
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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●出張日程・会場

生後91日以上の犬には、登録（生涯１回）と狂犬病予防注射の
接種（毎年１回）が法律で義務付けられています。

犬を飼ったら

トイレはなるべく家ですませ、散歩の途中でした
フンは持ち帰り、おしっこは水で流しましょう。

　わんわんパトロール隊は、愛犬にリード票を装着するものです。
リード票を装着した愛犬と散歩しながら防犯対策に取り組むこと
で、防犯意識の高いまちをアピールすることができるため、地域の
防犯力の向上につなげることができます。

　泉区役所３階地域振興課３１１窓口
までお越しください。申し込みをされ
た方には、「リード票」と「認定書」をお

渡しします。登録頭数は、821頭（平成30年12月
末現在）です。安心して暮らせるまちづくりを実
現するためにも、皆様のご協力をお願いします。

※会場には必ず犬を押さえられる人が来てください。 登録済（更新）3,600円（注射料金3,050円、注射済
票交付手数料550円）新規登録6,600円（上記に加
え登録料3,000円）
「狂犬病予防注射済票交付申請書」(動物愛護セン
ターから送付されたご案内)申請書の問診票は事前
に記入のうえ会場へお越しください。区外からの転
入や譲渡犬の場合は、犬鑑札をお持ちください。
犬の体調によっては、獣医師の判断により注射が受
けられない場合があります。
雨天実施。ただし、午前8時の時点で警報（大雨、洪水、暴
風、暴風雪、大雪）が発令されている場合は中止。また、雷
などの気象状況等により中止することがあります。中止の
際には、動物愛護センターのホームページに掲載します。

犬のフンとおしっこの始末は
飼い主の責任です。

鑑札・注射済票を
つけましょう。

激しく吠えて、
近隣の迷惑となっていませんか？

【予防注射は、動物病院または出張会場で受けることができます。】

日程

4日(木)4月

4月

4月

4月

4月

4月
4月

5日(金）

15日(月)

18日(木)

20日(土)
22日(月)

9日(火)

午前
午後
午前
午後
全日
午前
午後
午前
午後
全日
午前

内林第二公園
上飯田西公園
岡津町内会館
新橋観音寺
中川地区センター
中田中央公園(レストハウス側)
しらゆり集会所(しらゆり公園)
中田町第五公園
領家クラブハウス壱番館
泉区総合庁舎(公会堂側)
下和泉ふれあい公園

和泉町7411-2
上飯田町2751
岡津町1452-1
新橋町1157
桂坂4-1
中田町2841
中田東1-41-1
中田西3-14
領家1-7-2
和泉中央北5-1-1
下和泉5-15

受付時間 会場 所在地

平成31年度　
犬の登録と狂犬病予防接種について

午前 午後10時～12時 13時30分～15時 全日 10時～12時、13時30分～15時

費　用

持ち物

その他

雨天時

●市の委託を受けた動物病院で注射会場と同様に鑑札や注射済
　票の即日交付ができます。注射料金は動物病院によって異な
　りますので、詳しくは直接動物病院へお問い合わせください。
※横浜市動物愛護センターホームページも併せてご覧ください

生活衛生係　　800-2452　　800-2516

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

犬を公園や遊水地で放すのはやめましょう。

散歩の時は必ずリードを
つけましょう。

　生活衛生係へ連絡してください。警察署へも連絡
しましょう。心当たりの場所を探してください。

こんな時は
どうしたらいいの？ 　直ちに生活衛生係への届出が必要です。また、犬が狂犬

病にかかっていないか獣医師による鑑定が必要です。

登録を
ご希望の
方は

自分の犬が逃げ
出してしまったら！

吠える原因を探り、取り除く工夫をしましょう。
必要に応じてドッ
グトレーナーや獣
医師に相談して
みましょう。

わんわんパトロール隊

飼い犬が人を噛んで
しまったら！こんな時は

どうしたらいいの？

わんわんパトロール隊

横浜市動物愛護センター

注意喚起
プレートを
配布しています。

トピックス
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泉区選挙管理委員会　　800-2315　　800-2320

　投票日に仕事やレジャーなどの用事で､投票所に行けないと
見込まれる人は､期日前投票制度を利用してください｡「投票の
ご案内」が届いていましたら、自分の「投票のご案内」を持って

きてください。窓口での受付が早くなります。
　また､「投票のご案内」の裏面に「請求書兼宣誓書」（期日前投票の際に必
要）を印刷していますので､記入し、お持ちいただくとスムーズに受付が
できます。（「請求書兼宣誓書」は期日前投票所にも用意しています）

