
　肉には腸管出血性大腸菌（O157 など）やカンピロバクターという食
中毒菌に汚染されている可能性があります。この菌は少量でも食中毒
を起こすことがあり、「新鮮だから安全」ではありません。
　肉は中心部まで十分に加熱しましょう。

①調理するものの計画
☆現地で加熱調理するメニューを選ぶ。
☆前日調理にならないように、調理工程や作る量を確認する。
②調理場所の準備
☆テントやシートで調理場を囲い、土ぼこりや虫などが入らないようにする。
☆付近に手洗い用の水道を確保する。水道がない場合は蛇口付の給水タンクと、
　手を洗った水を入れる排水タンク（バケツなど）を用意する。
☆保冷が必要な食品は冷蔵又は冷凍設備で保管する。
③調理当日は
☆下痢、吐き気などの症状がある人、手に傷のある人は調理しない。
☆作業ごとに石けんでよく手を洗う。
☆加熱する場合は中心部まで十分に火をとおす。
☆作り置きはしない。
☆その場ですぐに食べるように声を掛ける。

　緑園地区では、蚊の発生とその対策が長
年にわたり大きな課題となっていました。
　そこで、およそ１０年前から、緑園二丁目
自治会の住民が中心となって、蚊の駆除活
動への取組が始まりました。
　その一例が地域のごみ拾いです。
　捨てられた空き缶を放置しておくと、雨水
がたまり、蚊が発生しやすくなります。
　そこで、公園や公道の植樹帯の定期的な
清掃時に、ごみ拾いや除草と並行して、樹木
の下に隠れている空き缶や空き瓶を拾い集
めています。

地域活動支援係　　800-2391　　800-2507地域活動支援係　　800-2391　　800-2507

食中毒食中毒に気を付けように気を付けよう

わがまちＩＺＵＭＩ

公道の植樹帯の除草・清掃活動
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地域で取り組む蚊の駆除活動 緑園連合自治会　会長　八谷　道紀さん
はちや　　　　みちのり

バーベキューや焼肉をするときは･･･

おまつりなどの行事では、十分でない設備や
慣れない作業により食中毒が発生しやすくなります。

注意しましょう

生活衛生係では、食中毒予防に関するリーフレットの配布や
おまつりで提供する食品の相談などを受け付けています。 生活衛生係　　800-2451　　800-2516

（平成22年～26年、
 650検体中346検体が陽性）

　市内で流通している鶏肉を抜き取り調査した結
果です。生や加熱不十分な状態で肉を食べた場合、
食中毒の原因となる可能性があります。

食中毒事例
　平成26年7月、ある県の花火大会で、腸管出
血性大腸菌Ｏ157に汚染された冷やしキュウリ
を食べて、食中毒にかかりました。
主な症状：下痢、腹痛　患者数：510人

　O１５７などの食中毒菌は、加熱することで
やっつけることができます。
　市では、おまつり等で提供する食品は、現地で
加熱するメニューにすることをお願いしています。

オー

オー

オー

鶏肉からのカンピロバクター検出率（市内）

５３．２パーセント

　この活動により多くの住民が『蚊が減って
きている』と実感できたことで、今ではこの
活動の輪が緑園地区全体に広がっています。
　昨年、国内でデング熱が発生しました。
　その病原となるウイ
ルスを媒介する蚊の
駆除活動を、遊水池
脇、線路脇、遊歩道周
辺の除草と併せて地
区全体で実施していき
たいと考えています。
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人　口　　154,138人
世帯数　　61,166世帯
人　口　　154,138人
世帯数　　61,166世帯
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生の肉に触れた箸やトングで、焼きあがった肉をつかまないようにしましょう！

生の肉に触れた箸やトングで、焼きあがった肉をつかまないようにしましょう！



広告スペース 広告スペース

　災害から身を守るためには、建物の耐震化や家具の転倒防止
など事前の備えが重要です。
　横浜市が行っている防災のための補助制度を使って、防災力
を高めましょう。

　旧耐震基準で建築されているなど一定
の条件を満たす木造住宅居住者への、防
災ベッド・耐震シェルターの設置費用補助

　高齢者世帯等に対する家具の転倒防止
器具の取付け代行

　がけ崩れの発生が予測されるなど、一定
の条件を満たす個人が所有するがけに対す
る擁壁の築造・補強や法面の保護工事等の
費用の補助

※詳しくは所管課にお問い合わせください。

検 索
検 索建築局建築防災課： 横浜市　建築防災課

総務局危機管理課： 横浜市　家具転倒防止

　泉区まちづくりみらい塾は、地域の魅力づくりや課題解決など、地域づくり
の担い手として、さまざまな地域の課題を協力し合いながら解決する力を身
につけてもらうための講座です。
　受講生同士や卒業生とのつながり、仲間づくりも大切にしながら進めています。

