
横浜元気 ! スポーツ・
レクリエーションフ

ェスティバル 2019

スポーツの秋、
家族やお友達と一緒に
スポーツセンターへ
Let’  s go！

スポーツの秋、
家族やお友達と一緒に
スポーツセンターへ
Let’  s go！

日時  ：

場所 ：横浜市泉スポーツセンター
10月20日 日 時9 ～ 時17

●  9時20分から開会式を行います。 ●  トレーニング室は終日無料でご利用になれます。（3時間制） ●  卓球、バドミントン個人開放（18時～）

各コーナーやイベントは全て無料です。日頃体験できない種目や、気になっていたスポーツはありませんか？
この機会に、いろいろなスポーツにチャレンジし、スタンプを集めて、景品をゲット！

スポーツ体験コーナー （10時～15時）

健康ウォーキング
（9時から）

特別コーナー （当日受付）

弓道場

多目的広場（
屋外）

ターゲット・
バードゴルフ、
ソフトボール

リボンやフープ、クラブなど、
新体操の手具に
触れてみませんか。

弓道（午前）
9時集合・出発～
横浜市泉スポーツセンターまで

※集合場所は
　いずみ中央駅です

健康広場（屋
外）

ゴルフ、
ゲートボール

体験ブース

ボールをキャッチし
相手をかわして
トライを決めよう！

まるでトライを
決めた選手？！
思い出の一枚を
撮りませんか

泉スポーツセンター　　813-7461　　813-7463

区民利用施設担当　　800-2396　　800-2507

パラアスリートと一緒に、楽しくチャレンジしてみませんか。

筋肉量や体脂肪量などを測定します。
この機会に自分のカラダを見つめなおしてみませんか？

メンコ、コマ、手作り竹ぽっくりなど、
いろんな遊びを体験しよう。

新体操にチャレンジ （12時１5分～14時15分）

体験！ テコンドー （14時30分～16時30分）

体組成測定会（In body） （トレーニング室内にて開催）

青空子ども広場 （10時30分～14時30分）

※室内履きを持参し、動きやすい服装で参
加してください。
※泉スポーツセンター内の駐車場（有料）の
台数には限りがあります。公共交通機関
をご利用下さい。
　お車でお越しの場合は、西が岡小学校校
庭（無料臨時駐車場）・近隣有料駐車場を
ご利用下さい。
※当日は隣接している泉寿荘では「せんじゅ
まつり」を開催。模擬店（有料）も出店しま
すので、是非、併せてお越しください ！
※詳しくは泉スポーツセンターのホーム
ページをご覧ください。

展示ブース

横浜でも開催する
ラグビーワールドカップ

2019™
日本大会の見どころに

注目 ！

体育室

午前 ： テニス、バレーボール、
　　　卓球、剣道　　
午後 ： サッカー、陸上、
　　　バスケットボール、
　　　さわやかスポーツ
　　　（newスポーツ）

ト ピ  ッ  ク  ス

泉スポーツセンター 検索で

ラグビー体験コーナー （10時～15時）
フォトブース

弥生台駅

中
田
駅

←湘南台
相鉄いずみ野線

横浜市営
地下鉄

病院

二俣川→

泉スポーツ
センター 老人福祉センター

横浜市泉寿荘

●相鉄いずみ野線『弥生台駅』下車
　神奈中バス（戸39、戸79、東23系統）で
　『福祉センター前』下車徒歩1分
●横浜市営地下鉄『中田駅』下車徒歩15分

［主催］横浜元気スポーツ・レクリエーションフェスティバル2019実行委員会
［主管］泉区体育協会, 横浜市泉スポーツセンター　［共催］泉区役所
［協力］泉区スポーツ推進委員連絡協議会, 泉区さわやかスポーツ普及委員会
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5～12ページは泉区版です

地震に備えた家庭内の対策

9月号
2019（令和元）年

●人　口
●世帯数

151,968 人 
62,140世帯

2019（令和元）年8月1日現在

泉 区 の い ま

泉区マスコット
キャラクター
「いっずん」

特 集

800-2323（代表番号） 〒245-0024
和泉中央北
五丁目1番1号

●月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）／8時45分～17時
●第２・４土曜日／9時～12時800-2506 ※戸籍課、保険年金課、こども家庭支援課の一部業務を行っています。

泉区役所 区 役 所
開 庁 日



以下は広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。
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●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
●今月11日以降の市や外郭団体などの事業を掲載しています

マークの
見方

氏名（ふりがな）
Eメール（アドレス） 費用 ホームページ 申込み 問合せ

電話番号 ファクス番号 〒・住所 年齢 行事名

泉土木事務所管理係　　800-2532　　800-2540

　地域に身近な道路や公園、河川の管理は、施設を設置している横浜市だけでなく、地域や企業の皆さん
を中心とした団体である「ハマロード・サポーター」「公園愛護会」「水辺愛護会」にご協力いただいています。
　これら３つの団体は全てボランティアで活動しており、どなたでも参加できます。お気軽に各団体、
または泉土木事務所にお声掛け下さい。

「ハマロード・サポーター」「公園愛護会」「水辺愛護会」の活動に
参加しませんか？

　ハマロード・サポーターは、身近な公共の道路
を対象に、道路の清掃・美化活動を行っていま
す。泉区内では25団体が活動しています。

　公園愛護会は、「安全で楽しい公園」を目指し
て、清掃・除草作業のほか、ラジオ体操や花植え
を行うなど、地域の大切な交流の場となっていま
す。泉区内では91団体が活動しています。