　出張先・旅行先、入院先（指定された施設）で不在者投票ができ
ます。また、身体に重度の障害のある人や要介護５の人で「郵便等
投票証明書」をお持ちの人は、郵便による不在者投票ができます

(平成31年１月現在)。詳しくは、区選挙管理委員会に問い合わせてください。

●みんなで考えるストップ！地球温暖化
●ヨコハマ３R夢（スリム）プラン（分別釣りゲームなど）
●リユースカップPRコーナーで飲み物を配布
●タグラグビー、少年サッカー・少年野球交流戦、グラウンドゴルフなどの
　体験コーナー、模擬店あり

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

　大地震が起きると、上下水道管が壊れてしまいトイレなどが使用で
きなくなる可能性があります。
　今回は、一戸建て住宅の汚水管（下水管）が破損しているか確認する方法
を紹介します。

宅地内の汚水ますのふたをマイナスドライバー・
バール等で開ける（ふたの形状はさまざまです）
※台所､トイレ､浴室ごとにあり､ふたに「汚水」「おすい」
　と表示されています

汚水ます(外観）

１

自宅の台所の流しから水を1～3リットル程度流す2
流した水が汚水ますに流れていて､その水が汚水
ますにたまったままにならないか確認する
※　～　をトイレ､浴室についても同様に行います
※水が流れてこなかったり、たまったままになる場合
　は下水道は使えません

※相鉄線三ツ境駅またはJR東海道本線戸塚駅東口から
　神奈中バス（戸17）で湘南泉病院バス停下車徒歩3分

3

広報相談係　　800-2335　　800ｰ2506

　周囲に畑や果樹園が広がり、自然豊かな地域にある和泉小学校。
「みんな輝け和泉っ子」の目標のもと､各学年で特色ある活動を行い､
連携を広げています。

和泉小学校の活動など詳しくは

　今年度､2年生のまち探検からは､泉郵便局との､3年生の「はまみら
い」というバラを育てるプロジェクトからは戸塚区の品濃小学校との
交流が始まりました。4年生は2年間かけて企業や行政とも連携しなが
ら「自然いっぱいニコニコ池」というビオトープの再整備に取り組んで
おり､5年生は､ＪＡ(農業協同組合)や地域の農家の協力のもと野菜の
栽培､販売を行いました。そして6年生は毎年､地域の方々から歌舞伎､
日本舞踊､天王囃子の指導を受け､発表会を行い披露しています。

　一つの取組が､学年全体にそし
て他の学年へと広がっていき、一
つの活動をきっかけに地域や社
会とのつながりが深まっていく､
さまざまな学びの中で「和泉っ
子」たちは成長しています。

横浜市和泉小学校

●水再生センター(下水処理場)の被災等により使用
　制限の告知がされた場合は、家庭の汚水管が使える
　場合でも水を流さないでください。
●トイレが使用不可になった場合に備えて、トイレパック
　の備蓄をお願いします。

横浜市選挙管理委員会

期日前投票所 投票期間（土日を含む） 交通 投票時間

泉区役所
１階１Ａ
会議室

市会・県会・知事
３月30日（土）～４月６日(土) 8時30分

～20時

いずみ中央駅
（相鉄いずみ野線）
下車徒歩5分※知事選挙は３月22日（金）から

　投票できます。

期日前
投票

不在者
投票

●区役所と立場バスターミナル内臨時投票所の2か所で期日前投票ができます。
●時間が異なりますので注意してください。

市会・県会・知事
３月30日（土）～４月６日(土)

立場バス
ターミナル内
臨時投票所

立場駅
（横浜市営地下鉄）
下車徒歩１分

9時30分
～20時

３月23日（土）９時～15時（雨天中止）
神明台処分地スポーツ施設（泉区新橋町1553）会　場

日　時
駐車場はありますが、
できる限り公共交通機
関を利用してください。

横浜市コールセンター
（　664-2525）へ

神明台スポーツ施設エリア
スポーツ施設
正面入口

スポーツ施設入口
（徒歩のみ）

管理事務所

駐車場
駐輪場

ドングリの森開催可否は
当日8時から

←隼人高校

←湘南
泉病院
入口信

号

神明台処分地入口→

湘南泉病院
バス停

スポーツ施設
新橋側入口

駐車場

駐車場

芝生広場 ミニ
サッカー場

多目的広場
（芝生）

サッカー場

第1
軟式野球場第2

軟式野球場

遊水池

高塚配水池

下水の使用可否の確認手順

汚水ます（内部）(益城町作成
「避難生活をしている皆さまへ
　ご自宅の下水の使用可否の確
　認方法について」より)