　毎年恒例の『ガチ！』シリーズ。みなさんの投票で商店会（泉区
商連エントリー店）を盛り上げてください。

　投票方法など詳しくは、「ガチめん」ホームページか、区役所やお店
にある冊子をご覧ください。

　ごみの減量化と脱温暖化を目指す「ヨコハマ3R夢プラン」を推
進するため、泉区ではごみと資源の総排出量を１人１日当たりで
換算し、昨年度より１０グラム削減する６５５グラムを今年度の目標
としました。

　７月11日（土）から20日（月）は夏の交通事故防止運動期間です。
 夏のレジャーなどによる過労運転や夏特有の解放感による無謀
運転に気をつけましょう！

　地域で活動している講師から、活動内容
や仲間づくり、継続のコツなどについて話を
聞きます。
　また、さまざまな地域の参加者が意見を
交換することで、新しい発見や今までとは
違った見方を身につける機会となります。

　小児医療証、ひとり親医療証、重度障害者医療証な
ど、医療費助成のための医療証を持っている人は、加
入する健康保険、住所、氏名などに変更があった場合、
届出が必要です。
　届出の際には、医療証、健康保険証及び印鑑（朱肉
を使うもの）をお持ちください。
　変更の手続が遅れると、医療費の助成が受けられな
いことがありますので注意してください。

　国民年金保険料を未納のままにしておくと、年金が受けられない場合が
あります。
　下表の審査対象者それぞれの対象期間の前年所得が一定の基準以下
のとき、申請すると、国民年金保険料が免除もしくは納付猶予される制度
があります（平成26年４月から制度が改正され、申請時点の２年１か月前
までの保険料について免除申請ができます）。
　納付が困難な人は相談してください。 

※学生の人は学生納付特例制度を利用してください。
※申請する年度または前年度に退職や失業をしたときは、「雇用保険被保険者離職票」等
の提示により、所得はないものとして取り扱える場合があります。

●鈴木 明美さん（第１期、東谷自治会会長）
　自治会活動でのいろいろな人たちとの交流や、活
動の基盤としての勉強もできてよかったです。
●小島 博さん（第２期、緑園地区活性化委員会委員）
　現場の人から話を聞き、現場を見て現場の温度を
感じることが、地域活動の始まりだと感じました。
●小森谷 克己さん（第３期、四ツ谷町内会会長）
　地域で目指すまちづくりのプロセスを学ぶため、
受講を勧めます。

　8月29日（土） 開講式・講義・ランチ交流
　9月19日（土） まち歩き・マップづくり
 10月24日（土） 講義・区内現地見学・グループワーク
 11月21日（土） 区外現地見学
   1月23日（土） 講義・区内現地見学・マイプランの作成
   3月12日（土） マイプランの発表・卒業式

【対 象】自治会町内会の役員、地域活動の担い手、NPO、地
域ボランティア、地域活動をしてみようと考えている人など
【定 員】30人程度（定員を超過した場合は調整）
【申 込】7月27日までに応募用紙に記入して郵送かFAX、
Eメール、地域力推進担当へ
＊応募用紙は、区役所のほか、区民活動支援センター、
泉区内の地区センター・コミュニティハウス・地域ケアプ
ラザにあります。

　実際に活動している現場を訪問し、見て聞く
ことで実感として地域づくりを学びます。

保険係　　800-2425　　800-2512

地域活動支援係　　800-2391　　800-2507

資源化推進担当　　８００-２３９８　　８００-２５０７ 安全生活係　　８００-２３９７　　８００-２５０７

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

国民年金係　　800-2421　　800-2512

防災のための補助制度防災知識の泉

地域の活動者による実践的講義や、ノウハウや経験を共有し、お互いに
学び合うグループワーク

まちづくりみらい塾に参加して
～卒業生から～地域づくりを肌で感じる現地見学会

医療費助成の医療証を持っている人へ医療費助成の医療証を持っている人へ

国民年金保険料の納付の免除・猶予国民年金保険料の納付の免除・猶予

「夏の交通事故防止運動」が始まります！「夏の交通事故防止運動」が始まります！

申請の際には、年金手帳、印鑑（朱肉を使うもの）をお持ちください。

制度
免除

若年者納付猶予（対象者は30歳未満）

審査対象者
本人・配偶者・世帯主
本人・配偶者

塾泉区まちづくりみらい 第４期参加者募集！

地域力推進担当　　８００-２３３３　　８００-２５０５
iz-chiikiryoku@city.yokohama.jp

泉区の
ガチでうまい横浜の商店街めん類No.1決定戦！！ガチでうまい横浜の商店街めん類No.1決定戦！！

を応援しようめんめん

21年度
（基準年度）

678678

26年度
（推計値）

665665

1人1日当たりのごみの量
（g）

「ヨコハマ３R夢！」
マスコットイーオ

ス　リ　ム

すずき あけみ

こじま ひろし

こもりや かつみ

ス リ ム

655655

（ 　　　　　 ）対21年度比
▲３．４パーセント

27年度
目標

▲10グラム

生ごみをぎゅっ
と

絞って１０グラ
ム

減らそう！
 体験型の学習で、楽しみながら
交通事故防止・防犯について学
びましょう！！

日　時 8月７日（金）9時30分～16時30分（昼食あり）
場　所 泉警察署（集合）、NTTドコモ「WHARF」
対　象 小学３～６年生　募集人数 先着50人
申　込 7月21日から電話かFAX、Eメールで泉交通安全協会へ
801-3700　　801-3800　　ankyo@izumi-ankyo.gr.jp

