸

※登録No. フリガナ ヌノアソビ 講師年代 新規・更新

T11607 氏名 布あそび 70代～ 更新

応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
油絵専攻。幼児～小学生に英語でクラフトを教えていました。小4～高3まで陶芸を

４年ほど学校で教えていました。

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

更新

※登録No. フリガナ スズキ トシコ 講師年代 新規・更新

T11608 氏名 鈴木 壽子 70代～

※分類 ジャンル 活動内容

11-6 手芸・クラフト 指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

ステンシル 茶箱、あき箱等をリボン、古布などで再生不用に

なったセーター洋服等を利用してバッグ等を作る。

こわれたアクセサリーの再生・思い出のある品々を捨てずに別の

物に作りなおして。

ステンシル

・ステンシルの型を選ぶ

・スポンジまたは、専用の筆で色を叩き込む

・仕上げをする

※応用でシミのついてしまったお気に入りのTシャツやジーンズ

にワンポイント等も出来ます。

「ステンシルでオリジナルバック

をつくろう! 」

人数 ： 8人程度

時間 ： 1時間程度

指導 講演 その他披露

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

幅広い年齢層に合わせた小物作り（ちりめん細工）、

着物からのリメイク等を指導致します。

クラフトテープでつくるカゴや小物を作ります。

ご要望に応じてプログラムを作成いたします。

布を使ったいろいろな小物づくり全般ご相談ください。 「布を継方小物づくり」

人数 ： 10人位

時間 ： 2時間
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※分類 ジャンル 活動内容

11-6 子どもおもちゃ工作支援

※登録No. フリガナ タジマ コウイチロウ 講師年代 新規・更新

T11609 氏名 田島 紘一郎 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
「おもしろ科学たんけん工房」メンバー

「はまぎんこども宇宙科学館」ボランティア　近隣地区センター、施設等で活動。

活動対象者 子ども（小学生）・保護者
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 終日

アクセサリーデザイナー/日本サンドペインティング協会認定上級講師

活動対象者 どなたでも 幼稚園～大人
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

いつでも 依頼内容による 時間 応相談 依頼内容による

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

※分類 ジャンル 活動内容

11-6
ハーバリウム・

サンドペインティング・グルーデコ

※登録No. フリガナ ハヤシ　 ユミ 講師年代 新規・更新

T11611 氏名 林　 夕美 50代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
JGA日本グルーデコ協会認定講師・JHA日本ハーバリウム協会認定講師

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

子どもたちに科学の楽しさ・面白さを伝えたいとの思いで、楽しい

おもちゃ工作を企画・指導しています。カンタン工作から科学的

なものまでグループやイベント、子供会、地区センター等の子ども

向け夏休み工作など、ご相談に応じて企画・指導します。

「楽しい工作教室」

人数 ： 10～15人程度

時間 ： 2時間程度

動くおもちゃの工作

＜楽しくしくみを考えながらつくって遊びましょう！＞

ヘリコプターやプロペラカー、くるくるまわる犬のおもちゃなど

たくさんの企画をご用意します。

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

サンドぺインティング

①作り方の説明 ②砂の色選び ③デザイン決め ④作成

「サンドアート体験 」

人数 ： 10～12人

時間 ： 90～１２０分

★ハーバリウム

ブリザーブドフラワーやドライフラワーを専用のハーバリウム液に

浸すことでみずみずしい状態で長くお花を楽しむことが出来る

新感覚のインテリア雑貨です。

★サンドペインティング

カラフルなパウダーサンド(色砂)をスプーンでグラスに流しいれ

模様を描くアートです。

★グルーデコ

グルーと呼ばれるパティ土台にセットしクリスタルなどを使用し

クオリティの高いアクセサリーを作ります。
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活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
（日本ヴォーグ社）ポーセラーツインストラクター

活動対象者 どなたでも 小学生～大人まで
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ フカヤ スミエ 講師年代 新規・更新

T11613 氏名 深谷 住江 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-6 Ｍｙ食器づくり
（ポーセリン・アート）

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 対象者による

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
サクラクレパス・メモラビリアート認定講師、スクラップブッキングインストラクター、写真整理アドバイザー

ブティック社「大好きスクラップブッキング270」作品掲載、
2018年日本ホビーショー/ワークショップ講師

活動対象者 小学生以上
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ カナクロ 講師年代 新規・更新

T11612 氏名 かなクロ 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-6 手工芸（ペーパークラフト） 指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

手作りのアルバム作りを中心に、ペーパーフラワーや季節のカー

ド作りなど、紙を使った講習を行っております。定期的な活動とし

ては、月に1回程度、杉田地区センターにて「月に1ページから始

めるアルバム作り教室」を開講。お子様連れのママからお年配の

方まで幅広い世代の方がいらしてくださっています。 また、イベ

ント講習も承っております。

これまで「ペーパーフラワーボックス」「フラワークリスマスツリー」

「しかけカード作り」など、多数ご依頼をいただきました。ご要望に

合わせて相談を承りますのでどうぞお気軽にご連絡をください。

「かわいいアルバムづくり」

人数 ： 8～10人

時間 ： 1時間

指導 講演 その他

プログラム

披露

マイ食器づくり(ポーセリン・アート)白い皿やカップに絵柄のシール

（転写紙）を焼き付け毎日使える食器をつくります。

イニシャルや名前を入れられます。

器にシールを貼る感覚でデザインします。子どもから大人まで一

緒に楽しむことができます。カップ、皿、お茶碗、ボールなどMy食

器が作れます。

「マイカップづくり」

人数 ： 10～30人位

時間 ： 2時間くらい

プログラム一例

キットを選ぶ → 写真の配置を決める→ 貼り方やデザインを考える

→ 仕上げる
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活動可能日時 曜日 月 応相談 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(5,000円程度) 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
婦人子供服製造縫製一級技能士　神奈川県職業訓練指導員

アパレルデザイナー　カルチャースクール講師　工房sawa主宰

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ コウボウ サワ 講師年代 新規・更新

T11615 氏名 工房 sawa 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-6 洋裁・手芸

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
日本貴金属粘土協会インストラクター　ジュエルDECOREインストラクター　

アートクレイ倶楽部インストラクター

活動対象者 どなたでも 子どもから大人
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ フカヤ スミエ 講師年代 新規・更新

T11614 氏名 深谷 住江 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-6 手づくりアクセサリー
（純銀・DECO）

指導 講演 その他

プログラム

披露

★純銀ペンダントづくり

純銀粘土を使って高級感のあるペンダンを作ります。

定員15人位 120～150分

★DECOアクセサリーづくり

金属の枠の中にパテを入れてそこにライトストーンを入れペンダント

や指輪を作ります。

ご要望に応じます

★純銀ペンダントづくり

★DECOアクセサリーづくり

「純銀のペンダントづくり」

人数 ： 5～15人

時間 ： 2時間

プログラム一例

指導 講演 その他

ブログラム一例
プログラム

披露

杉田の自宅アトリエで少人数制のハンドメイド教室を開いています。

洋服、バック、雑貨などご一緒に作りませんか？

着物をリサイクルした作品創りにも取り組んでいます。

ハンドメイトを通して創ることの楽しさ、自己表現など

地域の方々と共有していきたいと思っています。

着物の布と麻の布でバッグを作成し、ビーズをデザインしてつける。

2日間で作成する。
「着物地と麻のコラボバッグ」

人数 ： 対応します。

時間 ： 3時間×2日
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活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
着物リメイクとバック・小物の作品を多数作成

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ヒロタ ヨシミ 講師年代 新規・更新

T11617 氏名 廣田 よしみ 70代～ 新規

※分類 ジャンル 活動内容

11-6 着物リメイク

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

名古屋市生涯学習センターで子どもに絵本作りを教える活動を9年、横浜市小学校は

まっこでアシスタント1年。都内、横浜市、埼玉で出前講座多数。

※登録No. フリガナ クワハラ タエコ 講師年代 新規・更新

T11616 氏名 桑原 妙子 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-6 手作り絵本＆ポップアップカード 指導 講演 その他

プログラム

披露

①カンタンしかけ絵本（3つのしかけを作ります）

②折り紙絵本

③カンタンミニ絵本（14センチ×14センチサイズのしかけ絵本）

④ぬくもり家族のアルバム作り

⑤季節のポップアップカード 等

ご要望に応じます。

ポップアップカードつくりは、1回2時間

ミニしかけ絵本つくりは、1回2時間

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

捨ててしまう前に自分でチャレンジ!

使わなくなってしまった着物をかぶりのチュニックやドレスに・・・

もったいない隊としてリメイクしましょう♪

ご要望に応じます。

「こいのぼりカードをつくろう」

「動物の親子」

人数 ： 15人

時間 ： 2時間
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活動可能日時 曜日 週６回 水曜日を除く 時間 応相談 依頼内容による

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 交通費別

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
日本アロマ環境協会アロマセラピスト

日本総合医学協会メディカルアロマインストラクター

活動対象者 どなたでも 乳幼児を除く
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ イワモト アキコ 講師年代 新規・更新

T11701 氏名 岩本 明子 40代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 アロマテラピー

活動可能日時 曜日 いつでも 日曜日を除く 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
海外に住んでいた友人から学ぶ。

経験40年以上

活動対象者 小学生以上
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ イシハラ ミエコ 講師年代 新規・更新

T11618 氏名 石原 美枝子 70代～ 新規

※分類 ジャンル 活動内容

11-6
クラフトアート
デコパージュ

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

天然木・木の実・草花等をドライにして壁飾り、クリスマスリース等

一年中お部屋に飾り楽しめます。(クラフトアート)

記念の写真や気に入った絵を切り取り、木台・皿・ビン等に貼っ

て美しく仕上げて楽しみます。壁飾りや置物に…

ご要望に応じます。

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

①アロマ精油について

②香りと材料のご紹介

③ブレンド実施

④ルーム巣プレーづくり

その他、親子一緒に手ごね石鹸講座(単発)季節の香りを楽しむ

手づくりアロマ(4回)春の香水づくり、冬のアロマハンドバス(手浴)等

アロマテラピーは、心身の健康維持やバランスを整える自然療

法です。良い香りは、その時の体調や季節等によって多様多彩

です。今講座では、お好みにふさわしい香りを楽しんで頂けます

よう、季節や日常生活をを反映した内容を心がけております。

「アロマのルームスプレーづくり」

人数 ： 10人まで

時間 ： 60～90分
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活動可能日時 曜日 いつでも ご相談に応じて 時間 応相談 ご相談に応じて

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円以上） 詳細 ご予算に応じる

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
ライフオーガナイザー®1級、お片づけ学ぶ会＠横浜主宰、CDスペシャリスト

ADHDスペシャリスト、片付け脳力トレーナー初級

活動対象者 どなたでも 小学生以上
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ コイズミ アスカ 講師年代 新規・更新

T11705 氏名 小泉 あすか 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 片付け、整理収納、時間管理

活動可能日時 曜日 いつでも 空いてればOK 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細
調理の内容に

よる

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
2009年より調理指導講師

ヘルスメイトで調理等ボランティア

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ イケダ ミチコ 講師年代 新規・更新

T11702 氏名 池田 美智子 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 食(調理・食育) 指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

料理に関するお話と調理指導。

特に絵巻寿司・簡単料理 ちょっとおしゃれなおもてなし料理

今まで行った区内施設での講座

「おもてなし料理」

「おばんざい料理」

「ぬか漬けの作り方」 など

ご要望に応じます。

人数 ： 12人

時間 ： 2時間

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

「片づけ」「整理収納」「時間管理」などに関するセミナー、ワーク

ショップ、親子向け、女性向け、ママ向け、シニア向けなど片付け

が苦手で暮らしにくくなっている方に、モノだけではなく思考や時

間の整理を通して「生活全般」を改善し、自分に合った片づけ方

を見つけるヒントをお伝えします。小学校PTA,地域コミュニティハ

ウス等で開催実績あり。

「自分に合った片づけ方と見

つけるお片付けレッスン」

人数： 5～20人程度

時間： 90分程度

「自分に合った片づけ方と見つけるお片付けレッスン」

内容：片付けの基本、手順、場所別アドバイスなど
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活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談 いつでも

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(5,000円程度) 詳細
交通費・
材料費別

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
食育アドバイザー　ナチュラルコーディネーター

コミュニティカフェ「くりの実café」を立ち上げ、運営。

活動対象者 どなたでも 子ども～
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ シライ アヤミ 講師年代 新規・更新

T11707 氏名 白井 文美 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 料理

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(5,000円程度) 詳細 応相談

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
日本笑いヨガ協会　笑いヨガリーダー/日本マイブレス協会ブレスプレゼンター

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ サカモト ヒサコ 講師年代 新規・更新

T11706 氏名 坂本 寿子 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 笑いヨガ 指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

笑って笑って元気 笑いと健康講座

お伝えする内容：

・呼吸法について

・笑いヨガ

◎ゲームを交えて楽しくすすめていきます

◎笑いヨガは笑いの健康体操

「笑って笑って健康体操」

人数 ： 10～20人程度

時間 ： 30～120分

呼吸法と笑いヨガをご要望に応じます。

講義と実演をメインに要望に応じて作成します。

災害時のご飯‥ポリ袋料理、回転備蓄の考え方

カフェご飯‥ワンプレーと料理など 発酵‥味噌作り、麹料理

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

素材を大切に、旬を大切に、毎日のご飯を美味しく簡単に作れるよう

提案させて頂きます。

【時短料理】忙しいママもパッパッと栄養たっぷりのごはんを。

【お野菜たっぷりごはん】旬のお野菜をたっぷり使ったお料理。

【災害時のごはん(ポリ袋料理)】災害はいつやってくるかわかりません。

これを知っていれば安心。普段のごはん作りにも活用できます。

【発酵料理】日本の発酵文化を大切に。味噌作り、麹を使った料理など。

ほか【ちょっとおしゃれにカフェごはん】【買い物しないでちゃんとごはん】など

「災害時のごはん」

人数 ： 2～20人程度

時間 ： 60～90分
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活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
コーヒー会として活動、月1回定例会など練習

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ コーヒーカイティーエムシー 講師年代 新規・更新

T11709 氏名 コーヒー会TMC 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 コーヒーの淹れ方

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 終日 ９時～17時

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
フードコーディネータ・中学家庭科教員免許・にんべんだしアンバサダー講師

はまふぅどコンシェルジュ・食品衛生責任者・著書「10歳からのステップアップレシピ」

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ スガ ユウコ 講師年代 新規・更新

T11708 氏名 須賀 祐子 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 料理 指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

3歳から80歳代の方にお料理とお菓子を教えています。

本格的な味を家庭で再現できるようひと手間かける大切さを

お伝えしています。

またにんべんだしアンバサダー講師として料理の基本のだしを

通して世界に誇れる和食のおいしさ素晴らしさ大切さを伝えて

いきたいと思っています。

ご要望に応じます。

人数 ： 子ども・大人12人位可

時間 ： 3時間（だし＋料理）

●おだしレッスン（3歳～一般まで・親子可） かつおぶしができる

まで・正しいだしのとり方など。削り節体験もできます。

ご要望に応じて家庭で作れる本格的な味の料理・製菓を

お伝えできます。（連続講座も可能です）

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

ドリップコーヒーのおいしい淹れ方をお伝えします。

一緒にコーヒーを楽しみませんか？

ドリップコーヒーの楽しみ方、コーヒーの効用なども

お伝えいたします。

「美味しいコーヒーの淹れ方」

人数 ： ～20人位

時間 ： 2時間

ご要望に応じます。

コーヒーの美味しい淹れ方

コーヒーの効用など

コーヒーを楽しみながら交流しましょう！
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活動可能日時 曜日 平日 時間 午前

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(5,000円程度) 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
笑いヨガインストラクター、スマイルプロデューサー、人財育成・ 印象upトレーナー

