
知って安心

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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つながろう! つなげよう！
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という時のための や制度 相談先
判断能力に不安のある人を守るために

いざ
成年後見制度

財産の管理 協議をするとき 契約をするとき

　 802-8200　　802-6800

　 802-9920　　802-9927

　 805-1792　　805-1798

　 801-2922　　801-2923

　 810-3261　　813-3380

　 800-0322　　800-0324

介護を一人で抱え込まないために

法的後見制度
判断能力が不十分な人が対象

　すでに判断能力が十分でない人が、本
人に代わって財産の管理や生活にかか
わる契約を行うために家庭裁判所に
よって選ばれた成年後見人等が､必要な
支援を行います。

　地域包括支援センター､
区役所などに相談してくだ
さい。保健師やケアマネ
ジャー、社会福祉士などの
専門家がサポートします。

任意後見制度
将来判断能力が低下した時のために

　将来、判断能力が不十分になった時に自分に
代わって財産管理や福祉サービスの利用契約な
どを行ってもらえるように、あらかじめ自ら選
んだ人（任意後見受任者）と公正証書により契約
し依頼しておきます。

　判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任
する任意後見監督人の監督のもと、本人の意思
に従った支援が行われます。

介護の長丁場を乗り切るために、一人で抱え込まずに、ぜひ相談してください。
相談・連絡された方の個人情報は守られます。

　先が見えないのが、介護の難しいところです。がんばる人ほど、介護の負担を一人で
抱え込み、心身ともに疲れ果ててしまう傾向にあるようです。

　介護保険のサービス
や福祉サービスを上手
に利用して､介護の負
担を軽減しましょう。

　思い切ってまわりの人に
声をかけてみましょう。介
護をオープンにすることが
協力者を得るこつです。

　家族会、介護者の集
いなどに参加して、当
事者同士、思いを分か
ち合いましょう。

地域包括支援センター
(地域ケアプラザ）

連絡先
※各施設の担当地域は高齢者支援担当へ
　問い合わせてください

保護と支援

　相談、問合せは高齢者支援担当(　800-2434）、地域包括支援センター（地域ケアプラザ）
(連絡先は右側に記載）で受けています。お気軽に相談してください。

専門機関、専門家に相談しましょう いろいろなサービスを利用しましょう

周囲の人の協力を得ましょう 同じ経験を持つ仲間と交流しましょう

上飯田地域ケアプラザ

下和泉地域ケアプラザ

いずみ中央地域ケアプラザ

踊場地域ケアプラザ

新橋地域ケアプラザ

いずみ野地域ケアプラザ

高齢者支援担当
　800-2434　　800-2513

　制度についての相談は区福祉保健センター（区役所2階209窓口)､地域包括支援センター（地域ケアプラザ）(連絡先は右下に記載）､
泉区社会福祉協議会あんしんセンター（　802-2295　　804-6042）で受けています。お気軽に相談してください。

地域包括支援センター
(地域ケアプラザ）

判断能力が不十分な人

成年後見人等

契約
本人

（判断能力が
あるうちに）

任意後見
受任者
（任意後見人）

任意後見
監督人

公証人の作成する
公正証書

家庭裁判所

契約

選任

申立て判断能力が低下したら申立て

選任

監督

例えばこんな場合

知的障害のある子どものために、
両親が亡くなった後の生活や財産
管理を任せたい

トピックス

　認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人が
安心して生活できるように、本人の権利を守り支援する制度です。
　成年後見制度には大きく分けると、「法的後見制度」と「任意後見制度」の
２つがあります。この制度を利用するには、横浜家庭裁判所への申立て
の手続が必要です。

どんな制度

将来､判断能力が低下した場合に
備えたい

認知症の家族を悪徳商法の被害
などから守りたい
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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

　泉区明るい選挙推進協議会では、有権者の積極的な投票参加を推進
しています。
　みんなの代表を決める「選挙」。選挙は国民が政治に参加する大切な
機会です。必ず投票に行きましょう。
　また、「寄附を贈らない」、「求めない」、「受け取らない」の『三ない運動』
を呼びかけるなど、公正で適正な選挙の実現に向けて活動しています。

　Yナース(横浜市災害支援ナース）とは、大震災発生時
に医師、薬剤師、市職員らとともに、横浜市防災計画に基
づく「医療救護隊」として活動していただく看護職のこ
とです。
　泉区では、震度６弱以上の地震が発生した場合、ご自身と家族の安全確
保ができ次第、「泉区福祉保健センター」に参集して、医療救護隊を編成し、
区内の防災拠点などで、主に軽症者に対する応急医療を行います。

●台所、洗面所、風呂場や洗濯機などの排水口は、ふだんからこまめに清掃
し、屋外にある「ます」はふたをあけ、詰まっているごみや落ち葉を定期的
に取り除くことで、排水がスムーズに流れます。