身近な備えシリーズ⑨
～家庭の汚水管(下水管)の確認方法～
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〒245-0024 
横浜市泉区和泉中央北5-1-1
泉区役所地域振興課内

泉区連合自治会町内会長会

　自治会・町内会は、一定の地域に在住する住民により組織されている自主的、民主的な任意団体
です。会員の皆さんが自らの手でお互いに助け合いながら、自分たちの住んでいるまちをより住
みやすいまちにしていくために、さまざまな活動を行っています。
　例えばごみ集積所の清掃や資源集団回収など、地域が一体となって取り組むことにより、効率的
効果的に行うことができます。また、運動会や夏まつりなどの地域の行事を通してご近所同士の
「顔の見える」関係が深まり、高齢者の見守りや災害時などの「いざという時」には助け合いにつな
がります。このように自治会・町内会は、地域住民にとって重要な役割を担っています。

災害時に備えた防災用品の備蓄や、防
災訓練の実施など、「いざという時」
のための活動に力をいれています。

泉区連合自治会町内会長会

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

地域の大切な役割を担っています自治会・町内会は

防災活動

町内の防犯パトロールや登下校時の
見守りなどを行い、安全・安心なまち
づくりを進めています。

防犯パトロール

地域の清掃活動やごみ集積所の維持
管理を行い、きれいで住みよい町づく
りに取り組んでいます。

まちの美化活動

地域の皆さんが交流できるお祭りや
運動会などのイベントを行っています。

親睦・レクリエーション活動

ひとり暮らし高齢者の見守りや、健康
サロンなどを開催しています。

福祉保健活動

行政からの情報や地域のお知らせを、
回覧版や掲示板で情報提供しています。

広報活動 　自治会・町内会の活動に「あまり興味がない」「忙しくてとても参加はで
きない」という人も、自治会・町内会に加入して、できる事から始めて、地
域の皆さんとの「顔の見える」関係をつくっていきませんか。

自治会・町内会
加入に関する
問合せは

地域の大切な役割を担っています

－自治会活動を始めたきっかけは？－

－民生委員･児童委員を長く務められているそうですね－
　グリーンハイムいずみ野C地区自治会で副会長を務めていた時に当時の自治会長から､「１期だけやって欲しい」と懇願さ
れ引き受けました。結局それから31年間､地区連合自治会長である現在も民生委員･児童委員を務めています。今年の11月
末日の定年まで､民生委員･児童委員として地域に貢献しようと思っています。

－地区連合自治会長になってとまどいはありませんでしたか？－

－力を入れていきたい活動や取組は？－
　和泉北部連合では､健康と文化の街づくりを目指して健康づくりと地域文化の振興を図るため､年間行事として「ソフトボール大会」､「囲碁大会」､「連合
大運動会」､「新春歩け歩け大会」などを行いながらさまざまな活動に取り組んでいます。和泉北部連合も高齢化が進んでいます。家に引きこもりがちにな
る方もいますので､各種イベントを開催し､多くの皆さんに参加していただき､楽しくやっていきたいと思っています。

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。

　昭和53年に現在の住まいに入居した時は､30歳代から40歳代の若い方が多く住んでいて､子どもたちも多く賑やかで
した。私は当時少年野球のコーチを引き受けていたことから､自治会活動に引っ張り出されることが多く､このことが地域
活動のきっかけとなりました。

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

▲成澤 誠会長　地区連合自治会長に就任したのが、平成28年５月です。前会長が急逝され、連合の副会長であった私が会長を引き継ぐこと
になりました。前会長とは数年間にわたり､ご一緒に活動する中で､地区連合の仕事はおよそわかっているつもりでしたが､実
際､地区連合自治会長になってみると､さまざまな方との調整などもあり､苦労することもありました。

「イベントに多くの方に参加していただき、
　　　　　　　　　　　　　楽しくやっていきたい」

成澤 誠さん
まことなりさわ

（和泉北部連合自治会会長  平成28年5月～）
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　団塊の世代の方々が75歳以上となる2025年には、
泉区でも急速な高齢化が見込まれています。
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、
泉区でも行動指針を作成し、
2025年までの目標と取組
事項をまとめています。