　水辺愛護会は、河川や水辺施設の環境を良好
に保つことで、快適に水辺とふれあい親しめるよ
う、美化活動等を行っています。泉区内では16
団体が活動しています。

泉区  ハマサポ  愛護会 検索で

　泉区明るい選挙推進協議会は､選挙が公正かつ適正
に行われることや､有権者の積極的な投票参加などを
推進するための団体で､その活動は次のとおりです。

　選挙が行われる際の投票
の呼び掛け､地域の人が集
まる場所への参加や子ども
向け映画会（｢明るい選挙の
わいわいファミリーフォーラ
ム｣）開催による啓発などを
行っています。

きれいな選挙の推進
「三ない運動（贈らない、求めない、受け取らない）」

積極的な投票参加に向けた啓発活動

昨年の「わいわいファミリー
　　　　フォーラム」の様子

来年3月頃に子ども向け映画会を開催する予定です。
日程等が決まりましたら､別途お知らせいたします。

「ハマロード・サポーター」「公園愛護会」「水辺愛護会」の活動に
参加しませんか？

いずみ区民活動支援センター（１階104窓口）
　800-2393　　800-2518 いずみ区民活動支援センター 検索で

泉区人財バンク登録講師による連続2回講座 参加者募集！

　泉区人財バンクに登録している講師による企画講座を泉区役所で体験できます！ 
この機会に新しいことにチャレンジしてみませんか？

タイトル

能で鍛える、ココロとカラダ（全2回）
～舞と謡のお稽古～ 
フラワーオリジナルギフトを
作ろう！ （全2回）
簡単キレイなお花のインテリア
ハーバリウム作り （全2回）
私にもできる
バルーンアート！ （全2回）
折り紙で脳トレをして
みませんか （全2回）

はじめての３Ｂ体操を楽しもう！
（全2回） 

作って演じる腹話術 （全2回）

10月28日（月）午前･
11月15日（金）午後
10月31日（木）午後･
11月15日（金）午後
10月31日（木）午後･
11月15日（金）午前
10月31日（木）午前･
11月11日（月）午前
10月31日（木）午前･
11月15日（金）午前
10月31日（木）午前･
11月15日（金）午前
10月28日（月）午前･
11月11日（月）午前

1,000円

2,000円

2,000円

成人･初心者向け､
20人
成人･初心者向け､
20人

20人

1,000円 10歳以上､10人

1,000円

ー

成人､12人

成人､15人

200円 初心者向け､30人

参加費 対象･定員日程 午前は10時～12時　　 午後は13時30分～15時30分

※持ち物がある講座もあります｡詳しくはホームページで確認するか問い合わせを
会場 ： 区役所4階4ABC会議室
　9月11日8時45分から電話か､希望講座､　､　､年代を書いてFAXか窓口へ（先着順）

統計選挙係　　800-2315　　800-2505
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第８回　案山子コンテスト

～地域の風物詩、今年も開催～
（富士見が丘地区）

　天王森泉公園前のあぜ道を
会場として、稲穂が実ってきた
田んぼの守り神を展示する案
山子コンテストが開催されま
す｡毎年この時期になると､数
多くの案山子が田んぼを見
守っている風景を見ることができます。
　昨年度は､各団体が作った話題の人物や活躍しているスポーツ選
手、アニメキャラクターや独自の案山子など、19体が展示され、地域
の皆さまをはじめ､泉区以外からも多くの見学者が来られ大変なにぎ
わいでした。
　この催しはコンテストとして､ご覧になった皆さまの投票で各賞が
決まります。ぜひ､現地へ足を運びお好みの案山子に投票してはいか
がでしょうか｡
　また､富士見が丘地区は､田畑､山林があり自然豊かな地区です｡特
色ある地域でのイベントにたくさんの人に参加していただくことや、
「顔の見える関係」をつくっていくことを目的として､さまざまな行事
を開催しています。

昨年度　案山子展示風景

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

▶展示期間　9月1日（日）～29日（日） ※投票は9月16日（祝･月）まで
▶表 彰 式　9月21日（土）13時～
▶開催場所　天王森泉公園前
　（当公園には駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください）

か　 か　 し

“秋の全国交通安全運動”がはじまります！

9 月 ～21日（土） 30日（月）
　9月30日は「交通事故死ゼロを目指す日」です｡季節は夏から秋へと
移り、これから日没も徐々に早くなっていきます｡
　暗くなり始めたら、事故防止のため自転車・自動車などは、早めにライ
トを点灯させましょう！  また、歩行者は、明るい色の服を着たり、反射材
をつけるなどして、自分の存在を自動車などにアピールしましょう！

　二輪車運転者の安全運転技能と交通マナーの向
上を図り､交通事故を防止するため競技会を開催し
ます。スラローム（蛇行走行）や一本橋走行等を行う
特設コースにおいて、どのようにすれば安全運転で

きるかを競う大会です｡あ
わせて白バイ隊員による講習も行います。
　原動機付自転車や自動二輪車の運転技術
向上をお考えの皆さん、ぜひこの機会を活
用してください！

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

“二輪車競技会”開催のお知らせ

競技会の様子

●日時　11月16日（土）13時～15時 
※雨天等で中止の場合は参加予定者に電話連絡
をします。
●場所　戸塚自動車学校（泉区新橋町2138）
●費用　保険料100円
●主催　泉青少年交通安全連絡協議会・泉警察署
●競技会に関する申込み・問合せは､11月8日ま
でに泉警察署交通課交通総務係
　(　・　805-0110)

