
和泉中央北五丁目1番1号
（代表番号）泉 区役所 〒245-0024 区役所

開庁日
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

※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。
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　あけましておめでとうございます。また、毎月、広報よこはまを
お読みいただき、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。
　今月号ではクイズに正解し、アンケートにお答えいただいた人の
中から抽選で賞品をプレゼントします。（全てひらがなでの解答です）

１
2

3

4

泉区の区境でもあり、横浜市と藤沢市の市境でもある川
米軍から返還された旧○○○○○○○所。
中央広場は一般開放されています。
泉区の町名。○○○町、○○○中央北、○○○中央南、
下○○○、上○○○、○○○が丘…。
泉区は農地面積が市内で一番の広さです。
そのため農産物の○○○○○所も沢山あります。

ア　トピックス（５ページ）
イ　泉区役所掲示板（６・７ページ）
ウ　特集（８ページ・９ページ）　　
エ　泉区役所からのお知らせ（10ページ）
オ　囲み記事（10・11ページの囲み記事）

カ　泉図書館からこんにちは（11ページ）
キ　元気の出るまち泉（10ページ）
ク　区民ホールイベント情報（10ページ）
ケ　あやめ通信（11ページ）
コ　施設からのお知らせ（12ページ）

　・　 1月31日（当日消印有効）までにはがきにアンケートの回答とクイズの答えを書くか、
設問・回答用紙を貼り付けて、郵送か、FAXまたは直接広報相談係へ（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。（なお、B賞の賞品については
　水道局からの発送となります。商品の発送のため、水道局に個人情報を提供します。あらかじめ
　ご了承ください。）
※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。

問１.

問２.

問３.

問４.

問５.

問６.

問７.

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 ）
必ず読む記事を右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）
どの記事が皆さんの生活に役立っていると思いますか。
右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）
重要だと思う記事を順番に右記の記事一覧から選んで
ください（第1位から第5位を左から）。
（　　　・　　　・　　　・　　　・　　　）
お年玉クイズの答え
（　　　　　　　                                               ）
希望するプレゼント（A賞かB賞を記載してください）
（　              ）
今後、掲載してほしい記事内容は？

広報よこはま泉区版紙面アンケート

月号月号
2019

(平成31)年

図書カード
（1000円分）

「はまっ子どうしThe Water」
TICAD７ボトル

たてのキーワード

１

2

3
4

5
6

7

市営地下鉄ブルーラインの駅名。○○○町、○○○東、○
○○西、○○○南、○○○北。駅名は濁音です。
空気が澄んで晴れた冬の朝には泉区のいたる場所から
見ることができる日本一高い山。
泉スポーツセンターのある場所の地名。
相模鉄道の駅があり、毎年春になると駅前にはきれいな
桜が咲き誇ります。
区内唯一の大学のキャンパスがある場所の地名。
市営地下鉄ブルーラインの駅名で駅前には大型の
ショッピングセンターがあります。
相模鉄道線の駅。泉区内で唯一特急が停車する駅です。

よこのキーワード

1 2 3 4 5 6 7 8

●設問・回答用紙●

住所

名前

年代

〒 245-　　　　　　　　　　　　　　　　　
横浜市泉区

～10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代～

記事一覧

(500mlペットボトル
24本入り1ケース)

答え

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

（10人）A賞 （10人）B賞

泉区版　／ 　　　　　　　 （ ）年 1 月号　2019 平成31

「民生委員・児童委員」……………………

9
交通安全スローガンコンクール入賞作品・
税についての作文コンクール表彰者………

だくおん

賞

1

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

1

5

2 4

7

3

8

6
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氏名(ふりがな)  　電話番号  　ファクス番号  　〒・住所  　年齢  　行事名  　Eメール（アドレス）  　費用  　ホームページ  　申込み  　問合せマーク
の見方

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

泉区マスコット
キャラクター いっずん

広報相談係　　800-2335　　800ｰ2506

企画調整係　　800-2331　　800-2505

泉区 商店街

　平成26年4月に飯田北小学校といちょう小学校が統合して誕生
しました。学区内には外国につながる人たちが多く暮らしており､
全校児童の約半数が､外国籍または外国にルーツをもつ子どもたち
です。さまざまな背景をもつ児童が安心して通え､学校生活を送れ
るように､一人ひとりの個性や背景をありのままに認めて､見守り､
きめ細かく丁寧に指導しています｡また､地域やボランティアの皆
さんと日常的､継続的に連携･協働を進めるなかで子どもも､保護者
も､地域の大人たちも職員も含め､誰もが行きたいと思える学校を
目指しています。

　泉区についてより多くの人に知っていただくため、区
内の農産物を使用したレシピの紹介や最新ガスコンロを
使った料理の実演・試食を通じて､泉区内外の皆さんに､
泉区の特徴･魅力である｢農｣をPRします。