医療費控除を受けるためには、領収書の提出の代わりに「医療費控除の
明細書」の添付が必要となります。（領収書の提出は不要となりました）

ふるさと納税のワンストップ特例制度を受けられている方は受付でき
ません。

※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。（税務署から求めら
　れたときは、提示または提出しなければなりません）
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略で
　きます。医療費通知とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など
　の書類で、次の事項が記載されたものをいいます。①被保険者等の氏名 ②療養
　を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 
　⑤被保険者等が支払った医療費の額 ⑥保険者等の名称
※平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の
　添付又は提示によることもできます。

●平成30年分源泉徴収票（原本） 
●医療費控除の明細書（国税庁のホームページでダウンロードができます）
●出産一時金、高額療養費、入院給付金などで補てんされる金額が分かるもの
●印鑑（認印） 
●本人名義の口座の振込先金融機関名称･支店名･口座番号 
●マイナンバーの記載とマイナンバーのわかる公的書類の写し及び
　本人確認書類の写し

2019（平成31）年 2 月号　　／ 泉区版

下水道・公園係　　800-2536　　800-2540市民税担当　　800-2351　　800-2509

※政治家が選挙区内の人に、お金や物を送ることや、有権者が寄附を求める
　ことは、法律で禁止されています。

統計選挙係　　800-2315　　800-2505

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

泉区明るい選挙推進協議会

４月7日(日)は「統一地方選挙」
～投票にイコット～

年末調整済給与所得者で
を受け付けます

年末調整が済んでいる給与所得者の皆さんへ

　給与所得以外に所得がなく、年末調整済の源泉徴収票を持っている
人について、下記日程で平成30年分所得税医療費控除の還付申告を臨
時に区役所でも受け付けます。

2月18日（月）～3月15日（金）（土・日を除く）
9時～11時30分、13時～16時30分　
区役所３階　税務課会議室（生活衛生課隣）

日　時

会　場

注意

持ち物

医療費控除のみの確定申告

～災害時あなたの力を貸してください～

　3月11日（月）に協力いただける医療機関等において、「泉区災害時の
ぼり旗掲出訓練」を実施します。今回は泉区単独での訓練です。　
　この日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。

排水設備のメンテナンスをおこないましょう

清掃前

清掃後

ご協力いただける方、関心のある方は福祉保健課事業企画担当へお問い合わせください。

　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、下記の「のぼり旗」を掲げることとしています。

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、
横浜医療センター
等市内13病院）

災害拠点病院

中等度の傷病者等を
受け入れる病院や軽
症者を受け入れる診
療所（区内５か所の
病院、ご協力いただ
ける診療所）

災害時救急病院・
診療所（一般、歯科）

薬局

●「ます」のふたが劣化により開かなくなるケース
はありますが普通の使い方をしている限り、詰まっ
たり壊れたりすることはまずありません。　

●飲食店など油を大量に排出する店舗等では、
グリーストラップ（阻集器）の設置が義務付けられ
ています。油脂類が下水管等に流れ出すとつまり
の原因となり、道路や敷地などに汚水があふれ
だす可能性がありますので、適切な維持管理を
行ってください。

　不具合が生じた場合は、横浜市が指定した
「横浜市排水設備指定工事店  」にご相談ください。※

　宅地内の排水設備（排水管やます等）は、所有者が清掃や管理をする
必要があります。

【登録資格】横浜市に在住または在勤の保健師・助産師・看護師・准看護師の有資
格者で横浜市が被災した際に、区内の地域防災拠点等にて支援活動ができる人

※環境創造局のホームページから一覧表をダウンロードできます。
横浜市排水設備指定工事店

ご家庭な
どの
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泉消防署警防課　　・ 　801-0119

　現在、横浜市が保有する消火栓蓋の形状は、　　と　　の２種類が
あります。
　平成10年度から消火栓蓋のデザインが変わり、その更新は、水道管の
取り換え時に行っていますが、現在も旧型消火栓は多数存在しています。

　新型消火栓蓋は旧型消火栓蓋よりも、視認性が高くなっていることか
ら、旧型消火栓周囲に設けていた黄色塗装は行っていません。
　また、旧型消火栓蓋の黄色塗装は、経年劣化により塗装が剥がれてい
る場合がありますが、順次更新されるため、再塗装は実施していません。

泉区版　／ 　　　　　　　 （ ）年 2 月号　2019 平成31

　道路交通法では、消火栓や防火水槽などの消防水
利や水利標識周囲への駐車が禁止されています。
　これは駐車車両により一刻を争う消防活動の支
障となり、被害が拡大することを防ぐためです。
　ご理解とご協力をお願いいたします。

