
地域振興課　　800-2392　　800-2507泉区民ふれあいまつり実行委員会　事務局　　　410-9799（泉区シニアクラブ連合会事務局）

ステージショー
小中学校の吹奏楽､郷土芸能､
ダンス､テレミン体操　ほか
模擬店･バザー
区内各団体等の出店（有料）
広報展示
各機関ブース
ふれあい広場
エア遊具（ふわふわ）
ミニＳＬ､昔あそび､
軽スポーツコーナー　ほか

●日時  11月3日（祝･日）9時30分～15時 ※荒天中止
●会場  和泉遊水地 ３池･４池
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泉区役所

和泉遊水地
和泉川

いずみ
中央駅

会 場

● 主催
  泉区文化振興委員会
● 共催
  泉区役所・泉区民文化センターテアトルフォンテ・
  横浜音祭り2019・
  横浜アーツフェスティバル実行委員会

10月21日(月)～
　　11月10日(日

)

10月21日（月）～25日（金）
※22日（祝・火）は休み
　9時～17時（初日は13時から、
　最終日は16時まで）

書作展

書作展

10月28日（月）～11月１日（金）
9時～17時（初日は13時から､
最終日は14時まで）

彫刻展

鎌倉彫展

10月28日（月）～31日（木）
9時～17時（初日は13時から､
最終日は16時まで）

鎌倉彫展

区役所１階区民ホール

区役所１階区民ホール

区役所１階区民ホール

区役所１階区民ホール

10月29日（火）～31日（木）
9時～17時（初日は13時から､
最終日は16時まで）

華道展

華道展

10月31日（木）～
　　11月4日（休･月）
9時～17時（初日は13時から､
最終日は16時まで）

11月3日（祝･日）・4日（休･月）
3日:10時～17時
4日:11時～16時

11月5日（火）～8日（金）
9時～17時（初日は13時から､

最終日は16時まで）

11月5日（火）～8日（金）
9時～17時（初日は13時から､

最終日は16時まで）

11月9日（土）～10日（日）
9日:16時～

10日:11時～､15時～

11月2日（土）
13時～16時 写真展

合唱祭

合唱祭

工芸展

手芸展

手芸展

演劇会

演劇会

芸能大会

区役所１階区民ホール
泉区民文化センター
テアトルフォンテ
ギャラリー

泉区民文化センター
テアトルフォンテ

泉区民文化センター
テアトルフォンテ

泉区民文化センター
テアトルフォンテ

泉区民文化センター
テアトルフォンテ

区役所１階１Ａ会議室

10月28日（月）･29日（火）
13時～16時

朗読と語りの発表会

区民事業担当　　800-2392　　800-2507

泉区民文化祭 検索で

トピックス

52019（令和元）年 10月号 ／ 泉区版

トピックス
泉区役所掲示板
泉区役所からのお知らせ ほか
施設からのお知らせ
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5～12ページは泉区版です

後世につなげ！
泉区が誇る三つの伝統文化10月号

2019（令和元）年

●人　口
●世帯数

151,933 人 
62,176世帯

2019（令和元）年9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
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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

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

　お店の人が講師になって、プロならでは
の専門的な知識や情報、暮らしのコツをお
伝えします。
　申込方法など詳しくは、10月24日以降に商店会加
入店舗等で配布されるチラシをご覧ください。

　本来食べられるにもかかわらず、食べ残しや期限切れなどの理由により
廃棄されている食べ物を「食品ロス」と言います。

　　　　　　　決められた方法で保存していた場合に、安全
に食べられる期限のこと。お弁当や惣菜などの、いたみやす
い食品に表示されています。

●日時　10月27日（日）11時～15時（予定）
●場所　エーコープ関東 中田店 第2駐車場
　オリジナルキャラクターの登場など、子どもたちをはじめ、あらゆる
世代の人たちに楽しんでいただける商店会特設の「ミニ遊園地」です。

●日時　10月27日（日）12時30分～15時
●場所　上飯田ショッピングセンター中央広場
　全はまスリッパ卓球大会の泉区予選会を開催します。
選手のエントリーは当日午前10時から（先着32人）。

