
みんなの健康アップ！みんなの健康アップ！
６月６日（木）10時～15時　区役所1階区民ホール ほか

子どものフッ素塗布と歯科相談

スキマ時間で脂肪燃焼！！
アンチメタボ筋力トレーニング

　虫歯予防の話、
　保護者の歯科相談も
　　 14時～15時

①体組成測定（10時～15時）
②骨健康度測定（10時～15時）
③肺年齢測定（10時～12時、13時～15時）
　　　　　　　　　　　　　　　　  など
　※測定機器が変更になる場合があります。

申 込 み 5月29日（消印有効）までに、住所・保護者と子の
名前・子の年齢・電話番号を書いて往復はがき
（1世帯1通）か、ホームページの応募フォームから
健康づくり係へ

①10時30分～10時45分
②11時～11時15分
③11時30分～11時45分
各回15人

泉区　健康づくり　子どものフッ素 検索で

区役所４階４ABC会議室
スポーツインストラクター　秋葉　直輝さん

事前に申し込みが必要な催し

体験・情報コーナー

相談コーナー
あき ば　    なお  き

当日参加が可能な催し

当日参加が可能な催し

健康チェック

お薬・禁煙相談
健康相談

口臭チェック、虫歯クイズ

など

歯科コーナー

一日の野菜量チェック
野菜釣りゲーム（子ども向け）

健康づくり係　　800-2445　　800-2516

対 象  歯が生えている
　　　未就学児、抽選200人
会 場  区役所1階
　　　福祉保健センター

時　　　間

定　　　員
会　　　場
運 動 指 導
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泉区内で実施する主な事業

5月号
2019（令和元）年

●人　口
●世帯数

152,065 人 
62,010世帯

2019年4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。

蚊
●オープンは日の出から日没までです。
●ルールを守って利用してください。
●簡易仮設トイレを設置しています。
　（バリアフリータイプではありません）
●水道はありませんので、飲み物をお持ちください。
●事故防止のため、広場以外には立ち入らないでください。

広場専用駐車場（２０台程度）がありますが、バスのご利
用が便利です。（立場駅からおおよそ１０分に１本運行）
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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

　平成26年8月､デング熱の国内感染が約70年ぶりに確認されました。地球温暖化に伴い今後､蚊が媒介する
感染症の発生が懸念されます。主に5月から10月までが蚊の発生時期になりますので､蚊を発生させないため
には､発生源を減らす対策が重要です。

　平成２６年に日本に返還された深谷通信所跡地の空地を暫定的に
活用し、「旧深谷通信所跡地中央広場」として一般開放しています。走
り回って遊んだり、のんびりとくつろいだりしながら、空の広さを体
感できる広場となっています。ぜひお越しください。

蚊に刺されない
発生源を減らす

網戸の設置、
窓の開閉に注意 ！

皮膚の露出を
避けましょう

長そで、長ズボンの
着用を ！

虫よけスプレーは
効果的に使いましょう

持続性がないので
定期的にかける ！

やぶ、草むらには
行かない ！

蚊がいるところには
近寄らない

蚊を家に入れない

～幼虫対策～ ～成虫対策～
幼虫（ボウフラ）は小さな水たま
りでも発生します。水たまりをな
くし、水たまりの原因となるもの
を片付けましょう。

成虫は草むらや、やぶの中など湿っ
た風通しの悪いところにいます。雑
草の草刈りなどを定期的に行って、
蚊のすみかをなくしましょう。

生活衛生係　　800-2452　　800-2516

企画調整係　　800-2331　　800-2505泉土木事務所管理係　　800-2532　　800-2540

深谷通信所跡地に
遊びに来ませんか？

立場駅

かまくらみち

中央広場

駐車場

通信隊前
バス停

広場利用にあたって

危険な遊び
（ゴルフ、バットを使うなど）は

やめましょう
※テニスコート、野球場、
多目的広場を除く

公園にごみ箱は
置いていません

ごみは持ち帰りましょう
たばこのポイ捨てはやめましょう

動物の放し飼いはやめましょう
必ずリードをつけ、ふんは持ち帰りましょう

虫
よ
け

※虫よけスプレーは
　使用上の注意を
　よく確認して使い
　ましょう

泉区役所

立場

中田

下飯田

中央広場

いずみ中央

通信隊前

ゆ
め
が
丘

相
鉄
い
ず
み
野
線

県
道
阿
久
和
鎌
倉

（
か
ま
く
ら
み
ち
）横浜

市

営
地
下
鉄

通信隊前深谷通信所
跡地



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。

泉消防署からのお知らせ
●地域の防災 ～自分たちの町を自分たちで守ろう～
　火災から地域を守る ！ 初期消火器具

泉消防署予防課予防係　　　801-0119

初期消火器具とは？
　初期消火器具には、初期消火箱（固定式）とスタンドパイプ式初期消
火器具（可搬式）の２種類があり、大規模地震時等、地域で発生した火
災の拡大を防ぐため、地域住民の協力により初期消火を行っていただ
くための消火器具です。特にスタンドパイプ式は機動性に優れ、女性
や高齢者でも容易に取り扱うことができます。また、自治会町内会が
設置する初期消火器具等を設置する費用の一部を補助する事業も
行っています。