注意して
ください

旧型新型

廃止

新型 旧型

育てて、味わって、食べる、
シェフが監修する「スーパー給食」

地域力推進担当　　800-2333　　800-2506
出汁のとり方に興味津々の子どもたち

シェフの考案したメニューが
含まれるスーパー給食

　地元の野菜を使って、こどもたちに食の大切さ
を教えたい、というスローガンで始まった、いず
み野小学校の「スーパー給食」を紹介します。
　「この地区でしかできない、こどもたちのため
になる、何かおもしろいことをしたい」と当時の
PTA会長が、いずみ野小学校の校長先生に相談を

したのがきっかけでした。地元農協や近くの養豚場からの協力を得て、新
鮮で安全な食材を仕入れ、少量多品種が自慢のいずみ野野菜を使った、お
いしい給食を食べてもらおうという取組です。
　「スーパー給食」は、こうした地元の想いに、地産地消を推進する濱(は
ま)の料理人と呼ばれる有名シェフたちが共感して、授業や給食のメ
ニューに協力をする、今年で7回目となるエリアでも代表的なイベントと
なりました。当日生徒たちは、和食の出汁の
取り方、フランス料理のテーブルマナー、お
やつの選び方などを学年別に学習した後、
地元農家の協力を得て、こどもたちが一緒
に育てた野菜を取り入れた、特別メニュー
の給食を食べました。
　学校では、今後もこの取組に力を入れて
いきたいということです。

～剪定枝・草を出すときのお願い～

ス リ ム

軽くなってゴミ出しが楽になります！
ごみの量も減ってCO2の削減にもつながります！

資源化推進担当　　800-2398　　800-2507

なぜ乾燥させるの？

乾 燥

せん

剪定枝や刈り取った草を出すときは、袋の口を縛らずに
２日以上乾燥させてから「燃やすごみ」としてお出しく
ださい。

剪定枝などを乾燥させ水分が減ると、焼却時に水の蒸発に使われていたエネ
ルギーが減り、CO2の削減につながります。

「ヨコハマ3R夢!」マスコット イーオ

袋の口を開けておくだけで
２日で約40％の重量削減

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

防災ライセンス事業

　地域では町の防災組織の他にも、様々な立場で防災活動に取り組
んでいる方々がいます。
　今回は地域防災拠点に備えている防災資機材の取扱い方法を身に
着けた防災ライセンスリーダーを紹介します。

　横浜市では講習会を開催して「生活資機材取扱リーダー」「救助資機材取
扱リーダー」を養成し、防災ライセンスリーダーとして認定しています。
　防災ライセンスリーダーは地域の資機材取扱のリーダー役として、地域
防災拠点の活動などに参加し講習で身につけた能力を地域防災力の向上
に役立てていただいています。

防災ライセンスリーダーが取り扱う資機材

仮設トイレ
移動式炊飯器
応急給水栓（災害用地下給水タンク）

講習会の様子

１ 避難生活に必要な生活資機材

エンジンカッター
レスキュージャッキ
発電機　　投光器　　工具類

2 救助活動に必要な資機材
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第3期泉区地域福祉保健計画

※1～3は各地区の人口（平成27年国勢調査結果の分析による）、※4は泉区の人口(平成31年1月1日現在推計)です。「♡いいネ！」と思ってもらいたい期待値として、人口の数値を載せています。

　地域で活動を楽しみながら続けることは、健康に
もつながります。
　活動にもプラスできるヒントが見つかるかも！

いいネ！ 人(※1)

いちょう団地地区 いちょうサロン
代表：合田 充希さん

　和気あいあいとした雰囲気の中、小物作りの細かい
作業も手慣れたもの。毎月楽しみに待つ参加者のため
に、保健活動推進員中心に開催し、13年目。
　さりげなく気遣う温かな場になっています。

＃地域活動 ＃いちょう団地 ＃元気の出るまち泉

いいネ！ 人(※2)

しらゆり地区 白楽サロン
代表：林 純弘さん

　簡単な体操もおしゃべりも、みんなで楽しむことが
元気の源。お互いを思いやり、笑顔でいられる憩いの場。
　毎月３回自治会館で開催し、７年目。
　手作りの昼食でおなかも心も満たされます。

＃地域活動 ＃しらゆり ＃元気の出るまち泉

はやし よしひろごうだ みつき

いいネ！ 人(※3)

上飯田団地地区 陽だまりの会
代表：佐野 瞳さん

　お手伝いは、できる人がやればいい。好きなように、自由
に過ごしてもらい、やれることをやれる範囲で、ゆるやかに。
　活動日を変えないことで定着し、11年目。
　第３水曜日が毎月の楽しみ。