▶食品ロスとは？

▶消費期限と賞味期限の違いを正しく理解しよう！

　食品保存容器やト
レーを利用して整理整
頓すれば、スッキリ見や
すくなって
使い忘れ
等も防げ
ます。

冷蔵庫を
きれいに整頓

　必要な食品等をリ
ストアップして、計画
的に買い物をしましょ
う。ばら売りなどで購
入し、全て使い切るこ
とも大切です。

買い物リストを
作る！

　作りすぎに注意し
て、食べきれる量を作
りましょう。残ってし
まったら、決められた
方法で冷蔵庫や冷凍
庫に保存しましょう。

作るときは
食べきれる量を！

資源化推進担当　　800-2398　　800-2507

消 費 期 限

　　　　　　　決められた方法で保存していた場合に、おい
しく食べられる期限のこと。この期限を過ぎても、すぐに食べ
られなくなるわけではありません。
　カップ麺やペットボトル飲料、缶づめなどの、消費期限に比べ
いたみにくい食品に表示されています。ただし、一度開けてし
まった食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。

　毎年、この期間は「神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例」によ
り「安全・安心まちづくり旬間」と定められています。
　この機会に、防犯に関する知識を習得して、犯罪から身を守りましょう。　

賞 味 期 限

１０月１１日～２０日は安全・安心まちづくり旬間

　泉区内などで振り込め詐欺が発生しています。留守番電話の設定をするな
ど、鳴ってもすぐに出ないようにしてください。
　最近では、区役所を名乗り、還付金等をATMで受け取れると偽ってお金をだ
まし取る詐欺や、銀行協会や百貨店等を装ったキャッシュカード手渡し型詐欺が
増えています。相手が区役所であると名乗っても安心せず、一旦電話を切り、区
役所代表電話（800-2323）にかけ直して確認するなど、十分注意しましょう。

怪しい電話があったらすぐに警察へ！

「安全・安心まちづくり旬間」キャンペーン
日時／１０月１１日（金）１５時～１６時（予定）　場所／相鉄線いずみ野駅北口
ロータリー前　●パンチ佐藤さんを一日警察署長として迎え、特殊詐欺防止
と交通安全を呼びかけます。神奈川県警察音楽隊による演奏も披露されます。
　泉警察署生活安全課　　805-0110

いきいきと暮らし続けるた
めの

ヒントがつまった

　　　　　　　　　　　
　　　ができました！

高齢者支援担当　　800-2434　　800-2513 地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

　年齢とともに心身の活力（筋力や認知機能、社会
とのつながりなど）が低下して要介護状態に近づく
ことをフレイルと言います。
　フレイルの状態は適切な対策を行うことで、状態
が回復すると言われています。
　フレイル対策の要である社会参加の効果や、おす
すめの活動例についてわかりやすくまとめました。
　ぜひお近くの活動に参加してみてください。

●配布施設
泉区役所、区内各地域ケアプ
ラザ、泉区福祉保健活動拠点
「泉ふれあいホーム」、いずみ
区民活動支援センター
区内地区センター、区内コミュ
ニティハウス、老人福祉セン
ター（泉寿荘）など

これからも元気で過ごすためのコツ
「きょういく（今日行くところがある）」
「きょうよう（今日用事がある）」
「きょうかい（○○○）」  ： 答えはガイドにて☆
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生活支援係（2階216窓口）　　800-2305　　800-2515

お
金
の
使
い
方

ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

一緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
♪

相談者の声

家計改善支援員より

みなさん、収入の額はわかっていても、支出は月々 いくらずつ、か
かっているかを把握していません。
支出を項目ごとに洗い出して、何が家計を圧迫しているかを理解
していただきます。上手なお金の使い方を一緒に考えましょう♪

ややこしい借金の相談に同行してくれて、
ひとつずつ理解しながら手続きを進めるこ
とができました

収入を増やすことばかり考えていました
が、自分の家計を振り返って立て直すきっ
かけとなり、相談してよかったです

税金や保険料の滞納があるので相談に
行きづらかったのですが、収支を整理して
もらい、納付を開始することができました

知  識

事業企画担当　　800-2433　　800-2516
企画調整係（イベント全体について）　　800-2331　　800-2505
＊イベントの詳細については次号でお知らせします

泉消防署庶務課庶務係　　801-0119（はしご車搭乗体験について）

身近な備えシリーズ②

　10月28日（月）～10月30日（水）の3日間で、協力いただける医療
機関等において、「災害時医療のぼり旗掲出訓練」を保土ケ谷区、旭
区、緑区、戸塚区、瀬谷区と合同で実施します。この期間に医療機関等
の近くをお通りの際には、ぜひのぼり旗をご確認ください。また、いざ
という時に備えて、地域にある医療機関等を調べておきましょう。

　平成28年10月に深谷通信所跡地内に設置した「深谷通信所跡地
中央広場」で、防災やスポーツを身近に体験できるイベントを開催し
ます。
　イベントには、はしご車もやってきて「はしご車搭乗体験」を行いま
す。はしご車搭乗体験は事前申込みで行いますので、ご希望の方は、
次のとおり、お申し込みをお願いいたします。（応募者多数の場合は抽選）