9  月 20 日 ～ 26 
日 は 動 物 愛 護 

週 間

　　　　「動物の愛護及び管理に関する法律」により動物へ
の愛護精神と適正な飼い方について理解と関心を深めても
らうための期間が設けられています。この機会に、身近にい
る動物やペットとのふれあい方について考えてみませんか？

生活衛生係　　800-2452　　800-2516

どうぶつ絵画展
高齢犬との暮らし方講座

泉区内保育園の園児が思い思いに描いた
かわいい動物の絵を展示します。

高齢犬のお世話の仕方やご飯の選び方､日々の心構え
などをお伝えします（犬の参加不可）。

●日時　9月20日(金)～9月26日(木)
　　　　※開庁日の開庁時間内
　　　　※26日（木）は15時30分まで
●会場　区役所１階区民ホール

●日時　9月24日（火）14時～15時30分
●会場　区役所4階4ABC会議室　●定員　100人
●講師　三橋 有紗さん（ぬのかわ犬猫病院 シニア教室講師）
　　 電話か、　･　･　･参加人数を
　　 書いてFAXか生活衛生係へ
　　            二次元コードからも申し込みできます

同時開催
ペットの防災展示など

(ペットの災害時の備えについては9ページに
 掲載しています） 三橋有紗さん

みつ はし    あり  さ

たくさん
動物を飼うと
楽しい…？

ひもが長いと
自由に動けて
運動になる…？

・・・におっていません
か？

　　掃除はできていま
すか？

・・・周りの人は
　　 迷惑？

「人と動物とよりよい暮らしをめざして」
ペットの幸せとともに、地域環境との調和も考えてみましょう。
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分電盤
タイプ

コンセント
タイプ

地震発生時に
自動的に電気を遮断

近年大きな地震が多く発生しています。
地震はある日突然発生します。日頃から家庭内の対策をすることで、
地震が起こったその瞬間の身の安全の確保と、
被災後も自宅での生活を継続することができます。
家庭内でも必要なものを備蓄するとともに、
家具転倒防止など安全確保や、対策を行って地震に備えましょう。

に備えた家庭内の対策

家庭内の備え

ガラスの飛散防止策

リビング内の対策

家具の転倒防止

食器棚の対策

家の中の安全を確保しましょう

特 
集

　災害発生直後は、食料や日用品の購入が難しくなります。
家族構成を考えて、必要な備蓄をしておきましょう。また、す
ぐ取り出せるところに非常用持ち出し袋を準備しておきま
しょう。備蓄する量の目安は最低３日分です。
　家族構成や生活スタイルにあわせて、食料や日用品を少
し多く買い備えて、備えたものを順番に使いながら新たに買
い足していく循環型備蓄（ローリングストック）という考え方
もあります。

　大きな揺れが起きた時、家具の転倒によってその下敷きになって怪我をしたり、家具が避
難経路をふさぎ、逃げ遅れてしまうなどの被害が考えられます。
　家具が倒れないよう家具の固定をしましょう。また、転倒した家具が避難経路をふさがな
いよう、寝室やリビングの家具の置く位置に気をつけましょう。

　大きな揺れで食器棚の扉が開
き、食器が飛び出す可能性があ
ります。食器棚の扉には留め金を
つけ、棚にはすべり止めマットを
敷いて対策をしましょう。

　ライフラインが停止した際に自宅での生活をするために、次のような12品目の備
蓄を推奨します。

横浜市　備蓄 検索で

▶備蓄品・非常持ち出し品を用意しましょう

▶家に置いておくといい防災グッズ12品目

マット式 ストッパー式 つっぱり棒 L型金具ベルト式

つっぱり棒
＋

マット式器具

・寝る位置に家具が
 倒れてこないようにする

▶家具の固定方法

▶家具の置く位置

▶棚の使い方

・扉がある位置に家具が
 倒れてこないようにする

・重いものを下に
 収納して家具の
 重心を下げる

・本棚の前端に落下防止の
 すべり止めテープを貼る

・飛散防止対策済
みのガラスに交
換するか、飛散防
止フィルムを貼る

　大怪我をしないために、窓ガラスが割れない、飛び散ら
ない対策もしましょう。

　テレビは倒れることで、液晶画面が割れることが考えられますので固定します。
また、花瓶など落下すると危険なものは家具の上に置かないようにします。

ウェッ
ト

タオル

体拭き
ウェットタオル

ポリ袋

カセットコンロ

クーラー
ボックス

新聞紙

非常用
トイレ

非常食

ラジオ

水

LEDランタン

ラップ

口腔ケア用
ウェットティッシュ

例

・家具の上に
 置かない

・長さ調整で
 しっかり固定する

・割れた食器やガラス破片で足の裏を
 怪我しないようにスリッパを用意する

・感震ブレーカーの設置

小 大器具の効果器具の効果

・昼間は薄いレース、
 夜間はカーテンを
 閉めておく

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

地震
（写真出典：一般財団法人消防防災科学センター　災害写真データベース）

ウェッ
ト

タオル

※電気に起因する火災の
　防止に有効です

※天井や壁の状況により
　異なります。

　横浜市では多数の方がペットを飼っ
ており、災害発生時には、地域防災拠
点等にペットと一緒に避難する人も相
当数に上ることが想定されています。
突然起こる災害に備えて、飼い主の
明示や基本的なしつけ、避難用具の
用意など大切なペットのために日頃か
ら対策を考えておきましょう。
　横浜市では、地域防災拠点や飼い
主が日頃からできる災害時の対策な
どを「災害時のペット対策」のパンフ
レットにまとめています。