夏休み恒例！夏休み恒例！

「あんぜんゲット！
１日スクール」開催！
「あんぜんゲット！
１日スクール」開催！

▲昨年の1日スクールの様子

▲さまざまな地域の人との交流

◀活動の現場を訪問

地震に強い
家にする

補助制度の概要 所管課

家の中を
安全にする

がけ崩れに
備える

建築局
建築防災課
671-2943

総務局
危機管理課
671-2011

建築局
建築防災課
671-2948

900円
（税込）
900円
（税込）

営業▶11時～15時・17時～21時 水曜休
中田西２-７-３　　８０２-７１０７

中田中央商店会
龍球飯店

中田中央商店会
龍球飯店

中田中央商店会
中華たちばな
中田中央商店会
中華たちばな

和泉商店会
ラーメン自由人
和泉商店会
ラーメン自由人

和泉商店会
麺‘ｓれすとらんＹＡＢＵ

和泉商店会
麺‘ｓれすとらんＹＡＢＵ

　旧耐震基準（昭和56年5月以前）で建築
されているなど、それぞれ一定の条件を満
たす木造住宅に対する耐震診断士の派遣
や耐震改修費用補助

※店主のひとことにご注目を！

ソーキ、ラフテーに天然塩と沖縄づくし

ソーキそばソーキそば

750円
（税込）
750円
（税込）

営業▶11時～20時 水曜休
中田東３-１６-３３　　８０３-６１４０

特注麺と昔ながらの味にこだわる一品

サンマーメンサンマーメン

840円
（税込）
840円
（税込）
営業▶11時～14時30分・17時30分～22時
（日曜・祝日11時～21時） 水曜休
和泉町４７２９　　８０２-４００４

夏にぴったり、スープ氷で涼しさ満点

冷やし塩ラーメン冷やし塩ラーメン

600円
（税込）
600円
（税込）
営業▶11時～15時・18時～21時30分 無休
和泉町６６１６-１　　０９０-９８０９-９７５２

あやしくない！あやしくないから！（笑）

黒い博多ラーメン黒い博多ラーメン

検 索ガチめん！

区政推進課 3階 307窓口

保険年金課 2階 206窓口

保険年金課 2階 207窓口 イーオといっずんの３Ｒ夢な暮らし
～平成27年度泉区の目標～

イーオといっずんの３Ｒ夢な暮らし
～平成27年度泉区の目標～

ス　リ　ム
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しらゆり公園

中川地区センター・西が岡公園

緑園東小学校

新橋小学校いずみ野小学校

地蔵原の
水辺

下和泉小学校

いずみ桜広場

上飯田地区
センター

上飯田団地第１集会所広場（予定）

いちょう団地内

中田小学校

特集

自治会・町内会への加入についてはお気軽にお問合せください。　　 地域活動支援係　　 ８００-２３９1　　８００－２５０７

行ってみよう！地域のイベント
　区内の各地域では、自治会・町内会や連合自治会町内会主催の
おまつりやイベントがたくさん行われています。
　イベントに参加して、あらたな魅力を再発見してみませんか？

検 索泉区　連合自治会町内会長会

富士見が丘連合まつり
10月18日（日）予定

　富士見が丘地区の豊かな自然が感じられる「い
ずみ桜広場」で毎年開催され、参加者は千人を超え
ます。小学生による吹奏楽やよさこい踊り、全員参
加のクイズや盆踊りなどプログラムも盛りだくさ
ん。多数の模擬店も出店し、とてもにぎわいます。

緑園夏祭り大会
８月１日（土） 予備日 8月2日（日）

　今年で28回目を迎えます。「盆踊り」が行われ
るほか、例年「子どもソーラン」、高校生による「ダ
ンス」、「ハマこい踊り」などが披露されます。模擬
店も出店し、にぎわいます。

新橋連合夏まつり
８月１日（土）

　子どもみこしが会場周辺を練り歩きます。
　「宮古太鼓」の演奏や新橋音頭制作委員会で作っ
た町の歌「神奈川新橋音頭」に合わせた盆踊りも行
われます。

サマーフェスティバルin
下和泉＆盆踊り大会
サマーフェスティバルin
下和泉＆盆踊り大会
8月1日（土）

　ライブパフォーマンスを中心とした「サマー
フェスタin下和泉」と「盆踊り大会」の２本立てで
行われます。
　盆踊り大会は長年続くイベントで、老人会や町
内会では盆踊りの練習会が行われています。各
団体による模擬店も人気です。