　10月21日「立場中央商店会」で開催され
た立場フェスでは、加盟店によるおいしい食
べ物や飲み物が販売され、さらにフラダンス
や大道芸のステージのパフォーマンスもあ
りました。いっずんや横浜ご当地アイドルの
出演もあり、大変盛り上がりました。

　10月に区内8商店会で実施したスタンプ
ラリーについては､11月3日の泉区民ふれ
あいまつりで抽選が行われました。参加者
が見守るなか､1等と2等の当選者を発表し
ました｡テントではガチコロ･ガチあげとも
に｢銀賞｣を受賞した村井肉店もコロッケや
メンチカツの販売を行い､大盛況でした｡

　10月28日上飯田ショッピングセンター
において、スリッパをラケットとして競う
「スリッパ卓球大会」が開催されました。ス
リッパをうまく使ってプレーする選手の皆
さんに大きな声援が送られていました。

2019（平成31）年 1 月号　　／ 泉区版

飯田北いちょう小学校の
活動など詳しくは

区内の各商店会では、さまざまなイベントを実施しています。

■立場フェス

■上飯田ショッピングセンター・スリッパ卓球大会

商店街のイベント

スタンプラリー

商店街の詳しい内容は

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

１月30日（水）9時～15時
      31日（木）9時～14時
区役所1階区民ホール

日　時

会　場

2月9日(土)11時～17時
※時間中は入退場自由。配布物がなくなり次第終了。

東京ガス 横浜ショールーム
オープンキッチン
マークイズみなとみらい4階
みなとみらい線｢みなとみらい駅」直結

日　時

会　場

　毎年､上飯田中学校､上飯田小
学校と、上飯田中学校ブロック3
校の児童生徒交流会を行ってい
ますが､今年度は11月30日に飯
田北いちょう小学校で開催され
ました。｢世界の遊びを楽しもう」
というテーマで､ベトナム､中国､
カンボジア､モロッコ､日本の遊
びを体験したり世界の衣装体験を
したりして､交流を深めました。

飯田北いちょう小

　消費生活推進員の活動発表のパネル
展示や、身近にあるものを使った便利
グッズ作り講習会を行います！
　役に立つ情報が満載ですのでぜひ来
場してください！

～消費生活推進員と地域のつながり～
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地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

生活資機材

救助資機材

　地域防災拠点は､発災時に自宅で生活できない人が避難生活を送
る場所です。地域防災拠点には防災備蓄庫が設置され、避難者が一時
的に生活するための生活資機材や水・食料などを備蓄しています。

泉消防署予防課予防係　　・ 　801-0119

　住宅用火災警報器を設置していますか？
　設置することで早期発見・初期消火に
役立った事例が数多く報告されています。
　定期的に点検を実施し、設置後
10年を目安に交換しましょう！

●食用油の過熱による出火を発見したケース

●寝たばこによる布団への着火を発見したケース

ボタンを押したり､引きひもを
引いたりして、定期的に点検し
ましょう

泉区版　／ 　　　　　　　 （ ）年 1 月号　2019 平成31

引きひも

警報停止ボタン

　地域防災拠点に備蓄して
いる水・食料は、自宅などが
倒壊、火災等により家庭内
備蓄食料を持ち出せない人の
ための最低限の備蓄品です。
　各家庭で最低３日分の備蓄
をし、避難するときは備蓄し
たものを持参しましょう。

水缶詰2,000缶、
クラッカー・保存パ
ン計2,000食ほか

投光器

毛布 発電機

仮設トイレ

水・食料

バール担架

火事です
火事です

　天ぷらを揚げようと鍋で食用油を
温めている際､電話が鳴り､話に夢中
になってしまい､鍋の食用油から出火
しました。
　警報器の音で火災に気付き初期消
火を行い大事には至りませんでした。

ピー　ピー　ピー　布団でたばこを吸っているうちに
寝てしまい、たばこの火種が布団に落
下して出火しました。警報器の音で目
覚めたところ、布団が焦げて部屋の中
に煙が充満していました。初期消火を
行い大事には至りませんでした。

－自治会活動を始めたきっかけは？―

－地区連合自治会長になってわかったことは？―
　漠然とですが、多忙だろうなとは思っていましたが、地区連合会長の役割は想像以上に多く、重責を感じています。「気が
つかなかった」では済まないこともいろいろとあるので、「あれは大丈夫だったのかな」と気をもむ毎日を過ごしています。

－力を入れていきたい活動や取組は？―

－地域の方へのメッセージ―
　地域の皆さんには、地域で行っているイベントにぜひ、参加して欲しいと思います。大いに楽しんでいただき、そしてお互いがあいさつできる関係づく
りを一緒に進めていきましょう。