＃地域活動 ＃上飯田団地 ＃元気の出るまち泉

さの ひとみ

第3期泉区地域福祉保健計画 推進イベント 2月26日(火)～28日(木)10時～15時

●26日(火)10時～12時 ●28日(木)10時～12時

陽だまりの会白楽サロンいちょうサロン
12地区・関係機関のパネルで、活動や取組を紹介

区役所1階区民ホール

3月7日(木)13時～16時
区役所4階 4AB会議室

いいネ！
人(※4)

地域活動紹介

講演会

講師：横浜市立大学大学院 医学研究科 地域看護学分野
　　　准教授 有本 梓さん、助教 伊藤 絵梨子さん

講師：NPO法人よこはま里山研究所 
　　　理事長 松村 正治さん

誰もが安心して自分らしく暮らせるよう、推進の３つの柱に沿って、住民の皆さんと一緒に、区役所・区社会
福祉協議会・地域ケアプラザ等が協力して取り組んでいます。

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

おかもちようじ入れ作り 芳香剤作り フラワーアレンジメント

トランプの様子小物作りの様子 フラワーアレンジメント

里山夢プロジェクトの活動の様子

この他にも、その場で体験できる
ブースが日替わりであります。

いとう えりこ

「里山夢プロジェクト」の活動について(中川地区)

「地域のつながりで健康づくり
 ～横浜市地域におけるシニアパワー発揮推進事業より～」

「人びとを巻き込む力の高め方―手放してつかむ」

柱１ 健やかに過ごせるまち 柱2 人と人、活動と活動の
つながりがあるまち 柱3 地域活動への参加がすすむまち
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まつむら まさはる

ありもと あずさ

13時～14時

14時～15時

15時～16時

健康・体力チェック(受付は13時30分まで)

　泉区では、区民の皆さんによる地域活動が盛んに行われています。子どもから高齢者までその活動は多
岐に渡り、活動している人も楽しみながら、参加する人も交流が広がっていく“つながる”場になっています。
　あなたが「いいネ」と思う活動から、始めてみませんか？

第3期区計画冊子
（平成28年度～32年度）

※講演会の参加者限定

活動発表会

場所 当日先着70人定員



事業企画担当　　800-2433　　800-2516

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 富士見が丘地区社会福祉協議会会長　本郷 守男さん

ほんごう もりお

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
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〈生活習慣相談〉
保健師･栄養士による健康相談､禁煙相談
2月15日(金)13時30分～15時30分・26
日(火)9時～11時、3月5日(火)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
2月26日(火)、3月5日(火)両日ともに
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

いずみ区民活動支援センター

募集・案内
■泉つるし飾り展

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）

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■職場復帰のためのおしゃべり会
先輩ママの職場復帰時の課題、問題解
決の体験アドバイスなど。
２月23日（土）10時～11時。区役所福
祉保健センターで。先着20人、（一時託
児先着15人）
　  ・　 ２月12日～２月19日までに電
話でこども家庭係へ
　800-2444　　800-2513

■泉区認知症サポーター養成講座
認知症について正しく理解し、認知症
の人と家族を温かく見守り、支援する
応援者を養成する講座です。
2月27日（水）14時～16時。区役所４
階４ABC会議室で。先着60人
講師：グループホームアカシヤの家管
理者　宮崎 悦子さん
　2月12日9時から電話にて
　高齢・障害支援課　　800-2435

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）

「仲間とおしゃべりのできる居場所を」

　平成20年に、町内に住む60歳以上の方を対象とした見守りグループ「和泉第一 高齢者の居場所づくり」を立ち上げました。
　自力で参加できる方と世話人を町内回覧で募集。世話人は、３か月毎の連絡会で活動の見直しをしたり、次の担当を決めたりしています。
　平成24年には、横浜市の「ぬくもりトーク」事業で林市長並びに高橋元泉区長が訪問され、参加者や世話人とも懇談されました。励ましの
言葉をいただいたことは大変嬉しく、活動に自信を深めました。
　平成29年10月から、泉サポートプロジェクトの中で「特別養護老人ホーム天王森の郷」から送迎の協力を得られ、今まで来られなかった
方も参加できるようになりました。現在試行中ですが、今後の拡大に期待が持てます。
　立ち上げから11年。参加者が増えつつあり嬉しい反面、課題とし
ては世話人の高齢化も進んでいます。今後も工夫を重ねながら活動
を続けていきます。

登録している団体も申込が必要
　3月8日までに申込用紙（申込先で
配布。HPからダウンロードも可）に
必要事項を記入して、FAX·Eメールか
窓口へ　
　いずみ区民活動支援センター（区役
所1階104窓口）
　800-2393　　800-2518
　iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