そのほかにも･･･
　自治会・町内会ではイベントのほかにも、安全・安心
な地域のための防犯活動や高齢者や障がい者が安心
でいきいきと暮らせる見守り、支え合い活動、快適で
住みよい街にするための清掃活動など、人と人の絆
を育む活動を行っています。ぜひ、ご参加ください！

もみじ祭り
11月７日（土）・８日（日）
　6月に行われる「あやめまつ
り」に次いで季節を感じさせて
くれる、自然豊かな上飯田の地ならではのおま
つり。さまざまなパフォーマンスや福祉団体の出
店などでにぎわいます。

しらゆり公園
納涼盆踊り大会
７月25日（土）・26日（日）
　毎年７月に行われ、２日間で
のべ５千人が集います。「しら
ゆり音頭」、「白百合愛児園の山車」、「小学生によ
る太鼓」などが披露される、地域に密着したおま
つりです。

中田連合
サマーフェスティバル
8月22日（土） 予備日 8月29日（土）
　子どもたちが企画、準備、運営まで担当す
る「こどもコーナー」には中田っ子が集まり
楽しんでいます。
　すっかり中田名物？となったトラックステージで
は、所狭しと、セレモニーであいさつする地域の人や
来賓の人でいっぱいです。

いちょう団地祭り
10月３日（土）・４日（日）
　外国につながる人が多数居
住しているいちょう団地では、
「多文化共生のまちづくり」に取り組んでいます。
　『いちょう団地祭り』もその一つで、多文化共
生交流会や地域の人たちが制作した作品の展
示が行われるとともに、中国獅子舞や子どもみ
こしが元気いっぱいに会場内を巡ります。模擬
店やフリーマーケットも多数出店します。

和泉中央地区
ふるさとまつり
11月15日（日）
　この街が“すばらしい心のふる
さと”になること、また、人と人の
絆がより一層深まっていくことを願って、平成21年
から開催されています。
　地蔵原の水辺に設置したステージでは、子どもか
ら高齢者まで、さまざまな団体が吹奏楽、合唱、舞踊
などを披露します。模擬店なども出店します。

上飯田団地連合
ふれあい団地祭り
11月22日（日）予定
　毎回行列ができる、お餅、焼
き鳥、クッキー、生花、小物な
ど、各団体が協力してたくさんの模擬
店が出店します。
　手作りの舞台では歌謡ショーなどが
行われ、大いに盛り上がります。

だ   し

中川ふれあいまつり
11月7日（土）・8日（日）
　7日の前日祭は「おとなとこどもの
ふれあいスポーツ大会」などが行わ
れ、8日の本祭では多くの団体が舞台に立ち、舞
踏や演奏などを披露します。模擬店も出店し、多
くの人でにぎわいます。

いずみ野夏祭り
7月18日（土）・19日（日）
　校庭の中心にやぐらが組ま
れ、その周りでは自治会・町内
会の模擬店が出てにぎわうほか、中学生
ブラスバンドの演奏、地区社協の福祉バ
ザーも行われます。また、例年、２日目の昼
には子供会のこどもまつりも行われます。

5～12ページは泉区版です5～12ページは泉区版です
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当日先着40人
　500円資料代、ガイド料　
　泉区歴史の会　小澤　
　802-1776
◆子ども水泳教室
8月5日（水）～9日（日）９時30分
～11時30分※荒天中止
中田小学校プールで。区内在住
の小学2～6年生。抽選100人 
　3,000円　 ７月12日11時30分
～12時に中田小学校体育館前へ
　中田地区スポーツ推進委員連
絡協議会　渡部　
　090-2442-5847
◆泉区高齢者カラオケ大会
9月2日（水）９時30分～13時。
泉公会堂で。区内在住・在勤で
シニアクラブ（旧老人クラブ）
未加入の60歳以上、先着5人　
　1,900円
　７月11日～29日の平日に泉ふ
れあいホームに費用を添えて　
　泉区シニアクラブ連合会
　・　801-6008

◆泉マンドリンクラブ定期演奏会
７月11日（土）14時～16時（開
場13時30分）。当日先着600人、
泉公会堂で　
　泉マンドリンクラブ　山﨑
　803-8815
◆いずみ盆踊り大会
７月18日（土）18時～20時30分
※雨天時19日（日）
和泉遊水地４池で　
　泉区舞踊協会　蔦扇　
　080-5491-3447
◆夏休み、子どもラジオ作り教室
７月26日（日）10時～12時。緑園
都市西の街管理組合集会室で。
小学３年生～中学生（保護者同
伴可）、先着20人　　500円　
　・　７月17日10時から電話で
横浜市アマチュア無線非常通信
協力会泉支部 川畑 
　090-3225-2228
◆江戸の文化と文明開化の築地を歩く
7月26日（日）10時～。※雨天時中
止。ＪＲ新橋駅銀座口改札口集合。