泉区は12の地区連合自治会町内会があります。地域活動に精力的に取り
組んでいる各地区連合自治会町内会長（地区連長）にインタビューします。

　新橋で生まれ育ちました。今では想像できないでしょうが、私の子どもの頃は瀬谷柏尾道路も砂利道で両側には田ん
ぼが広がっていました。家業の農業を継ぎ新橋にずっと住んでいます。この地域に愛着もあり､以前から地域に貢献した
いと思っていました。自治会活動への参加は、50歳代に地域の方に声をかけていただき､新橋下自治会の会計を務めた
のがきっかけです。その後、平成26年に新橋下自治会の会長となり､今年度から新橋連合自治会会長となりました。

しげゆき

相原 重幸さん
あいはら

（新橋連合自治会会長　平成30年5月～）

▲相原 重幸会長
　新橋地域では、防災の取組に力を入れています。特に災害時の要援護者の支援については、支援して欲しい人と支援がで

きる人をマッチングさせる取組などを進めています。いろいろな取組を行う中で、情報の収集、整理や手続きを確認することは大切だと思いますが、どんな
に準備していても、いざというときにどれほど役に立つのか不安な部分もあります。
　私はよりよい地域になるためには、災害時の対応に限らず、まずはご近所にお住いの方々が普段からコミュニケーションをとるなど、顔の見える関係
づくりを行うことが大切であると思っています。イベントなどさまざまな機会に多くの方が参加してもらえるようにしていきたいと考えています。

「日頃のコミュニケーションを大切にしていきたい」
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地域住民の立場にたって、地域の福祉を担うボランティアです。
〇現在、泉区では、187人の民生委員・児童委員が、泉区内の担当地区（主に自治会・町内会の範囲）で活動しています。
〇民生委員・児童委員の中には、子どもや子育てに関する支援を専門的に担当する「主任児童委員」がいます。
〇民生委員・児童委員は、地域の推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱された無報酬の非常勤の地方公務員です。

※買い物のお手伝いや病院への送り迎えなど、
　直接的な支援はできかねます。ご了承ください。

みなさんと福祉をつなぐパイプ役として活動しています。
〇ひとり暮らし高齢者等への訪問、見守り
〇地域の高齢者・子育てサロン、食事会などの運営協力
〇行政からの要請に基づく調査協力等
〇心配事を解消するための相談や福祉サービスの紹介
〇必要に応じて役所など関係機関との調整も務めています。

●暮らしの中の心配事や
　お困りごとのサポート（※）

地域住民のみなさん

●関係機関・団体と連携・協力

2019（平成31）年 1 月号　　／ 泉区版

【民生委員・児童委員に関するお問い合わせ先】　運営企画係　　800-2401　　800-2516 泉区　民生委員児童委員

地域住民の
みなさんと福祉を
つなぐパイプ役です。

民生委員には守秘義務が
あり、相談した方の秘密は
守られます。お気軽に
ご相談ください。

・区役所
・社会福祉協議会
・自治会・町内会
・小・中学校
・児童相談所
・地域ケアプラザ
  （地域包括支援センター）

こんな時
ご相談ください

親の介護のこと、子育ての不安、ひとり暮らしの不安、生活の中での悩み事…等、お気軽にご相談ください。
相談内容に応じて、区役所や関係機関へつなぎます。

和泉北部地区 民生委員児童委員協議会
会長　成澤 誠さん
　民生委員を引き受ける前から、自治会や管理組合
の役員等で地域に関わる活動をしていました。当時
はまだ戸塚区だったのが泉区になるということで、

民生委員を地区から選ぶことになり引き受けたのが始まりです。まだ、現役
だったので、１期だけのつもりで引き受けたのが、30年以上活動することに
なってしまいました。
　もともと地域活動をしてきた中で、いろいろなネットワークがあったので、
民生委員活動に苦労を感じたことはありません。ひとり暮らしの高齢者見守
りのほか、防災訓練、もちつき大会等、自治会や地区社会福祉協議会と協力し
ながら、様々な活動を行っています。
　自分の住んでいる場所が、住み良いまちだといいなという気持ちが活動の
原動力になっています。皆さんのまちでも民生委員や自治会が活動していま
す。何かあったら、ぜひ声をかけていただきたいです。

和泉中央地区 民生委員児童委員協議会
会長　加山 江美子さん
　民生委員を引き受けたきっかけは、当時の町内会
長に声をかけていただいたことです。民生委員の仕
事も分からず引き受けましたが、民生委員の先輩た
ちからいろいろと教わりながら、30年続けることができました。
　民生委員は地域の身近な相談役です。常に相手の方が心を開いてくださる
ように、相手に踏み込みすぎず、寄り添う気持ちでお聞きするようにしてい
ます。
　また、町内会のサロンや高齢者の見守りなど、地域活動を積み重ねている
中で、いろいろな人との出会いやつながりができました。30年間の活動を
通じ、地域の方や民生委員の仲間たち等すばらしい人たちと出会うことが
できたのがなによりの財産です。民生委員としてできることは限られてい
ますが、地域で共に生きる者として、お互いさまの気持ちを持って活動して
いきたいと思います。