●大切な人の命を救うために、応急手当の方法を
　学んでみませんか。

初期消火器具(固定式) スタンドパイプ式初期消火器具(可搬式)

　泉消防署では、毎月第２木曜日に救急教室を開催しています。
 場 所  泉消防署４階会議室
 時 間  10時～11時30分
※電話等による事前申込みをお願いしています。
　一人でも、友達同士でも、家族でも、どなたでも参加できます。気軽
に参加して、心肺蘇生法をマスターしましょう！

6月13日､7月11日、8月8日、9月12日、
10月10日、11月14日､12月12日､
1月9日､2月13日、3月12日

知  識
～備蓄品のローリングストックを！～

災害発生後は､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。備蓄する量の目安は
最低3日分です。

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

身近な備えシリーズ①

普段の買い置きを多めにする、『ローリングストック』が有効です。

ローリングストックとは

メリット ＆ ポイント

①まとめて購入する。
　追加で
　購入する。 ②少なくなったら

※食料品以外の
　消耗品も同様に
　備蓄できます。

④先に購入したものから
　使いましょう

③追加して
　購入

●日頃から利用しているものを少し多めに買うだけで備蓄ができる。
●災害発生時もいつも通りのものが使え、消費期限切れになりにくい。
●加熱するものがある場合、カセットコンロとガスボンベも用意を。
●災害発生時のみ必要になるものは別に準備しましょう。

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507主催 ： 泉区交通安全対策協議会・泉区地域防犯まちづくり推進協議会

中畑 清さん（横浜ＤｅＮＡベイスターズ前監督）が
春の「安全・安心まちづくり」キャンペーンに

泉警察署の一日署長として参加！
交通事故と振り込め詐欺等の防止を訴えます ！

多数の皆さんの来場を
　　　　お待ちしていま

す！多数の皆さんの来場を
　　　　お待ちしていま

す！
日 時 5月13日（月）14時～14時30分
場 所 市営地下鉄ブルーライン立場駅バスロータリー
※雨天の場合は､駅構内で実施します

中畑  清 さん
1954年福島県生まれ
安積商業高校､駒澤大学卒業
読売巨人軍（1977年～1989年）
ゴールデングラブ賞7回
日本シリーズ優秀選手賞1回
アテネ五輪日本代表監督（2004年）
横浜DeNAベイスターズ前監督

な か    は た       きよし

 6月以降の今年度の日程（毎月第2木曜日） 

人形を使って心肺蘇生や
AEDの使い方を学べます
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泉区内で実施する主な事業
　泉区は水や緑に恵まれ、盛んな地域活動、伝統文化に支えられた暮らしやすい豊かな土地です。魅力にあふ
れ、将来に渡り持続可能な元気の出る泉区づくりを推進し、より多くの方に泉区に住みつづけたい・住みたいと
思っていただけるよう取り組んでまいります。また、共感と信頼を礎に、地域の皆さまから親しまれる区役所を
つくってまいります。

令和 元 年度

区役所が地域特性を踏まえ
独自に行う取組

魅力ある泉区づくり

区役所が独自に地域のニーズや課題に対応するための予算
(個性ある区づくり推進費)　　令和元年度予算額 95,962 千円

予算調整係　　800-2313　　800-2505

1
　若い世代に選ばれ、住み続けたいと思われる魅力的な泉区を
目指し、泉区の魅力を広く発信するとともに、泉区ならではの
農業や伝統文化、旧深谷通信所跡地等、泉区の地域特性を生か
したまちづくりを進めます。

いずみ文化振興

地域活動の広がるまちづくり2
　地域協議会を運営し、地域の声を施策に生かします。また、
自治会町内会や多文化共生・スポーツを含めた地域活動の継
続・充実に向けた活動支援や担い手支援に取り組み、地域のつ
ながりづくりを推進します。

スポーツ活動の支
援

地域力支援

安全・安心なまちづくり3
　区民が安全に安心して暮らせるよう、防災体制の整備・強化
や地域防災の担い手支援などの防災・減災対策、防犯・交通安
全対策、食とくらしの安全などの取組を推進します。