ヴォイストレーナー、カウンセラー

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ジンザイオウエンヴィナカ 講師年代 新規・更新

T11711 氏名 人材応援ヴィナカ 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 10歳若返る笑いヨガ

活動可能日時 曜日 平日 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
ハンドセラピストコーチ、スマイルプロデューサー、人財育成 接遇トレーナー(20年)

アロマ講座運営

活動対象者 どなたでも 親子、小学生～大学生、一般
小・中学校への

協力 可

※登録No. ジンザイオウエンヴィナカ 講師年代 新規・更新

T11710 氏名 人材応援ヴィナカ 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 アロマの香りを楽しむ 指導 講演 その他

プログラム

披露

鼻からの匂い（嗅覚）は五感の中で唯一大脳に直結していて感情や

記憶をつかさどる部位に届きます。心地よい香りは気分がアップし不

快感が軽減します。人工的な香りではなく、本物の香りをたくさん嗅い

でリラックス感や身体的な反応を体感してください。

1.・アロマの香りを体験していただく

・ご自身の好きな香り、今欲している香を知る

2.アロマスプレー作り （お持ち帰りいただきます）

（デオドラントスプレーウイルス予防スプレー、虫除けスプレー等季節

に応じたあなただけのスプレーが作れます） ※材料費は別途

訪問可 「健康をサポートする～アロマ

スプレーづくり～」

人数 ： 8人

時間 ： 1時間ご要望に応じます。

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

【人生イキイキ・笑顔美人で】

★免疫力アップが期待できます。

★手を動かしたり軽く身体を動かしながら理屈なく笑います。

★表情筋を動かすエクササイズがあります。

★終了後リラクゼーション（クールダウンの時間があります）

★笑顔の苦手な男女是非お待ちしております。

【10歳若返る笑いヨガの効果】

・表情が豊かになる・自然な笑顔に・リンパNK細胞の活性化（がん細胞を

退治） ・ストレス解消・セロトニンが分泌 ・ウイルス予防

・酸素が増える ・血流促進でポッカポカ ・脳の病気（認知症予防）

・心が元気に～
「30歳からの笑いヨガ」

人数 ： 20人以内

時間 ： 1時間20分例）子どもの笑いヨガ（小学校3年生～6年生）

人数：20人程 時間：1時間20分

プログラム一例
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活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
カリグラファーズ・ギルド会員　横須賀、金沢区、月1回サークル活動

活動対象者 どなたでも 小学生（高学年）～高齢者
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ タキュウ トモコ 講師年代 新規・更新

T11713 氏名 田久 朋子 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 カリグラフィー

活動可能日時 曜日 いつでも ご要望によります 時間 応相談 ご要望に応じます

活動可能場所 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
アルソア化粧品美容部員19年

活動対象者 高校生以上
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ タカハシ マドカ 講師年代 新規・更新

T11712 氏名 高橋 円 30代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 美容・健康 指導 講演 その他

プログラム

披露

美容部員としてフェイシャルエステやハンドマッサージ、メイクや

健康について学びお仕事させて頂いております。若々しく健康で

あるためのマッサージやメイクなどを地域の方にもお伝えしていき

たいです。

ご要望に応じてプログラム作成します。

例）初めての美眉講座、ベースメイク講座など

（眉の書き方、トレンドカラー、ベースメイクなど）

「初めての美眉講座」

人数 ： 5～15人

時間 ： 90～120分

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

西洋の書道といわれるカリグラフィー、専用のマーカーを使って、

イタリック体のアルファベットの書き方を学びます。季節にあわせ

て様々なカードや飾りを作ります。要望にあわせて講座内容を

検討します。

「手作りカードを作ろう！」

人数 ： 10人位

時間 ： 60～90分

●季節のカード・THANK YOUカード・飾れるカード等ご要望に応じて

●基本のイタリック体の文字の書き方を練習してカードを作ります

体験講座（カード作りなど）から、基礎から学べるカリグラフィー講座

まで（500円程度／回）
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活動可能日時 曜日 週６回
金曜日以外で

応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
カラリストスクール・ワムI.C.I 　色彩心理、トータルカラリストコース終了　

文部省認定 色彩能力検定取得　経験15年以上

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ ミキ メグミ 講師年代 新規・更新

T11715 氏名 未来 恵 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7
暮らしの中のカラー

カラー心理

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 終日

活動可能場所 横浜市内・外 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
手作り蕎麦店経営（2001年から2019年まで）

高等学校商業教員免許　普通自動車免許

活動対象者 どなたでも 一般・学校・老人福祉・イベント等
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ノジリ カツヒコ 講師年代 新規・更新

T11714 氏名 野尻 克彦 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 手打ちそば 指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

楽しく美味しいそばを手作りでご指導します。

そば汁の作り方、そば料理も作りましょう。

「手打ちそば作り」

人数 ： 6～8人

時間 ： 2～３時間程度

ご要望に応じます。

テキストあり。

その人のレベルに合わせてご指導を心掛けます。

初心者でもおいしいおそばが作れます。

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

色の持つ不思議なパワーを利用。普段の生活の中にカラーを

楽しみながら、取り入れてもらえるようご提案、問いかけ参

加型のセミナーを通し、具体的な使い方を学びます。カラー

は、使い方でアロマ、脳活性他コラボが可能です。

例）・料理を引き立てるお皿の色は?

・めげているとき元気にしてくれる色は?

・インテリアに合う色(使いたい色）は?

（色相環を知ることで）みつけてみよう！ワンランクupのセンスを

「ぬり絵を楽しみながら、心理状態をみてみましょう」

（2回講座：解説、実技） その他講義などご要望に応じます。

「暮らしの中の色を上手に使おう」

人数 ： 多数対応可

時間 ： 90～120分位
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活動可能日時 曜日 週６回
金曜日以外で

応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
ICA（国際クレイセラピー協会）認定インストラクター。

指導経験9年以上。セミナー開講の他にアースディ東京でのイベント、クラフト作り。　

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ ミキ メグミ 講師年代 新規・更新

T11717 氏名 未来 恵 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7
クレイセラピー

(ヒーリングクレイ)

活動可能日時 曜日 週６回
金曜日以外で

応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
 JAA（日本アロマコーディネーター協会）認定インストラクター＆介護アロマコーディネーター

 英国L.C.I.C.I.認定セラピスト日本園芸協会認定ハーブコーディネーター

活動対象者 中学生以上
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ミキ メグミ 講師年代 新規・更新

T11716 氏名 未来 恵 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7
ハーブ・アロマ

介護アロマ
指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

連続講座も対応します

人数 ： 状況に応じて

時間 ： 2時間（1回）

ハーブやアロマは、私たちの美と健康に役立つことが多く「タッチセラ

ピー」などによる世代を問わずの癒しであったり、又、近年では、認知

症予防や介護の質のUPにと日常生活の多岐に渡り、期待されてい

るツールの一つです。ご自身のセルフケアに、又、大切な方々への

健康保持にも、どんどん取り入れて欲しいと思っています。ちょっとし

た使い方や、基礎を知るだけで、活用の幅も、上手に利用することも

可能となりますよ。「タッチセラピー」などは、すぐにコミュニケーション

を取りたい時にも、おすすめ。皆さんの笑顔がはじけます。

「ハーブティを楽しもう」（実演・解説） 「介護に活かしたいアロマは？」

「アロマを使って日常を楽しく快適に（セルフケアの方法）」など（講演）

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

「クレイ」は、地球からの贈物。地球の長い歴史の中で途方もない

長い年月をかけて作られた自然の鉱物（粘土質）。古来から人も動

物もその恩恵を受けています。ヒーリングパワーのある一定の厳しい

条件を満たしたものが「クレイセラピー」で利用されます。赤ちゃん、

幼児からも使える体に優しい世界的な自然療法です。その魅力と

パワーの引き出し方を私の実体験を交えてご紹介致します。特に小

さい子供さんがいらっしゃる方には、おすすめです。シンプルだけど

パワフルなクレイのエネルギーを体感ください。

・クレイでクラフト（歯磨粉・化粧水など作れます）

・クレイの魅力を講座（講演・実技）でお伝えします（連続講座可）

「クレイセラピーの魅力」

人数 ： 多数対応可

時間 ： 90～120分
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活動可能日時 曜日 週５回 応相談 時間 午前 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
日本折り紙協会認定講師

磯子区内のコミュニティハウス、浜っ子を中心に幅広い年齢層に教えている。

活動対象者 どなたでも 小学生～
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ オリガミ 講師年代 新規・更新

T11719 氏名 折り紙 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 折り紙

活動可能日時 曜日 週６回
金曜日以外で

応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
JAA（日本アロマコーディネーター協会）認定インストラクター　経験3年以上

英国L.C. I. C. I. 認定セラピスト  カラリストスクール・ワムI.C.I 認定カラリスト

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ ミキ メグミ 講師年代 新規・更新

T11718 氏名 未来 恵 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7
脳のアンチエイジング

(脳活性)
指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

「脳のアンチエイジング」にトライしてみませんか。私たちの脳は、

通常「楽したいなあー」と思っているので、脳が思うように、楽に行動

しているとますます脳の働きは低下すると言われます。では、どうす

ればいいの? うれしいことに「脳のアンチエイジング」は、脳の使い方

次第で、いくつになっても可能だとも。そこでアロマ、カラー、ストレッチ

他いろいろな手法を使って、楽しみながら、実際にやっていただき

脳の活性化につなげる方法をお話させていただき、あわせて認知症

予防にも役立つ脳美人めざします。

・動きをつけたり（椅子に座りながら行う方法も可能）しながら

脳のアンチエイジングを楽しみながら行います。

「脳のアンチエイジング」

人数 ： 何人でも対応します

時間 ： 90～120分

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

色紙に作品を貼ります。できるだけ立体的になるように折ります。

29年度から七福神を作成しております。用紙の性質を活かしな

がら、季節の花や動物、干支を折ります。

「折り紙 学ぼう！」

人数 ： 10～20人

時間 ： 2時間程度

ご要望に応じます。

折り図と作品を作る用紙は準備します。

折り方を説明してから師範し、折っていただきます。

わからない方には、個々にお伝えしています。
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活動可能日時 曜日 週１回 応曜日相談 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 交通費応相談

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
JAMHA　ハーバルセラピスト

JAHA　アロマセラピスト

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ フジタ レイコ 講師年代 新規・更新

T11721 氏名 藤田 玲子 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 アロマ＆ハーブセラピー

活動可能日時 曜日 土・日・祝日 平日応相談 時間 午後

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
日本紅茶協会ティーインストラクター

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ フジタ レイコ 講師年代 新規・更新

T11720 氏名 藤田 玲子 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 紅茶 指導 講演 その他

プログラム

披露

コツさえ覚えれば誰にでもおいしく紅茶を淹れられます。

ワークショップをしながら、自分でおいしい紅茶を淹れて

みませんか。

「おいしい紅茶の淹れ方」

人数 ： 10人位

時間 ： 90～120分

ご要望に応じます。プログラム参考例

① おいしい紅茶の淹れ方

② バリエーションの紹介

③ 世界の紅茶の紹介

プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム

披露

はじめてアロマセラピーを始める方を中心に、アロマセラピーで使

うエッセンシャルオイルの活用法、ハーブの使い方などをご紹介

いたします。

生活の中に豊かな香りをとりいれましょう。

・すぐに活用できるアロマスプレー

リラックス、リフレッシュ、虫よけ等季節に応じたスプレー

・緑の薬箱をつくりましょう

リップクリーム作り、軟膏作り等

・オリジナルハーブティー作り

「はじめてのアロマセラピー」

人数 ： 10人

時間 ： 90分

プログラム一例
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活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 午後

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
小学校・中学校・高等学校教員免許、学芸員資格

天文関係の著書多数

活動対象者 どなたでも 幼稚園児から成人まで
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ヤマダ ヨウシロウ 講師年代 新規・更新

T11723 氏名 山田 陽志郎 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 天文学

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談 依頼内容による

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 要望に応じる

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
(公社)日本アロマ環境協会(AEAJ)認定・アロマインストラクター

アロマハンドセラピス・アロマブレンドデザイナー・アロマアドバイザー

活動対象者 どなたでも 依頼内容による
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ マエダ  ミワ 講師年代 新規・更新

T11722 氏名 前田 美和 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 アロマテラピー 指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

暮らしに役立つアロマの使い方がわかったり、健康に役立つアロマ

雑貨を作ったり、飾って楽しめるアロマインテリア雑貨を作っていた

だけます。ワークショップも行っています。

「楽しい手作りアロマ」

人数 ： 10人程度

時間 ： 90～120分

ご要望に応じてプログラムを作成します。

「手作りアロマ」「お子様の虫よけスプレー作り」「手作り石けん」など香

育(香りの説明)・効果(効能の説明)・実際に

作り、作品のお披露目や香りをかいで感想を発表するなど皆さんで

楽しんでいただきます。

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

『天文学入門』では、宇宙や天体についてのさまざまな話題をお

話いたします。四季の星座、天体望遠鏡のしくみ、人工衛星、日

食や月食、彗星や流星、小惑星、太陽系外の惑星、宇宙の膨

張など。天体望遠鏡の用意もありますので、天体観望会の実施

も可能です。

「夏の星座 天体観測会」

人数 ： 数人～100人

時間 ： 60分程度

ご要望に応じます。

単発の講座やシリーズの講座も行います。幼稚園児から対応します。

ビデオプロジェクターを用いて映像を見ながら星座の説明。

天体観測 （夕方～夜）
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活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
国会議員政策秘書資格　情報処理一種資格

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ホンノカバーツケ 講師年代 新規・更新

T11726 氏名 本のカバーケースつけ 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 工作（本のカバーケース付け）

活動可能日時 曜日 週６回 月～土（応相談） 時間 終日

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
国家検定着付け技能士

着付士上級、着付士上級指導員

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ワクイ キヨコ 講師年代 新規・更新

T11725 氏名 涌井 きよ子 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 きもの着付け 指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

浴衣から、冠婚葬祭用の着付けを丁寧にご指導致します。着物

を通じて日本文化に触れてみましょう。初心者の方や久しぶりに

着付けをされる方など大歓迎です。

●12回の受講で1人で着られるようになります。

●着付け終了後にみなさんでお出かけ（お散歩）

●着付け体験・見学も可能です。 「着付け体験会」

人数 ： 10人位まで

時間 ： 2時間

指導 講演 その他

プログラム

披露

書籍のカバー付け、外箱作成

「書籍のカバー作成、外箱作成」

人数 ： 5人

時間 ： 1時間30分

ご蔵書の外箱をあなた自身の手で作ります。

材料は1ミリ厚のボール紙。さらに薄手の和紙で外装します。

コツを飲み込めば誰にでもできます！楽しいですよ！

プログラム一例
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活動可能日時 曜日 いつでも ご相談に応じる 時間 応相談 ご相談に応じる

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(5,000円程度) 詳細 ご予算に応じる

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
健康管理士一般指導員　カイロプラクティック

活動対象者 どなたでも 小学生以上
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ムラカミ カズエ 講師年代 新規・更新

T11728 氏名 村上 和恵 60代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 健康生活

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
整理収納アドバイザー2級認定講師／整理収納アドバイザー1級/クリンネスト1級