なり さわ か やま え み こまこと
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【最優秀賞】
こうさてん　あるきスマホは　いのちとり 穗谷 千優さん (緑園東小学校　2年生)

久保 美依奈さん (いずみ野小学校　1年生)

【優秀賞】
へいきかな?　まよったときは　わたらない●

　毎年11月11日から17日までの7日間を「税を考える週間」と定め、国税庁と全国納税貯蓄組合連合会の共催のもと、中学生
を対象とした「税についての作文」を募集しています。
　税に関する作文を書くことを通じて、将来を担う中学生の皆さんに、税に対する関心を持っていただき、正しい理解を深めて
もらうことが目的です。
　今年度は、戸塚税務署管内(泉区、戸塚区、栄区)の中学校24校から1,930編の応募があり、昨年11月17日の
表彰式では、泉区から次の方が受賞されました。

泉区交通安全スローガンコンクール2018

※受賞作品は、2月末日まで区役所2階戸籍課近くの掲示板横に掲示しています。

泉区交通安全スローガンコンクール2018

ほや ちひろ

くぼ みいな

峯本 幸志郎さん (緑園東小学校　3年生)だめですよ　じてんしゃスマホ　ぜったいに●
みねもと こうじろう

望月 彩音さん (岡津小学校　4年生)事故まねく　いそぐあわてる　あなたの行動●
もちづき あやね

洲濱 菜月さん (新橋小学校　5年生)交差点　ゆずる心に　金メダル●
すはま なつき

長谷川 遼斗さん (飯田北いちょう小学校　6年生)思いやる　安全運転　みんなの笑顔●
はせがわ はると

木原 真采さん (葛野小学校　1年生)

【佳作】
ここにいます　おうだんほどうで　てをあげよう●

きはら まこと

三木 夏希さん (緑園東小学校　1年生)くるまには　きをつけようね　あるくとき●
みき なつき

大貫 武流さん (和泉小学校　3年生)しんごうき　ないところにも　気をつかう●
おおぬき たける

棚町 翔成さん (緑園西小学校　4年生)いけるかな　あまい気持ちで　起きる事故●
たなまち しょうせい

筒井 咲花さん (葛野小学校　5年生)こうさてん　スマホ見ないで　さゆう見て●
つつい さな

岡田 碧唯さん (中和田南小学校　5年生)前を向け　スマホは君の　目じゃないぞ●
おかだ あおい

【横浜市泉区長賞】
泉が丘中学校　1年生　谷野 仁紀さん　「私を支えてくれた税金」

やの ひとき

「税についての作文コンクール」表彰者

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

収納担当　　800-2378　　800-2509
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区内小学校の児童に「交通安全」をテーマにしたスローガンを募集したところ、6,012点の応募がありました。



事業企画担当　　800-2433　　800-2516

保険係（区役所2階205窓口)　　800-2425　　800-2512

高齢･障害係　　800-2430　　800-2513

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 中田地区地域福祉保健推進委員会 子育て支援部会長　飯島 猛旦さん

いいじま たけあき

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

健康・相談

2019（平成31）年 1 月号　　／ 泉区版●10

〈生活習慣相談〉
保健師･栄養士による健康相談､禁煙相談
1月15日･29日の火曜9時～11時

■生活習慣改善相談（予約制）

〈食生活健康相談〉
栄養士による食事相談
1月29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

募集・案内
■「生活･防災マップ（平成30年12月
　改訂）」配布
広報相談係(区役所1階
101窓口)で配布中
　 広報相談係
　 800-2337　
　 800-2506

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

■女性の健康相談（予約制）

■こんにちは赤ちゃん訪問員募集
生後4か月までの赤ちゃんがいる家庭
を訪問。区内の一定の地域を担当して
活動。若干名募集。謝金等詳細については
問合せを　　・　1月31日までの祝日を

　国民健康保険･介護保険･後期高齢者医療制度の保険料の納付義務
者の皆さんへ､毎年１月下旬に｢年間納付済額のお知らせ｣を発送し
ています｡昨年１年間の保険料支払額をお知らせしています。
　所得税の確定申告や市民税・県民税の申告の際に、社会保険料控除
の参考にしてください。
　なお、国民健康保険の保険料納付済額は、世帯ごとに一括して記載
しています。

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

■横浜市健康診査

2月7日（木）9時～10時20分。区役
所1階福祉保健センターで。40歳以
上の人、先着50人（年度に１回）　
　 680円
　・　1月16日～2月5日の8時45
分から電話で健康づくり係へ
　 800-2445　　 800-2516