防災対策

交通安全

健康と福祉のまちづくり4
　いつまでも住み慣れた地域で元気に暮らせるよう地域と連
携し、地域包括ケアの推進や健康づくり、高齢者・障害者の
支援に取り組み、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進
します。

地域包括ケアの推
進

障害児・者の社会
参加促進

子育てしやすいまちづくり5
　地域で安心して子育てができるよう、出産前からのサポート
だけでなく、保育施設・地域団体等との協働・連携による子育
て支援や情報発信を進めます。

子育て支援

青少年の健全育成

信頼される身近な区役所づくり6
　区庁舎の環境整備や区民ボランティアによる案内を通じて、
区民が利用しやすく親しみやすい区役所づくりを進めます。ま
た、区民に対し、様々な情報を的確に提供・発信します。

窓口案内ボランテ
ィア 広　報

特 集

定住・転入促進



92019（令和元）年 5月号 ／ 泉区版

県
道
阿
久
和
鎌
倉（
か
ま
く
ら
み
ち
）

　
　　県道瀬谷柏尾

相鉄
いず
み

野
線

いずみ野駅

中田駅

立場駅

深谷通信所
跡地

境
川
境
川

県
道
横
浜
伊
勢
原（
長
後
街
道
）

宇
田
川（
村
岡
川
）

和
泉
川

和
泉
川

弥生台駅

阿久和川

踊場駅

■

泉区役所
■

■

■

■
■

■

立場地区センター

泉スポーツ
センター

老人福祉センター
泉寿荘

■

■

■

■
中川地区センター

■

環
状
４
号
線

■

■

■

上飯田
地区センター

いずみ野
地域ケアプラザ

新橋小

岡津小

下和泉小

中田中

泉図書館

東海
道新
幹線

■新橋地域
ケアプラザ
新橋地域
ケアプラザ

踊場駅

緑園地域
交流センター

いずみ
中央駅

緑園地域
交流センター

踊場地域
ケアプラザ

上飯田地域
ケアプラザ

いずみ中央
地域ケアプラザ

泉区民文化センター
（テアトルフォンテ）

下和泉地区センター
下和泉地域ケアプラザ

ゆめが丘駅ゆめが丘駅

下飯田駅下飯田駅

権太坂和泉線

横浜市営
地下鉄
ブルーライン

下和泉地区センター
下和泉地域ケアプラザ

踊場地域
ケアプラザ

県道横浜
伊勢原
（長後街道）

緑園都市駅

いずみ
中央駅

区役所と市役所が連携・協力して、取り組む事業

企画調整係　　800-2331　　800-2505

〈跡地利用〉
「深谷通信所跡地利用基本計画」に基づき、跡地利用の具体化を推進。
また、利用者の利便性向上のため、公衆トイレの設置に向けた設計を行
うとともに、広域避難場所としての防災機能強化に資する取組を実施

〈暫定利用〉
●通路等の整備を実施
●区民が利用できる区域を広場として開放するとともに、広場利用を
　促進する取組を実施

まちづくり 深谷通信所跡地利用

公　園
公園改良工事

内林第二公園など7つの公園で
老朽化した遊具の更新等の実施

道　路
第三和泉原橋等の
補修・補強

新幹線に架かる橋梁の補修工事
を実施

道　路
道路改良事業

県道阿久和鎌倉（萩丸交差点）など、区内10か所で
道路改良事業を推進

まちづくり・公園
初期救急医療対策・
公園整備

「令和元年度泉区運営方針」は、5月1日以降泉区ホームページでご覧いただけます。

旧水道局戸塚・泉地域サービスセ
ンターの跡地を泉区休日急患診
療所・南西部夜間急病センター
（令和2年移転予定）及び街区公
園として活用するため、建築工事
等の整備を実施

環　境
ガーデンシティ
横浜の推進
区内の鉄道駅へ
のプランター等
による植栽の
設置

河　川
和泉川河川改修事業

護岸工事等の実施（新幹線交差部）

河　川
河道等安全対策事業

大雨に備えるための河川・水路
等の維持管理の強化
（土砂掘削・伐採等）

道　路
中田さちが丘線
道路整備事業

令和2年度の全線供用を目指
し、残る区間の整備を実施

完成予想図（未整備区間：270m）

まちづくり
泉ゆめが丘地区
土地区画整理事業

宅地、調整池、道路等の整備を実施

下水道・防災
災害用ハマッコトイレの整備
（新橋小、岡津小、中田中、下和泉小）

災害時におけるトイレ機能を確保するため、災害時下水直結式仮設ト
イレ（災害用ハマッコトイレ）を整備

教　育
小中一貫校整備事業

緑園義務教育学校の設置に向
けた整備工事を実施
（令和4年４月開校予定）

福　祉
地域ケアプラザ
整備事業

岡津地域ケアプラザの設置に向
けた整備工事を実施
（令和元年度開所予定）

令和元年度　泉区運営方針 検索で

泉公会堂泉公会堂
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横浜子育てサポートシステム

〒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

■ 緑のカーテン用種の配布
ゴーヤ､西洋アサガオの種を配布（な
くなり次第終了）。区役所1階正面入り
口､地区センター､地域ケアプラザで
　企画調整係　　800-2331
　800-2505