収育指導士／わけるくんインストラクター

活動対象者 どなたでも
お片づけに興味のある

すべての方
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ 講師年代 新規・更新

T11727 氏名 30代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 整理収納・お片づけ

コヤマ ナオコ（ヨコハマミライシュウノウ）

小山 直子（横浜みらい収納）

指導 講演 その他

プログラム

披露

ホテリエとして約10年間お台場のホテル日航東京（現ヒルトン東京お

台場）勤務。一般家庭訪問でのお掃除・お片づけサービス100件超え。

笑顔いっぱいの楽しい講座がモットーで「考える☆参加する」ワークを

中心に、おひとりおひとりに合わせた、「お片づけのコツ」をお伝えしま

す♪お片づけに興味のある方、お片づけが苦手の方、どなたでも参加

OK大歓迎‼親子やご夫婦のご参加もお待ちしています♡実際にご自

宅のお片づけや講座のご依頼にも柔軟にお答えします♪

気軽に「こやぞぉー」さんと読んでいただけると嬉しいです‼
プログラム一例

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

〝ちょっと調子が悪いな〟でもお医者さんからは「特に病気では

ありません。」あるいは「年齢によるものですネ。」とか言われたこ

とはありませんか？ご自身の身体からの小さな「SOS」があったら

見過ごさないで！病気と診断される前に、気力も体力も自分で

回復する習慣をつけましょう。ご自身にあった改善方法を発見し

てチャレンジしていきましょう。そのお手伝いを致します。

「身体の歪みをチェック

しましょう」

人数 ： 10～20人

時間 ： 90～120分

<健康講座＞

・歪みチェックをしましょう→その歪みの原因は？

→自分の癖を知りましょう。

・食生活は好き嫌いはありますか？

→バランス良い食事が丈夫な体を維持します。

ご要望に応じます。

例）お片付け講座 、人生を楽しむ整理収納など

お子様から一般の方、ご高齢の方まで大歓迎。

「しあわせを呼び込むモノの

手放し方」

人数 ： ～20人（内容による）

時間 ： 90分
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活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験

活動対象者 どなたでも 小学生高学年以上
小・中学校への

協力 可

そば打ち4段位（2012年全麺協認定）2009年～2014年手打ち蕎麦店の開業支援（蕎麦

職員、客席・厨房スタッフの業務指導など）

※登録No. フリガナ ソバウチヒガシヤマカイ 講師年代 新規・更新

T11732 氏名 そば打ち東山会 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 そば打ち

活動可能日時 曜日 いつでも 火曜日は不可 時間 応相談 午前中は予定多い

活動可能場所 横浜市内・外 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
2012年 いそご区民活動支援センターの応援により「楽作ひろば」を立ち上げ3年前から

各自ボランティア活動（小学校、親子ひろば、元気づくりステーション、介護施等）

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ イマダ ミツル 講師年代 新規・更新

T11731 氏名 今田 充 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 折り紙 指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

年令に関係なく折り紙は日本の伝統としてとても親しまれています。

今や世界でも愛され賞賛され発展しています。

『動く折り紙』を中心に5年前よりボランティア活動を行っており、

みんなで楽しい仲間づくりをめざします。

・3回折ったら出来上がる「くるくる鳥」

・「くびふりわんちゃん」

・鳥や動物、季節の物(サンタクロース・お正月の鶴)

「動く折り紙」

人数 ： 10人程度

時間 ： 2時間

指導 講演 その他

プログラム

披露

♦美味しい「手打ちそば」を打つ基本の全てを優しく教えます。

♦初体験者から上級者まで希望するカリキュラムを取り入れた教

室を開催してます。自家製粉やそば料理、道具造り等

♦蕎麦会等のイベントの開催支援、その手法の指導もします。

♦蕎麦店の新規開店に関わるコンサルティングも致します。

♦中学校、高校での体験授業もしてます。

ご要望に応じます。 「親子そば打ち体験教室」

人数 ： 24人程度

時間 ： 90分～150分

プログラム一例

73



活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
横浜市内のイベントに多数出展経験あり

私立小学校でも廃食油を通じてSDGs 関連の講師を務めている

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ アブラビト 講師年代 新規・更新

T11734 氏名 ABURABITO 40代 新規

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 キャンドルづくり

活動可能日時 曜日 週５回 水～日 時間 終日

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細
状況により

応相談

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
ナード・アロマテラピー協会 アロマ・インストラクター免許（2004年取得）

AEAJ協会 アロマテラピーアドバイザー免許（2006年取得）

活動対象者 どなたでも 香りに興味がある方
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ハシモト ヒロミ 講師年代 新規・更新

T11733 氏名 橋本 浩美 50代 新規

※分類 ジャンル 活動内容

11-7
アロマテラピー（アロマオイル

オリジナルブレンドオイルを作る）
指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

コロナ禍が続く中、心身共に健康を維持する為にアロマオイルの

効能を生かした生活を楽しんでみませんか。自然由来100％の

香りで心と身体を癒やしてください。

連続講座も対応できます。

人数 ： 8人程度

時間 ： 1～2時間程度

●「オリジナルブレンドオイル作り」

今の自分の体調に必要な精油を選び、オリジナルのブレンド

オイルを作りましょう

●「アロマスプレー作り」

職場やお部屋、介護施設や病院などで使える安全なフレグ

ランスや抗菌作用のあるアロマスプレーを作りましょう

●季節に合わせたクリーム・石けんなども作ることが出来ます

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

料理でつかわれる使用済みの植物性廃食油を原料にキャンドル

ワークショップを行います。創る楽しみと使う楽しみがあるうえ廃

食油の再利用につながり環境への負担も減らせる

ご要望に応じます。

廃食油を原料としたキャンドル部材を専用のカップに詰めていき

創意工夫を楽しむプログラムを組んでいます。

溶かしたり、火傷の心配もなしのWSです。小さなお子様にも安心

のエコキャンドルづくりです。

「廃食油でキャンドルをつくろう！」

人数 ： 合わせる

時間 ： 1時間
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応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

活動対象者 その他
講座の内容により
対象が異なります

小・中学校への
協力 可

活動可能日時 曜日 平日 時間

※分類 ジャンル 活動内容

12-1 美容

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
美容師免許証、管理美容師、メイクアップアーティスト認定証、着付け認定証、他

※登録No. フリガナ トクテイヒエイリカツドウホウジン トータルビューティーカンパニーカナガワ 講師年代 新規・更新

T12101 氏名
特定非営利活動法人

トータルビューティーカンパニー神奈川 更新

 資格・経験
銀座でランチのお店を4年やっていました。築地の魚市場で朝お魚を仕入れて安くて

美味しいお料理を提供。

T11735 氏名 石原 美枝子 70代～ 新規

応相談 状況により対応します

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

※登録No. フリガナ イシハラ ミエコ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

11-7 料理(健康に良い食事作り)

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

ご家族の為の家庭料理、簡単で美味しいそして体が

喜ぶと思います。

作って食べる喜びを味わっていただきたい。

和・洋・中を混ぜて作る楽しみを知っていただきたい。

ドレッシングの作り方も教えます。
ご要望に応じます。

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

ご要望に応じます。

人数 ： 5～15人

時間 ： 1～2時間

●寄せ植え ●小物づくり ●記念日撮影会（遺影など）

●メイク（ナチュラルメイク・アンチエイジングメイク等）

●着付け ●健康料理 ●スイーツ作り

私達はご高齢の方や障がいのある方を対象に、美容を通じて日々の

生活に生きがいを持ち、いきいきと活躍できる場をつくりたいと思い、活

動しています。

出張サービスや様々な催し（各種講座）を通して、小さな夢や希望を

叶えるお手伝いをしています。

“ご高齢の方や障がいのある方と共に笑顔で元気になれる活動”を目

標に、地域や人との繋がりを大切にしながら活動しています。

いそご区民活動支援センターHPより

講座紹介 動画や画像で紹介
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※登録No. フリガナ カワグチ　 タダシ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-1 げんき認知症予防サロン

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
認知症介助士認定・健康マスター認定。 家族認知症介護経験7年。

専門は行動科学の心理学、変革コンサルタント、生涯学習ボランティア、講師歴30年。

T12103 氏名 川口　 整 70代～ 更新

応相談 ご要望に応じます

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円以上） 詳細 応相談

活動対象者 その他 働き盛り・高齢者
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 いつでも ご要望に応じます 時間

※登録No. フリガナ オギクボ ヨシノリ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-1 料理（食品流通）

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
寿司検定1級・調理師、食品Gメン（県農林水産課委託）、東京築地市場競り人、

料理管理主任者

T12102 氏名 荻久保 義功 70代～ 更新

午前 ご依頼内容に合わせます

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

活動対象者 高齢者
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

生きるための食を通じて、健康の大切さと人間の文化と品格の形成

づくりに貢献しよう！食品、流通について、「明るく、楽しく、元気良

く」学びましょう。東京築地市場の競り人を至て、大手寿しチェーン

店の経営又SVとして、海外への活動経験をしている。「横浜まろに

えPBクラブ」「男の料理教室」「旅行同好会」「カラオケ同好会」他

「男の料理教室」「親父の台所」

人数 ： 6～10人

時間 ： 90～120分

※設備の規模による

依頼内容に合わせて作成します。

・食品衛生の話し（食中毒・衛生管理・食品管理）

・食品の見分け方（魚の見方・色合い・ドリップ）

・調理（ご飯の炊き方や合わせ酢の作り方など・メイン食材の調理）

・試食もしくは持ち帰り

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

家族が認知症かな!?と思ったら参加しましょう。認知症は誰でもいつかは

疾患します。家族の認知症介護で気づいた認知症予防法を紹介します。

心理学のコミュニケーション論を30年研究しています。

脳に元気を！げんきサロンで楽しいサロンを楽しみましょう。

①レクチャーは、成人向け:仕草を見直す編。高齢者向け：愉快になる編

②予防ゲームとコミュニケーションゲーム

・生活の変化を見つける話題とゲームを行います。

・認知症を先送りするポイント「生活がおっくうにならない」「次は

何、と考える」 の2つの習慣を学びます。

・1日でも長く自立した生活のための生活習慣を見直す機会になります。

「認知症予防のげんきサロン」

人数 ：20人

時間 ：120分程度
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 資格・経験
（社）日本傾聴能力開発協会認定講師・サポーター取得、

NLPマスタープラクティショナー　米国ＮＬＰ協会(MT)

T12106 氏名 はまや かおり 50代 更新

応相談
出来るだけご希望に

合わせます

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 応相談

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間

※登録No. フリガナ ハマヤ カオリ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-1 傾聴（気持ちの聴き方）

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
小、中、高の教諭免許、保育園に3年間従事経験有

T12104 氏名 佐藤 清江 70代～ 更新

午前
午後も状況に応じて
対応します

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 応相談

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 週６回 木曜日以外 時間

※登録No. フリガナ サトウ キヨエ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-1 自然観察

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

散歩しながら植物に関心や興味を持つことを目標とし、樹木、

草花、葉など植物の細やかなところに目を向ける楽しみをお伝

えいたします。植物の色々な事を知ることによって、歩くことを

楽しみましょう。

1.指導（植物に関する知識を初心者向、中級、上級に話す）

2.講演（屋内、郊外において、植物の実物を観察しながら学ぶ）

3,披露（郊外に出かけ、散歩を通して植物を学ぶと同時に植物で遊ぶ）

ご要望に応じます。

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

人の話をちゃんと聞きたい・コミュニケーションを取り易くしたい。

そんな方のために「傾聴」(けいちょう)をお伝えしています。

ラクに聴く聴き方・安心して聴ける聴き方を身につけることで、「話

し相手」よりもっと深い信頼関係が築けます。

「傾聴ってなぁに？」

人数 ： グループを対象

時間 ： 90～120分

「傾聴について」

スキル(うなずき・相づち)を体験。

話し相手とは違ううなずきや相づちを体験し、深い信頼関係を築く

講座です。

要望に応じてプログラムを作成します。(体験型)

はまちゃん
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 資格・経験
正看護師、認知症看護認定看護師

T12108 氏名 安倍 理恵 50代 更新

応相談

活動可能場所 横浜市内・外 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

活動対象者 どなたでも 認知症や物忘れが気になる方、
認知症予防に興味のある方

小・中学校への
協力 不可

活動可能日時 曜日 土・日・祝日 ご相談に応じます。 時間

※登録No. フリガナ アベ リエ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-1 認知症予防講座

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 応相談

活動対象者 どなたでも 幼児、小学生～お年寄り
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

※分類 ジャンル 活動内容

12-1 福祉、防災ボランティア

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
防災インストラクター・救急生活資機械取扱い資格リーダー

※登録No. フリガナ ボウサイヲカンガエルカイ・イソゴ 講師年代 新規・更新

T12107 氏名 防災を考える会・磯子 70代～ 更新

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

「防災を考える会・磯子」は、地域の防災力を高め災害の被害を減少

させるため防災・減災に対して多角的に取り組んでいます。防災・減災

に対しての啓発、普及活動等の出前講座にも取り組んでおります。

１．防災講演、出前講座等の開催 ２．自治町内会等地域防災・減災

活動へのサポート ３．目からうろこの役に立つ防災冊子作り

例として

1.大地震・災害について歴史の中から学ぶ。

2.防災食・トイレなど家庭から考える。

3.防災マップを作る。

ご要望に応じてプログラムを作成します。

ご依頼内容によります。

人数 ： 5～30人

時間 ： 30～90分

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

①認知症予防講座～いつまでも自分らしく過ごしたい～

＜内容＞・認知症の現状・認知症ってどうなるの？・認知症を

予防しよう・実際に体操してみよう・これからできることは…

＜対象者＞認知症や物忘れが気になる方、認知症予防に興味

のある方など、どなたでもご参加いただけます。

ご要望に応じてプログラムを作成します。

例) 認知症の種類、症状や具体的な対応方法、他の疾患との

見分け方、皆さんが取り組んでいる予防の紹介など

「知っていますか?認知症のこと」

人数 ： 10～20人

時間 ： 60～90分（休憩10分）
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 資格・経験
「防災塾・だるま」。自治会防災17年。各種防災ゲーム作成。防災冊子作製。

横浜市アマチュア無線非常通信協力会・磯子区支部長。防災経験27年。

T12202 氏名 片山 晋 70代～ 更新

終日

活動可能場所 横浜市内・外 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

活動対象者 どなたでも 一般市民、自治会・町内会
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

※登録No. フリガナ カタヤマ ススム 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-2 防災・減災

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
神奈川県営農サポーター、横浜市農体験リーダー、はまふうどコンシェルジュ

磯子グリーンサポーター、庭園管理士、野菜栽培士、横浜市環境教育出前講座講師

T12201 氏名 荒木 信行 70代～ 更新

応相談 依頼内容によって調整します

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 応相談

活動対象者 どなたでも
園児、小学生、中学生、
団体、地緑組織等

小・中学校への
協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間

※登録No. フリガナ アラキ ノブユキ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-2 環境関連

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

農業支援のための横浜市農業大学講座2年制に入学（野菜・果

樹・植木・花）植木コースを選択。農業支援団体で市と協働で援

農コーディネーター。横浜市環境教育出前講座講師として市内

の小学校で「野菜作りと生物多様」と題し、講座・実技を教えてい

る。公共・民間施設や環境団体、地縁組織などで支援活動を

行っており、磯子区では親子農業体験や「花と緑の地域街作り」

を趣旨に自然環境関連団体5団体を設立し活動中。

ご依頼内容に応じて作成します。

農業体験：野菜を育てる環境教育や食育教育のカリキュラムに

沿って花を育てる講座を実施しています。

「親子の農業体験」

人数 ： 20～100人

時間 ： 2時間程度

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

大地震など大災害の時、被災後のことより先ずは命と家屋

財産を守るのが最優先です。家庭と地域の防災・減災への

取り組みを最も専門とし、その自助・共助の考え方と進め方

の具体的な方法を実施例でお話しします。

私の考案したプログラム、それらを体験する「発災直後の行動

ゲーム」（J-DAG）や速やかに漏れなく安否確認する方法や、

防災を勉強する「防災めくり」などは神奈川県内で徐々に普及

しています。

「発災直後の行動ゲーム（J-DAG）」

人数 ： 40～50人

時間 ： 2時間
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応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(5,000円程度) 詳細