●生活衛生課（３階314窓口）で配布
しています。また横浜市ホームペー
ジからダウンロードすることもでき
ます。

災害時の
ペット対策について

～「災害時のペット対策」　　　
パンフレットを配布しています～

横浜市　ペット　災害 検索で

乳幼児のための
災害時の備え

　災害時には乳幼児のための備えが
必要です。大人は我慢できても、乳児
や小さな子どもはどうにもならないこ
ともあります。また、子どもを連れて
地域防災拠点などの避難場所に避難
する場合には、避難後の生活を想定
して持ち出す物を準備しておくことが
大切です。
　泉区では、小さな子どものいる家
庭向けに「災害時の備え」のリーフ
レットを配布していますので、ぜひご
活用ください。

●乳幼児健診、
　こども家庭支
　援課（２階211
　窓口）で配布
　しています。

～「災害時の備え」リーフレットを
　　　　　　配布しています～

生活衛生係
　800-2452　　800-2516

子育て支援担当
　800-2447　　800-2513
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〒245-0024 和泉中央北5-1-1  泉区役所 ○○○係
※往復はがきでの申込みは、返信先も記載

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

氏名（ふりがな）
Eメール（アドレス） 費用 ホームページ 申込み 問合せ

電話番号 ファクス番号 〒・住所 年齢 行事名

区役所への
郵便物の宛先は

■ 介護フェア
区内の高齢者施設の紹介､利用相談な
ど（詳細は問合せを）｡10月10日（木）
10時～15時30分｡区役所1階区民
ホールで　　介護保険担当
　800-2436　　800-2513

■ カラダで伝えるコミュニケーション講座
9月20日（金）10時～12時｡区役所4階
4ABC会議室で｡抽選30人（区内在住・
在勤・在学者優先）。講師：新木美代さん
　　9月13日17時までに電話か､　の
応募フォームか､　・日中連絡の取れる
　・　・　・年代・何で講座を知ったかを書
いてFAXかＥメールか､いずみ区民活動
支援センター（区役所1階104窓口）へ
　800-2393　　800-2518
　iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

■ 食品衛生責任者指定講習会
9月25日（水）､10月18日（金）各14
時～15時30分｡区役所1階1A会議室
で。食品衛生責任者本人が受講｡各先
着37人｡食品衛生責任者証、筆記用具
持参　　　9月11日から電話か生活衛
生係（区役所3階314窓口）へ
　800-2451　　800-2516
■ 膝・腰痛予防教室（全3回）
リハビリテーションの専門職がチーム
で行う実技中心プログラム｡10月2日・
16日・30日の水曜｡13時～14時30
分。介護老人保健施設やよい台仁（弥
生台55-55）で｡区内在住の人､先着20
人（初めての人優先）
　9月11日9時から電話か､　・　・　を
書いてFAXで高齢者支援担当へ
　800-2435　　800-2513
■ 農作業体験講座（落花生の収穫体験）
ボランティアのサポートあり。10月5日
（土）10時～12時。雨天時は10月6日
（日）10時～12時。和泉町の畑（相鉄い
ずみ野線いずみ中央駅から徒歩約15
分）で。先着30人　　300円　　9月11

日9時から電話かFAXで企画調整係へ
　800-2331　　800-2505
■ 講演会「高次脳機能障害について
　 知ろう！」
10月7日(月)10時～11時30分｡区役
所4階4ABC会議室で。区内在住の人、
中途障害者の支援に携わる人､先着
100人｡講師:横浜市総合リハビリテー
ションセンター､高次脳機能障害支援セ
ンター青木昌子さん　　　9月11日か
ら電話か､　・　を書いてFAXで高齢者
支援担当へ
　800-2435　　800-2513
■ 認知症サポーター養成講座
10月31日（木）14時～15時30分｡踊
場地域ケアプラザで。区内在住の人､先
着15人 ※詳細は問合せを
　　9月20日から電話か､　・　・　を
書いてFAXで高齢者支援担当へ
　800-2435　　800-2513

※会場の記載のない場合は区役所で実施
■ 生活習慣改善相談（予約制）
○生活習慣相談
保健師・栄養士による健康相談､禁煙相
談｡9月24日（火）9時～11時
○食生活健康相談
栄養士による食事相談。9月24日（火）9
時～11時､13時30分～15時30分
　　電話で健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
■ 泉区歯科医師会口腔がん検診
9月29日（日）9時30分～12時30分｡
抽選20人　　9月18日までにはがき
に　・　・　・　を書いて泉区歯科医師
会地域保健委員会（〒245-0012中田
北2-7-17新田歯科医院内）へ（必着）。
※抽選結果は9月25日までに郵送で連
絡　　泉区歯科医師会地域保健委員
会新田　　802-3706
■ 肺がん検診（エックス線撮影）
10月10日（木）9時～10時20分｡40歳
以上の人、先着50人（年度に１回）
　680円　　　9月18日～10月8日に
電話で健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516

■ HIV（エイズ）検査･梅毒検査（予約制）
匿名制。エイズに関する相談も。毎週月
曜､9時～9時30分　　　前の週の金
曜16時までに電話で健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
■ 横浜市健康診査
75歳以上。年度に1回。市内医療機関で
　健康づくり係　　800-2445
　800-2516
■ もの忘れ相談（予約制）
専門医による認知症などの相談。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
■ ひきこもり等の困難を抱える
　 若者の専門相談（予約制）
若者の自立支援を行っている地域ユー
スプラザの職員による相談。毎月第2・
4水曜13時30分～16時30分。15歳～
39歳の人と家族
　　電話で学校連携・こども担当へ
　800-2465　　800-2513