泉区に登録している団体や個人ボランティアの皆さんの活動などを
掲載するコーナーです。詳細は各主催者へお問い合わせください。

元気の出るまち 泉
～第2期泉区地域福祉保健計画～

上飯田ワイワイ仲間　永元 勲己さん

事業企画担当　 　800-2433　 　800-2516

「ぶらり大人の散歩」を楽しむ

◀スイセン畑で花摘

▲下飯田駅付近の散歩

ながもと       いさみ

●しらゆり公園プール
７月11日（土）～９月６日（日）<期間中無休＞　中田東１-４１
地下鉄中田駅又は中田バス停から徒歩５分　しらゆり公園内

　毎月、広報よこはまをご愛読くださり、ありがとうございます。
よりよい紙面を作るため、皆さんのご意見をお聞かせください。
アンケート回答者の中から抽選で10人に図書カード（1,000円分）
をプレゼントします。

　・　７月31日（当日消印有効）までにはがきに回答用紙を貼り
付けて郵送かＦＡＸか回答用紙を広報相談係へ
（区役所１階101窓口、 　800-2335　　800-2506）
※いただいた個人情報は、当コーナー以外の目的には使用しません。
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

　泉区内の美化活動や緑化活動、３Ｒ夢推進活動に功績のあった皆さん
が表彰されました。　しらゆり公園プール管理者　丸誠・フクシ・エンタープライズグループ

　803-2061＜上記期間外　　664-1102＞

●〈公共交通機関をご利用ください（駐車場は有料です）〉

■区民ギャラリー展示利用団体
立場駅、中田駅のコンコースに設置
されている区民ギャラリーに作品展
示を希望する団体
【期間】8月12日（水）～来年9月21日
（水）の1コマ連続13日間。2駅同時
展示が必要
▶詳細　区ホームページか区役所3
階309窓口で配布する要項で
　・　7月27日までに申込書と必要書
類を添えて郵送かFAX、地域活動支
援係へ
　800-2392　　800-2507

募 集・案 内

■若年性認知症の家族の集い
患者を介護している家族間の情報
交換や講師による介護についての
アドバイスなど。
7月15日（水）13時～15時。区役所４
階4Ｄ会議室。若年性認知症患者の家
族、当日先着20人。
▶講師　認知症の人と家族の会 神
奈川県支部相談員　高野 静子さん
　高齢者支援担当　
　800-2434　　800-2513

■和泉保育園で
【赤ちゃんコアラ】
ふれあい遊び、おもちゃ作り。10時
～11時30分▶持ち物：着替え、オム
ツ、タオル、飲み物（保護者用）
≪ぴよぴよ≫7月16日（木）。６か月まで
の子と保護者
≪きらきら≫7月23日（木）。7か月～12
か月までの子と保護者

【プール開放】
7月14日（火）、21日（火）、27日（月）、
8月3日（月）、6日（木）、18日（火）、25
日（火）の11時30分～12時10分、受
付は11時20分までに　▶服装・持ち
物：水着、プールバッグ、帽子、バスタ
オル、タオル、着替え、ビニール袋、
飲み物　※気温や水温の関係で実
施しないこともあります。保護者も
一緒にプールに入れる服装で。
≪大型プール≫オムツがとれている
子～未就学児≪ビニールプール≫
オムツがとれていない1歳以上の子
～未就学児≪タライ≫0歳児
　和泉保育園　
　803-1483　　803-1137
■北上飯田保育園で
【交流保育「水遊び」】
7月30日（木）9時45分～11時。北上
飯田保育園で。未就学児と保護者
▶持ち物：着替え、タオル、飲み物
　7月13日～29日の平日9時30分～
16時30分に電話で北上飯田保育園へ
【プール開放】
7月23日（木）、28日（火）、8月4日
（火）、6日（木）の11時～12時。未就
学児と保護者
▶持ち物：水着、タオル、飲み物
　・　 北上飯田保育園　
　803-7889　　803-7942
■乳幼児健康診査
各12時30分～13時30分受付。
区役所1階福祉保健センターで。
詳細は個別通知で確認を
≪4か月児≫7月22日の水曜
≪1歳6か月児≫7月15日、8月5日の水曜
≪3歳児≫7月17日、8月7日の金曜
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513

■もの忘れ相談（予約制）
認知症など専門医が相談。
毎月第4木曜日。
　・　電話で高齢者支援担当へ
　800-2434　　800-2513
■女性福祉相談
配偶者や身近な人からの暴力など。月～
金曜（祝日は除く）9時30分～16時30分
　子育て支援担当
　800-2419　　800-2513
■女性の健康相談（予約制）
助産師による健康相談。
月～金曜（祝日は除く）8時45分～17時
　・　電話で子育て支援担当へ
　800-2447　　800-2513
■よこはま子ども虐待ホットライン
　児童相談所
　0120-805-240（24時間受付）

区役所1階区民ホールイベント情報区役所1階区民ホールイベント情報

　地域福祉をワイワイと話すボランティア団体の『上飯田ワイワイ仲間』が春と秋の年
２回 開催している「ぶらり大人の散歩」は今春で８回目を迎えました。好天にも恵まれ
桜も満開で､参加した人たちからは好評でした。
　「ぶらり大人の散歩」は人と人とのふれあい、自然とのふれあい、そして健康づくりを
目的に、上飯田町周辺や境川、和泉川を５キロ程度、２時間くらいかけてワイワイ ガヤ
ガヤおしゃべりしながら散歩しています。 