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

※分類 ジャンル 活動内容

12-2
障がい理解啓発・まちづくり・

地域福祉

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
NPO法人夢コミネットと磯子区社会福祉協議会との協働事業としてすすめています。

H26より、職員研修、PTA、自治会、地域ケアプラザ、小学校等で出前講座実施しています。

※登録No. フリガナ イソゴキャラバン 講師年代 新規・更新

T12205 氏名 いそごキャラバン 40代 更新

応相談 ご要望に合わせて調整します

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細
プログラムの内

容による

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも
ご要望に合わせて調整
します 時間

※分類 ジャンル 活動内容

12-2 食育文化推進活動

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
食育インストラクター/横浜市教育委員会委嘱学校運営委員

食育ソングライター（登録商標）日本音楽著作権協会会員

※登録No. フリガナ オコメマンプロジェクトジッコウイインカイ 講師年代 新規・更新

T12204 氏名 お米マンプロジェクト実行委員会 40代 更新

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

お米マンプロジェクト実行委員会では、お米を主食とした和食の大切さと、

朝ごはん食べよう♫運動を楽しく明るく推進する運動を２０１７年より展

開しております。食育インストラクターによる小中学校などの授業でお米

の講話の他、オリジナル食育ソングで神奈川県・東京都など官公庁そし

て保育園のイベントや慰問でも公演を継続しています。地元磯子からス

タートしたプロジェクト！食育に関するイベントや、食育講話のリクエストも

受付中♪ https://okomeman.kotake.net/

ご要望に応じて食育教室・食育イベントをいたします。

例)・小中学生・一般向けの食育教室

・人気キャラクターお米マン派遣による食育音楽イベント

・食育啓発のための音楽制作（オリジナル曲）など

「親子の食育教室」

人数 ： 10～100人

時間 ： 60分程度

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

研修会やPTA、小学校に出向きます！寸劇や体験を交えた楽しいプログラム

よくある行動特徴を寸劇や疑似体験を交えてお伝えします

・感覚ってなぁに

・【寸劇】感覚のちがい（味覚・嗅覚・触覚鈍麻・聴覚過敏など）

わずかな味の違いや、音の聞こえ方のちがいを身近な事例で伝えます

・【体験・クイズ】ちょっと、見え方

自分の中では当たり前に思っている感覚も、人とは異なることが多くあります。

クイズや体験を通して、感覚のちがいを体験します

◎発達障がい地域理解啓発講座

◎感覚のちがいを知ろう！（子ども向け）

「感覚のちがいを知ろう」

人数 ： ご要望に応じます。

時間 ： 30～120分
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 資格・経験
NPO法人 夢・コミネット事務局長、横浜市社会教育コーナー施設長

社会教育士

T12208 氏名 時任 和子 60代 更新

応相談 調整必要

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(5,000円以上） 詳細

活動対象者 大人 地域で活動したい人、地域活動者
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 日程は相談 時間

※登録No. フリガナ トキトウ カズコ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-2 ボランティア入門

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
仲間づくりコーディネーター、保育士

T12206 氏名 坂本 寿子 50代 更新

応相談

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(5,000円程度) 詳細 応相談

活動対象者 どなたでも 地域の人、地域活動者、PTAなど
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

※登録No. フリガナ サカモト ヒサコ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-2
障がい理解、子育て支援、

仲間づくり

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

元気に楽しく！小学校・町内会・子ども会・公園・子育てサークル等へ

うかがいます

◎お祭りやイベントの司会、サポート ◎講座や会議のファシリテート

◎仲間づくり ◎コミュニケーションゲーム ◎イベントの企画・運営

◎子育てサークル、公園での遊びの提供 など

・バルーンを作ろう

・親子で遊ぼう

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

ボランティアのきっかけや仲間づくりの取組みをコーディネートしま

す。地域活動やコミュニケーションをテーマにゲームやグループ

ワークで楽しく進めます。

ご要望に応じます。

気軽に楽しく地域活動に関わるためのヒントを伝えます。
「始めよう地域活動」

人数 ： 10～20人

時間 ： 60～90分

ご要望に応じます。

人数 ： ご要望に応じて設定

時間 ： 30～120分程度
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 資格・経験
食育ライフコーディネーター　年に数回、地域の方々に講座を開催

T12301 氏名 岡 奈緒 40代 更新

午前
10:00～12:00

ご要望に応じます。

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

活動対象者 その他 未就園児～低学年と保護者
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 平日 時間

※登録No. フリガナ オカ ナオ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-3 教育（食育ライフスタイル）

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

応相談

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

活動対象者 どなたでも 興味・関心のある方
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間

※分類 ジャンル 活動内容

12-2 環境

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
3R応援隊（平成16年より活動）

※登録No. フリガナ イソゴクスリーアールオウエンタイ 講師年代 新規・更新

T12209 氏名 磯子区3R応援隊 60代 更新

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

・風呂敷やスカーフを切ったり縫ったりすることなく、その場で結

ぶだけでバッグになる方法を体験してもらいます。更に特性のバ

ンドを使うと素敵なバッグに大変身！これを覚えてもらうと急に荷

物が増えた時にもレジ袋を使わなくてすむので、エコな生活を実

践できます。

・ごみの分別ゲーム

基本的な結び方が体験できます。風呂敷、スカーフ、バンダナな

どお好きなものをバッグとしてお使いいただけます。
「風呂敷をバッグに変身」

人数 ： 15人程度

時間 ： 1時間

指導 講演 その他

プログラム

披露

次世代に繋げていきたい「食育ライフ」。親子で知って実践できる

0歳から始められる食育ライフのお話を分かりやすくお伝えいたし

ます。2005年に内閣府が知育、徳育、体育を基礎にした「食

育」の定義を始め、0歳～10歳までに身に付けて欲しい食卓時

の躾の方法や正しいお箸の持ち方、正しい手の洗い方、大人の

方も知って欲しい和食の習わしや配膳などをお話しします。

ご依頼内容によってプログラムを作成します。

小さなお子様のいる保護者に向けて「和食の配膳の仕方」「食べ方の

偏り」など悩みを聞きながらアドバイスします。

※箸入れや箸置きを作成したり、箸への興味を持っていただいてます。

プログラム一例

「和の配膳と正しい箸の持ち方」

人数 ： 2～5人

時間 ： 60～90分
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 資格・経験
保育士免許、幼稚園教諭2級免許、ヘルパー2級取得　育児支援に長年従事

T12305 氏名 平林 淳子 60代 更新

応相談 ご要望に応じます。

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

活動対象者 子ども（小学生まで）・保護者 乳幼児～
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 週６回 日・祝日除く 時間

※登録No. フリガナ ヒラバヤシ ジュンコ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-3 子育て支援

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
小、中、高の教諭免許、保育園に3年間従事経験有

T12303 氏名 佐藤 清江 70代～ 更新

応相談 終日

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細 応相談

活動対象者 子ども（小学生まで）・保護者
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 週６回 木曜日以外 時間

※登録No. フリガナ サトウ キヨエ 講師年代 新規・更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-3 読み聞かせ（おはなしゆうえんち）

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

0歳児から小学生の低学年を対象にパネルシアターを用いて動く

お話をしています。目で動きを楽しみます。

お話や手遊び歌を唄ったり指遊びを楽しみましょう。

お話や手遊び歌を唄ったり指遊びなどご要望に応じて行います。

お話は昔話だったり、短いお話だったりを絵に描いたものを使う。

紙芝居的に話す。また、お話に出てくる物は具体物を使う時もある。

フローチャート・パネルシアターによってお話を進めるプログラムも行う。

ご要望に応じます。

指導 講演 その他

プログラム一例

披露

プログラム

長年の保育士、育児支援の経験をを活かして、親子や子ども（乳幼

児から幼児)を対象にリトミックや親子で楽しめる遊びや手作りおもちゃ、

工作などご要望に応じて行います。

親子で楽しみましょう‼

日頃の遊びに活用できます。遊びの引き出しを増やしましょう！

仲間同士のイベントや子ども会など色々な集まりにも出向きます。

育児相談やプチ講座にも対応します。

ご要望に応じてプログラムを作成します。

遊びの支援…手遊び、親子遊び、体操、リトミック、お楽しみ(絵本

や紙芝居、ペープサートなど)

「親子であそぼう！」

人数 ： 5～20組

時間 ： 60～90分
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※登録No. フリガナ ガクシュウヲシエンスルカイ「ガクシュウキョウシツ」 講師年代 新規・更新

T12306 氏名 学習を支援する会「楽習教室」 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-3 学習

活動可能日時 曜日 週１回 水 時間 午後 15時～

活動可能場所 磯子区内のみ 条件 無償(交通費程度） 詳細 応相談

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
横浜市立大学数学科卒業で中学校数学教員免許取得。子育て支援に長年従事。栄区で小学生

学習支援に長年従事。電気メーカー勤務時に米国東海岸バージニア州に赴任経験あり。

活動対象者 小学生以上 中学生まで
小・中学校への

協力 可

※登録No. フリガナ ワタナベ ケイコ 講師年代 新規・更新

T12307 氏名 渡邉 ケイ子 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-3 子育て　ママ支援

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談 ご要望に合わせます

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費程度） 詳細 応相談

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
ファナンシャルプランナー3級　助産師　家族支援員

活動対象者 どなたでも 子・親・祖父母
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

小学生を対象（要望があれば中学生も）に国語、算数、英語を生徒の理

解度に応じてマンツーマンで楽しみながら教えます。

学校の授業で分からなかった部分や学校から出された宿題をやって解け

るまで分かりやすく教えます。 また、答え合わせをして理解度を確認しま

す。 自信をつけることを主眼にして、学校の授業の理解度をアップして、

楽しく、得意な科目にさせます。

また、教科書が理解できた生徒は教科書に準拠したドリルの問題をチャレ

ンジして、応用力を確実なものにします。会場は磯子区近くの公共施設を

借りて学習しますが、要望があれば横浜市内なら出向きます。

・困っている方対象に学習指導。

・ご本人が分からないところを分かりやすく指導します。

ご要望に応じます。

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

子どもの‟こころ”を育てる 発達に合わせた育児 日本の育児文化を

お伝えします。 一緒にお話ししませんか。

●母乳育児 卒乳はいつ？ ●きょうだいの育児（何故やきもちを焼く

の？） ●叱らない育児って？ ●今のトイレトレーニングは？ ●幼児

期からの性教育って必要なの？(赤ちゃんは何処からうまれてくるの？

に答えられますか？）

●イヤイヤ期の対応法 ●妊娠中 出産後の身体 ●避けて通れな

い更年期 ●子そだて今・昔（こんなに変化しています）etc。
「思春期・更年期講座」

人数 ： 5～20人

時間 ： 90～120分
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※登録No. フリガナ アライ カツミ 講師年代 新規・更新

T12401 氏名 新井 克己 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-4
「遺言と相続」及び

「成年後見制度」の講座

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費・材料費） 詳細 材料費ではなく資料
コピー代

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
行政書士。経験18年以上。

活動対象者 高齢者
熟年者、高齢者本人と

そのご家族
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ オカ　 ケン 講師年代 新規・更新

T12402 氏名 岡 健 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-4 公的年金セミナー、ライフプランセミナー
セクハラ・パワハラ対応セミナー

活動可能日時 曜日 週４回 応相談 時間 応相談 9時～19時

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(5,000円以上） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
社会保険労務士/年金相談員、ＣＦＰ®、国家資格キャリアコンサルタント他 

活動対象者 その他
企業団体職員、一般生活者、
高校生

小・中学校への
協力 不可

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

私は「たよれる街の法律家」としての行政書士を金沢区で開業し

ており私の専門分野は「遺言・相続問題」と「成年後見制度」等

であります。その分野の豊富な知識と経験を生かして、18年前よ

り横浜市南部各区のケアプラザ、老人会、老人ホーム等より依

頼されて、「遺言・相談」と「成年後見制度」各手続きについての

分かり易い講座を数多く行っています。

1.「遺言・相談問題」と「成年後見制度」についての説明会。

2.説明会の所要時間は60分～90分位で、必要な場合はその後、

無料相談も行います。

3.作成した説明用レジメ4～5枚を参加者全員に配布。

「遺言・相続」 と「成年後見

制度」の手続きについて

人数 ： 最大50人

時間 ： 60～90分

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

「明るく楽しく分かりやすい」と好評のセミナー講師。軽妙な話し

方とパワーポイント等を駆使した講演内容です。公的年金・老後

の生活設計が得意分野。（講演実績）三年前まで、大手金融機

関系の経済研究所で、プロの講師として年40～50回公演を担

当。退職後も企業向け・一般市民向けのセミナーを月１度程度

担当しています。

ご依頼内容に合わせます。

「パワハラ・セクハラ」

経営陣に対しての研修と従業員に対しての研修事例をあげながら

わかりやすく説明します。

「50代からの公的年金セミナー」

人数 ： 20～30人

時間 ： 30～120分
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※登録No. フリガナ カタオカタケシ（シホウショシ） 講師年代 新規・更新

T12403 氏名 片岡剛士（司法書士） 30代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-4 成年後見制度・遺言・相続

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談 可能な限り対応します。

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
司法書士　相続・遺言・成年後見等に数多く携わる

活動対象者 大人
円滑な相続を実現したい人と

その家族
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ イソゴスイミンヒロバ 講師年代 新規・更新

T12404 氏名 いそごスイミンひろば 30代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-4 教育

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 応相談

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
睡眠健康指導士　睡眠改善インストラクター

薬剤師　キャリアコンサルタント

活動対象者 どなたでも
子育て世代、高齢者、社会で

活躍されている方々
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

「身近なくらしの中の法律家」司法書士として地域活動に参加し

ています。遺言の書き方講座などを開催し、皆様が知っておきた

いことを、分かりやすくお話します。3名以上の会合の場には出張

いたします。お気軽にお問合せください。

ご要望に応じて、成年後見講座、相続・遺言座談会などお話し

させていただきます。
「成年後見制度について知ろう!」

人数 ： 3～20人

時間 ： 60分程度

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

毎日の快いスイミンをデザインする。

私たちは、睡眠健康教育機構認定の睡眠健康指導士として

地域の小学校や中学校、地域包括支援センターを訪問し、

睡眠衛生に関する講話やワークショップを実施します。

子供たちや親御さん、高齢者の方々など、睡眠に関する悩みは

多種多様です。一人一人のライフスタイルにあった睡眠について

一緒に考えてみませんか。ご連絡お待ちしております。

ライフスタイルや季節に応じた睡眠の質を改善するために様々な

メソッドをつかって解説します。

「快眠のための睡眠講座」

人数 ： 10人～

時間 ： 90分程度
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※登録No. フリガナ コウモト　 ヤスキ 講師年代 新規・更新

T12405 氏名 河本 保樹 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-4 法律一般

活動可能日時 曜日 いつでも 応相談 時間 午後 13時～17時

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
司法書士

活動対象者 高齢者
小・中学校への

協力 不可

※登録No. フリガナ シマザキ シュウイチ 講師年代 新規・更新

T12406 氏名 島崎 修一 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-4 相続・遺言

活動可能日時 曜日 いつでも ご要望に応じます 時間 応相談 ご要望に応じます

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
2013年行政書士登録

いそご地域活動フォーラム2019に参加

活動対象者 どなたでも  相続・遺言に興味のある方
小・中学校への

協力 可

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

相続をテーマに、相談会及び講演会を行っています。

相続において一番大切なことは「争わない」ことであるとの考えの

もと、遺言書の作成支援等相続トラブルの予防に向けた活動に

は特に力をいれています。

○相続・遺言・登記 無料相談会及び講演会

○少人数の集まりに無料で出張いたします。
ご要望に応じます。

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

イベントなどで相続や遺言の相談をお受けします。

ご要望に応じます。

・法律について、マンツーマンでの相談会

・その他講演会など

「法律相談会」

人数 ： 1人

時間 ： 30分程度

87



※登録No. フリガナ ギョウセイショシ　タカダキチエジムショ 講師年代 新規・更新

T12407 氏名 行政書士  髙田吉衛事務所 70代～ 更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-4 相続・遺言