災害時を想定した医療機関などの
「災害時医療のぼり旗掲出訓練」を行います

６区（泉区・保土ケ谷区・旭区・緑区・戸塚区・瀬谷区）
合同でのぼり旗掲出訓練を行います

　横浜市では、震度６弱以上の地震発生時等に、被災を免れ、診療な
どが可能な医療機関と薬局は、その目印として「診療中」（薬局は「開
局中」）と記載された「のぼり旗」を掲げることとしています。

災害時に診療可能な医療機関・薬局の目印「のぼり旗」

診
療
中
横浜市

診
療
中
横浜市

災害拠点病院
重症・重篤な
傷病者を受け
入 れる病 院
（聖マリアンナ
医科大学横浜
市西部病院等
市内13病院）

災害時救急病院、
診療所（一般、歯科）
中等度の傷病者等
を受け入れる病院や
軽傷者を受け入れる
診療所（区内の5か
所の病院、ご協力い
ただける診療所）

診
療
中
横浜市

診
療
中
横浜市

開
局
中
横浜市

薬 局

深谷通信所跡地
中央広場活用イベント

イベント開催概要

はしご車搭乗体験事前申込みについて

日 時  11月16日（土）10時～15時（荒天中止）
場 所  深谷通信所跡地中央広場

対 象 者 ●小学生以下（保護者も同乗可能）
●はしご車のバスケットにひとりで立ち、つかまって搭乗
　できるお子様
●往復はがき１枚につき、２人まで申込みできます。
　ひとりでも多くの方に搭乗していただくため、おひとりで
　搭乗される場合は、他のお子様と同乗になります。

応募方法 10月31日（消印有効）までに往復はがきで、往信裏面に
①搭乗希望者氏名・年齢・学年、②連絡先（保護者など）の住所・
氏名・電話番号、を書いて泉消防署庶務係（〒245-0024
和泉中央北5-1-1）へ（返信表面には返信先の住所・氏名を記載）

はしご車搭乗体験　事前申込み方法

※搭乗希望時間帯の指定はできません。複数申込みは無効。
※集合時間などは、返信はがきでお知らせします。
※災害発生時、強風時等は、中止になる場合があります。
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　役者はもちろん、大道具や小道具、衣裳の制作も、プロの指導を受けて
区民が手作りしています｡毎年10月に公演を行っており、今年も舞台を成功
させるため、毎週の稽古を頑張っています。また今年の公演には、和泉小
学校と西が岡小学校の児童も出演予定です。

今年は10月19日（土）・20
日（日）

泉区民文化センターテアト
ルフォンテで公演！

　太鼓5団体、お囃子4団体が所属しています｡曲調なども団体によりさまざまで、地域のおまつりやイベ
ントをはじめ、福祉施設や大さん橋での大型客船の歓送演奏など、さまざまな場面で披露しています。
　毎年6～7月に所属団体が一堂に会する「太鼓・お囃子フェスティバル」が開催されます｡今年は
6月16日に開催し、大盛況のうちに幕を閉じました！

今年はアフリカ音楽団体「バイファルレボリューション」
が特別出演。最終演目は全ての出演団体が共演、
いっずんも参加してフィナーレを飾りました

岡津太鼓、宮古太鼓、如月太鼓、鳩の森キッズ太鼓、
緑園東小学校放課後キッズクラブ、
中田囃子保存会、岡津囃子連、上和泉囃子連、
和泉三家囃子連

地域に根ざし、世界へ発信
！

　端午の節句に子どものすこやかな成長と五穀豊穣を願って大凧を揚げる
伝統文化です｡大きな凧は、みんなで絵を描きます｡
　毎年5月5日には、天王森泉公園付近の田んぼで凧揚げを行っています｡今
年も、大きな凧が青い空に舞いました！

毎年５月５日に凧揚げ会開
催！

　平成８年11月3日の泉区制10周年記念事業
として初めて公演したのが、「いずみ歌舞伎」
の第一歩です｡したがって今年で23年となり
ます｡大正から昭和初期にかけて神奈川県内
で活躍した農村歌舞伎｢市川花十郎一座｣の
農村歌舞伎を楽しんだ当時の気風を思い起こ
し、この伝統文化を受け継ぎ発展させる試み
が｢いずみ歌舞伎｣として実を結びました。
　今年24回目、歴史は浅いですが取り組む演
目は難しいものばかり、
生意気ですが本格歌舞
伎を目指しています。
　どうぞ今後もよろしく
お願い申し上げます。