■肺がん検診（エックス線撮影）

■多文化交流会
カンボジアの皆さんによる文化紹介や
交流しながらの料理試食会
2月17日(日)10時～12時。いずみ野
地域ケアプラザで。先着30人
　・　1月11日から電話か、　 ･　 を
書いてFAXか､Ｅメールか区民事業
担当（区役所3階309窓口）へ
　 800-2392　　 800-2507
　 iz-tabunka@city.yokohama.jp

イベント

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

■もの忘れ相談（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

■HIV(エイズ)検査･梅毒検査（予約制）

※電話･窓口での問合せに関しては､本人または家族以外の人へはお答えでき
　ません。あらかじめご了承ください。

★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。

公共交通機関を利用してください（駐車場は有料です）

(25日は15時まで）

(15時~表彰式）

(詳細は6ページに掲載)

・・・刑務所作業製品展示即売会

・・・・消費生活情報展

・・・・・・・・・・・・・・・・・泉区子ども会書道展

1月21日（月）～25日（金）10時～16時

1月30日（水）9時～15時、1月31日（木）9時～14時

2月9日（土）10時～14時30分

「子育てするなら中田で！　地域ぐるみで応援中！」
～サロン　公園外遊び　親子サークル　餅つき大会～

餅つき大会は毎年親子で大盛況

保険料の「年間納付済額のお知らせ」を発送します

　持病や服用薬､緊急連絡先などの情報をこのキット
に入れて、冷蔵庫に保管し、万が一の場合救急隊等が
利用します。 500mlの

ペットボトルと
同じくらいの
大きさです。

1セット150円販売場所 区役所1階売店

　キットの中に入っている表示
シールを冷蔵庫と玄関ドアの内
側に貼っておいてください。

冷蔵庫のとびら 玄関ドアの内側

　中田地区では､平成30年7月､地域福祉保健推進事業を中田地区経営委員会から独立させて「中田地区地域福祉保健推進委員会」をリ
ニューアルスタートさせました。当面は従来の活動内容“中田活き活きプラン”を継続し､｢高齢者支援部会｣｢子育て支援部会｣｢障がい者支援
部会｣の3部会で活動しています｡特に未来を支える子育て支援については､地域ぐるみで次のような活動をしています｡　
　①子育てネットワーク会議を定期的に開催し、子育て中のママと地域間の情報共有を図っています｡②サン
タクロースの出張サービスなど､親子サークルを支援しています｡③中田地区民生委員児童委員協議会､中田地
区社会福祉協議会の協力で子育てサロンを開催しています｡④地域住民の協力を得て､中田町第一公園､中田町
第五公園､しらゆり公園で｢チビッ子たち集まれー公園外遊び｣を定期開催､子育てママさんと地域住民の融和
を図っています｡⑤しらゆり公園で11月にチビッ子餅つき大会を開催しています｡⑥文化祭やさくら祭など地
域のイベント会場に､子育て支援の活動内容をパネルにして展示し､子育てへの理解を求めています｡このよう
にして｢支え合いによって誰もが安心して生活できるまち｣を目指しています｡

除く月～金曜に電話で子育て支援担当
へ　 　800-2488　　 800-2513

い い
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■3歳児子育て教室
　～「ほめ方･叱り方」｢気持ちの切り
　替え方｣について～

子育て 情 報

すきっぷ　泉区

区役所 から

①1月25日(金)10時～11時30分。
地域子育て支援拠点すきっぷで。抽選
10人　　1月11日・12日と16日～
18日に電話かFAXか直接地域子育て
支援拠点すきっぷ（　 805-6111
　805-6122）へ
②2月8日(金)10時～11時30分。真
生会地域交流室(中田東1-41-3)で。
先着15人　
　1月21日～31日の月～金曜に電
話で子育て支援担当へ
①②ともに、▶対象：2歳6か月～3
歳の子の保護者で、子への接し方で
困っている人　▶講師：臨床心理
士・保育士　▶一時託児:若干名（先
着順､申込み時に申請を）
　子育て支援担当
　800-2447　　800-2513

市立保育園 から
■和泉保育園で

泉区地域子育て支援拠点すきっぷ から

■助産師による相談
母乳や卒乳、親子の健康についての
助産師による相談
1月18日(金)10時～11時30分。　
妊娠中の人、乳幼児を子育て中の人

■離乳食講座
2回食から3回食への進め方と実演･
質疑応答（だしの取り方､調理方法など。
試食なし）　1月31日(木)10時～
11時30分。6か月～1歳未満の子の
保護者､先着12人　
　1月16日9時30分から電話かFAX
か窓口へ

【赤ちゃんコアラ】 ふれあい遊び、誕
生会など。当日直接和泉保育園へ
<ぴよぴよ>1月17日(木）10時～
11時30分。6か月までの子と保護者
<きらきら>1月24日(木)10時～11
時30分｡7か月～12か月の子と保護者