活動可能日時 曜日 いつでも ご要望に応じます 時間 応相談 ご要望に応じます

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細 自家用車使用につき
交通費不要

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
行政書士

平成23年登録から活動しています

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

新規・更新

T12409 氏名 瀧田 千春 50代 更新

※分類 ジャンル 活動内容

12-4 ビジネス支援

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費・材料費） 詳細
依頼内容に

よって

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※登録No. フリガナ タキタ チハル 講師年代

 資格・経験
プロフェッショナルビジネスコーチ、ウイルソン・ラーニング認定インストラクター

キャリアコンサルタント（国家資格）

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 平日 時間 応相談 ご要望に応じます

指導 講演 その他

プログラム

披露指導 講演 その他

プログラム一例

披露

相続や、遺言のことで困っている方々への相談と、指導を無料で

行う活動をしています。

ご要望に応じて

・相続・遺言の初歩についての話しなど

・相続・遺言についての相談など

「失敗しない相続」

人数 ： 10人程度

時間 ： 30～60分

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

サークルや日常生活にも明日から役立つビジネススキルがある

ことをご存じですか。小学生にも役立つ「話し方」や、サークルの

打ち合わせを効率化する「ミーティングのコツ」、お店の売上向

上のために明日から取り組める「データの集め方」など、ちょっとし

た「どうしたらいいかな？」をお気軽にご相談頂けたら嬉しいです。

グループレッスン、個別コーチング、講演など、いろいろな形で対

応可能ですので、まずはご相談下さい。

「心に残る自己紹介を考えよう‼」

人数 ： 5～10人

時間 ： 60～90分

ご希望に応じて、ご相談可能ですが、以下の内容は鉄板です。

「心に残る自己紹介」「お店の売上を向上させる 市場調査」

「成果を出す会議」
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※分類 ジャンル 活動内容

※分類 ジャンル 活動内容

12-4 青少年・若者サポート

T12410 氏名 角川 衆一 50代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12-4
相続の基礎知識・終活・

エンディングノート・成年後見

※登録No. フリガナ ツノカワ シュウイチ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 資格・経験
税理士・行政書士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士　

かながわ介護予防健康づくり運動指導員(専門)・認知症予防スリーA支援者・認サポ講座キャラバンメイト

活動対象者 大人 高齢者
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 いつでも 時間 応相談

※登録No. フリガナ イキイキコミュニティ 講師年代 新規・更新

T12411 氏名 生き×居きコミュニティ 30代 更新

活動可能場所 横浜市内・外 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
若者向けの居場所サードスペースを設立して12年（2010年5月設立）

12年間居場所を開催し若者と関わってきたこと・ワークショップデザイナー

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも 月・火・金・平日、
水・土・日は応相談 時間 応相談 16時以降

指導 講演 その他

プログラム一例

プログラム

披露

◎パワーポイントを活用したプレゼン風セミナーです。

◎経験豊富な講師が分かりやすく解説いたします。

・シニアのマネー入門

・終活、エンディングノート講座

・相続の基礎知識講座

・成年後見講

・脳トレ

などご要望に応じます。

「終活エンディングノート講座」

人数 ： 10～30人

時間 ： 90分

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

学校、会社、家庭以外で気軽に参加出来る居場所サードスペースを週2

回程度開催し、自分らしく生きる居られる場創りを大切に活動しています。

青少年から若者までを主な対象に、様々なアクティビティーを通じて他者

との関わり方や自分自身の気付きなどを学ぶことができる場を創ったり、

自分らしく在れる居場所やワークライフバランスをテーマに（その他参加

者のリクエストやニーズも取り入れながら多種多様なテーマを設定しま

す！）講演会やワークショップ等を開催します。

講演：ゲストスピーカー、居場所の運営・設立のきっかけ

ワークショップ：読書系ワークショップ（1冊の本から多様な視点で考え

る。初めての方同士が知り合うきっかけ創りのゲーム等ご要望に応じま

す。

「出張講座募集します。」

人数 ： 1～30人

時間 ： 1～2時間
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※分類 ジャンル 活動内容

T12412 氏名 原田 浩 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12-4 社会人・ビジネスマナー

※登録No. フリガナ ハラダ ヒロシ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

※分類 ジャンル 活動内容

 資格・経験
企業での社員採用及び人材教育。現在、某社の新入社員研修実施中。

大学生の就活セミナー。大学生のエントリーシート・履歴書及び新入社員の作文、添削

活動対象者 大人 学生・外国人
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 土・日・祝日 時間 午後

T12413 氏名 松田 健 70代～ 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12-4 法律一般

※登録No. フリガナ マツダ 　タケシ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

 資格・経験
行政書士　社会保険労務士　経験13年

活動対象者 大人 一般、高齢者
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 いつでも 不問 時間 午後 13時～17時

指導 講演 その他

プログラム一例プログラム

披露

この3年間、区民活動支援センターのご支援により「1day体験サロン」

や「体験講座トライアル」を行い、実際の講義を積み重ねております。

社会人をめざす人（就活生）には、誰も教えてくれない正しいビジネス

マナーを身につけ、採用面接に活かすため。すでに社会人の方（中

高年）には、今一度社会人マナーを振り返り、正しい内容を知り行う

ため。そして日本に住んでいる外国の人には、日本固有のマナーを

学び、溶け込むため。ぜひ一度参加していただきますようご案内いた

します。

１．挨拶と返事 2．お辞儀（礼）の3種 3．敬語と会話

4．一般文書 5．手紙・葉書 6．メールの注意

などご要望に応じます。

「社会人の基本マナーを学ぼう」

人数 ： 15人程度

時間 ： 2時間程度

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

相続をテーマに、相談会及び講演会を行っています。相続にお

いて一番大切なことは「争わない」ことであるとの考え方のもと、

遺言書の作成支援等、相続トラブルの予防に向けた活動には特

に力を入れています。

少人数の集まりに無料で出張いたします。

相続・遺言・登記・無料相談会及び後援会など。 ご要望に応じます。
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※分類 ジャンル 活動内容

※分類 ジャンル 活動内容

12-4 相談

T12414 氏名 宮島 雅美 60代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12-4 自己肯定、癒し、生き方

※登録No. フリガナ ミヤジマ マサミ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(5,000円以上） 詳細

 資格・経験
セルフエスティームコーチ（自尊感、自己肯定感コーチ）心理カウンセラー、チャイルドセラ

ピスト、磯子区、神奈川区民活動支援センターで講座開催　各コミュニティーで活動中

活動対象者 どなたでも 子供さんから親子さん、成人
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 平日 ご要望に応じます 時間 応相談 ご要望に応じます

※登録No. フリガナ フカヤコクサイギョウセイショシ 講師年代 新規・更新

T12415 氏名 深谷国際行政書士 70代～ 更新

活動可能場所 磯子区内及び近隣区 条件 有償(～5,000円・材料費別） 詳細

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
行政書士（深谷国際行政書士事務所所長）

活動対象者 どなたでも
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 いつでも 適宜応じます 時間 応相談 適宜応じます

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

自分を受け止め、認め、はげまし、ほめることで自尊感、自己肯

定感が高まります。まずは、自分から自分をほめましょうをメッ

セージに自分らしく生きる、自分らしい幸福の見つけ方をお伝え

しています。（グループ個人指導にも対応しています。）

・自分の褒めの効果

・ワーク形式 などご依頼内容に応じます。
「ほめ日記」

人数 ： 20～50人程度

時間 ： 2時間

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

遺言に関する相談・及び指導・国際関連業務に関する相談及び

指導

例：相続に関する個別相談など ご要望に応じて対応します。 「相続に関する基礎知識」

人数 ： 10人位

時間 ： 60分程度
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※分類 ジャンル 活動内容

T12417 氏名 岡 浩平 40代 更新

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12-4 投資・資産運用

※登録No. フリガナ オカ コウヘイ 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

※分類 ジャンル 活動内容

 資格・経験
ファイナンシャルプランナー3級　積み立てNISAの説明を個別指導

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 不可

活動可能日時 曜日 土・日・祝日 祝日除く 時間 応相談

T12418 氏名 ガンボキャリア開発センター 70代～ 新規

 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 資格・経験
キャリアコンサルタント（国家資格）

産業カウンセラー（日本産業カウンセラー協会/講師認定されています）

12-4
職場のハラスメント対策セミナー

中年期のライフ・キャリアセミナー

※登録No. フリガナ ガンボキャリアカイハツセミナー 講師年代 新規・更新

活動可能場所 横浜市内・外 条件 無償(交通費・材料費） 詳細

活動対象者 大人
小・中学校への

協力 可

活動可能日時 曜日 いつでも ご要望に応じます 時間 応相談 ご要望に応じます

指導 講演 その他

プログラム一例
プログラム

披露

ファイナンシャルプランナー3級の資格を持ってます。簡易的な

相談であれば、投資についてのご相談に乗れると思います。特に

積み立てNISAへの理解が深いです。

ご要望に応じます。

指導 講演 その他

プログラム

披露

長年、企業や役所、諸団体で、セミナー講師やカウンセラーを担当し、現在

も継続中。セミナーでは①職場のパワハラ防止②職場のマネジメント・リー

ダーシップ ③定年を控えた50代の働く人の今後のライフプランセミナーな

どです。（※2022年4月から中小企業もパワハラ防止策義務化）特に企業

などでは、人材難の時代にセミナーの必要性があっても予算の関係で実施

が困難という背景もあると思いますが、微力ながら無償で応援させていただ

きます。

①パワーハラスメント事例・禁句・態度とは、よき職場づくりの方法など

②後輩の成長に繋がる指導の仕方（叱り方、自発性を養う指導とはなど

③定年後の働き方、家族関係、家庭経済などのライフプラン

プログラム一例

「職場のよき人間関係」

人数 ： 10～20人

時間 ： 2時間程度
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申請者名
(団体名)

講師名または
依頼ジャンル

依頼項目

行事名

対象者  　乳幼児　　　小・中学生　　　一般　　　利用者　　　（　　　　　　　） 人数 名　

開催場所

交通機関

謝金予算

その他

担当

　住所

連絡先

　（講師） 終了報告依頼　　　　月　　　日　　電話　留守電　FAX　メール　窓口　

　第３希望　　         　年　　　　　月　　　　　日（　　　　）　　　　　　時　　　　　分　～　　　　時　　　　　分

　　指導　　　　　　　 披露（公演）　 　　　　　　講演　　　　　 　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

「磯子区地域ボランティア講師」依頼申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者名）

　電話 　　　　　　　（　　　　　 　）　　　　　　　　　          　　　携帯  　　　　　 （　　 　　 　　）
　
　 mail　　　　　     　　　　　       　　　　　　  @

申請日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

（依頼者）終了報告依頼　　　　月　　　日　　電話　留守電　FAX　メール　窓口　

【依頼内容】

内容

※支援センター
記入欄

有　　　　　　　　　　　　円／回（交通費込・交通費別途）　　・　　無　（交通費のみ　有・無）

開催日時

  最寄り駅：　　　　　　　　　　　　　　　電車・バス　　　　　　徒歩　　　　　　　（駐車場）　有　・　無　

　第１希望 　　　      　年　　　　　月　　　　　日（　　　　）　　　　　　時　　　　　分　～　　　　時　　　　　分

　第２希望　　     　  　年　　　　　月　　　　　日（　　　　）　　　　　　時　　　　　分　～　　　　時　　　　　分



（提出先）　いそご区民活動支援センター　　                      　　TEL754-2390　　　FAX759-4116

依頼者

（団体名）

　　氏　名

　　電　話

事業が終了しましたので報告します。

事 業 名

（講座名）

講 師 名

実施場所

参加人数 謝金

　事業に
　　ついて

2）満足度はいかがでしたか

①満足　　　　　②普通　　　　　③やや不満

ご意見・
ご感想

①満足　　　　　②普通　　　　　③やや不満

名　

　　　　時　　　　　分　　～　　　　時　　　　　分
実施期間

　　　年　　　月　　　日（　　　　）　～　　　　月　　　日（　　　　）

　　　　　　　　　　    　　年　　　月　　　日　

1）当日の内容はいかがでしたか

円（交通費別・交通費込み）

「磯子区地域ボランティア講師」依頼終了報告書



 

 

https://www.city.yokohama.lg

.jp/isogo/kurashi/kyodo_mana

bi/kyodo_shien/kuminkatsudo/ 

 
 

 
 

いそご区民活動支援センターホームページはこちら

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/kuminkatsudo/
https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/kuminkatsudo/
https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/kuminkatsudo/


                            磯子区連合町内会長会資料 

                  令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日 

 

自治会町内会長 様 

                磯 子 区 歯 科 医 師 会 

                         磯子区在宅歯科医療連携室 

 

 

 

令和４年度在宅要介護者無料歯科健診事業 

「無料訪問歯科健診」周知のお願い 

 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は歯科医師会事業にご高

配を賜り誠にありがとうございます。 

 

 本年度も在宅要介護者無料歯科健診事業が開催されることとなりました。 

本「無料訪問歯科健診」は市内在住で歯科健診に行くことができない 75 歳以上（神奈川

県後期高齢者医療制度対象者）で要介護 3 以上の在宅の方を対象とした実施主体を横浜市、

実施担当を横浜市歯科医師会と定めた事業となります。  

現在医療保険や介護保険において歯科に関する管理を受けていない方に無料で歯科医師

がお住いの場所へ訪問して歯科健診「むし歯」「歯周病・お口の機能のチェック」を行いま

す。  

事業実施期間は令和 4 年 9 月 1 日より令和 5 年 1 月 31 日までとなり、定員（480 人）に

達した段階で事業終了といたします。  

健診の申し込み・相談につきましては磯子区在宅歯科医療連携室 080- 8720-5526 までご

連絡を頂けますようお願い申し上げます。 

 

 つきましては、ご多忙の中とは存じますが「訪問歯科健診」案内チラシを同封いたします

ので掲示板へ掲示、周知へ何卒ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

  







この事業は、横浜市の令和４年度在宅要介護者訪問歯科健診事業により実施します。

◆実施内容

◇対象者：・市内在住で歯科健診に行くことができない75歳以上　　　　

（神奈川県後期高齢者医療制度対象者）で
　　　　　　　要介護３以上※の方　　　　　　　
　　　　　　　※ 要支援１・２ 、要介護１・２の方は、内科等の定期的な訪問診療 
　　　　　　　　　　を受けている場合に本事業の対象となります。 
　　　　　・現在、医療保険や介護保険において歯科に関する治療・
　　　　　　  管理を受けていない方
◇内容：無料で､歯科医師によるむし歯､歯周病のチェック､お口の機能
　のチェック､歯科衛生士による歯みがきアドバイス等を行います。             　　  
＊むし歯等の問題が見つかった場合で、診療、治療につながった場合は、保険診療となります。 
 
◇自己負担：  無  料      
 
◇申込方法：下記問合せ先までお電話•申込書（裏面）に
　　　　　　必要事項をご記入のうえFAXにてお申し込み下さい。

「訪問歯科健診」に関する問合せ・申込は
磯子区在宅歯科医療連携室  

電話:080-8720-5526  FAX:045-370-8080    

－在宅要介護者訪問歯科健診事業－ 
横浜市・（一社）横浜市歯科医師会 

　加齢に伴う口腔機能の低下は、感染症の発症や嚥下障害など高齢者の
ADL（日常生活動作）に大きく影響します。 
　そこで、通院が困難な在宅高齢者を対象に、訪問歯科健診を行うこと
により、早期対応及び口腔機能の改善を図ります。 