　泉郷土芸能保存会には、小さな子どもから年配
の方まで、幅広い年代の人たちが参加しています。
　太鼓・お囃子フェスティバルでは､所属団体が一
堂に会するので､他の団体からいい刺激をもらいま
す。西が岡小学校での伝統文化指導
では､太鼓の名称、礼の仕方､叩き
方等を教えました。子どもたちの
取り組み姿勢の熱心さにただた
だ感心します。色々な質問があ
りこちらが考えさせられる事
もあります。

　声の出し方や動きなどの
技術的なことだけではな
く、泉区で歌舞伎が続いて
いることの意味や魅力につ
いても学習しています。

　去年は残念ながら中止となってしまった凧揚げ
会ですが、今年は第10回目を無事に開催できまし
た。令和初めての凧揚げとのことで、「令和」と書か
れた凧も作りました。新しい時代も、細く長く凧揚
げを続けていきたいです。
　最近は、小学校に出向いて凧作りの教室を開催
することが増えました。大変なことも
ありますが、同時にやりがいも感じ
ています｡子どもたちが、相模凧に少
しでも興味を持ってくれたら嬉しい
ですね。

昨年の稽古（上）と
公演（下）（同じシーン）
昨年の稽古（上）と

公演（下）（同じシーン）

太鼓

大空に舞う凧

岡津太鼓も友情出演

9月に行われた伝統文化発表会

横浜いずみ歌舞伎保存会会長
馬場 勝己 さん
ば　ば　 かつ  み

泉郷土芸能保存会会長
伊藤 好男 さん
い  とう    よし  お

相模凧いずみ保存会会長
清水 幸男 さん
しみず　  ゆき  お

い   しょう

みや   こ  だい   こ

かみいずみ  はや   し

たい  こ

い ず み さん  や  はや    し

はと もり

おか   づ  はや  し

きさらぎ だい   こおか   づ  だい  こ

なか  だ  ばや   し

ほう  じょうはやし

１組 六ノ壱 歌舞伎座
　　  ～ホットな歌舞伎を地域にお届け～

いち

6年生の総合的な学習の時間に､
伝統文化を教えています。
横浜いずみ歌舞伎が１組､岡津太鼓が２組､
相模凧が３組を､それぞれの保存会が
講師を務めて教えています。

特 集

横浜いずみ歌舞伎保存会 泉郷土芸能保存会 相模凧いずみ保存会

　泉区には､伝統文化の継承を行っている「泉伝統文化保存会」
があり､三つの団体（横浜いずみ歌舞伎保存会､泉郷土芸能保存
会､相模凧いずみ保存会）で構成されています｡
　それぞれの団体が伝統文化を楽しみながら､次の世代に
つなげるべく活動しています。

さがみ だこ

泉伝統文化保存会
ロゴマーク

お囃子

泉伝統文化保存会の活動について詳しくは
泉伝統文化保存会 検索で

所属団体

区民事業担当　　800-2392　　800-2507

　地域を盛り上げたいという気持ちか
ら､学習がスタートしました｡夏には､祭
りに参加して地域と関わりました｡卒業
に向けて､学年全体で地域を盛り上げる
祭りをしたいという夢をもっています。

クラス
から

２組 地域ワン・ピースマイルプロジェクト
          ～岡津太鼓で盛り上げよう～

クラス
から

　｢簡単に作れる｣という考えでスター
トしましたが､実際に作ってみると一つ
一つの作業が細かくて難しく､職人の
すごさを改めて感じています｡今後は
大きい凧を作りたいと思っています。

３組 地域でチーム凧プロジェクト
          ～作って・考えて・あげよう～

クラス
から
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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

■ 衣類のリユース
不要になった衣類の受入れ及び配布。
区役所1階区民ホールにて。
●受入れ　染みやほころびがないも
の。11月21日（木）10時～12時。車で
の搬入は、区役所と公会堂の間。
●配布　11月22日（金）10時～13時
（受入れは行いません）持ち帰り用の袋
は各自で用意してください。※区役所
地下駐車場は有料です。
　地域活動支援担当（3階311窓口）
　800-2391　　800-2507

■ 「歌って動こう！
　 認知症予防プログラム体験講座」
認知症に関する基礎知識と、その予防
についての講義と体験。歌に合わせて
身体を動かすなど、日常生活に今日か
ら取り入れられる具体的な内容をお伝
えします。
11月13日（水）14時～16時。区役所4
階4ＡＢＣ会議室で。概ね65歳以上の
泉区在住・在勤で、初めて参加する人、
先着60人。講師：かながわ健康財団 健
康運動指導士 高垣茂子さん
　　10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