健康・相談

泉区役所からの

講演・講座

イベント

いずみ区民活動支援センター 検索で 区民事業担当
　800-2392
　800-2507

横浜いずみ歌舞伎公演
泉区の秋の風物詩､区民手作りの本格歌舞伎

▶日　 時　10月19日（土）､20日（日）13時開演（12時30分開場）
▶場　所　泉区民文化センターテアトルフォンテ
▶演　目　｢菅原伝授手習鑑 寺子屋」｢芝居前泉賑｣
▶チケット　1,300円　9月11日から区役所1階売店､
　　　　 区内各地区センターで販売

すが  わら  でん   じゅ    て  ならいかがみ しば   い    まえいずみにぎわい

昨年の公演の様子
横浜いずみ歌舞伎 衣裳･小道具展
今年の公演で使用する小道具や衣裳の展示｡
9月30日（月）～10月4日（金）
区役所1階区民ホールで

いしょう

9月24日～30日は結核予防週間

結核ってどんな病気？
結核とは､結核菌によって､主に肺に炎症がおこる病気です。今でも1日に46人
の患者が発生し､6人が命を落としている日本の重大な感染症です｡新たに結核
と診断された人のうち7割近くを65歳以上の人が占めています｡
どんな症状が出るの？
最初は風邪に似た症状で始まります。次のような症状
が出た場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
●たんのからむ咳が２週間以上続いている
●微熱・身体のだるさが２週間以上続いている。
※高齢者の場合は､せきやたんが出ない場合もあります｡持続する微熱や急な体
重減少がある時は早めに受診しましょう。

健康づくり係　　800-2445　　800-2516

区役所で無料でレントゲン検査を受けることができます
9月30日（月）14時～15時30分。区役所1階一般健康相談室で。
65歳以上で、現在呼吸器疾患で通院していない区内在住の人、先着30人
　9月11日～24日に電話で

結
核
健
診

あお　き　まさ　こ

あら　き　  み    よ

元気の出るまち泉元気の出るまち泉
第3期泉区地域福祉保健計画 上飯田団地地域福祉保健計画推進員会 委員長　佐野　瞳 さん

「支え合い、安心して暮らし続けることが
　　　　 できる上飯田暖地　～見守り会議～」

　上飯田団地では「安心して暮らし続けることができるまち」を目指して、第3期
上飯田団地地域福祉保健計画では｢人と人とのつながりを大切にし、温かい人
の輪を広げていく｣ことを目標に活動をすすめています。
　泉区内で高齢化率が、62.7パーセントと一番高い地域のため、毎日の見守り
活動を大切にしています。この活動は、孤独死をなくそうという意見から始まっ
た活動です。
　特に力を入れているのは、団地内の住民が定期的に集まり、見守り活動の情
報共有や意見交換、研修会等を行う｢見守り会議｣の開催です。この会議を通し
て、団地の課題を検討したり、地域でできることを考えたりしています。会議に
は、住宅供給公社・地域ケアプラザ・生活支援センター・郵便局の方にも参加い
ただいています。他機関と連携することで、困っている方や孤立した方を早く見

つけられ、地域ケアプラザ等の関係機関に
つなげられています。またこの連携から、
新聞がたまっている所があると、新聞配達
員からも連絡をもらえるようになり、見守り
の幅が広がりました。
　今では住民同士の見守りも定着していま
す。定期清掃やサロンなど地域の活動の中
で、｢最近見かけない方がいる｣と連絡をもらうことも多いです。
　見守り活動は、特別な方が行うわけではありません。お互いに声をかけあうこ
とや連絡を密にとることが大事だと思っています。そのために、日々の交流を大
切に活動しています。

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

見守り会議で定期的に情報交換

さ　の　　  ひとみ

せき

たん

微熱

だるさ

急な体重減
少
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子育て情 報

▶乳幼児歯科相談（予約制）
9月11日､10月9日の水曜9時30
分～10時　　　こども家庭係へ
　800-2444　　800-2513
▶乳幼児健康診査
各13時～13時30分受付。詳細は
個別通知で確認を
〈4か月児〉
9月11日・25日、10月9日の水曜
〈1歳6か月児〉
9月18日､10月2日の水曜
〈3歳児〉9月20日､10月4日の金曜
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513
▶乳幼児の食事相談（予約制）
●食生活健康相談
9月27日（金）9時～11時。乳幼児の
保護者　　電話で健康づくり係へ

●離乳食教室
9月27日（金）13時30分～15時。
2回食頃の第1子。試食用スプー
ン、赤ちゃん用エプロン、お手拭き
持参　　電話か、件名に「9月離乳
食教室」、本文に参加者と子どもの
　・月齢・　を書いてＥメールで健
康づくり係へ　　健康づくり係
　800-2445　　800-2516
　iz-kenko@city.yokohama.jp
▶子ども･家庭支援相談
乳幼児期から学齢期までの育児や
しつけ､学校生活（不登校）などの子
育てに関する相談窓口（電話･面談）
　学校連携･こども担当
　800-2465　　800-2513

区役所から

市立保育園から
▶和泉保育園で
※　　は月～金曜（祝休日を除く）
の9時30分～15時に電話で
●赤ちゃんコアラ
〈ぴよぴよ〉
①9月19日（木）ふれあい遊び･誕
生会など（保育･教育コンシェルジュ
来園）､②11月21日（木）親子のふ
れあい､タッチケア｡各10時～11時
30分。6か月までの子と保護者
〈きらきら〉
③9月26日（木）ふれあい遊び､誕生
会など（保育・教育コンシェルジュ来
園）、④11月21日（木）離乳食と口
腔のはなし、各10時～11時30分。
7～12か月までの子と保護者
　①③当日直接､②④10月7日から
●コアラひろば
①10月15日（火）ミニ運動会を楽
しもう､②11月5日（火）わらべうた