≪事業実施期間≫
令和４年９月１日～令和５年１月３１日

無料	 先着480名限定	 



【申込日】令和　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日

□ 家族 （ ） □ 担当ケアマネージャー □ その他（　　　　　　）

ふりがな

年 月 日 満 歳

〒

横浜市 区

□ 要支援１ □要支援２ □ 要介護１ □要介護２

□ 医科の訪問診療介入有無

□ 要介護３ □ 要介護４ □ 要介護５

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

□ 有 □ 無

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

　医院・医師名 電話番号 医院・医師名 電話番号

□ 寝たきり □ 寝たり起きたり □ 自力で移動できる □ 移動に介助が必要

　訪問健診希望曜日 駐車スペース

月 火 水 木 金 土 日 □ 有 □ 無

在宅要介護者訪問歯科健診連絡表

FAX 045-370-8080
磯子区在宅歯科医療連携室

申込者氏名

患者さんとの関係

電話番号 FAX番号

　・かかりつけ歯科医 ・かかりつけ主治医

男・女

生年月日

住　　　所

電話番号

介護認定

　・生活保護 ・医療保険

　・障害者手帳

利用者（患者）
氏名

患者さんの状態（環境）

午前

午後



磯子区連合町内会長会資料     

令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日  

 

自治会町内会長 様 

 

横浜マラソン組織委員会事務局次長  

 

 

「横浜マラソン 2022」開催に伴う交通規制のお知らせについて 

 

 

平素より、皆様には横浜マラソン開催に関し多大なるご尽力を賜り、改めて厚くお礼 

申し上げます。 

さて「横浜マラソン 2022」は 10 月 30 日（日）の開催に向けて、安全、安心な大会運営を

行うために準備を進めておりますが、実施にあたり、沿道周辺で交通規制を実施させていただ

く予定です。 

つきましては、交通規制チラシを作成いたしましたので、交通規制に関してのご理解・ 

ご協力と、自治会町内会掲示板への掲出に関してのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１ 交通規制日時（コース全般） 

令和４年 10 月 30 日（日）６時 30 分ごろから 15 時 30 分ごろまで  

 

２ 各所の交通規制時間 

別紙「横浜マラソン 2022 開催に伴う交通規制のお知らせ」チラシのとおり 

 

３ 交通規制に関する問い合わせ先 

    横浜マラソン交通規制コールセンター 電話番号 045-330-3051 

    受付時間 ①9/1～10/16  平日のみ 9:00～17:00 

         ②10/17～10/29 毎  日 9:00～17:00 

         ③10/30     大会当日 4:00～17:00 

 

４ チラシの掲出について 

チラシは両面となっていますが、表面が見えるように掲出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

担当 横浜マラソン組織委員会事務局 今井  

電話:226-5036   FAX:226-5037 

Email: imai@yokohamamarathon.jp 

表面掲出 

イメージ 



横浜マラソンでは新生活様式に沿って、次の安全対策を実施して開催します。
会場での対策例

検温・手指消毒 スタート前・フィニッシュ後
マスク着用の徹底

スタート前ソーシャル
ディスタンスの確保

健康チェックアプリ
によるセルフチェック
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マラソンに伴う交通渋滞情報は  （公財）日本道路交通情報センター TEL 050-3369-6614
https://yokohamamarathon.jp/2022/ホームページ

TEL 045-651-0666
大会全般に関する問い合わせ先

横浜マラソン組織委員会事務局

平日及び10/29（土）
10/30（日）
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 6:00～16:00

交通規制のお知らせ
横浜マラソン2022開催に伴う 当日は混雑が予想されますので、公共の交通機関をご利用ください。

2022年10月30日(日)はノーマイカーにご協力をお願いします！
2022年10月30日（日）

横浜マラソン公式ホームページで
う回路検索ができます。（10月17日（月）より）
https://yokohamamarathon.jp/navitime/
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             磯子区連合町内会長会資料  

令和４年９月 16日  

自治会町内会長 様 
 

磯子区福祉保健課長  
 

令和４年度「磯子区社会福祉大会」「第４期スイッチＯＮ磯子講演会」 

の開催について（依頼） 

 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
日頃から、地域福祉保健の推進にご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 
さて、令和４年度磯子区地域福祉保健計画（スイッチＯＮ磯子）講演会を次のとおり開催い

たします。自治会町内会にて掲示板への掲出等にて、活動を実施している皆様にご周知してい

ただき、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。 

また、第１部として磯子区内の社会福祉の推進に特に功績のあった個人または団体を表彰す

る「磯子区社会福祉大会」を開催いたしますので、併せてご参加いただければと存じます。 
 なお、民生委員児童委員協議会及び地区別スイッチＯＮ磯子推進組織には、別途お知らせい

たします。 

 

１ 日時 

  令和４年 10月 26日（水）午後１時 30分～４時 30分（午後１時開場） 

  第１部：午後１時 30分～２時 10分 「磯子区社会福祉大会」 

  第２部：午後２時 30分～４時 30分 「第４期スイッチＯＮ磯子講演会」 

 

２ 会場 

  磯子公会堂ホール（講堂） 

 

３ 実施内容 

（１）第１部：「磯子区社会福祉大会」 

（２）第２部：「第４期スイッチＯＮ磯子講演会」 

講演テーマ：子どもとつくる これからのまち 

講師：幸重 忠孝 氏（ＮＰＯ法人 こどもソーシャルワークセンター理事長） 

   地域と子どもとの関わり方について、講演いただきます。 

 

４ 対象者 

  スイッチＯＮ磯子に興味をお持ちの方（定員 300名） 

 

５ 参加申込 

  チラシに記載しておりますとおり、電話、FAXまたは電子申請よりお申し込みください。 

  申込受付期間は９月 20日から 10月 20日までです。 

 

６ 新型コロナ感染症対策 

 ・会場では消毒、検温等の対策を徹底します。 

 ・事前申込制、先着順とさせていただきます。ご注意ください。 

 ・事前に検温いただき発熱のある場合、また体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。 

 ・当日はマスクの着用を忘れずにお願いします。 

 

裏面あり 



７ 添付資料 

  講演会チラシ 

 

８ その他 

  新型コロナウイルスの感染状況により、中止・延期となる可能性がございます。中止・延

期に関する情報は、ホームページに掲載いたしますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

                  【担当】磯子区福祉保健課 事業企画担当 

                      木下・尾形・小島 

                      ＴＥＬ：７５０－２４４２ 

                      e-mail：is-fukuhokeikaku@city.yokohama.jp 
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第４期磯子区地域福祉保健計画 
「スイッチＯＮ磯子」講演会 

磯子区社会福祉大会 

～子どもとつくる これからのまち～ 

幸重 忠孝 氏による講演 （プロフィールは裏面参照） 

磯子区社会福祉大会 
磯子区社会福祉協議会福祉功労者表彰 

令和４年度 

2nd 

13：30〜14：10 

14：30〜16：30 

「スイッチＯＮ磯子」講演会 

10 ⽉ 26 ⽇ 

場所  磯⼦公会堂（磯⼦区磯⼦３−５−１ 磯⼦区総合庁舎内） 

※ご来場の際は、公共交通機関をご利⽤ください。 

※親⼦室もございます。お⼦様と⼀緒にご参加いただけます。（先着２組まで） 

定員  約 300 名（事前申込制・先着順） 

申込  電話（750-2442）・FAX（750-2547）・電⼦申請 

※お申込み受付は 9 ⽉ 20 ⽇から 10 ⽉ 20 ⽇までです。 
※⼿話通訳が必要な⽅は 10 ⽉ 7 ⽇までにお申し出ください。 

※新型コロナウイルス感染状況により、中⽌や変更となる場合がございます。 

参加費  無料 

W
ed.

 

13 時 30 分〜16 時 30 分（13 時 00 分開場） 

 

 

 磯子区内において社会福祉の増進に特に功績のあった 
個人または団体を表彰し、感謝の意を表します。 

NPO法人 こどもソーシャルワークセンター理事長 



 

 

スイッチＯＮ磯⼦地区別計画とは？ 
地区別計画をご紹介します！ 

13：00 〜 16：00 ＠区⺠ホール 

障害者施設⾃主製品販売 

「フードドライブ」とは、⾷べきれない 
⾷品の持ちより活動。 
いわゆる「おすそわけ」です。 
該当する⾷品がありましたら、当⽇会場へ 
お持ちください。 

会場案内 
会場 磯⼦公会堂 
JR 根岸線「磯⼦駅」徒歩 5 分 磯⼦区総合庁舎内 
※ご来場の際は公共交通機関をご利⽤ください。 

 
お問合せ 

社会福祉⼤会について 
社会福祉法⼈ 横浜市磯⼦区社会福祉協議会 
電話：045-751-0739 FAX：045-751-8608 

講演会について 
磯⼦区福祉保健課事業企画担当 
電話：045-750-2442 FAX：045-750-2547 

ご寄付いただきたい⾷品 
★穀類（お⽶、麺類、⼩⻨等） ★乾物（のり等） 
★保存⾷（⽸詰・瓶詰等） ★調味料各種 
★⾷⽤油  ★飲料（ジュース、コーヒー、お茶等） 
★ギフトパック（お歳暮、お中元等） 
★インスタント⾷品、レトルト⾷品 

ご寄付の条件 
① 賞味期限が明記され、かつ 2 か⽉以上あるもの 
② 常温で保存可能なもの 
③ 未開封であるもの 
④ 破損していないもの、中⾝がでていないもの 
⑤ お⽶は古くないもの 

フードドライブとは 

≪講師プロフィール≫ 
 ゆきしげ ただたか 

幸重 忠孝 ⽒ 
幸重社会福祉⼠事務所代表、NPO法⼈こどもソーシャルワークセンタ
ー理事⻑として、⼦どもの貧困対策事業に取り組む。 
滋賀県教育委員会のスクールソーシャルワーカーのスーパーバイザー
として、⼤学では⾮常勤講師として児童福祉系科⽬を教えている。 

今回は、地域と⼦どもとの関わり⽅について、講演いただきます。 

同⽇開催 

いただいた⾷品は、⽣活に困窮している⽅や福祉関連
施設、各地区の「こども⾷堂」などに責任を持ってお配
りします。皆さまのご協⼒をお願いいたします。 

13：00 〜 16：00 ＠公会堂⼊⼝ 

フードドライブ 

同時開催 
「スイッチＯＮ磯⼦」パネル展 

＠区⺠ホール 
10 ⽉26 ⽇(⽔)〜11 ⽉２⽇(⽔) 

 

 

 



                              

 

磯子区連合町内会長会資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日 

磯 子 区 地 域 振 興 課 

         

令和４年９月 16 日 

 

自治会町内会長 様 

 

磯子区地域振興課長 

 

 

スキルアップ講座チラシの掲示について（依頼） 

 

 

秋晴の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃から磯子区政に御理解・御協力いただきまして、誠にありがとうございます。 

磯子区では、地域活動の担い手育成のため、地域で活動されている自治会町内会等の方々

を対象に、ディズニー流のスマイルコミュニケーションスキルを学ぶ講座を開催します。 

 つきましては、ご多忙中恐縮ですが、受講生の募集にあたり、貴自治会町内会の掲示板へ

のチラシの掲示についてご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

１ 日時：10 月 29 日（土）13：00～16：00 

２ 場所：磯子区役所７階会議室 

３ 定員：20 名（抽選） 

 ４ 参加費：無料 

 ５ 申込み：窓口、電話、ＦＡＸ、メールで、いそご区民活動支援センターまで 

〒２３５－００１６ 

磯子区磯子３－５－１磯子区役所７階 

電話：７５４－２３９０ ＦＡＸ：７５９－４１１６ 

メール：is-shienc@city.yokohama.jp 

※10 月 19 日(水)締切 

 

 

連絡先:磯子区地域振興課 後藤、長樂  

電話:  ７５０－２３９８ 

                                   ＦＡＸ:７５０－２５３４ 



令和 4 年度 地域活動スキルアップ講座Ⅰ 

コミュニケーションの第一歩は「笑顔」です。 

コロナで停滞しがちな地域活動再開のきっかけになるよう 

笑顔のコミュニケーション効果をディズニーランドの事例を交えながら学びます。 

輝く笑顔で身近な人も笑顔になり、人との繋がりが楽しくなります。 

みなさまの今後の活動にぜひお役立てください。 

 

 日  時   令和 4 年 10 月 29 日（土）  13：00～16：00 
 場  所   磯子区役所 7F 会議室  

 定  員   20 人（応募多数の場合抽選） 

 持ち物   筆記用具 

 対  象   区内で地域活動をされている自治会・町内会の方 

 締  切   令和 4 年 10 月 19 日（水）  窓口・電話・FAX・メールにて 

株式会社オリエンタルランドに入社、東京ディズニーランドのアトラクション 

責任者として約 15 年勤務。研修インストラクターを兼任し、接客研修の 

基礎を築き上げる。2005 年独立、接客研修を中心としたビジネスモデル 

を構築するため「接客向上委員会＆Peace」を設立、現在に至る。 

著書に『ディズニーランドが教えてくれたみんなが笑顔で働ける習慣』 

（こう書房） 

 講 師    石坂 秀己 (いしざか ひでみ) 
 

地域活動を楽しくする 

【お問合せ】 

〒235-0016 磯子区磯子 3-5-1 磯子区総合庁舎 7 階 

電話： 045（754）2390  FAX： 045（759）4116 

メール： is-shienc@city.yokohama.jp 

ディズニー流 
スマイル コミュニケーション 

 
 

＜ホームページはこちらから＞ 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止または変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。 

※参加当日は、自宅で検温していただき、発熱等体調不良の場合は参加をご遠慮ください。 

※講座中は、マスクの着用をお願いいたします。 

 

9/20～ 



                              

 

磯子区連合町内会長会資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日 

磯 子 区 地 域 振 興 課 

         

令和４年９月 16 日 

 

自治会町内会長 様 

 

磯子区地域振興課長 

 

 

地域デビュー講座チラシの掲示について（依頼） 

 

 

秋晴の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃から磯子区政に御理解・御協力いただきまして、誠にありがとうございます。 

磯子区では、地域で活動を始めたいと思っている方が、活動をはじめるきっかけづくりに

なるよう、地域の歴史、地域活動の魅力を楽しみながら学べる講座を開催します。 

 つきましては、ご多忙中恐縮ですが、受講生の募集にあたり、貴自治会町内会の掲示板へ

のチラシの掲示についてご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

１ 日程：11 月 8 日（火）～12 月 13 日（火）全６回 

２ 場所：磯子区役所７階会議室 他 

３ 定員：20 名（先着） 

 ４ 参加費：無料 

 ５ 申込み：窓口、電話、ＦＡＸ、メールで、いそご区民活動支援センターまで 

〒２３５－００１６ 

磯子区磯子３－５－１磯子区役所７階 

電話：７５４－２３９０ ＦＡＸ：７５９－４１１６ 

メール：is-shienc@city.yokohama.jp 

※10 月 11 日(火)から受付 

 

 

連絡先:磯子区地域振興課 後藤、長樂  

電話:  ７５０－２３９８ 

                                   ＦＡＸ:７５０－２５３４ 



令和 4 年度 地域デビュー講座 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今まで地域活動などに参加したことのない方が、 

一歩踏み出すきっかけとなる講座です。 

～ここがすごい！私たちが住む街 磯子（仮）～ 

この講座では、地域で活動を始めたいと思っている方が、活動をはじめるきっかけづくりにな

るよう、地域の歴史、地域活動の魅力を楽しみながら学んでいきます。自らが近隣の方と地域

活動を通じ、共に楽しみ、地域に貢献できる様々な活動への第一歩、はじめてみませんか。 

 

場  所 

定  員 

申込受付 

申込方法 

磯子区総合庁舎 7 階会議室 他 

第１回 11 月  8 日(火)  オリエンテーション・いそごクイズ・グループワーク 

第２回 11 月 16 日(水) 講座「磯子の歴史」  

第３回 11 月 22 日(火)               