■ ワンランクアップを目指す！
　 「チラシレイアウト実践講座」
チラシのレイアウトを学んで、手に取って
貰えるチラシを作りましょう。講義の後は
パソコンを使わず、チラシを切り貼りし
て、レイアウトの実践講座を行います。
11月14日（木）10時～12時｡区役所4
階4ABC会議室で。自治会町内会、
サークル、ボランティア団体などで活
動をしている人、これから活動を始め
ようと思っている人、抽選30人。(区内
在住・在勤・在学者優先)　講師：グラ
フィックデザイナー　柴崎久美子さん
　11月6日17時までに電話か､ホーム
ページの応募フォー
ムか、　・日中連絡の
取れる　・　・　・年
代・団体名・どんなチ
ラシを作っているか·
どのようにして講座

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

※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｡10月11日(金)、30日（水）9時～
11時
○食生活健康相談
栄養士による食事相談｡10月30日
(水)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

■ 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

たか がき しげ   こ

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）

●10月15日（火）13時～18日（金）12時

●10月18日（金）11時～11時30分
●10月21日（月）～11月10日（日）

防犯パネル展・防犯グッズ等展示
振り込め詐欺防止パネルシアター
泉区民文化祭（詳細は5ページに掲載）

高垣 茂子さん

柴崎 久美子さん

　保育所等の利用申請ができるのは、保護者の状況が保育を必要とする場
合です。申請書の記入漏れや必要書類の添付忘れがないよう、利用案内を確
認し期限内にお申込みください。

※現在（平成31年度）保留待機中の方、転園を希望する方も新たに申請が必要です。

●利用案内の配布　10月11日（金）から　　
※就業（予定）証明書は10月1日（火）から区役所で配布（横浜市こども青少
年局のホームページからダウンロードもできます）
●配布場所（泉区版） ●区役所こども家庭支援課窓口（2階210番）　
 ●区内認可保育所等　
 ●区内地域ケアプラザ
 ●行政サービスコーナー（戸塚・東戸塚・二俣川）
 ●地域子育て支援拠点　すきっぷ
●申請方法　※原則郵送での申込になります
　郵送申請 ： 10月11日（金）～11月  1日（金）当日消印有効
　窓口申請 ： 11月  5日（火）～11月15日（金）
　　　　　　平日8時45分～17時まで（区役所2階210番）
※12時～13時は、長時間お待たせしてしまう場合が
　ありますので、ご了承ください。
※締切日（11月15日）後の申請は、二次申請の
　取扱いとなります。

●障害のあるお子さんの保育所等の利用を希望する人
　※10月31日（木）までに区役所での相談が必要です。
●令和２年２月４日（火）までに出生予定のお子さんの産休明け保育（生後57
日到達）を希望する人

　※仮申請を受け付けます。出生後に別途正式申請が必要です。
●市外の保育所等の利用を希望する人（希望先自治体の締切２週間前までに
手続）詳細は泉区ホームページでご確認ください。

次の場合は窓口で申請してください（郵送申請不可）

泉区　保育所　申請 検索で

和泉中央南五丁目３５０９-４（地番）
保育年齢１～２歳
１８人

小規模保育事業「（仮称）鳩の森愛の詩とことこ保育園」
令和２年４月新規開所予定

場　所
対　象
定　員

いずみ区民活動支援センター 検索で

こども家庭係（保育担当）　　800-2413　　800-2513　こども家庭係（保育担当）　　800-2413　　800-2513　

しば さき   く　 み    こ
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子育て情 報
▶乳幼児歯科相談（予約制）
11月13日の水曜9時30分～10時
　　電話でこども家庭係へ
　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〉10月23日の水曜
〈1歳6か月児〉
10月16日､11月6日の水曜
〈3歳児〉10月18日､11月8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
10月25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
10月25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「10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
●赤ちゃんコアラ
（ふれあい遊び､誕生会など。）
〈ぴよぴよ〉6か月までの子と保護者。
10月17日（木）10時～11時30分

〈きらきら〉
7か月～12か月の子と保護者。10
月24日（木）10時～11時30分
　803-1483　　803-1137

〒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

●日曜おはなし会
10月13日、11月10日の日曜14時から。４歳以上（保護者同伴可）

●０･１･２･３歳のおはなし会
10月30日（水）10時45分～11時15分。0歳～3歳の子とその保護者、先着10組
　10月23日9時30分から電話または窓口へ