〒245-0023 和泉中央南5-4-13-209　　805-6111　　805-6122
日曜・月曜・祝日 休館

■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）
　こども家庭係　　800-2465

■乳幼児歯科相談（予約制）
1月16日(水)9時15分～9時45分。
区役所1階福祉保健センターで 
　・　電話でこども家庭係へ
　 800-2444　　800-2513
　
■乳幼児の食事相談（予約制）
≪食生活健康相談≫
1月22日(火)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≫
1月22日(火)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、お手拭きを持参。
　・　電話か､件名に「1月離乳食教
室」、本文に参加者と子どもの 　・月齢・ 
　

【コアラひろば】 節分を楽しもう
1月31日(木)10時～11時15分。1歳
～未就学児と保護者
　・　1月15日から､月～金曜9時
30分～15時に電話で和泉保育園へ
　803-1483　　803-1137

『平成トレンド史　これから日本人は何を買うのか？』

◆０・１・２・３歳のおはなし会
1月30日（水）10時45分～11時15
分。0～3歳児と保護者､先着10組
　1月23日9時30分から電話か
窓口へ

〒245-0016 和泉町6207-5　　801-2251　　801-2256泉図書館

◆土曜おはなし会
2月2日(土)14時～｡5歳以上(保護
者同伴可) ◆大人のためのおはなし会

2月20日(水)10時30分～12
時｡先着30人　
▶語り手：おはなしクーゲル　
　1月30日9時30分から電話
か窓口へ

　巡回バスで本の貸出・返却・予約サービスをします。
　　　
　　　緑園東公園　
日 時
場 所

移動図書館
はまかぜ号

1月22日､2月5日の火曜15時10分～16時

　 横浜市中央図書館サービス課 　 262-0050

原田曜平／著　　株式会社KADOKAWA

◆講演会「折り紙の世界」
2月9日(土)10時～12時。おお
むね20歳以上の人､20人
▶講師：一般社団法人日本折紙協
会理事･折紙師範 永田文夫さん
　1月17日9時30分から電話
か窓口へ

◆あつめてわくわくおはなし会
おはなし会でスタンプを集めてプ
レゼントをもらおう！
2月6日(水)15時30分～。3歳以上

■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〉1月16日･30日の水曜
〈1歳6か月児〉1月23日､2月6日の水曜
〈3歳児〉1月11日･25日、2月8日の金曜
　 こども家庭係
　 800-2444　　800-2513

　を書いてＥメールで健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
　iz-kenko@city.yokohama.jp

公共交通機関で来館してください

　平成という時代を｢経済｣､｢消費｣､｢トレンド｣と
いう観点から総括した一冊です。
　約30年に及ぶ平成を６つの期間に分け､平
成を語るうえでのキーワード｢バブル｣｢デフレ｣
｢ネットとケータイ｣｢SNS｣などを振り返って
いきます。
　ご自分の30年間と照らし合わせながら読んで
みてはいかがでしょうか。

◆日曜おはなし会
1月13日(日)14時～｡4歳以上（保
護者同伴可）

ながた ふみお

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

泉区社会福祉協議会からのお知らせ

新橋地区歴史散策＆カレーを食べる会

●(有)横浜体育クラブ　●横浜ケーブルビジョン株式会社（敬称略）
その他2人
以上の皆さまから寄附をいただきました。ありがとうございます。

善意銀行善意銀行

3月2日(土)9時30分～13時｡小中学生､先着30人　　100円　
　1月11日～2月12日に電話か、 　･　 ･ 　･　 ･学年を書いてFAX
かEメールで（ 　normalize@shakyo-iy.or.jp)

　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。

広報相談係 　800-2335　 800-2506 泉区あやめ通信 掲載基準

◆初詣 村岡七福神めぐり

掲載については
へ

1月12日(土)10時～｡JR大船駅
南改札口集合｡弁当持参｡当日先着
40人　
　500円　　泉区歴史の会　石井
　814-3331

◆泉区･第九フェスティバル2019
2月2日(土)13時30分～｡泉公会
堂で　　999円(区役所1階売店･
　 で販売中)　　泉区･第九フェス
ティバル実行委員会　清水
　 812-5184
泉区･第九フェスティバル