　時にはお寺に立ち寄って和尚さんの法話を聞いたり、野菜直売所に立ち寄ったり、美
大生のサークルが行っているオブジェ制作の工房を見学したりしました。
　また、和泉川でのコイの餌やりや地域の人のご好意で花摘みなどの体験、春には手作
りのよもぎ団子の差し入れもありました。
　このように、いろいろ楽しみながら散歩しています。大勢の人に支えられて成り立っ
ている「ぶらり大人の散歩」、今後もワクワクしながら続けていきたいものです。

広報よこはま
泉区版紙面アンケート

資源化推進担当　　８００-２３９８　　８００-２５０７

たけい　　ゆういちろう まつざき　  ふみこ さいとう　  はるみ

《被表彰者》順不同・敬称略
《清潔できれいな街づくり》
　佐野 曙見、武井 雄一郎、松崎 文子、斎藤 温三、
　岡津新町町内会、横浜市立緑園西小学校西っ子
　まちピカそうじたい
《ヨコハマ３Ｒ夢プランの推進》
　清水 幸、北口 博一
《緑化活動》
　上村 望

さの　　　あけみ

しみず　たかし きたぐち　 ひろかず

うえむら  のぞむ

スリム

●駐車場がないため、公共の交通機関をご利用ください。
●水温・気温が低い場合は営業をお休みすることがあります。
　事前に確認してください。

※水着着用の保護者（18歳以上）１人につき２人の幼児の入場・利用ができます。
※オムツが取れていない幼児は、水浴ができません。（ビニールプールをご利用ください。）

※小学１年生以下でも水着着用の保護者（18歳以上）１人につき１人の利用ができます。

25ｍ
プール

注 

意

９時～18時
（水浴は17時50分まで）

一時間
100円

小学
2年生以上

子ども用
プール

９時～16時
（水浴は15時50分まで）

一時間
60円

幼児～
小学1年生

●設問・回答用紙● 
 問１ 毎月読んでいますか？
（ 読んでいる ・ 時々読む ・ ほとんど読まない ）
問２ 必ず読む記事を下記の記事一覧から選んで丸を
　　 付けてください（複数回答可）。
（ ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ・ カ ・ キ ・ ク ・ ケ ・ コ ・ サ ）
問３ どの記事が皆さんの生活に役立っていると思い
ますか。下記一覧から選んで丸を付けてください（複
数回答可）。
（ ア ・ イ ・ ウ ・ エ ・ オ ・ カ ・ キ ・ ク ・ ケ ・ コ ・ サ ）
問４ 重要だと思う記事を順番に下記一覧から選んで
ください（第1位から第5位を左から順に）。
（　　　　・　　　　 ・　　　　・　　　　・　　　　）
問５ 今後、掲載してほしい記事内容は？　

住 所　〒245-
　　　 横浜市泉区 
名 前　　　　　　　　　　   　　 

年代
～10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代～

キリトリ

キリトリ

記事一覧
　ア　トピックス（5ページ・今月号は「食中毒に気を付けよう」）
　イ　わがまちＩＺＵＭＩ（5ページ）　
　ウ　泉区役所掲示板（6ページ）
　エ　コラム（7ページの4枠）　
　オ　特集（8ページ・9ページ）
　カ　泉区役所からのお知らせ（10ページ）　
　キ　元気の出るまち泉（10ページ）
　ク　囲み記事（10ページ・11ページの囲み記事）
　ケ　あやめ通信（11ページ）
　コ　区民ホールイベント情報（11ページ）
　サ　施設からのお知らせ（12ページ）

7月13日（月）～16日（木）………………… 写真展

スリム

■生活習慣改善相談（予約制）
午前：9時～11時　
午後：13時30分～15時30分
＜食生活健康相談（栄養士）＞
7月17日（金）、22日（水）の午前
8月4日（火）の午前・午後
＜生活習慣相談（保健師）＞
7月22日（水）の午前
　・　各3日前（土・日・祝除く）までに
電話で健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
■エイズ検査（予約制）
匿名制、エイズに関する相談も。毎
週月曜、9時～9時30分。
　・　電話で健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
■横浜市健康診査
75歳以上の人を対象に市内の協力実
施医療機関で健康診査（年度に1回、
無料）を実施しています。糖尿病など
の生活習慣病で治療中の人は対象外

　健康づくり係
　800-2445　　800-2516

「平成27年度クリーンタウン
いずみ推進功労者」表彰

「平成27年度クリーンタウン
いずみ推進功労者」表彰

公園プールへ遊びに行こう !!
たかの　　しずこ

〒245-0016 和泉町4636-2 泉区役所◯◯係 ※往復ハガキでの申込は、返信先も記載

●費用の記載がない場合は無料 ●特に断りのないものは当日自由参加 ●詳細は区ウェブページでもご紹介しています。
区庁舎の駐車場は有料です。 　マークはよこはま健康スタンプラリー対象事業です。