●土曜おはなし会
11月2日（土）14時から。5歳以上（保護者同伴可）

●大人のためのおはなし会
11月13日（水）10時30分～12時。先着30人
　10月24日9時30分から電話か窓口へ

●親子で楽しむわらべうた（全５回）
赤ちゃんとわらべうたを楽しむ会です。親子でご参加ください。
講師 ： 阪口 道子さん
11月15日、12月20日、1月17日、2月21日、3月13日の金曜10時30分～
11時。0歳～１歳６か月の子とその保護者、先着10組（５回全てに参加できる
親子）
　10月25日9時30分から電話または窓口へ

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　10月22日､11月5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

※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

▶講演会「子どもの食事について」
どうして食べてくれないの？子ども
の視点から考えてみましょう｡
講師：大山牧子さん（小児科医）
11月7日（木）10時～11時30分。
おおむね３歳までの子どものいる

人、妊娠中の人先着40組。保育あ
り（１歳半～未就学児抽選10人、要
事前申込、　200円/人）
　10月24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

●潮の香漂う材木座近辺の古寺めぐり
10月17日（木）10時。JR鎌倉駅西口集合（弁当持参）。当日先着40人
　500円　　泉区歴史の会石井　　814-3331

●マミーと遊ぼう「ハロウィン」
親子でハロウィンを楽しもう
10月28日（月）10時～11時15分。（受付9時45分から）泉ふれあいホーム
（いずみ中央駅　駅ビルM３階）で。乳幼児と保護者、先着25組。　　100円
　泉区保育ボランティアグループ「マミー」　　080-6723-2027

●第33回泉区民マラソン大会
11月17日（日）8時30分和泉川遊水地集合。雨天決行。区内在住・在勤・在
学の人。
【コース】和泉川遊水地（4池）～いずみ野駅周辺　5,600メートル（男子、
36歳以上男子）、4,200メートル（中学生男子、女子、50歳以上男子、40歳
以上女子）、2,000メートル（小学生男子、小学生女子、ファミリー）。大会要
項は区役所（3階308窓口）、地区センター、スポーツセンターなどで配布。
　1,200円（中学生700円、小学生600円、ファミリー1,200円）
　10月11日～25日までに振込用紙で
　泉区陸上競技協会　岡本　　803-2637

●第41回泉区ゴルフ大会
11月20日（水）。小田急藤沢ゴルフクラブで。区内在住・在勤の各先着24
人。　　22,950円　　　10月11日～11月10日までに電話かFAX（　・
　・　・生年月日を書いて）で区ゴルフ協会事務局横山へ
　804-0003　　804-0026

　がんは気づかないうちに進行するもので、初期の段階で発見し、適切な治
療をおこなうことで、高い確率で治ります。がんを早期に発見するため、定期
的にがん検診を受けましょう。

　職場の検診など、他に受診機会のない方は横浜市がん検診を受けること
ができます。受診する際は、事前に実施医療機関に直接電話連絡し、予約し
て下さい。実施医療機関について確認したい場合などは「横浜市けんしん専
用ダイヤル」をご利用下さい。

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

おお やま まき   こ

健康づくり係　　800-2445　　800-2516

がん検診を受けましょう

横 浜 市 が ん 検 診

結 核 健 診
▶日時　11月19日（火）9時～10時
▶会場　区役所１階一般健康相談室
▶対象　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15人
▶申込　10月21日～11月８日に電話で

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

横浜市けんしん専用ダイヤル
045-664-2606

045-664-2828
受付時間 8：30～17：15
（日曜・祝日・年末年始を除く）

※お住まいの区以外の実施機関
　についてもご紹介しています。

※　　 は月～金曜（祝休日を除く）の9時30分～15時に電話で

検診種類
胃がん

（X線又は内視鏡検査）

肺がん

2年度に1回 3,140円 問診、X線検査（バリウム）又は
内視鏡検査50歳以上

乳がん
（①か②の選択制） 2年度に1回

①視触診＋マンモ
グラフィ1,370円 ①視触診及びマンモグラフィ検査
②マンモグラフィ
単独680円 ②マンモグラフィ検査単独

40歳以上
（女性）

1年度に1回 680円 問診、胸部X線検査40歳以上
大腸がん 1年度に1回 無料 問診、便潜血検査40歳以上

前立腺がん 1年度に1回 1,000円 問診、血液検査50歳以上
（男性）

子宮頸がん 2年度に1回 1,360円 問診、視診、
頸部細胞診検査、内診

20歳以上
（女性）

受診回数 対象者 費用 検査項目

お問合せはこちらへ

さかぐち　みち  こ
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泉区版は
ここまでです泉 区 役 所 ウェブページで情報配信中！ 横浜市泉区役所 検索

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

■ みどりアップ健康ウオーキング泉区編
下飯田駅を出発し区内の自然を巡る
コース。10月26日（土）9時～12時（予
定）。荒天の場合10月30日（水）に延期。
先着30人（中学生以下は保護者同伴）
　10月11日～24日に電話で ※詳細は
問合せを