こども家庭係(保育担当)　　800-2413　　800-2513

平成
31年度

申請方法

受付

●郵送　2月8日(金)必着　泉区こども家庭支援課宛て

●窓口　月～金曜(祝日を除く)の8時45分～17時
区役所2階210窓口　
※12時～13時は、長時間お待たせする場合があり
　ますので､ご了承ください。

泉区　保育所　申込み

保育所等二次利用申請保育所等二次利用申請

1月4日(金) ～ 2月8日(金）

詳しくは利用案内（区役所・区
内認可保育所などで配布）か
区ホームページで

　泉図書館では毎月､「開館30周年」に関連する10のテーマで､
図書の展示を行っています。1月のテーマは「平成」です｡そこか
ら１冊を紹介します。



12

泉 区役所 ウェブページで情報配信中! 横浜市泉区役所 泉区版は
ここまでです

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

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

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

施設 お知らせからの
当月11日～翌月10日を目安にお知らせしています

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

マーク
の見方

こども自然公園青少年

ズーラシア

◆こども自然公園青少年野外活動センターで
〈自然を写そう! デジカメテクニックH〉
3月2日(土)9時30～12時。小学5年
生から一般、抽選10人　
　1,000円　　1月21日～2月4日
〈アロマ教室Ｆ〉 
3月7日(木)10時30分～12時。16歳
以上初心者、抽選10人　
　2,000円　　1月29日～2月12日
〈あったかエコキャンプ〉 3月16日
(土)13時～17日(日)14時。小学校1
年～6年生。抽選50人　
　6,500円　　1月29日～2月12日
※各詳細は電話かHP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

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

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

◆お相撲さんとお餅をついて遊ぼう
2月9日(土)10時～11時45分。先着250
人　　1月19日10時から電話か窓口へ
◆男性のためのボイストレーニング
2月11日、3月11日の月曜。10時～
11時15分。先着15人　　400円
　1月28日10時から電話か窓口へ

◆音読を楽しみましょう
1月11日、2月8日の金曜。13時30分～14
時20分。先着10人　　当日13時20分から

◆自分で作る和菓子講座②
2月21日(木)10時～12時。抽選10人
　700円　　2月7日9時30分～45
分に費用とともに窓口へ

◆日本文化体験～速攻で日本舞踊を
　覚えよう～(全4回)
2月4日·18日、3月4日·18日の月曜。
12時30分～14時。初めての方先着
10人　　1,000円　　1月21日10
時から電話か窓口へ

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

◆ホールでグランドピアノをひいてみませんか？
①2月6日(水)②7日(木)③25日(月)④
26日(火)①③10時～21時､②④9時
～21時　　1枠1,800円(1時間)､2枠
3,000円(2時間)　　1月16日までに
専用申込書(窓口､　などで入手可)を
FAXか窓口へ

◆スポーツ医事相談特別講演会
運動と食事が高脂血症・糖尿病と認知
症・癌・心血管病を予防する
2月9日(土)15時～17時。先着20人。講師：
中山理一郎さん(医学博士)　　1月11日
9時から電話か窓口へ。※詳細は電話か
　で確認を

◆よこはま動物園ズーラシアで
〈ハッピーバレンタイン in ズーラシア〉
2月9日(土)～11日(祝・月)。園内該当
動物展示場所にて　　959-1000
（開園中のみ)

◆バレンタインレッスン・アメリカン
　チョコレートケーキ
2月5日(火)10時～13時30分。抽選
18人　　1,200円　　1月15日10時
～10時15分に窓口へ
◆シャドウキルトのポーチ
2月16日(土)10時～12時。抽選8人
　1,000円　　1月26日10時～10時
15分に窓口へ

◆大人の折り紙教室　連鶴とフクロウを折る
2月28日(木)10時～12時。抽選20人
　500円　　2月7日10時～10時15
分に窓口へ

◆ロビー展　押し花作品展
1月17日(木)～2月12日(火)

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
〒245-0023 和泉中央南5-4-13
　 805-4000　　805-4100

◆第3回ベートーヴェン国際ピアノ
　コンクールアジア本選会
2月2日(土)、2月3日(日)10時～18
時(予定)。未就学児不可。　　2,000
円　　当日費用を添えて窓口へ

◆ふしぎ！柄入り棒針ベスト(全3回)
2月4日·18日·25日の月曜。10時～12時。
棒針経験者先着15人　　4,320円～
5,280円　　1月11日～28日に直接窓口へ

中田コミュニティハウス
〒245-0014 中田南4-4-28
　 802-2244　　802-4960
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◆親子リトミックと読み聞かせ
1月12日、2月9日の土曜。13時～14時
30分。未就学児と保護者。上履き持参
◆そば打ち教室
2月2日(土)9時30分～13時。先着
10人。エプロン、三角巾、布巾、持ち帰
り用の容器持参　　1,200円　
　1月19日9時～費用を添えて窓口へ

◆リフレッシュ麻雀(全4回)
2月4日、3月4日、4月8日、5月13日
の月曜。10時～15時45分。先着15
人　　2,000円(昼食付)　  1月21
日10時から電話か窓口へ

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

◆フラージュアクセサリー　ばらのペン
　ダントともうひとつ(全2回)
1月25日、2月8日の金曜。10時～12
時。先着5人　　2,000円　　1月11日
～20日に電話か費用を添えて窓口へ
◆ラフォンティーヌのシェフが教える
　『フォルドショコラ』
1月29日(火)13時～16時。先着12人
　1,500円　　1月12日～20日に
電話か費用を添えて窓口へ
◆泉区医師会共催講座「脳と心の健康」
2月7日(木)10時30分～11時30分。
当日先着30人