5～12ページは泉区版です 5～12ページは泉区版です

ＳＴＯＰ！こども虐待　毎月５日は子供虐待防止推進の日
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◆ミニ縁日
7月30日（木）11時～13時。幼児（保
護者同伴）と小学生、先着150人　
　7月11日10時から窓口へ
◆電子工作教室「AM/FMラジオ」
8月1日（土）9時30分～12時。小学
生、抽選20人（1～3年生は保護者同
伴） 　1,000円　　7月18日10時～

新橋コミュニティハウス
〒245-0009 新橋町33-1
　392-5538　  392-5548

泉区民文化センター
テアトルフォンテ

〒245-0016 和泉町3511-9
　805-4000　  805-4100

◆フォンテオープンデー2015
コンサート、リズム＆マジックショー
ほか。8月1日（土）10時～16時
◆ホールでグランドピアノをひいてみませんか？
8月5日（水）・27日（木）10時～21時、
6日（木）・28日（金）9時～21時。抽選
　1時間1,800円　詳細・　7月15日
までに専用申込書（窓口ほかで配布。

◆わかるかな？　クイズラリー！
全問正解者にプレゼントも。7月18
日（土）～8月16日（日）、9時30分～
18時（日曜・祝日は16時）。小・中学生
◆苦手克服！　スポーツチャレンジ
8月2日（日）逆上がり、3日（月）なわ
とび、4日（火）かけっこ、5日（水）ボー
ル投げ、6日（木）身体能力向上。各
日9時30分～10時30分、年長相当児
～小学生、先着20人   　1回300円
　7月11日～28日に電話か費用を
添えて窓口へ
◆レクリエーション吹き矢（全3回）
8月～10月の第1月曜、13時～14時
30分。先着15人     1,500円     7月
11日～26日に電話か費用を添えて窓口へ

立場地区センター
〒245-0012 中田北1-9-14
　801-5201　  805-1954

10時15分に窓口へ
◆子ども折り紙教室
8月8日（土）15時～17時。当日先着
20人（幼児は保護者同伴）

◆夏休みのおたのしみ工作
牛乳パックで作る動物こま。7月11
日～8月30日（7月31日を除く）。小
学生まで
◆美力アップセミナー（全3回）
パーソナルカラーを知る。7月28日、
8月11日・25日の火曜。14時～15時
30分。先着12人　　2,500円　▶持
ち物　化粧道具　　7月11日から電
話か窓口へ

中田コミュニティハウス
〒245-0014 中田南4-4-28
　802-2244　  802-4960

◆おもしろ科学実験室
7月29日（水）10時～12時。小学生、
抽選40人　　50円　　7月15日10
時～10時15分に費用とともに窓口へ

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006　西が岡3-12-11
　・　814-4050

◆作ってあそぼ
動くおもちゃ。7月26日（日）10時～
11時30分。小学生先着45人
　7月12日10時から電話か窓口へ

みなみコミュニティハウス
〒245-0016　和泉町987
　・　805-3339

◆介護者のつどい
8月27日（木）13時30分～15時
　7月11日から電話か窓口へ

いずみ中央地域ケアプラザ
〒245-0016　和泉町4732-1
　805-1700　　805-1798

ホームページからダウンロード可）
をＦＡＸか窓口へ

60歳以上対象
◆ノルディックウオーキング講習会
7月18日（土）9時30分～12時。抽選
30人　 100円（保険料）　　7月15
日までに電話か窓口へ
◆紅茶を楽しむ会～アイスティー
7月26日（日）10時～12時。抽選20
人　　500円　　7月6日～18日に
電話か窓口へ
◆映画鑑賞会「七人の侍」
7月29日（水）12時30分～16時。当
日先着80人

老人福祉センター 横浜市泉寿荘
〒245-0006 西が岡3-11
　813-0861　  813-0862

◆避難訓練＆流しソーメン
7月26日（日）　＜避難訓練＞10時
30分　＜流しソーメン＞11時　　
　100円※避難訓練参加者無料
◆水辺の生き物観察会
8月2日（日）。9時30分、境川遊水地
公園情報センター集合。濡れてもい
い服装で。5歳以上（小学3年生以下
は保護者同伴）、先着15組　　7月
18日から電話で

天王森泉館
〒245-0016　和泉町300
　・　804-5133

◆夏休み連続おはなし会
ミニプレゼントも。7月22日・29日、8
月5日・19日の水曜、16時
◆赤ちゃんとたのしむおはなし会
7月28日（火）11時10分～30分。１歳
6か月までの子と保護者、先着15組
　７月17日9時30分から電話か窓口へ
◆しらべもの名人になろう！
本の探し方、百科事典の使い方。7月
29日（水）10時～12時。小学4～6年
生、先着12人　　7月14日9時30分
から電話か窓口へ

泉図書館
〒245-0016 和泉町6207-5
　801-2251　  801-2256
　www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/
　library/chiiki/izumi/