で遊ぼう｡各10時～11時15分。1
歳～未就学児と保護者
　①9月24日から②10月7日から
●育児講座
あせらずたのしくおむつはずし
11月7日（木）10時～11時。1歳6
か月～未就学児と保護者
　10月3日から
すくすく保健講座･感染症について
11月19日（火）10時～11時｡0歳～
未就学児と保護者　　10月7日から
　803-1483　　803-1137
▶北上飯田保育園で
※　　は月～金曜（祝休日を除く）
の9時～16時に電話で
●交流保育　運動会ごっこ
10月17日（木）9時45分～11時
（雨天中止）。2歳～未就学児と保
護者、先着10組　　9月17日から
　803-7889　　803-7942

〒245-0016 和泉町6207-5
　801-2251　　801-2256

泉図書館 ※公共交通機関で
　来館してください

●０･１･２･３歳のおはなし会
9月25日（水）10時45分～11時15分｡0歳～3歳児と保護者､先着10組
　9月18日9時30分から電話か窓口へ

●テントのなかのおはなし会
泉図書館の中庭にキャンプ用のテントが出現！ いつもと違う雰囲気でお楽し
みください。10月2日（水）15時30分から。3歳～小学生（保護者同伴可）、
先着10組　　9月19日9時30分から電話か窓口へ

●やさしい相続・遺言～不要財産対策も解説～
神奈川県行政書士会の行政書士による相続･遺言に関する講座
10月4日（金）14時～15時30分。講座終了後個別相談15時30分～16時。
先着16人（うち個別相談6人･交代制で実施予定）
　9月12日9時30分から電話か窓口へ

●土曜おはなし会
10月5日（土）14時から｡5歳以上（保護者同伴可）

移動図書館
はまかぜ号 巡回バスで本の貸出・返却・予約サービスをします。

●日時　9月24日､10月8日の火曜｡15時10分～16時
●場所　緑園東公園
　中央図書館サービス課　　262-0050

区 役 所 1  F
★展示日時について特に記載のないものは開庁日の開庁時間内に開催しています。
★発表会は12時～13時に行われます。
※公共交通機関を利用してください（駐車場は有料です）

●9月11日（水）･12日（木）･17日（火）･19日（木）･27日（金）
●9月20日（金）～26日（木）15時30分
●9月30日（月）～10月4日（金）

●10月7日（月）～9日（水）
●10月10日（木）10時～15時30分

音楽劇場
どうぶつ絵画展（詳細は7ページに掲載）
横浜いずみ歌舞伎衣裳・小道具展

（詳細は10ページに掲載）
読書イベント･展示

介護フェア（詳細は10ページに掲載）

802-2150　　804-6042〒245-0023 和泉中央南5-4-13

○アマリリス　〇清水郁子（敬称略）
以上の皆さまから寄付をいただきました｡ありがとうございます。

※会場の記載のない場合は、区役所で実施

泉区地域子育て支援拠点すきっぷから

▶保育園の先生とあそぼう
北上飯田保育園の保育士との交流
9月18日（水）10時30分～11時30
分。未就学児と保護者、妊娠中の人
▶危機管理講座
　｢生き抜く力を育てるために｣
アメリカ式危機管理教育の紹介｡

火災やけがなどへの対応　9月27
日（金）10時～11時30分。未就学
児と保護者､妊娠中の人、先着10
組　　9月13日9時30分から電話
かFAXか窓口へ

〒245-0023 和泉中央南5-4-13-209
　805-6111　　805-6122 すきっぷ　泉区 検索で

あやめ通信
区民活動情報

●神奈川宿を歩き､幕末の面影を見つけよう
9月17日（火）10時～13時（予定）。京急神奈川新町駅改札口集合。当日先
着40人　　500円　　泉区歴史の会 石井　　814-3331

●双子ちゃん集まれ（一時託児あり）
先輩ママの体験談、質疑応答など。9月30日（月）10時～11時30分。区役所
１階福祉保健センターで。双子を子育て中の保護者･双子を妊娠している人
　泉区双子サークルみどふぁど 齋藤　　804-3095

●みんなで歌おう　歓喜の歌
合唱団員募集。2020年6月6日（土）13時。泉公会堂で。100人。募集期間 : 9
月11日～10月10日。応募方法など詳細は　で確認を　　NPO法人オア
シス21世紀の会 清水　　　812-5184

●横浜市マンション管理組合サポートセンター泉区交流会
マンションの管理規約､悩み事の解決策など。毎月第１日曜9時30分～11
時30分。中川地区センターで。マンション管理組合役員､区分所有者対象
　横浜市マンション管理組合サポートセンター　　　663-5459

泉区あやめ通信 掲載基準 検索
掲載については広報相談係へ　 800-2335 　800-2506

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
へ問い合わせてください。今月11日以降の催しなどを
掲載しています

泉区・第九フェスティバル 検索で

子育て支援担当　　800-2447　　800-2513

　未就園児・不就学児等の把握調査について厚生労働省が〈児童虐待
防止対策の強化に向けた緊急総合対策〉として､｢乳幼児健診未受診者、
未就園児、不就学児等の把握調査｣を実施するという通知をうけ、令和
元年6月1日時点で横浜市に住民票がある18歳未満のお子さんを対象
に、安全確認を実施します｡