何をしているの？

具体的にはどんな活動をしているの？

どこにいるの？

生活支援コーディネーターから区民のみなさんへメッセージ

地域の送迎サービス

地域の送迎サービス

上飯田地域ケアプラザ・福祉施設

踊場地域ケアプラザ

怪我をして出かけられな
かったけど、送迎があり
外出できて良かった。

日曜日の音楽カフェ
新橋地域ケアプラザ

区社会福祉協議会・地域ケアプラザに配置されています。

泉区内での の一部を紹介します！

坂のせいで食事会に行け
なかったけれど、参加でき
るようになって嬉しいわ。

音楽カフェに行くこ
とを楽しみにしてい
ます。

ちょっと困ったときに
助けてくれる人はいないかしら

食事会への送迎の
手段が検討できると
いいなぁ

坂が多くて
大変・・・食事会に

参加できる人が
減ってきて
気がかりです

なるほど

送迎サービスの
ニーズが
ありそうだ

高齢化も進んで
いるし、坂が多い
地域となると

ドライバーに
なれる人は
いないかしら

上飯田地域ケアプラザ

下和泉地域ケアプラザ

踊場地域ケアプラザ

いずみ中央地域ケアプラザ

新橋地域ケアプラザ

いずみ野地域ケアプラザ

泉区社会福祉協議会

泉区役所高齢・障害支援課

上飯田町1338-１

和泉が丘１-26-１

中田東1-4-6

和泉中央北5-14-1

新橋町33-1

和泉町6214-1

和泉中央南5-4-13

和泉中央北５-1-1

802-8200

802-9920

801-2920

805-1700

813-3877

800-0322

802-2150

800-2434

802-6800

802-9927

801-2923

805-1798

813-3380

800-0324

804-6042

800-2513

介護予防・健康づくり

在宅医療・介護連携

地域活動支援

　心身に不自由が
あっても、暮らしに必
要な支援やサービス
が受けられる。

　人とのふれあいや
生きがいを感じる場
所や機会がある。

　困っている人に
気付き合い、必要な
人や制度などにつ
なげる。

区域の課題やニーズの把
握、分析等を区役所と地域
ケアプラザと協力して
行っています。

泉区社会福祉協議会

田村
コーディネーター

ご相談はこちらへ

生活支援

交流・居場所

多様な主体による生活支援
（生活支援体制整備事業）

これらの が充実する地域づくりをめざしています。3つ

今回は、こちらについてご紹介します。
この仕組みづくりのため、平成28年に

生活支援コーディネーターが配置されました。

移動販売 ぽかぽかマート
下和泉地域ケアプラザ・企業等

自分の目で見て、好
みの商品を選べる
し楽しいわ。

多世代交流サロン
いずみ野地域ケアプラザ

ここに来ると、楽しいし、
皆と会えるし、おしゃべ
りできるの。

シニア男性の交流・居場所づくり

いずみ中央地域ケアプラザ・ducks

いろいろな分野で活躍し
た人たちが集まるので、知
らない情報を聞くことが
できて楽しい。

ダックス

まずはみなさんのお話を
聞かせてください!!
お気軽にどうぞ!!

上飯田地域
ケアプラザ

露口
コーディネーター

誰もが誰かとつながって、
安心して暮らせるまちを
築いていく地域の伴走者
でありたいです。

下和泉地域
ケアプラザ

木下
コーディネーター

泉区をもっと暮らしやす
いまちにできるよう、みな
さんと一緒に元気に楽し
く進んでいきたいです!!

踊場地域
ケアプラザ

北見
コーディネーター

新たな交流・活動への参加
がご自身の健康増進につ
ながります。気軽にチャレ
ンジしてみませんか？

いずみ中央地域
ケアプラザ

加藤
コーディネーター

地域のみなさんの生活の
中で楽しみが増える。そん
な活動を盛り上げていけ
るよう頑張ります。

新橋地域
ケアプラザ

羽生
コーディネーター

元気であたたかいみなさ
んとともに、地域づくりに
取り組んでまいります。

いずみ野地域
ケアプラザ

田中
コーディネーター

　地域の活動、ニーズの
まとめと整理

　地域ケアプラザと地域の
人との話し合い（協議体）

　地域の活動の場に伺います。
お話を聞かせてください

取 組

具体的な取 組　地域の活動、ニーズの
まとめと整理

　地域ケアプラザと地域の
人との話し合い（協議体）

　地域の活動の場に伺います。
お話を聞かせてください

つゆぐち きのした きたみ かとう はにゅう たなか たむら

見守り・つながり

高齢者支援担当　　800-2434　　800-2513
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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
3月14日(木)9時～11時
　  ・　 電話で健康づくり係へ
　  800-2445　　800-2516