こどもの健やかな成長を願って飾る、
手作りのつるし雛飾りを展示
展示：２月18日（月）12時～23日（土)
12時　区役所１階区民ホール　　
　区民事業担当（３階309窓口）
　800-2392　　800-2507

■第33回 泉区民文化祭参加者等募集
区内で活動している個人、サークル、団体
〈泉区民文化祭〉10月12日（土）～11
月10日（日）予定　
〈区民ホールイベント〉区役所１階区民
ホールでの作品展示、発表
※詳細はちらし（2月15日以降、区役
所·区内各地区センター等で配布、HP
に掲載）で
　3月29日までに、申込用紙（ちらしに
添付）を郵送かFAXまたは区民事業担
当へ。個人情報は、泉区文化振興委員会
と共有し、目的以外の用途では使用し
ません。　　所属する部会の定める参
加費及び運営費　
　文化振興委員会事務局 三上
（　080-6549-8270）
　区民事業担当（３階309窓口）
　800-2392　　800-2507

■いずみ区民活動支援センター
　利用登録団体募集
泉区を中心に活動している団体（3人
以上、政治・宗教・営利活動を除く。）
登録すると、ミーティングルーム（定員
12人）やレターケース（抽選45団体）
を利用可能。登録期間：2019年4月
1日から2020年3月31日まで ※現在

昨年の展示の様子

講演・講座

みやざき

くにざき のぶえ

えつこ

■泉区防災講演会
　「女性・男性・家族の視点で考える防災」
3月13日(水)10時～12時。泉公会堂で
当日先着600人。一時託児（２歳以上）
を希望の場合は2月21日までに連絡。
講師：危機管理アドバ
イザー 国崎 信江さん
　危機管理担当　
　800-2309
　800-2505

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

■もの忘れ相談（予約制）

毎週木曜日9時～12時
和泉第一町内会館
100円/1人・1回
（傷害保険代）

開催日
場　所
参加費

会場整備 毎回世話人３人体制、軽食あり
450人延（年間）
180人延（年間）
和泉第一町内会、地区社協、区社協運営協力

参加者
世話人

　泉区人財バンクの登録者が、日頃の活
動をPRします。今年度はちらし展と発表
会を開催します。ぜひご来場ください！

詳細は、いずみ区民活動支援センターホームページをご覧下さい。

いずみ区民活動支援センター　　800-2393　　800-2518

活動紹介ちらし展
～「何かを始めたい」と思っている方、必見！～

音楽とダンスの発表会♪
～パフォーマンスでつながる人財バンクの輪～

会　場
3月1日（金）10時～3月7日（木）15時
区役所1階　区民ホール(開庁時間内)

期　間

会　場
出演団体

3月9日（土）13時～16時30分(12時30分開場)
泉公会堂　講堂

日　時

音楽、ダンス・舞踊で登録している団体が日頃の活動の成果を披露します。
観客の方も一緒に歌っていただくコーナーもあります！

登録者の活動内容や活動場所、日時等を記載したちらしを展示します。
ちらしは、お持ち帰りできます。

（内容は一部変更になる場合があります）

アロハ・サウンズ、団塊世代バンドJ＆B、津軽三味線勝勇会、
はもーるキーボードアンサンブル、マハロサウンズ、民よう
踊ろう会、横浜市レクハーモニカ協会明日葉、横浜市レク・
フラダンス市民の会、緑園ウクレレクラブ（アイウエオ順）

いずみ区民活動支援センター

３月９日（土）に泉公会
堂において開催する泉
区人財バンク発表会で
もちらしを配架します。
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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

区役所 から

3月1日(金)10時～11時30分。和泉
保育園で。先着10人　　2月12日～
22日に電話で区役所子育て支援担当へ
▶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

　平成元年2月22日に泉図書館は開館しました。開館30周年を記念
して、懐かしい写真を集めた展示会を開催します。また、2月22日（金）
には、開館30周年記念として、子ども向けのプレゼント（先着順）もあ
りますので、ぜひご来館ください。

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。当日直接
和泉保育園へ
<ぴよぴよ>2月14日、3月7日の木
曜10時～11時30分。6か月までの
子と保護者

「子育て中でも、いろいろと楽しみたい！いろいろと発信したい！」
そんなママさんたちが集合！親子で参加できる素敵なブースがいっぱい♪

<きらきら>2月21日(木)10時～11
時30分｡7か月～12か月の子と保護者

■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

いずみ区民活動支援センター

■乳幼児の食事相談（予約制）
≪食生活健康相談≫
2月19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≫
2月19日(火)13時30分～15時。2回食頃
(7～8か月頃)の第1子。試食用のスプー
ン、赤ちゃん用エプロン、お手拭きを持参。
　・　電話か､件名に「2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
　800-2445　　800-2516
　iz-kenko@city.yokohama.jp 　