　保育園等の所属が確認できないお子さんには､泉区から必要に応じ､
電話連絡や家庭訪問等の調査を行いますので、ご理解とご協力をお願
いします。

18歳未満のお子さんの 子育てに関する相談は・・・

未就園児・不就学児等の把握調査について
区役所２階 210番窓口へ！

実施時期：10月以降
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永田地区センター
〒232-0076 永田台45-1
　714-9751 　714-9752

　第3月曜日

マークの見方 氏名（ふりがな） Eメール（アドレス） 費用 ホームページ 申込み 問合せ電話番号 ファクス番号 〒・住所 年齢 行事名

●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
●往復はがきでの申込みは、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。

泉区内の公共施設の情報は
泉区ホームページで確認できます

施設からのお知らせ
今月11日以降の市や外郭団体の事業を掲載しています

　泉スポーツセンター

■ スポーツ医事相談【整形外科】
スポーツをする上での体の不安や悩みに
横浜スポーツ医会のドクターが相談に対
応。10月19日（土）15時～17時（1人20
分）。16歳以上、先着6人。
　9月19日9時から
ご利用やその他詳細は　か窓口へ

　上飯田地区センター

■ 相続・遺言・登記相談
9月25日、10月9日の水曜13時～16
時。各先着4人　　9月11日9時から各
前日17時までに窓口へ　※同一案件を
引き続き相談する場合は有料
■ スポーツウェルネス吹矢体験
9月28日（土）9時30分～11時30分。先
着10人。上履き持参。　　500円
　9月11日9時から費用を添えて窓口へ
■ 木目込み人形教室（全３回）
　 “来年の干支、子を作ろう”
10月4日・11日・18日の金曜12時15分～
15時。先着8人。まち針20本程度、はさ
み、目打ち、のりケース持参　　4,000円
（ケース希望の方は別途500円）　　9月
11日～25日に費用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ 青空子どもまんぷく食堂で
　 地域交流会
10月5日（土）12時～13時30分。先着
30人　　大人200円、子ども100円/1
食　　9月14日10時から電話か窓口へ
■ おもてなし定食
　 「簡単でおいしいチキンロール丼」
10月7日（月）10時～13時。先着24人
　700円　　9月16日10時から電話か
窓口へ
■ 地域ふれあい卓球大会
3人チーム男女混合ダブルス団体戦
11月24日（日）9時～16時。先着72人
　500円（学生200円）
　10月10日10時から電話か窓口へ

　立場地区センター

■ キッズフェスタ
9月28日（土）〈①人形すくい〉9時30分
から。　　50円〈②作って遊ぶ工作・射
的〉10時～11時30分。〈③ピザづくり〉
10時から3回。各10人〈④こどもお茶
会〉10時から2回。各6人〈⑤香木キーホ
ルダー〉10時から。30人。各時間と詳細
は問合せ　　③④各100円　　9月11
日から電話か費用を添えて窓口へ
■ 仏像木彫り教室（全4回）
10月12日～11月23日の第2第4土曜9
時30分～11時30分。先着10人。
　3,000円　　9月12日から電話か費
用を添えて窓口へ

■ 親子でリトミック（全5回）
10月29日（火）、11月19日～2月18日
の第３火曜。9時30分～10時30分。平
成28年6月～30年4月に生まれた子と
保護者。抽選35組　　200円　　往復
はがきに　・　・親子　・生年月日・性別を
記載の上、9月30日必着

　中川地区センター

■ コーラスの集い
地域コーラスサークルの発表会
9月29日（日）13時～14時30分
■ 手編みで作る
　 おしゃれ組紐キーホルダー
10月10日（木）10時～11時30分。抽
選15人　　1,000円　　9月12日10
時～10時15分。費用とともに窓口へ
■ なかがわ寄席三笑亭小夢さん
10月16日（水）13時～14時30分。先着
50人　　当日600円（前売り500円）
　9月11日から電話か窓口へ

　葛野コミュニティハウス

■ 第23回文化祭
●作品展示　10月5日（土）11時～16
時・6日（日）10時～15時　●演技発表 
10月6日（日）9時30分～13時30分（予
定）　●スポーツクラブ 10月6日（日）
10時～12時 ※喫茶コーナー同時開設

　新橋コミュニティハウス

■ おはなし会
9月12日、10月10日の木曜11時～11
時30分。幼児（保護者同伴）
■ 音読を楽しみましょう
9月13日（金）13時30分～14時20分。先
着10人　　当日13時20分から窓口へ
■ 英国スタイル
　 「秋色グリーンウォールボックス作り」
10月24日（木）10時～12時。抽選15人
　2,000円　　10月3日10時～10時
15分に費用とともに窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ 秋の無料体験・見学会！
合唱・面打ち・水彩画・英語・スクエアス
テップ・ストレッチ体操日程と各回の募集
人数は直接施設へ確認。
　9月11日9時から電話か窓口へ

　西が岡コミュニティハウス

■ タオルで簡単筋力体操（全６回）
10月～3月の第1日曜10時30分～11
時30分。抽選20人　　1,200円　　9
月15日9時30分～9時45分に費用とと
もに窓口へ