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

◆泉が丘公園（分区園）
〈2019年度分区園（菜園）利用者募集〉
【募集区画】①家族または8人までのグ
ループ(12㎡)25区画、②9人以上のグ
ループ(24㎡)2区画。抽選【場所】和泉が丘
3-6【利用期間】2019年4月1日～2020
年3月31日※1年間の延長可【対象】区内
かつ公園近隣在住で徒歩か自転車で来園
可能な家族かグループ(自動車での来園不
可)　　①18,000円②24,000円(①・
②とも年額)　　・　1月31日(必着)ま
でに往復はがきに代表者の　·　·　、
①か②の利用希望区画、②は団体名·
他の利用者名を書いて(株)田澤園分
区園担当(〒232-0066 南区六ッ川
四丁目1234番地　　823-2121)へ
※区画の大小関わらず重複申込不可。

〒245-0006 西が岡3-11
　 813-0861　　813-0862

老人福祉センター 横浜市泉寿荘

◆歴史を学ぶ～ペリー来航から横浜開港まで～！
1月15日(火)10時～12時。抽選30人
　100円　　1月14日までに電話か
窓口へ

※各60歳以上対象

◆歌声ひろば
1月28日(月)13時～15時。当日先着80人
◆映画鑑賞会「ひまわり」1970年伊仏露制作
1月29日(火)13時～15時。当日先着80人

◆百人一首かるた遊び
1月27日(日)10時～12時

◆岡津町ふれあい公園
〈2019年度分区園（菜園）利用者募集〉
【募集区画】①個人(12㎡)38区画②
団体・グループ(25㎡)3区画。抽選。
【場所】岡津町2623番【利用期間】
2019年4月1日～2020年3月31
日。※1年間の延長可。【対象】区内かつ
公園近隣在住で徒歩か自転車で来園
可能な個人又は、団体・グループ(自動
車での来園不可)　　①18,000円②
37,500円（①・②とも年額）　　2月
12日（必着）までに往復はがきの往信
面に代表者の　·　·　、（団体やグ
ループで利用する場合は他の利用者
名）、返信面には、代表者の　・　を書
いて、横浜植木(株)造園部岡津町ふれ
あい公園担当(〒232-8587南区唐
沢15番地）へ※1世帯につき1口まで
申込可　　・　262-7410（平日9時
～17時)◆節分・豆まき

2月3日(日)11時から
◆吊るし雛展
2月9日(土)9時30分～3月7日(木)16
時30分。2月12日、26日の火曜を除く

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300
　 ・　 804-5133

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

◆第121回クラシックコンサートと音楽アラカルト
1月26日(土)14時～15時15分。先着70人
　前売大人1,000円、中学生300円
　1月11日9時から電話か窓口へ

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

◆男性のためのアクティブLife講座
　「羽田空港 JAL工場見学ツアー」
1月24日(木)13時30分～16時10分。区
内在住·在勤の50歳以上の男性、抽選15人
　100円　　1月17日までに電話か、　 ·
　·　·　·　を記載しEメールか窓口へ
　izumichuo-hp@hama-wel.or.jp

そ の 他
◆経済局雇用労働課
〈セカンドライフセミナー〉
1月31日(木)14時～16時、シルバー
人材センター港南事務所で。概ね60
歳以上、先着20人　　1月15日～29
日に電話にて　　シルバー人材セン
ター港南事務所　　342-9600

◆戸塚税務署
〈①ID・パスワード方式で申告手続きが
便利に〉税務署で事前にIDとパスワー
ドを取得することでPCやスマホで申
告が可能に。申請は本人確認書類(免
許証等)持参の上お早めに。
〈②税理士による確定申告相談〉
小規模納税者対象1月23日(水)～
25日（金）9時15分～15時45分。泉
公会堂で。確定申告に必要な書類(含
前年控)、筆記具、計算器具、印鑑、マイ
ナンバーに係る本人確認書類等持参。
申告書等の提出のみは直接税務署へ
(郵送可)。車での来場や所得計算が複
雑な相談はご遠慮を。
〈③戸塚税務署内確定申告書作成会場
開設期間〉2月18日(月)～3月15日
(金)(土日を除く。ただし2月24日・3月
3日の日曜は開設)相談は9時15分～
17時。(受付は8時30分～16時)駐車
場利用不可。②③ともに混雑状況によ
り受付を早めに終了する場合あり。　
　戸塚税務署　　863-0011◆認知症サポーター養成講座

1月30日(水)13時30分から15時。抽選
30人　　1月22日までに電話か窓口へ
◆遺言・相続講座
2月16日(土)14時～16時。泉中央公園
集会所で。先着40人　　1月11日9
時から電話か窓口へ

なかやま　りいちろう

泉スポーツセンター
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