　上飯田地区センター

■ 相続・遺言・登記相談
10月23日（水）13時～16時。先着4人
　10月11日～22日に窓口へ（各日17
時まで） ※同一案件を引き続き相談する
場合は有料
■ 上飯田地区センターもみじ祭り
模擬店（有料）・演芸・作品発表。10月26
日（土）10時～15時・27日（日）10時～
14時30分
■ 天然木の香り楽しむ『木はり絵』教室
11月21日（木）13時～16時。先着8人
　2,000円（額縁代含まず）　　10月11
日9時～30日に費用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ 中学生の英語（基本編）（全6回）
10月18日～11月22日の毎週金曜17
時～20時（入退室自由）。中学生、先着
10人　　3,000円　　10月11日10時
から電話か窓口へ
■ 歌謡曲を楽しむ カラオケの極意（全4回）
10月18日～11月8日の毎週金曜15
時～16時30分。先着15人　　2,000円
　10月11日10時から電話か窓口へ
■ カラオケ歌のつどい（観覧自由）
10月27日（日）10時～15時30分
■ 青空子どもまんぷく食堂で地域交流会
11月2日（土）12時～13時30分。先着
30人　　子ども100円、大人200円
　10月12日10時から電話か窓口へ

　立場地区センター

■ 行政書士相談（契約・相続等）
10月12日、11月9日の土曜9時30分～
11時30分
■ お茶を楽しむ会（茶道）
10月12日、11月9日の土曜10時～15時
　300円
■ 手ごねパンとお菓子の教室（全3回）
10月～12月の第3水曜9時30分～12
時30分。先着10人　　4,000円
　10月11日～14日に電話か費用を添
えて窓口へ
■ 絵本だいすき！ おはなし会メイ
10月24日（木）11時～11時40分。幼児
と保護者
■ こども上映会｢ボス・ベイビー｣
10月27日（日）10時30分～12時10
分。6歳～中学生、先着50人
　10月12日～22日に電話か窓口へ

　中川地区センター

■ 開館30周年記念クラシックコンサート
10月26日（土）14時～15時15分、17時～
18時15分。各先着70人　　各前売り
2,000円　　10月11日9時から電話か
費用を添えて窓口へ
■ ベビーマッサージとわくわくママ会（全6回）
10月29日、11月26日、12月24日、1月
28日、2月25日、3月24日の火曜10時
30分～11時30分。1～8か月児と保護
者、抽選15組　　4,000円　　10月
15日9時30分～9時45分に費用ととも
に窓口へ
■ 福を呼ぶ花文字で｢寿｣を描く
11月20日（水）10時～11時30分。抽選
10人　　1,500円　　10月30日10時～
10時15分に費用とともに窓口へ
■ 地域ふれあいダンスの集い
12月8日（日）12時～15時　　前売り
500円　　11月2日9時から電話か費
用を添えて窓口へ

　葛野コミュニティハウス

■ 正しく美しく豊かなペン字教室（全4回）
11月～12月の第1・3水曜10時～12
時。20歳以上、先着15人　　300円
　10月14日～28日に電話か窓口へ
■ 片付けられない悩み解消｢整理術｣
11月11日（月）10時30分～12時。先着
40人　　200円　　10月28日～11月
6日に電話か窓口へ

　新橋コミュニティハウス

■ ロビー展示　絵手紙
10月5日（土）～10月31日（木）
■ 和布で作るまん丸かわいい鏡餅
11月29日（金）9時30分～13時30分。
抽選10人　　1,000円　　11月8日
10時～10時15分に窓口へ
■ パーチメントクラフトで素敵な
　 クリスマス飾りを作りましょう
12月2日（月）13時30分～15時30分。
抽選10人　　1,200円　　11月11日
10時～10時15分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ 中田おひさまサロン
　 人形劇ダンデライオン公演
10月18日（金）10時30分～11時30分。
当日先着40組
■ プリザーブドフラワー
　 クリスマストピアリー教室
11月20日（水）10時～12時。先着15人
　2,500円　　10月11日～30日に電
話か窓口へ
■ 上映会 家族はつらいよⅢ
　 「妻よ薔薇のように」
11月24日（日）10時～12時。先着50人
　10月11日から電話か窓口へ

　中和田コミュニティハウス

■ 中和田コミュニティハウス文化祭
10月26日（土）13時～16時：作品展示、
パン販売。10月27日（日）9時30分～15
時:作品展示

　西が岡コミュニティハウス

■ 西が岡作品・実技発表会
〈作品展〉10月26日（土）・27日（日）9時～15
時〈実技発表〉10月26日（土）10時～14時
■ スチールドラムコンサート
10月27日（日）11時～11時45分。当日
先着60人