募集・案内
■区勢便覧「IZUMI 2019」発行

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

統なまざまさのどな」表年の区「」口人「
計データをもとに、泉区の現状をとり
まとめています。泉区への関心と理解
を深めていただく統計資料として活用
してください。
3月25日(月)から泉区のホームページ
で見ることができます。

　 統計選挙係
　 800-2315　　 800-2505

4月25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
　・　4月2日～23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）

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）

広報相談係　　800-2337　　800-2506

登録担当(2階204窓口)　　800-2345　　800-2508

軽自動車税担当（3階303窓口）　　800-2353　　800-2509

　泉区内の公共施設や医療機関、行政情報などを掲載した冊子の平成
31年度版を発行します。バスマップは取り外して持ち運ぶこともで
きます。

区の概要、区役所ご案内、区内おでかけスポッ
ト、医療機関、災害への備え、自治会町内会、区
民利用施設、バスマップ、公共機関、保育園・幼
稚園・子育て支援施設・学校、各種施設など

４月１日（月）から区役所１階101窓口で配布、
区ホームページでもダウンロード可

「泉区生活便利帳」の新版を発行

泉　区勢便覧　2019

健康・相談
■生活習慣改善相談（予約制）

泉区生活便利帳
区民事業担当　　800-2392　　800-2507

　軽自動車税は､毎年4月1日の所有者に課税されます。4月2日以降に
名義変更や廃車した場合は､譲り渡した人等（4月1日現在の所有者）に
その年度の納付義務があります｡(月割での課税制度ではありません)

　125cc以下の原動機付自転車（バイク）等を譲り受けたときは、
区役所で名義変更の手続が必要です。必要書類等は次のとおりです。

※転居・転入手続の際には、マイナンバー通知カードまたはマイナンバー
　カード（持っている人のみ。マイナンバーカードの手続にはパスワードが
　必要です。）を持参してください。

※3月､4月の窓口は特に混み合うため1時間以上お待ちいただく場合があり
　ます。時間に余裕をもって来庁してください。

※第2･4土曜日は開庁（午前9時～12時)していますが、一部取り扱いので
　きない業務がありますので、不明な点は事前に問い合わせてください。

いずみ区民活動支援センター
月～金曜日 
第2･4土曜日

8時45分～17時
9時～12時

いずみ多文化共生コーナー

いずみ区民活動支援センター
いずみ多文化共生コーナー

月･火･木曜日 9時～16時
第2･4土曜日 9時～12時

開庁日変更のお知らせ

●主な掲載内容

●入手方法

泉区内の引っ越し

引っ越し先によって手続の方法が違います

窓口の混雑予測については、15ページに掲載しています。

引っ越しが済んでから、泉区役所で手続を
してください。

泉区から横浜市外
への引っ越し

泉区役所で転出手続をしたのち、引っ越し
先の市町村で転入手続をしてください。

泉区から横浜市内の
他区への引っ越し

引っ越した後に引っ越し先の区役所で転入
手続をしてください。泉区役所での手続は
不要です。

廃車届出済みの場合 廃車届出をしていない場合
泉区ナンバーのバイク 泉区以外のナンバーのバイク

廃車手続には､本人確認書類､印鑑､ナンバープレート､標識交付証明書
が必要です｡それぞれの手続の詳細は､事前に問い合わせてください。

原動機付自転車

●本人確認書類
●印鑑
●譲渡証明書　

①泉区役所で手続する車両

②関東運輸局等で手続する車両

4月
から

4月
から

現行

現行

車両の種類 譲り受け等の手続 軽自動車税の申告

排気量が125ccを
超えるバイク

神奈川県軽自動車協会
横浜分室
　931-4290

排気量が660㏄以下の
三輪、四輪の軽自動車

神奈川県軽自動車協会　
横浜支所
　929-6888

●廃車申告受付書

●本人確認書類
●印鑑
●譲渡証明書　
●標識交付証明書

●本人確認書類
●印鑑
●譲渡証明書　
●ナンバープレート
●標識交付証明書

関東運輸局
神奈川運輸支局
　050-5540-2035　

軽自動車検査協会
神奈川事務所
　050-3816-3118

　車両の種類ごとの手続先は、次のとおりです。

を譲り受けた時

月～金曜日
8時45分～17時

月･火･木曜日
9時～16時

　日頃の土曜日における利用状況や地域のみなさんの意見等を踏まえた
運営方法の見直しに伴い、平成31年４月から第２・４土曜日を閉庁する
こととしました。
　月～金曜日（祝休日、年末年始を除く）の窓口・電話での相談や情報提供