グループに分かれて史跡を訪ねます 

※ 小雨決行・予備日 11 月 25 日(金) 

① 堀割川・岡村・根岸周辺地域  ②杉田周辺地域 

第４回 11 月 29 日(火) 

 グループごとに各地域に行き、地域の方からお話を伺います 
(堀割川魅力づくり実行委員会・夢まる・Ｙワイ広場・おもしろ科学たんけん工房他) 

第５回 12 月６日(火) 

       第 3 回・第 4 回で歩いた所をふりかえり、グループワーク 

第６回 12 月 13 日(火) 

       グループワークのまとめと発表・交流会 

 

 
 
 

20人(磯子区在住・在勤の方・初めての方・全６回参加可能な方優先 )  

   10 月１１日(火)10 時 ～ 先着順 

窓口・電話・FAX・メール 10 時～ 

主催：いそご区民活動支援センター/磯子区ボランティア応援隊 

申込先：いそご区民活動支援センター 電話(754)2390  FAX(759)4116 

 

歩いて学んで磯子を知ろう！ 
～私たちが住む街 磯子の魅力再発見～ 

令和 4 年 

11/８(火) ～12/13(火)10:00～12:30 

        第２回 11/16 のみ(水)   

 

参加費

無料 

外歩き 

外歩き 

磯子区マスコット 

キャラクター 

「いそっぴ」 

 

 

 
葛城
か つ ら ぎ

 峻
しゅん

 氏 

協力：ヨコハマ歴史を歩く会 

(磯子の魅力について) 

講 師 



 

磯子区連合町内会長会資料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日 

 

自治会町内会長 様 

 
神奈川県共同募金会磯子区支会 
支会長  横田 秀昭 

 

共同募金運動（戸別募金）へのご協力について（依頼） 
 

初秋の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

共同募金運動につきましては、毎年多大なるご尽力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、本年度も１０月１日から、全国一斉に共同募金運動が展開されますが、磯子区

におきましても、例年通り実施いたしますのでご理解とご協力をいただきたくお願い申

しあげます。 

なお、令和４年度も「地域に密着した多様な生活支援活動を応援する助成事業」によ

る緊急配分事業に皆様から寄せられた募金が役立てられています。詳細については裏面

をご参照ください。 
 
 
１ 運動趣旨   

別紙「令和４年度 共同募金の実施要領」をご参照ください。 
 

２ 募金用資材  
別紙「赤い羽根共同募金運動実施に関してご注意いただきたい点」の「１送付資材」

のとおりお届けしますので、ご査収願います。 
 
３ 新型コロナウイルス感染症に伴う各種対応について 
・例年、募金納入は12月31日を目途にお願いしておりますが、今年度に関しても 

令和５年１月31日までに納入くださいますようお願い申し上げます。 
・感染拡大防止措置として募金運動を実施するか否かは、各自治会・町内会にてご 

判断をお願いいたします。実施しない場合はその旨をご連絡いただく必要はござ 
いません。 

 

４ そ の 他    

共同募金活動に対して質問があった際などに、寄付をされる方のご理解をいただくため、同封 

の「赤い羽根共同募金運動実施に関してご注意いただきたい点」等の文書をぜひご活用ください。 

 
 

☆共同募金は皆様の善意の募金です。決して強制するものではありません。 
募金額については、寄付されるおひとりおひとりのご判断で結構です。 
みなさま方のあたたかいご協力をお願い申しあげます。 

 
☆募金は日本円のみ受付させていただきます。 
 
 
 
 
 

【担 当】磯子区社会福祉協議会 山﨑 

                          電 話 751－0739  

ＦＡＸ 751－8608 

                           E-mail：info@isoshakyo.com 



 

 

 
[コロナ禍における緊急支援事業] 

 
◆「赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン」による緊急配分事業 

⾧引くコロナ禍の影響により、困難を抱える方々の生活課題が⾧期化・深刻化していることを受け、全国
の共同募金会では「赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン」を実施し、緊急配分事業
を行いました。 
[具体的な配分事例] 
◇子ども食堂等による食支援を必要とする子どもたちへ配食活動 
◇フードバンク運営事業 
◇生活困窮世帯の小・中学生を対象とした学習支援活動  等 
 

◆物資による「食」を中心とした支援事業 

 収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活が困難となっている世帯へ、生活の基本となる「食支援」を 
中心とした緊急対応を行うために、令和３年度も本会の協働パートナーである日本カストディ銀行(東京都中央区) 
をはじめとする企業からの協力を得て、定期的に物資を提供していただきました。 

食材等の生活物資は、社会福祉協議会や NPO を通じて支援を必要とされる方々へ直ちに配布されるほか、玩具 
や化粧品類などは母子生活支援施設や児童福祉施設等の社会福祉施設で活用されています。 
 
◆母子生活支援施設および児童養護施設の子どもたちへの支援事業 

ビバリーグレンラボラトリーズ株式会社と本会との協働によって、母子生活支援施設ならびに児童養護施設で
暮らす子どもたちの支援を目的とした「チャリティーセール」を実施していただきました。このチャリティーセ
ールによる収益の全額を県内全ての母子生活支援施設（公営を除く９施設）と児童養護施設（32 施設）へ公平に
お届けし、施設内のオンライン授業への環境整備や、施設内でのイベント、高校生の園内修学旅行等、さまざまな
事業に使われました。 

 
◆医療従事者への支援事業（福祉医療病院等へ） 

コロナ禍当初より、医療従事者への支援を目的とした相談が寄せられています。 
  その際、共同募金の配分先は、社会福祉法に定める社会福祉事業となるため、無料定額診療施設（病院／第２種

社会福祉事業）の事業を紹介しています。本会では、支援のご相談が寄せられた際は、神奈川県医療福祉施設協
同組合（横浜市神奈川区）と協働して、新型コロナウイルスに感染された患者さんを直接診察されている施設を
含め、県内 27 カ所の福祉医療病院（無料定額診療施設等）を対象に寄付金品の有効な活用方法をご案内していま
す。 

 
～共同募金会では、コロナ禍において生活支援を必要とされる方々への 

緊急支援事業を、地域のみなさまとともに継続的に実施してまいります～ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ｒ４年度 共同募金 PR 大使 

オグロワラビー「オハナ」 

（野毛山動物園） 



 

 
赤い羽根共同募金運動 

実施に関してご注意いただきたい点 
例年、自治会町内会会長及び各班長の皆様には共同募金運動に多大なご尽力をいただき、誠

にありがとうございます。毎年いただく多額のご寄付は、区内および県内の社会福祉事業や、

震災・風水害等の被災地支援等に役立てられています。 

本年も例年同様、募金運動を実施いたしますが、皆様に自治会町内会内で運動を行っていた

だくにあたっての、募金資材・運動の手順などご注意いただきたい点を以下に記載いたしまし

た。お手数ですがご一読いただき、活動いただきますようお願い申し上げます。 

１ 送付資材 

 資材・書類等 数量 

１ 
赤い羽根共同募金運動実施に関してご注意いただき

たい点(自治会町内会長向け資料)※本紙 
1 部 

２ 
共同募金のとりまとめについてのお願い (班長向け

資料)   
調査報告数または前年同数(※1) 

３ 共同募金実施要領 １部 

４ 共同募金のお願い（班回覧用資料） 調査報告数または前年同数 

５ あかいはね（協力者向け資料） １部 

６ 
寄付済(領収)証 

[一般（赤い羽根）・年末たすけあい募金 兼用] 
調査報告数または前年同数(※1) 

７ 募金袋（封筒）[一般（赤い羽根）募金用] 調査報告数または前年同数(※1) 

８ 募金袋（封筒）[年末たすけあい募金用] 調査報告数または前年同数(※1) 

９ 郵便局 払込取扱票 [一般（赤い羽根）募金用] １枚 

10 郵便局 払込取扱票 [年末たすけあい募金用] １枚 

11 
「無料送金サービスの取扱いに関する申込みの審査

結果について」 
１枚 

12 ボランティア委嘱状 調査報告数または前年同数(※1) 

13 ポスター １枚 

14 赤い羽根 調査報告数または前年同数(※1) 

※１調査報告数は前年度ご提出いただいた調査票にご記入いただいた数です。 

ご提出がなかった自治会町内会については、昨年度と同数をお送りしています。 

※不足の資材がある場合は、事務局までご連絡ください。追加発送をさせていただきます。 

自治会町内会長向け資料 令和４年度版 



 

 

２ 運動スケジュール 

9 月中旬～下旬 自治会町内会会長宅等区連会資料配送先へ資材送付 

10 月 1 日～12 月 31 日 赤い羽根共同募金運動実施期間 

12 月 1 日～12 月 31 日 年末たすけあい募金運動実施期間 

～令和４年１月 31 日 募金送金締切 

 

３ 募金目安額（共同募金会磯子区支会設定額） 

共同募金は、配分を計画的に行うために、あらかじめ募金目安額の設定を行う募金です。今年

度の目安額は、神奈川県共同募金会磯子区支会の承認をいただき、以下のとおり設定をしていま

す。目安額を参考にご協力をいただきますようお願いいたします。 

自治会町内会加入世帯一世帯あたり ２９０円（昨年同額） 

※上記金額以上の設定も可能です。 

※目安額ですので、実際の寄付金額の多寡は問いません。 

自治会町内会世帯数の考え方 令和３年 12 月末日現在の自治会町内会加入世帯数 

 ※募金は任意であり、お示ししている金額はあくまでも目安額です。戸別世帯への募集に際 

しては、寄付をいただく方に強制的な印象を与えないよう、ご配慮をお願いします。 

 

４ 募金方法例 

募金方法決定については各自治会町内会にてお願いいたします。 

封筒募金 

（封筒を使った戸別募金） 

 

戸別世帯を訪問して寄付金を募る方法 

回覧板に封筒を挟み込んで回覧する方法 等 

※「５封筒を使った募金活動に関する留意事項」参照 

その他 あらかじめ自治会町内会費と一緒に募金分をお集めい

ただいている場合の募金 

 

５ 封筒を使った募金活動に関する留意事項 

  封筒を使って募金活動を行う自治会町内会は、以下の点にご留意いただきますよう、お願い

申し上げます。 

 

①必要に応じて「ボランティア委嘱状」を携帯してください。(資材注文された自治会町内会のみ) 

戸別訪問して寄付を募る場合は「ボランティア委嘱状」を携帯してください。募金ボランテ

ィアとして、神奈川県共同募金会から委嘱を受けていることの証明になります。委嘱状の氏名

欄は各自治会町内会でご担当者氏名をご記入ください。 

 



 

 

②寄付済(領収)証を発行してください。(資材注文された自治会町内会のみ) 

ご寄付いただいた方に寄付済(領収)証を発行してください。寄付者が希望されない場合は発

行しなくても構いません。なお、寄付済証には赤い羽根、年末たすけあいどちらの寄付金なの

かを〇で囲めるようになっておりますが、同時に集めた場合は〇囲みをする必要はございませ

ん。 

③寄付金額の指定は行わないでください。 

一世帯あたりの目安額をお示ししていますが、募金はあくまでも寄付者の任意ですので、寄

付を募る側から金額の指定を行うことはできません。もし、いくらくらいが良いかと寄付者か

ら尋ねられた場合は、目安額としてお答えいただいても構いません。 

④その他 

募金を集める際、寄付者名や寄付金額を名簿に記入いただくなどして他の方の目に触れてし

まうことがないようご配慮をお願いいたします。 

 

６ 募金納入方法 

  募金は各班の募金を自治会町内会ごとにお取りまとめいただき、同封の郵便局払込取扱票に

て納入いただきますよう、お願い致します。 

 

７ 10 万円を超える現金の振込時の注意事項 

郵便局で 10 万円を超える現金の送金を行う場合は、手続者の身分証明書の提示が求められる

場合があります。恐れ入りますがご準備をよろしくお願いいたします。 

   

   

※郵便局払込手数料について 

 
 同封した青色の払込用紙を必ずご使用ください。（手数料免除の口座になります。） 
 ゆうちょ銀行窓口での手続きに限り手数料が免除となります。 

 
 【免除となる手数料】 
① 硬貨取扱い手数料 ②現金での手続きに対する料金加算（110 円） ③送金手数料 

  
ＡＴＭご利用の場合は通常の手数料がかかりますのでご注意ください。 

 
※ゆうちょ銀行窓口でのお支払いの際は、念のため送付資材にございます「無料送金サービスの取

扱いに関する申込みの審査結果について」と書かれたゆうちょ銀行発行の通知書をお持ちいただき、

万が一窓口にて手数料負担を求められた場合にお見せいただきますようお願いいたします。 

 





 令和４年度 共同募金の実施要領 
 

■共同募金とは〈一般募金（赤い羽根募金）と年末たすけあい募金の総称です〉 
 
共同募金運動は、地域での福祉課題の解決を民間で図り、福祉施設、地域作業所、NPO法人、ボランティア

団体など、地域での諸活動が円滑に推進されるよう、ご支援くださる皆様のひとり一人のこころをつなぐ運

動です。皆様から寄せられた、共同募金運動の結晶としての寄付金は、地域に還元するなど、地域の福祉活

動の潤滑油として機能を発揮することになります。 

募金の実施につきましては、自治会･町内会をはじめ、磯子区支会を構成する皆様方からのご意見をいた

だき、運動に活かしていきます。 
 
<目  的> 「共同募金」は、都道府県を単位として全国一斉に行う寄付金募集で、都道府県ごとの地域福祉の推 

進を図るため、社会福祉事業･更生保護事業を行う関係施設･団体等の活動を資金面で支援すること 

を目的として実施しています。 
 
<実施期間> 「共同募金運動」は、毎年１回、厚生労働大臣が定める期間内（例年１０月１日から１２月３１日)に実施

します。 
 
<実施計画> 「共同募金」は、社会福祉法に基づき、あらかじめ募金目標額(配分計画額)･受配者の範囲･配分の方

法を定めて行う計画募金です。  
 
<配  分> 「共同募金」は、都道府県を単位として配分が行われ、神奈川県共同募金会に寄せられた寄付金は、

神奈川県内の民間福祉活動を推進するために使われています。 

ただし、国内で大規模災害が発生した場合に限り、県域を越えて拠出(被災者支援)することができま

す。 

なお、年末たすけあい募金は共同募金の一環として、12 月１日から 12 月 31 日まで年末たすけあい募

金運動が行われ、ひとり暮らしや寝たきりの高齢者、重い障がいのある人などさまざまな課題をかかえた区

内の方々を慰問、激励するため、また、地域の福祉活動を一層充実するために活用されます。 

 

■令和４年度 磯子区での共同募金運動について 
 

１ 募金活動の種類について 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２ 募金期間及び目安額 

（１）一般募金（赤い羽根募金） 

○令和４年度目安額  １６，１０２，８３０円（戸別募金） 

１，００７，１７０円（街頭募金、法人募金、その他募金等） 

○運動期間     10月１日～12月31日  

○募金納入期間   令和５年１月31日までに納入いただければ幸いに存じます。 

 

 

 
 