【コアラひろば】 桃の節句を楽しもう
2月28日(木)10時～11時15分。1歳
～未就学児と保護者
　・　2月12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

『ワニのライルとたんじょうパーティー』

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

　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

2月19日､3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

B・ウェーバー/さく　小杉佐恵子/やく　大日本図書

公共交通機関で来館してください

　ワニのライルはプリムさん一家と楽しく暮
らしています。ところが家族の誕生パーティー
の日、ライルは突然いやな気持ちになってしま
います。あれが自分の開けるプレゼントだった
らよかったのに・・・。嫉妬心から病気になった
ライルでしたが、病院で患者さんのお手伝いをしているうちにいい
気分になり、やきもちのことはけろりと忘れてしまいました。「ワニ
のライル」のシリーズは8冊あります。

◆日曜おはなし会
3月10日(日)14時～｡4歳以上（保
護者同伴可）

　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

平成31年度「泉ふれあい助成金」「福祉の泉助成金」説明会開催

　　　　　　　●第25回新橋アッテ祭り実行委員会　●中川農業まつり実行委
員会　●中川地区センター地域ふれあい実行委員会ダンス部　●横浜農協和泉支
店農友会　●泉すずらん会　●泉区地域活動交流コーディネーター連絡会(敬称略）
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11日(月)10時～11時・12日(火)18時～19時・15日(金)14時～
15時、泉ふれあいホームで｡助成金申請希望団体(各団体1人まで参加可)

　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

◆第30回泉区ふれあいウォーク2019

掲載については
へ

〈参加募集〉2月11日(祝・月)。受付8時
30分～9時。12時終了予定。小雨決
行。コース：泉公会堂～かもめパー
ク～和泉川水・緑沿散策～泉区役
所の約10㎞のコース。先着150人
　200円　　・　泉区レクリエーショ
ン協会 遠藤　　090-4529-5691

◆「泉区古道の移り変わり」について
2月17日(日)13時30分。泉図書館
2階で。当日先着40人　　500円
　泉区歴史の会 石井　　814-3331

◆朗読マラソン
読みたい作品を持ち寄り、順番に1
人８分以内(時間厳守)で朗読。作品
内容は不問。　3月25日(月)13時
～16時30分。泉区民文化セン
ターテアトルフォンテのリハーサ
ル室で。先着10人　　2月11日～
24日に　·　·　·　·作品名·作者名
を記載しFAX(　 812-5184)へ　
　泉朗読と語りの会 清水　　　
　812-5184

　泉図書館開館30周年にあわせ、誕生日にまつわる子どもの
本を紹介します。

■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〉2月13日･27日の水曜
〈1歳6か月児〉2月20日､3月6日の水曜

■乳幼児歯科相談（予約制）
2月13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

〈3歳児〉2月22日、3月8日の金曜
　 こども家庭係
　 800-2444　　800-2513

◆０・１・２・３歳のおはなし会

泉図書館は開館30周年

3月6日（水）10時45分～11時15
分。0～3歳児と保護者､先着10組
　2月27日9時30分から電話か
窓口へ

◆土曜おはなし会
3月2日(土)14時～｡5歳以上(保護
者同伴可)

★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）

2月14日(木)・・・・・・・・・・マンドリン　　2月15日(金)・・・・・・・・・・舞踊
2月18日（月）12時～23日(土)12時・・・・・・・・・・泉つるし飾り展

2月26日(火)～28日(木)10時～15時・・第3期泉区地域福祉保健計画推進イベント

3月1日(金)10時～7日(木)15時・・・・・・・泉区人財バンク活動紹介ちらし展

◆第13回泉区映画祭
　「博士の愛した数式」
3月15日(金)開演時間：朝の部10
時30分、昼の部14時30分、夜の
部18時30分。（開場はいずれも開

2月22日（金）～3月4日（月）
９時30分～17時まで
泉図書館２階会議室

日　時

会　場

2月22日（金）～24日（日）
※先着順で各回30人
（開館の9時30分から）　

日　時

◆写真展　

◆開館30周年記念プレゼント 子ども向け

昔はこんな
機械で貸出して
いました。

泉区福祉保健活動拠点泉ふれあいホーム及び泉区社会福祉
協議会は平成31年1月4日、いずみ中央相鉄ライフビルM
3階(相鉄ローゼンいずみ中央店の上階)に移転しました。