　みなみコミュニティハウス

■ みなみ文化祭
〈作品展示・郷土資料室公開〉11月9日
（土）・10日（日）9時～15時30分　〈二胡の
コンサート〉コーヒー付き。11月9日（土）10
時30分～11時30分。先着60人　　10月
12日10時から電話か窓口へ　〈演技発表
会〉11月10日（日）13時～15時30分

　いずみ中央地域ケアプラザ

■ 子育て仲間 ぽんぽこパート2
11月～2月の第2木曜10時～11時30分。1
歳6か月～3歳児と保護者、先着35組　　1
回100円　　10月11日から電話か窓口へ
■ おはなし会
10月～3月の第3木曜11時～11時30
分。0～3歳児と保護者、当日先着5組

　上飯田地域ケアプラザ

※駐車場の用意はありません。
■ 親子料理教室（餃子作り）
11月17日（日）10時～13時。2歳～小学
生と保護者、先着30人　　200円
　10月11日10時～10月31日に電話
か窓口へ ※持ち物などは問合せを

　泉区民文化センターテアトルフォンテ

■ スイスヨーデルコンサート
12月1日（日）14時～16時　　泉区民
1,300円、親子（小学生以下と保護者各
1人）2,000円、小学生以下800円
　電話か、費用を添えて窓口へ
■ サバビアンショー
12月14日（土）16時～18時　　泉区民
1,500円、中学生以下500円　　電話
か、費用を添えて窓口へ
■ 舞台音楽研究会オペラ公演｢魔笛｣
12月21日（土）・22日（日）12時30分～
15時30分、17時～20時　　各大人
4,500円、中学生以下2,500円　　電
話か費用を添えて窓口へ

　こどもログハウス

■ げんきっこハロウイーン（プレゼントあり）
10月27日（日）10時～16時。幼児（保護
者同伴）と小学生、当日先着100人

　泉寿荘

※各60歳以上対象（せんじゅまつりを除く）
■ せんじゅまつり
模擬店（有料）、演芸発表、作品展示、体
験コーナー、健康チェックなど。10月19
日（土）・20日（日）9時30分～15時30分
■ 撮影所物語
　 レンズを通して見る俳優さんたち
10月28日（月）13時～15時。当日先着80
人。講師 : 元松竹撮影監督中橋嘉久さん
■ 落語を楽しむ会　三遊亭楽之介独演会
11月6日（水）13時～14時30分。当日先
着80人

　天王森泉館

■ 新そばまつり（手打ちそば販売）
10月27日（日）11時～。先着50人
　300円　　10月19日から前売り券販売

　その他

■ よこはま動物園ズーラシアで
※入園有料 〈開園20周年記念シンポジ
ウム〉10月12日（土）13時～15時
〈ハロウイーン特別ガイド〉10月26日
（土）・27日（日） ※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
〈横浜元気!スポーツ・レクリエーション
フェスティバル〉10月27日（日）10時～
15時30分　　150円～300円　〈アロ
マ教室Ｄ〉11月22日（金）10時30分～
12時。16歳以上の初心者、抽選10人
　2,000円　　10月14日～28日　〈自
然を写そう! デジカメテクニックE〉12月7
日（土）9時30分～12時。小学5年生以上、
抽選10人　　1,000円　　10月28日～
11月11日　※詳細は電話か　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

■ 事業所向け年末調整等説明会
11月7日（木）13時～13時30分:用紙配
布、13時30分～15時45分:説明会。戸
塚公会堂で　　戸塚税務署源泉所得税
担当　　863-0011（内線314～315）
■ 中田中央公園
　 花と防災・交通安全フェスティバル
防災訓練、交通安全ＰＲ。花・野菜販売、縁
日など。11月9日（土）10時～13時。雨
天中止　　中田中央公園管理事務所
　　 805-0511
■ 泉が丘公園（分区園）菜園利用者追加募集
期間、費用、申込み方法など詳細は指定
管理者（株）田澤園（　823-2121）へ

ズーラシア 検索で

こども自然公園青少年 検索で

バ　ラ

なか はし よし ひさ

さんゆうていらく  の  すけ

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

中和田コミュニティハウス
〒245-0023 和泉中央南4-9-1

　　805-1401

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1

　　803-2270

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

みなみコミュニティハウス
〒245-0016 和泉町987

　　805-3339

上飯田地域ケアプラザ
〒245-0018 上飯田町1338-1
　802-8200 　802-6800