」用利のムールグンィテーミ「・」出貸等材機「、たま。すまい行りおど来従は
などの際は気軽に問い合わせてください。ぜひ、引き続き利用してください。
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子育て 情 報

すきっぷ　泉区

区役所 から

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

■マタニティさん､あつまれ♪
おもちゃの手作り､乳幼児とのふれあいなど　
3月12日(火)13時30分～15時30分。第１子を妊娠中の人

【赤ちゃんコアラ】 ふれあい遊び、誕生会など
<きらきら>3月14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）
　学校連携・こども担当
　800-2465

■乳幼児歯科相談（予約制）
3月13日、4月10日の水曜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≫
3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≫
3月19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「3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 　

◆０・１・２・３歳のおはなし会
3月27日(水)10時45分～11時15
分。0～3歳児と保護者､先着10組
　3月20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

◆テントのなかのおはなし会
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
3月28日(木)15時30分～。3歳～
小学生(保護者同伴可）､先着10組
　3月14日9時30分から電話か
窓口へ

◆土曜おはなし会
4月6日(土)14時～｡5歳以上(保
護者同伴可)

　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

3月19日､4月2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

　ベストセラー本(特に横浜市
立図書館ホームページ「予約の
多い本50」に掲載されている
本）で、不要な本がありました
ら、ぜひ､泉図書館へ寄贈して
ください。

※事前連絡不要です。
　泉図書館のカウンターにお持ち
　ください。（1回20冊程度）
※書き込みのある本、壊れている本
　など、状態によってはお受けでき
　ない場合もあります｡

★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）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・工芸展
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朗読
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ギター合奏
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ハーモニカ演奏

3月11日（月）～15日（金）
3月18日(月）
3月19日(火）
3月20日(水)

■乳幼児健康診査
3月までは各12時30分～13時30分
受付、4月以降は各13時～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〉3月13日･27日､4月10日の水曜
〈1歳6か月児〉3月20日､4月3日の水曜
〈3歳児〉3月22日､4月5日の金曜
　 こども家庭係
　 800-2444　　800-2513

　 月～金曜9時30分～15時に電話で
　 803-1483　　803-1137

公共交通機関で来館してください

　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

◆古文書部会発表会

掲載については
へ

『東海道中膝栗毛』を読んでほか
3月17日(日)13時30分～。
泉図書館で。当日先着40人　
　500円　
　泉区歴史の会　石井　　　　　
　814-3331

◆泉区民春季囲碁大会
クラス別対抗戦｡市大会予選を兼
ねる　4月7日(日)9時30分受付。
泉ふれあいホームで　
　1,500円(学生800円､別途昼
食代300円)
　泉区囲碁連盟　　806-7228

◆泉区舞踊大会
3月20日(水)11時～16時。
泉公会堂で　
　泉区舞踊協会 蔦扇
　875-4918

◆泉区ソフトテニスジュニア教室
4月1日～2020年3月31日の日
曜9時～12時｡横浜緑園高等学校
他で。5歳～小学生､先着50人　
　未就学児8,800円､
小学生20,800円　
　・　3月11日から電話かFAXで
　･　･　･　･　を書いて泉区ソフ
トテニス協会藤原へ
　090-6014-6401
　812-4714

保険係（2階205･206窓口）　　800-2425　　800-2512

読み終わったベストセラー本を
寄贈してください

◆泉区民テニス大会
ダブルス①男子､②女子（予選：6
ゲーム先取･リーグ戦､本選:6ゲー
ムマッチ･トーナメント）
5月5日(祝･日)･11日(土)･26日
(日)､6月2日(日)･30日(日)8時45
分集合｡東俣野中央公園で｡区内在
住･在勤･在学か区内テニスクラブ･
スクール･協会に登録している
サークルに所属している人、①②
各先着56組　
　1組4,000円
　・　3月29日･30日の11時～
18時に､費用を添えてとつかテニ
スクラブ内ヴィヴァへ　
　804-7850

こんな場合は… 必要なもの 届出窓口

205

205

205

206

国民健康保険から社会保険へ

社会保険から国民健康保険へ

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

小児医療費助成

重度障害者医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成

新旧両方の保険証

健康保険資格喪失証明書

保険証

保険証･医療証

住
所
変
更

上記のほか、印鑑及び運転免許証やパスポート等の本人確認書類を
お持ちください。

　転出や就職などで加入する健康保険が変更となった場合、それ
までの国民健康保険証を利用することはできません。利用した場
合は、横浜市国民健康保険が医療機関に支払った医療費を返還し
ていただくことになります。
　なお、この返還金は、新しく加入された健康保険から「療養費」
として支給される場合があります。