移転のお知らせ

泉区のママが
大集合！

日　時 会　場

※内容は変更する場合がありますので、ご了承ください。

「ママによるママのためのファミリーフェスタ」開催！

メイン
ステージ

スティールドラム、マイケル・
ロビンソン氏の演奏13時～

サブ
ステージ

美骨盤ヨガ、親子ルンルンリト
ミックなどの体験。12時～

フォト
コーナー

アート作品の前で、
自由に撮影！

中川地区センター　３月16日（土）12時～14時30分　

ワークショップコーナーやハンドメイド
作品の販売コーナーなどもあります。

いずみ区民活動支援センター　　800-2393　　800-2518

「ママによるママのためのファミリーフェスタ」開催！泉区のママが
大集合！

演の30分前から）泉区民文化セン
ターテアトルフォンテで。各回先
着300人。(各回の整理券は当日9
時30分より配布)
　泉区映画祭実行委員会 小野　
　801-6480

開館当時の
いずみ野
駅前

（スキャナーではなくペンタイプのバーコードリーダーでした）

詳細は10ページに掲載

詳細は8・9ページに掲載

詳細は10ページに掲載
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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
〈ヨガ＆ボディチューンⅠ(全12回)〉
4月2日～23日、5月7日～6月4日、7月2
日～16日の毎週火曜10時～11時30分｡
16歳以上､抽選30人　　6,600円　
　2月25日～3月11日
〈自然を写そう! デジカメテクニックA〉 
4月6日(土)9時30分～12時。小学5
年生以上､抽選10人　　1,000円　
　2月25日～3月11日
〈おひさまクラブⅠ(全6回)〉 
4月10日～5月15日の毎週水曜14
時～16時。4歳以上の未就学児と保
護者､抽選25組　　1組(保護者･子ど
も各1人)6,300円(3人目から追加料
金あり)　
　2月25日～3月11日
〈アウトドアクラブⅠ(全6回)〉 
4月13日･27日､5月18日､6月1日･
15日､7月6日の土曜10時～12時。小
学生と保護者､抽選12組　　1人
4,500円　
　2月25日～3月11日
※各詳細は電話か　 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

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

◆スプリングフェスティバル
2月23日(土)･24日(日)
〈作品展示会〉23日9時30分～16時･
24日9時30分～15時
〈ヤングフェスタ〉23日13時～15時30分
〈演技発表会〉24日11時30分～15時
※立礼式茶席･喫茶･地元野菜即売会なども実施

◆ロビー展示　チョークアート作品展
2月16日(土)～3月14日(木)

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

◆春期事前申込教室
スポーツ･ダンス･太極拳･ヨガ･健康づ
くりなど｡子ども向け教室も多数(有料)
　2月4日～23日(抽選)※詳細は電話
か　 で確認を

◆中高年英語入門教室(全36回)
4月10日～2020年3月25日の水曜
13時～14時45分｡松本ビル(戸塚区戸
塚町4001)で｡40歳以上､抽選24人
　1回1,400円(別途年会費1,200円)
　･　2月12日～3月8日に電話か､
　･　･　･　･　を書いてFAXか､Ｅ
メールでシルバー人材センター港南
事務所へ　
　342-9600　　847-1716
　ysckonan@yokohamacity-silver
center.or.jp

◆おとなも子どもも楽しめる！
　迫力人形芝居“浦島太郎”
誰もが知っている民話を本格的な人形
芝居で　3月9日(土)10時30分～11時
10分。先着40人(未就学児は保護者同
伴)　　2月12日9時から電話か窓口へ

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

◆子ども折紙教室
3月2日(土)14時～16時｡小学生以下
(幼児は保護者同伴)､当日先着20人

◆折り紙体験　玉手箱を作る
3月9日(土)10時～12時｡おおむね中学生以
上､抽選8人　　200円　　2月23日9時
30分～9時45分に費用とともに窓口へ

◆本物のお花を使ったアクセサリー作り
3月14日(木)10時～12時｡抽選10人
　800円　　2月28日10時～10時
15分に窓口へ

2019（平成31）年 2 月号　　／ 泉区版

◆おいしい紅茶を楽しもう！
3月6日(水)13時30分～15時30分。
先着10人｡ティーカップ持参　　700円
　2月13日9時から費用を添えて窓口

◆吊るし雛飾り展示
2月8日(金)～3月3日(日)9時～17
時。(最終日は15時まで)

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

〒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｢豪腕の大老 井伊直弼｣
2月12日(火)10時～12時　　100円
　2月1日から電話か窓口へ

※各60歳以上対象

◆しいたけ菌駒打ち体験
3月3日(日)9時30分～｡先着30人
　1本600円(2本まで)　　2月15日
から電話で

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300
　 ・　 804-5133

◆姿勢測定会
写真を画像解析し､個別に改善エクササ
イズを紹介。3月18日(月)13時～15時｡
先着20人　　1,000円　　2月18日から
電話か窓口へ

◆戸塚税務署からのお知らせ
【マイナンバーは毎年必要】
平成28年分以降､所得税等の申告書
には税務署へ提出する都度､マイナン
バーの記載と､本人確認書類の提示ま
たは写しの添付が必要です。
※e-Tax(電子申告)の場合は本人確認
書類の提示または写しの提出は不要
　戸塚税務署　　863-0011