　みなみコミュニティハウス

■ ふれあいコンサート
　 「ピアノでポピュラーミュージック」
10月26日（土）14時～15時。先着30人
　10月5日10時から電話か窓口へ

　いずみ中央地域ケアプラザ

■ 健康寿命を延ばそう ！
　 プロから学ぶ栄養のコツ
管理栄養士による栄養講座と特別養護
老人ホームの見学会
10月5日（土）10時～12時。抽選20人。
　9月25日までに電話・Eメールか窓口へ
■ 男性のためのアクティブライフ講座
横浜・日本発祥の地を巡るウォーキング
JR根岸線石川町駅南改札口（元町側）集
合～山手イタリア山庭園～見返り坂～港
の見える丘公園～山下公園～横浜公園
～福富町西公園解散（歩行距離 約6km）
10月17日（木）10時～15時30分。区内
在住・在勤の50歳以上の男性、抽選20人
　100円　　10月10日までに　・　・
　・　・　を書いて電話・Eメールか窓口へ
　izumichuo-hp@hama-wel.or.jp

　テアトルフォンテ

■ 三浦明美クラリネットリサイタル
トリオで奏でるＢの調べ
9月16日（祝・月）14時～16時。3歳以下
の乳幼児の入場不可
　2,000円（学生1,500円）
　9月15日までに費用を添えて窓口へ
■ ホールでグランドピアノを
　 ひいてみませんか？
①10月8日（火）②9日（水）③30日（水）
④31日（木）①③10時～21時、②④9時
～21時　　1枠1,800円（1時間）、2枠
3,400円（2時間）
　9月15日までに専用申込書（窓口、HP
などで入手可）をＦＡＸか窓口へ
■ 浅草オペラ
11月16日（土）15時～17時。未就学児
入場不可　　区民2,300円、学生（小～
大学生）1,500円
　11月16日までに電話か費用を添えて
窓口へ

　泉寿荘

※各60歳以上対象
■ 映画の話と映画鑑賞会
①懐かしの松竹大船撮影所物語。講師：
中橋嘉久さん。9月25日（水）13時～15
時。先着80人　②映画鑑賞会「十戒」
9月26日（木）10時～14時30分。先着80人
■ 趣味の教室（日程の詳細は問合せを）
《①初めての俳句（全11回）》10月3日～
3月19日の木曜13時～15時。抽選15人
　500円
《②机と椅子で初心者茶道教室（全12
回）》10月9日～3月25日の水曜10時～

12時。抽選10人　　4,000円
《③陶芸教室（全6回）》10月13日～12
月22日の日曜9時30分～15時。抽選
16人　　3,000円/月　《④男の料理教
室（全6回）》10月3日～3月5日の木曜9
時30分～12時30分。抽選8人
　3,000円　《⑤初心者のための太極
拳（全11回）》10月25日～3月27日の金
曜13時～15時。抽選15人　　300円
　9月14日までに、①～④は往復はがき
に　・　・　・　・　を書いて送付か、はが
きを持参して窓口へ⑤は、はがきを持参
して窓口へ
■ しんぜん院外健康教室
よく耳にする症状“動悸”とはなんだろう
～心疾患が隠れている可能性について～
10月11日（金）10時～12時。先着80人

　こどもログハウス

■ まどにお絵かき
9月14日（土）11時～12時。幼児（保護
者同伴）～小学生 ※スペースが無くなり
次第終了。

　天王森泉館

■ 古民家ライブ
二胡＆タブラ・ギターのセッションライブ
9月22日（日）14時～15時。（野点13時～
　200円）

　その他

■ よこはま動物園ズーラシアで
※入園有料
〈ズーラシアフェス！〉
9月21日（土）～9月23日（祝・月）
動物雑貨の出店やパネル展示など
〈秋の大運動会〉
10月5日（土）・6日（日）カンガルーのジャ
ンプ力やチンパンジーの握力など、動物
の能力を体感できるイベントを実施
詳細は　で確認を　　よこはま動物園ズー
ラシア　　959-1000　　959-1450

■ こども自然公園青少年
　 野外活動センターで
〈ほのぼのファミリーキャンプ秋〉10月
19日（土）13時～10月20日（日）15時。
保護者を含む8人以内の家族·グループ
抽選18組。　　中学生以上5,700円、
小学生5,200円、4歳～未就学児3,600
円、3歳以下500円　　9月11日～24
日　〈どきどきデイキャンプ〉（全３回）11
月10日、1月12日、3月8日の各日曜9時
30分～15時30分。小学1年～3年抽選
48人。　　9,000円　　9月23日～10
月7日　〈おひさまクラブⅢ〉（全7回）11
月13日～12月25日の水曜14時～16
時。4歳以上未就学児と保護者抽選24
組　　1組7,350円（追加大人4,000
円、子ども3,000円、3歳以下300円）
　9月24日～10月8日
※各詳細と申込方法は　で確認を
　こども自然公園青少年野外活動センター
　811-8444　　812-5778

泉スポーツセンター 検索で

ズーラシア 検索で

こども自然公園青少年 検索で

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1

　　803-2270

テアトルフォンテ 検索で

なか はし  よし  ひさ

さんしょうてい　こ   ゆめ

泉スポーツセンター
〒245-0006 西が岡3-11
　813-7461 　813-7463

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

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

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

中川地区センター
〒245-0007 桂坂4-1

　813-3984 　813-3986
いずみ中央地域ケアプラザ
〒245-0024 和泉中央北5-14-1
　805-1700 　805-1798

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

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

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　　804-5133

そ の 他

みなみコミュニティハウス
〒245-0016 和泉町987

　　805-3339

泉区民文化センター テアトルフォンテ
〒245-0023 和泉中央南5-4-13
　805-4000 　805-4100

葛野コミュニティハウス
〒245-0014 中田南5-15-1

　　805-0487

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11

　　814-4050

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

み  うら あけ  み