［目安額の算定方法］ 

② 各自治会・町内会の対象世帯数は、令和３年12月末補正の地域振興課届出加入世帯数で算定していま

す。 

②各自治会・町内会の目安額は、一応の目安として、１世帯あたり２９０円（広域目安額１６５円＋地域目安額１２５

円）に対象世帯数を乗じて算定しています。 

【 戸 別 募 金 】 自治会・町内会の協力を得て各家庭にご協力をお願いする募金。 

【 街 頭 募 金 】 関係団体の協力を得て駅前などで通行中の方にご協力をお願いする募金。 

【 法 人 募 金 】 企業・法人を中心に、ダイレクトメールなどによりご協力をお願いする募金。  

【 職 域 募 金 】 企業や官公庁など、職場の社員・職員に寄付のご協力をお願いする募金。 

【ｲﾍﾞﾝﾄ募金】 区域で実施する各種ｲﾍﾞﾝﾄ開催時にご協力をお願いする募金。 

【 校 内 募 金 】 先生や児童・生徒達に各学校内での寄付のご協力をお願いする募金。 

【その他募金】 地域ケアプラザや地区センター等、多くの区民が利用する機関の窓口に募金箱を設置し、 

ご協力をお願いする募金。 



（２）年末たすけあい募金 

   ○令和３年度目安額  前年度実績額を下回らない程度 

   ○運動期間          12月１日～12月31日 

   ○募金納入期間      令和５年１月31日までに納入いただければ幸いに存じます。 

 

３ ご寄付に際して 

（１）戸別募金にあたっては、共同募金の趣旨、目安額、配分額等について納得が得られるよう十分説

明し、寄付者の自発的な協力によって寄付金が拠出されるようお願いします。また、判断の目安と

しておおよその寄付標準額を示すことは差し支えありませんが、強制感を与えることのないよう充分

ご留意をお願いします。 
 

（２）募金期間中における 2,001 円以上の寄付金は所得税、住民税の税制優遇が受けられますので、

免税領収書を必要とされる場合は、該当者の住所、氏名を事務局にお知らせください。後日、事務

局からお礼状とともに発送します。 
 
（３）戸別募金の寄付者には寄付済証を交付します。（自治会・町内会からの一括寄付のときはご希望

により交付します）  
  

 (４)募金は日本円のみ受付させていただきます。（外貨での募金は受付しておりません） 

 

■共同募金のはじまり 

昭和２０年、終戦直後、生活困窮者と戦災孤児の激増など、深刻な社会的・経済的混乱のなかで、国は「生活保護

法」(昭和21 年10 月制定)を中心とした公的扶助政策を推進してきました。一方で戦前､国内に 6,700 余あった民間

社会福祉施設は､戦災によって 3,000 余に激減し､さらにインフレによる物価の高騰､物資の入手難などによって､復

興はおろか施設の維持さえも困難な状況となりました。 

 また、昭和２１年、連合軍総司令部(G･H･Q)は、国が行うべき政策を民間の事業体に行わせてはならないことと、

民間が行う事業への公金支出を禁止する覚書を国に発しました。当時、「公私分離の原則」と呼ばれたものです。 

 このような状況のなかで、民間社会福祉事業の活動資金を確保するための寄付金募集（共同募金運動)を、全国

的に実施しようという気運が公私の間に高まり、この運動を展開するために「社会事業共同募金中央委員会」（現在

｢中央共同募金会｣)が組織されました。併行して、厚生省（現在｢厚生労働省｣)が提唱した、国民の“たすけあいの

心”を喚起する「国民たすけあい運動」の一環として実施するための「共同募金(コミュニティーチェスト)実施要綱」が

昭和２２年８月に策定され、第１回の共同募金が昭和２２年１１月２５日から１２月２５日までの１カ月を運動期間として実

施されました。  

 



（令和４年度版） 

戸別募金をとりまとめていただく皆様へ（班長さま用資料）  

 
 

共同募金のとりまとめについてのお願い  

 

 日頃より共同募金運動にご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 新型コロナウィルス感染症の影響下はありますが、今年もできる限り皆様のご協力をいただき、共

同募金運動を実施したいと存じます。 

 ご多忙の折、お手数をおかけし誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

 

 
 
 
 共同募金会では、例年「目標額（配分計画）」を定めております。 

 これは、県下に共同募金の配分金を大きな財源としている社会福祉施設・団体が数多くあること

によります。 

 

 戸別募金をとりまとめていただく皆様のご協力により集まった募金は、神奈川県共同募金会から、

それぞれの施 設 ・ 団 体 、各 区 社 会福 祉 協議 会 等 へ配分 されますが、多 くの配 分 希望 がある現 状

では、そのすべてを満たすのはとても難しいことです。 

そこで、配分希望を調整し、その財源を確保するために、募金の配分（使途）を事前に計画し、

また、募金活動の指針として目標額を設定しています。 

そして、この目標額を達成するための募金の目安をお示しし、募金運動が進められています。 

 

 磯 子 区 では、昨 年 の実 績 と神 奈 川 県 共 同 募 金 会 の配 分 計画 を踏 まえ、磯 子 区 支 会 委 員 会 に

おいて、令和４ 年度の街頭募金 、戸別募金 、法人募 金、その他 の募金による磯子区 の募金目標

額総額を、25,440,000円（一般募金、年末たすけあい募金の合計）とすることで予算のご承認をい

ただいております。 

今年度、各自治会・町内会の皆様にご協力をお願いする共同募金運動戸別募金については、

２月の磯子区連合町内会長会でご了承をいただき、昨年同様に、「一般（赤い羽根）募金」は１世

帯290円を一応の目安(目標額)とさせていただきました。（一般募金戸別募金 目標額16,102,830

円）。 

また、「年 末たすけあい募 金戸別 募金 」については、前年実 績（合 計8,109,815円 ）を下 回らな

い程度とさせていただいております。 

 

どうぞ、本趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

なお、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため募金への協力を見送る場合は、各自治会・町

内会にてご判断いただければと存じます。その際は事務局へご連絡いただく必要はございません。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

    お問い合わせ・連絡先 共同募金会磯子区支会事務局  

        （磯子区社会福祉協議会内） 

ｔｅ ｌ  ：  045-751-0739   

 

共同募金は皆様の善意の募金で、募金は決して強制ではありません。
募金額については、寄付をされる方のご判断でお願いします。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｒ４年度 共同募金 PR 大使 
オグロワラービー「オハナ」 

（野毛山動物園） 
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教えて！赤い羽根共同募金Ｑ＆Ａ 

 

。 

 

共同募金ってなに？ 集めたお金は何に使われるの？ 

 

被災地支援にも役立っているの？ 

 

具体的に、どんな活動に使われているの？ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

なんで目安額があるの？〇〇円っていわれたけど？ 

 

寄付金控除が受けられるの？ 

 

横浜市の募金額はどれくらいなの？ 

 

募金の使い方って、誰が決めているの？ 

 



令和４年１０月 

共同募金のお願い 
 

神奈川県共同募金会横浜市磯子区支会 

 

 

  皆さまの温かいご理解とご協力をいただいております共同募金運動が、今年も１０月１日から

始まります。 

 地域で暮らす皆さまにとって、安心して暮らせるまちづくりを進めていくためには、公的福祉

制度の充実はもちろんですが、身近な地域できめ細かな活動を行っている団体やボランティアな

どの活躍に、たいへん大きな期待が寄せられています。 

 また、コロナ禍の中、「赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン」によ

る緊急配分事業等に皆様から寄せられた募金が役立てられています。 

 共同募金は、そうした民間の社会福祉活動のための大切な資金となっております。 

 今年も、共同募金の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も皆さまの温かいご協力をよろしくお願いいたします!! 
 

＜お問い合わせ＞  

社会福祉法人神奈川県共同募金会横浜市磯子区支会事務局 

    （社会福祉法人横浜市磯子区社会福祉協議会事務局内） 

     横浜市磯子区磯子３－１－４１ 磯子センター５階 

     ＴＥＬ．７５１－０７３９ ＦＡＸ．７５１－８６０８ 

 

 回 

 覧 

 

 ◎募金はあくまで任意のものです。皆さまのお気持ちをいただければ幸いに存じます。 

一般募金（赤い羽根共同募金） 

 この募金は、神奈川県共同募金会を通して、県内の民間社会福祉施設や福祉活動団体、磯子

区社会福祉協議会へ配分されます。なお、募金は次のような方法を中心に行われています。 

①戸別募金  自治会・町内会のみなさまのご協力によって、各家庭のご協力をお願いしてい 

ます。 

②街頭募金  区内の各駅頭などで、民生委員児童委員を始め各団体のみなさまのご協力によ

り実施しています。 

③法人募金  区内の企業などへのダイレクトメールにより、ご協力を呼びかけています。 

 年末たすけあい募金 

 年越しに向けて、身近な地域での助けあいを進めていくための募金です。 

 ご協力いただいた募金は、高齢者や障害児者等への生活支援、障害者地域作業所や障害者グル

ープホーム、また、地域のボランティア団体などへ磯子区社会福祉協議会を通して配分されま

す。 



磯子区連合町内会長会資料                              

令和４年９月 16 日 

 

 

自治会町内会長 様 

 

 

神奈川県共同募金会磯子区支会 

支会長  横 田  秀 昭 

 

 

令和５年度に向けた共同募金運動(戸別募金)用資材

に関するアンケート（依頼） 
 

 

 

日頃より共同募金運動について、ご理解、ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

 さて、毎年のお願いではございますが今年度も共同募金に係る「募金資材」の必要数に

ついて、アンケート調査を実施いたします。 

今回ご回答いただくアンケート結果は、令和５年度の共同募金資材発送数として反映

させていただくものです。 

つきましては、ご多用中大変恐縮ではございますが、別紙回答用紙にご記入のうえ、 

11 月 30 日までにご返送いただきますようお願い申しあげます。 

 なお、本アンケートのご提出がない場合は本年度同数、同内容の資材をお送りいたしま

すのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担 当】磯子区社会福祉協議会内 山﨑 

                          電 話 ７５１－０７３９ 

                          ＦＡＸ ７５１－８６０８ 

                           E-mail：info@isoshakyo.com 

 



（ｱﾝｹ―ﾄ調査実施年度：R４年度）     共同募金会磯子区支会 FAX：751-8608 

 

令和５年度に向けた共同募金資材についてのアンケート回答用紙 
 

◆募金資材の配付について  
従来、共同募集運動のために各自治会町内会にお届けしている資材は次の通りです。 

下記のうち、№１～７はご希望にもとづき送付しておりますので、次年度に向けてご回答をお願いい

たします。なお、№８～11 については全ての自治会・町内会に原則１部ずつ配付しております。 
 

自治会町内会名：【                   】 

№ 資  材  名 
本年度 

お届け数 

次年度資材送付必要数を下記にご記

入ください※該当する項目の□にレ印 

1 
寄付済(領収)証 

[一般（赤い羽根）・年末たすけあい募金 兼用]  
枚 

□世帯数分の送付を希望 

□[    枚]送付を希望 

□送付不要 

2 募金袋（封筒）[一般（赤い羽根）募金用]  枚 

□世帯数分の送付を希望 

□[     枚]送付を希望 

□送付不要 

3 募金袋（封筒）[年末たすけあい募金用] 枚 

□世帯数分の送付を希望 

□[     枚]送付を希望 

□送付不要 

4 
文書「共同募金のとりまとめについてのお願

い」（班長向け資料） 
部 

□班数分の送付を希望 

□[     部]送付を希望 

□送付不要 

５ 文書「共同募金のお願い」(班回覧用資料) 枚 

□班数分の送付を希望 

□[     枚]送付を希望 

□送付不要 

6 ボランティア委嘱状  枚 

□班数分の送付を希望 

□[     枚]送付を希望 

□送付不要 

7 赤い羽根 
ピン 本 □ピン式[    本]送付を希望 

□シール式[    本]送付を希望 

□送付不要 シール 本 

8 郵便局払込取扱票 [一般（赤い羽根）募金用] 1 部  

9 郵便局払込取扱票 [年末たすけあい募金用] 1 部  

10 ボランティア向けリーフレット 1 枚  

11 ポスター 1 枚  

   
その他の資材に関するご希望などございましたらご記入ください 

 

 
 

 
※令和４年 11 月 30 日までに同封の返信用封筒又は FAX で共同募金会磯子区支会へご返送をお願

いします。（ご返送のなかった場合には、本年度と同じ資材送付とさせていただきます） 

ご協力ありがとうございました。 



 

 

 

  

 

 

 目  的  

安全で円滑な交通環境の確保を図るため、放置自転車・バイククリーンキャンペーンを展開

し、「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」に基づく対策を推進します。 

 

 実 施 期 間  

令和４年１０月１日（土）～１０月３１日（月）の１か月間 

 

 スローガン  

「自転車の 代わりに置こう 思いやり」 

 
 

 運動の重点  

 

１．放置自転車・バイクの防止 

２．交通ルールの遵守と駐車マナーの向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横 浜 市 交 通 安 全 対 策 協 議 会 

路上自転車駐車場の整備状況（イセザキモール） 放置自転車・バイククリーンキャンペーンの様子 



 

共 通 事 項 

・ 「運動の重点」に基づき、今後の新型コロナウイルス感染症の状況等に応じ、市民の命を守ること

を第一に、地域等の実態に即した各種活動を積極的に推進します。 

・ 運動の趣旨を周知徹底し、「運動の重点」の効果的な推進を図るため、広報啓発や実践的な活

動を行います。 

横 浜 市 ・ 区 

・ 放置自転車・バイクの追放気運を高めるための広報啓発活動を推進します。 

・ 放置自転車・バイクをなくすための指導警告や移動・撤去活動を積極的に推進します。 

・ 自転車損害賠償責任保険等の加入周知・啓発を推進します。 

警 察 

・ 交通事故に直結する悪質・危険・迷惑性の高い違法駐車などの指導取締りを強化します。 

・ 関係機関・団体の自主的活動を促進するため必要な情報の提供と支援を行います。 

・ 交通情報板などを活用して、この運動の周知と交通安全の広報啓発を推進します。 

交 通 安 全 協 会 

・ 各種キャンペーンを実施し、地域住民の放置自転車・バイクの追放気運の醸成を図ります。 

・ 事業所等に対し、使用者や管理者などを中心とした事業所ぐるみでの違法駐車等追放気運を高

めるよう働きかける。また、自転車損害賠償責任保険等の加入を推進します。 

教 育 関 係 

・ 違法駐車や放置自転車・バイクの追放についての啓発・教育を推進します。 

・ 盗難自転車・バイクの多くは放置されてしまうので盗難の防止について指導します。 

道 路 管 理 者 ・ 鉄 道 事 業 者 

・ 道路情報板、駅広報、車内広報などを活用し、この運動の周知を図るとともに、交通マナーの向

上のための広報啓発活動を推進します。 

・ 駅周辺の放置自転車・バイクの移動活動に協力します。 

・ 関係機関と連携を図り、駅周辺の駐車場・駐輪場の整備推進に努めます。 

地 域 

・ 違法駐車や放置自転車などの迷惑性や自転車のマナー等について地域で話し合いましょう。 

・ 会合等を利用し、違法駐車や放置自転車等の問題について認識を高め、違法・迷惑駐車を「し

ない・させない運動」を推進しましょう。 

・ 関係機関・団体が実施する放置自転車等クリーンキャンペーン等に参加しましょう。 

・ 車・自転車・バイクで外出する際は、決められた場所以外にはとめないようにしましょう。 

 
横浜市交通安全対策協議会  

（事務局）横浜市道路局交通安全・自転車政策課 

電話０４５（６７１）２３２３ 



〕〔
消費生活メールマガジン「週刊  はまのタスケ・メール」のご登録を！ 横浜市消費生活総合センター 検　索はまのタスケ

・品物が売れないので支援してほしい！
・�海産物が余り、買ってもらわないと困る！
　�　このようなトークで、消費者の親切心や同情
心につけ込んだり、以前に購入してもらったと
言ってしつこく勧誘する事業者が見られます。
要らない場合はきっぱり断りましょう。

困ったときは、
消費生活総合センター
にご相談ください。

消 情費 報生 活

くらしナビnavi 発行：横浜市消費生活総合センター

月次相談リポート

「新型コロナウイルスの影響で、収入が
減って困っている」という海産物の電話勧
誘にご注意を！

令和４（202２）年　１０月号

お互いに　一声かけて見守りを！
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