◆座ってできるズンバ®ゴールド
2月15日(金)10時～11時　　100円
　2月1日～13日に電話か窓口へ
◆落語を楽しむ会「女房の買い物」
　「うどん屋」「権兵衛狸」
2月28日(木)13時～15時。当日先着80人

◆なごみの広場
ご存じですか？訪問看護､沖縄三線の演奏
2月14日(木)10時～11時30分｡当日先着
80人　　 100円

泉スポーツセンター

◆筋トレマシーンで膝痛を改善
2月26日(火)①10時～10時50分②11
時～11時50分。各先着4人　　500円
　2月11日10時から電話か窓口へ
◆美食家倶楽部のそば打ち教室
3月3日(日)9時30分～12時30分。先
着10人　　1,000円　　2月17日10
時から電話か窓口へ

◆作品実技発表会
3月2日(土)･3日(日)10時～14時30分(実
技発表は3日のみ)　※体験コーナー(パッ
チワーク､羊毛フェルト､ペン習字など)あり
◆子ども科学捜査講座
3月24日(日)10時～12時｡小学生(3
年生以下は保護者同伴)､抽選15人　
　200円　　3月10日10時～10時
15分に費用とともに窓口へ

く  ら  ぶ

◆絵本だいすき！お話会メイ
2月28日(木)11時 ～11時40分｡幼児
と保護者
◆行政書士相談(契約･相続等)
3月9日(土)9時30分 ～11時30分

◆立場地区センターまつり
2月16日(土)･17日(日) 
〈実技発表会〉16日10時～16時10分
〈お茶会(表千家)〉16日10時～15時
〈作品展示〉16日10時～16時･17日
10時～14時 〈イベント〉17日10時～
12時15分。出演:中和田中学校吹奏楽部､
中田小学校マーチングバンド､大空亜由美

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

◆クラシックコンサートと音楽アラカルト
2月23日(土)14時～15時15分。先着70人
　 前売り大人1,000円､中学生300
円(ドリンク付き)　　2月11日9時か
ら電話か費用を添えて窓口へ

◆春の可愛いアートフラワーボトル
3月30日(土)10時～11時。小学生(3
年生以下は保護者同伴)､抽選15人　
　1,000円　　3月9日10時～10時
15分に費用とともに窓口へ

◆親子料理教室(ちらしずし作り)
2月17日(日)10時～13時。2歳～小学
生と保護者､先着30人　　200円　
※持ち物などは問合せを　　2月12
日10時～15日13時までに電話で

◆いずみ紙芝居一座定期口演会 -冬 -
泉区に伝わる昔話や歴史を紙芝居で
2月17日(日)11時～11時40分。当日
先着40人

◆日本文化を楽しむ（茶道）
3月11日(月)10時30分～12時。茶道
初心者､先着15人　　200円　　2月
18日10時から費用とともに窓口へ

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

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

◆認知症サポーター スキルアップ講座
2月25日(月)13時30分～15時｡認知
症サポーター養成講座受講済みの人､
認知症キャラバンメイト､抽選30人
　2月18日までに電話か窓口へ
◆司法書士による成年後見制度講座
講義終了後､個別相談会あり　
3月2日(土)13時30分～15時30分｡
先着30人　
　2月11日9時から電話か窓口へ

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

※駐車場の用意はありません。

◆ホールでグランドピアノをひいてみませんか？
①3月4日(月)②5日(火)③12日(火)④13
日(水)①③10時～21時､②④9時～21時
　1時間1,800円､2時間3,000円　
　2月15日までに専用申込書(窓口､
　などで入手可)をFAXか窓口へ

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

◆おもちゃの病院
3月16日(土)10時～15時。先着20組
　2月12日～3月15日に電話か窓口へ

そ の 他
◆泉公会堂 避難訓練コンサート
横浜市消防音楽隊の演奏中に地震お
よび火災が起きた想定で避難訓練　
2月17日(日)14時～15時30分(開場
13時30分)｡当日先着200人　
　 泉公会堂　
　 800-2470　　800-2514

◆よこはま動物園ズーラシアで
〈わくわく裏側ウォッチング〉
2月24日までの毎週日曜｡4歳以上　
　300円　※詳細は電話か　 で確認を
　 よこはま動物園ズーラシア　　　
　 959-1000　　959-1450

びな

おおぞら あゆみ

◆モールでマスコット作り
3月9日(土)10時～12時。先着40人　　100
円　　2月23日10時から費用を添えて窓口へ

いい なおすけ

さんしん
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