　保険証の変更は早めに手続きを行い、保険証は適正に利用して
ください。

保険証の適正利用
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泉スポーツセンター
〒245-0006 西が岡3-11
　 813-7461　　813-7463
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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

そ の 他

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

泉スポーツセンター

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

◆春休み影絵劇場「狸の恩返し」
3月23日(土)10時30分～11時30分。
幼児～小学生、先着50人。　
　3月11日10時から電話か窓口へ
◆ママの簡単手作りおやつ
　「おからでアメリカンクッキー」他
3月23日(土)10時～12時30分。親
子先着20人　　700円
　3月11日10時から電話か窓口へ

◆春休み子どもオセロ大会
軽食と参加賞あり。　3月29日(金)10時～
13時。一人でオセロのできる幼児と小学
生。先着（小学4年生以上20人、小学3年生
以下20人）　　3月11日10時から窓口にて

◆初めての俳句(全６回)
4月～6月の第1·第3火曜10時～12
時｡抽選15人　　3,000円　
　3月19日10時～10時15分に窓口へ

◆ポーセリンアーツの体験
3月30日(土)10時～12時｡抽選25人
(10歳以下は保護者同伴)　　600
円/個　　3月16日9時30分～9時
45分に費用とともに窓口へ

◆「ミニ吊るし兜」を作ろう
4月8日(月)9時30分～12時｡抽選8
人　　1,500円　　3月25日9時30
分～9時45分に費用とともに窓口へ

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

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

◆子どもの心理とその理解
小学生の心の成長過程や関わり方に
ついて　講師：稲富正治さん　
3月30日(土)13時30分～15時。先着
30人　　100円　
　3月11日～29日に電話か窓口へ

◆トレーニング室のご案内
事前予約不要！入会金･年会費必要な
し！有酸素運動、筋力トレーニング系
マシンが充実。15分のショートプログ
ラムを毎日開催中。
9時～20時50分(最終受付20時)　
　16歳以上300円、16歳未満100円
(3時間) ※詳細は電話か　 で確認を

◆オリンピックまでに話そう 初心者英会話
4月6日～6月15日(毎週土曜)15時
10分～16時40分。中学生以上､抽選
10人　　3,000円　　3月23日11
時～11時15分に費用とともに窓口へ

◆ホールでグランドピアノをひいて
　みませんか？
①4月2日(火)②3日(水)③18日(木)④19
日(金)①③10時～21時､②④9時～21時
　1枠1,800円(1時間)､2枠3,400円
(2時間)　　3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

◆イッツ・フォンテシリーズ「ふぉんて寄席」
出演：立川志らく、柳家三三、林家二楽
ほか。　7月26日(金)19時～21時
　区民2,700円　　4月20日から
電話か費用を添えて窓口へ

◆４月開講趣味の教室
(日程の詳細は問合せを)
<①韓国伝統刺繍に挑戦(全12回)>
4月1日～9月16日の第1・第3月曜10
時～12時。抽選8人　　4,000円
<②ZUNBA®GOLD(全12回)>
4月6日～9月21日の第1·第3土曜13時
45分～14時45分。抽選15人　　300円
<③健康吹矢(全12回)> 
4月9日～9月24日の第2·第4火曜15
時～16時45分。抽選20人　　3,000円
<④優しいヨガ(全11回)> 
4月8日～9月23日の第2·第4月曜14時
30分～15時45分。抽選30人　　300円

◆サバイバル！調理器具を使わない
　クッキング
3月30日(土)10時30分～12時｡小学
生先着15人(低学年は要保護者同伴)
　3月16日10時から電話か窓口へ

◆よこはま動物園ズーラシアで
<ズーラシアガーデンパーティー　
 ～どうぶつ絵本の世界～>
どうぶつの絵本をテーマとしたイベント
を開催します。　3月23日(土)～4月4日
(木)。ころころ広場、ころこロッジにて
<開園20周年記念特別企画展>
ズーラシアの沿革や20年間の出来事を
パネル展示します。　3月20日（水）～9
月2日(月)まで。ホッキョクグマの水中
ビューにて ※詳細は電話かHPで確認を
　よこはま動物園ズーラシア
　959-1000　　959-1450