◆親子リトミックと読み聞かせ
7月11日、8月8日の土曜、13時～14
時30分。未就学児と保護者　
▶持ち物　上履き
◆夏休み工作体験
各先着　【①パウダーアート作り】7
月27日（月）15時～16時30分。小学
3年生以上、10人　　500円
【②けいそう粘土のクラフト教室】8
月2日（日）10時～11時30分。小学生
以上、12人　　400円
【③焼き絵体験教室】8月13日（木）9
時30分～13時30分。小学生、8人　
　300円（額代込） 　①7月18日②21
日③23日、各9時から費用を添えて窓口へ
◆フリーマーケット出店者募集
9月27日（日）10時～15時。出店品に
制限あり。1区画2メートル×2メート
ル、計29区画。複数区画申込み可、
先着順　　1区画1,000円
　8月1日から費用を添えて窓口へ

上飯田地区センター
〒245-0018 上飯田町3913-1
　805-5188　  805-5189

◆ワンパクフェスティバル
「飛ばそう！ストロー飛行機」。カ
レー、ポップコーンほかも。7月11日
（土）9時30分～12時30分（受付は9
時30分まで）。幼児・小学生と保護
者、当日先着250人▶持ち物　上履き
◆スポーツ吹き矢（全7回）
7月22日～10月28日の第2・4水曜、
12時30分～14時45分。抽選20人　
　2,500円　▶持ち物　体育館履き
　7月15日10時に窓口へ
◆夏休み・小学生ものづくり教室
各9時30分～11時30分。各抽選
＜①電動メリーゴーランド＞7月28
日（火）。20人（小学2年生以下保護

下和泉地区センター
〒245-0022 和泉が丘1-26-1
　805-0026　  805-0028

者同伴） 　500円　＜②ネイチャー
アート＞7月30日（木）。15人　 100
円　＜③手作り人形劇（全4回）＞8
月3日（月）～5日（水）。22日（土）（発
表会）。10人＜④藍染め・手提げ袋＞
8月6日（木）。20人  　200円
　①～④各7月21日10時に窓口へ

◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
丹生谷佳惠プロデュース。7月20日
（祝・月）14時～15時15分　▷チケッ
ト　ドリンク付。800円（当日券1,000
円）、中学生300円（当日券500円）。
7月11日から窓口で
◆流しそうめんとマジック大道芸
7月25日（土）10時～12時。先着200人
　100円  　7月11日10時から窓口へ
◆夏休みこども企画
各小学生、抽選36人＜①風船を使っ
て＞7月29日（水）13時20分～14時
40分　 100円　＜②けん玉＞8月2
日（日）12時30分～14時30分　  　
　100円 ＜③ウインドカー＞8月22日
（土）9時30分～11時30分　　300円　
　①7月18日②26日③8月1日、各10
時15分に窓口へ

中川地区センター
〒245-0007 桂坂4-1
　813-3984　  813-3986

◆いきいきライフの初心者折り紙
うちわ、リース飾り。8月6日（木）10時
～12時。20歳以上の初心者、先着15人
　300円 　7月12日～22日に電話
か窓口へ

葛野コミュニティハウス
〒245-0014　中田南5-15-1
　・　805-0487

◆移動図書館はまかぜ号
巡回バスで本の貸出・返却・予約。7
月21日、8月4日の火曜、15時10分～
16時。緑園東公園で
　中央図書館サービス課
　262-0050
◆泉公会堂『なんでも講座」
「天気図はおもしろい！」。7月25日
（土）13時30分～15時30分。小学生
以上、先着50人※小学生は保護者同伴
　7月11日から電話で泉公会堂へ
　800-2470　　800-2514
◆こども自然公園青少年野外活動センターで
【ファミリークッキング】8月12日
（水）・29日(土)。各回9時30分～13
時　　1,800円、小学生1,600円、3
歳～未就学児1,100円、2歳まで300
円　【おひさまクラブII（全7回）】9月
2日～10月21日の水曜、14時～16
時　　1組7,000円　【おひさまち
びっこクラブ（全3回）】9月10日～10
月8日の木曜、10時～11時30分
　 1組3,000円
※各詳細はホームページで
　　811-8444　　812-5778
　www.yspc.or.jp/kodomo_yc_ysa/

その他のお知らせ
にゅうのや　　かえ

●費用の記載がない場合は無料　●特に断りのないものは当日自由参加
●往復ハガキでの申込は、返信先も記載
●施設では休業日があります。事前にご確認ください

当月11日～翌月10日を
目安にお知らせしています

泉区役所 ウェブページで情報配信中！

横浜市泉区役所 検索 @izumi_yokohama

泉区版はここまでですよこはま健康スタンプラリー対象事業のものもあります。
ご活用ください。 よこはま健康スタンプラリー 検索

　１万円で１万２千円のお買い物ができるお得な「よこはま
プレミアム商品券」の予約申込みは7月21日までです。詳細
は本紙3ページで。
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