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

◆ママによるママのためのファミリーフェスタ
3月16日(土)12時～14時30分。模
擬店、スティールドラム演奏、ワーク
ショップなど。

◆Babyとママのためのヨガ(全6回)
4月2日～6月18日(毎週火曜)A組10
時～10時50分、B組11時～11時50
分。5か月～2歳6か月までの親子抽選
各回8組(初心者優先)　　3,000円　
　3月19日9時30分～9時45分に費
用とともに窓口へ

◆第123回クラシックコンサートと
　音楽アラカルト
3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　　3月11日9時から電話か
費用を添えて窓口へ

◆座ってできるズンバ®ゴールド
3月18日(月)10時～11時　　100円
　3月15日までに電話か窓口へ
◆歌声ひろば
3月25日(月)13時～15時。当日先着80人
◆映画鑑賞会「五番町夕霧楼」
3月29日(金)13時～15時30分｡当日先着80人

テアトルフォンテ

◆デコパージュでオリジナルバックを作ろう
3月24日(日)10時～12時。幼児(保
護者同伴)～小学生。先着20人

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1
　 ・　 803-2270

◆春休みマジックショー＆工作
マジックショーと工作、ぬりえなど。　
3月24日(日)10時～11時30分。先着
30人(3歳未満は保護者同伴)

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

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

◆春休み子ども卓球教室
3月23日(土)･29日(金)·30(土)9時
15分～10時45分。小学生先着20人。
　3月12日～19日に電話か窓口へ
◆絵本だいすき！お話会MAY
3月28日(木)11時～11時40分｡幼
児と保護者
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◆目指せ！美骨盤（全８回）
4月8日～7月22日(毎週月曜)10時
～11時。抽選15人(初心者優先)　　
　3,200円　　3月25日9時30分～
9時45分に費用とともに窓口へ

◆男ヨガ入門(全９回)
4月～8月の(8月10日を除く)第2·第
4土曜15時～16時｡男性、抽選25人
(初心者優先)　　2,700円　　3月
23日14時～14時15分に窓口へ

◆いずみ野カフェ「デ・アイ」特別版　
　大人の相談室
看護師による物忘れ・血圧·飲み込み
などの解説。　
3月24日(日)13時～16時。先着30人
　3月11日～23日に電話か窓口へ

◆春の花を楽しむ会
4月7日(日)9時30分～11時30分｡
　3月24日から電話で
◆竹の子まつり
4月14日(日)①9時30分から(竹の子
堀り体験)小学生以下の子と保護者抽
選20家族②10時30分から(竹の子・
竹の子汁販売)　　①300円/1家族
　3月30日の開館時間中に電話で

3月25日(月)9時30分～13時30分｡
抽選20人　　100円　
　3月17日までに　･　･　･　･　を
書いて電話·Eメールか窓口へ
　 izumichuo-hp@hama-wel.or.jp

いずみ野地域ケアプラザ
〒245-0016 和泉町6214-1
　 800-0322　　800-0324

いなどみ まさはる

◆おはなし会
3月21日(祝・木)11時～11時30分｡
0～3歳児とその保護者当日先着5組

◆男性のためのアクティブLife講座
　健康お花見ウオーキング
泉区役所集合～和泉川遊水地～いずみ野
駅～いずみ台公園～新橋市民の森～弥
生台駅～中丸家長屋門～新橋天神の森
公園～緑園都市駅～緑園須郷台公園～
旭区こども自然公園解散(歩行距離 約9㎞)

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

〒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

※各60歳以上対象

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300
　 ・　 804-5133

ズーラシア

こども自然公園青少年

◆こども自然公園青少年野外活動センターで
<アロマ教室A>
4月19日(金)10時30分～12時。16歳以
上初心者、10人　　2,000円　　3月
11日～3月25日
<ファミリークッキング　バーベキューA·B>
A：4月28日(日)B：4月29日(祝·月)10時
～14時｡8人以内の家族·グループ抽選
15組　　中学生以上2,200円、小学生
1,800円、4歳～未就学児1,000円、3歳
以下100円　　3月15日～3月29日
<ほのぼのファミリーキャンプ春>
5月5日(祝・日)13時～5月6日(休・月)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　　3月15日～29日
詳細は電話かホームページで確認を
　こども自然公園青少年野外活動セン
ター　　811-8444　　812-5778

<⑤健康体操(全19回)> 
4月4日～9月26日の木曜13時～14
時25分　　400円
　3月16日までに①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②～⑤ははがき
を持参して窓口へ
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