■ 衣類のリユース
不要になった衣類の受入れ、配布。区
役所1階区民ホールで。※ファッション
小物は受入れ不可 ※区役所地下駐車
場は有料
〈受入れ〉染みやほころびがないもの。
6月20日（木）10時～12時､21日
（金）10時～11時｡車での搬入は区役
所と公会堂の間へ
〈配布〉6月21日（金）10時～13時30
分｡持ち帰り用の袋は各自で用意を
　地域活動支援担当
　800-2397　　800-2507

■ おまつりでの食中毒予防講習会
6月3日（月）14時30分～16時。区役
所4階4ABC会議室で。先着80人
　5月13日～5月31日に電話か団体
名・代表者名・　・参加人数を書いてＦ
ＡＸかＥメールか、窓口へ。
　生活衛生係（区役所3階314窓口）
　800-2451　　800-2516
　iz-eisei@city.yokohama.jp

■ 講座「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予防につい
ての講義と体験。6月10日（月）14時～
16時。区役所4階4ABC会議室で。講
師：かながわ健康財団健康運動指導士
高垣茂子さん。おおむね65歳以上の区
内在住・在勤の人､先着60人
　5月13日から電話か、　・
　・　を書いてＦＡＸで
　高齢者支援担当
　800-2435
　800-2513

■ 日本語ボランティア入門講座（全8回）
外国人に日本語を教えてみたい人集合！
6月10日～8月5日の月曜(7月15日を
除く)。19時～21時。区役所会議室
で。抽選20人
　5月27日までに電話か　・　・　を書
いてＦＡＸかＥメールか、窓口へ
　区民事業担当（区役所3階309窓口）
　800-2392　　800-2507
　iz-tabunka@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
5月31日（金）9時～11時
○食生活健康相談
栄養士による食事相談
5月31日（金）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

■ 肺がん検診（エックス線撮影）
6月13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　　　5月21日～6月11日の
8時45分から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
休日は除く）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

募集・案内

イベント

講演・講座

たか がき しげ  こ

脊髄小脳変性症とパーキンソン病患者交流会
　患者とその家族の交流、情報交換、講師を招いての学習会などの活
動を通して日々の療養生活に役立てています。
　なごやかな雰囲気で行っていますので、初めての人も気軽に参加く
ださい。（事前に連絡をお願いします）

 場 所 泉区役所１階母子健康相談室
 日 時 毎月第2火曜日（8月･2月を除く）
 13時30分～15時30分
 内 容 リハビリ体操、誤嚥予防と声のリハビリ、
 交流会（ボッチャ、コーヒーのいれ方講座等）
 ※内容により音楽療法士、体操指導士、
 　理学療法士、言語聴覚士、薬剤師等が
 　学習会を行います。詳細はお問い合わ
 　せください。

音楽療法士による音楽療法

歯科衛生士による
学習会

　地域ぐるみで子育て支援をしていく｢有償のボランティア※｣の仕組みが子育てサポートシステム
です｡｢子どもを預けたい人｣が利用会員として｢子どもを預かる人｣が提供会員として､会員相互の
信頼関係のもとに行われる援助活動です。地域みんなの力で子育てを応援していきましょう。
（※援助活動は仕事のように定期的にあるものではなく、収入を保証するものではありません。）

利用会員

平成31年2月28日現在

361人

提供会員 90人

両方会員 36人

両方会員とは
こどもを預けたり預かったりの両
方をできる会員です。友達同士で
会員になって支え合ったり、子ど
もを連れて短い時間の送迎活動
を行っている両方会員もいます。

　利用会員の条件
市内在住で生後57日～小学校6年生の子の保護者
　提供会員の条件
市内在住で子育てに理解がある健康な20歳以上の人
（3日程度の研修有り）

●利用時間と料金
平　　　日  7時～19時　1時間800円
　　　　　  7時前、19時以降は1時間900円
土日祝休日  1時間900円
宿泊を伴う預かりや病児の預かりはできません。
その他サポート活動の際に発生した交通費・実費
は別途かかります。

■子育てサポートシステム泉区支部事務局
　（地域子育て支援拠点「すきっぷ」
　火～土曜　9時～17時
　（受付時間はすきっぷの開館日時と同じ）
※月曜が祝休日の場合は翌日火曜日が休館
　　805-6789　　805-6122
　　kosapo@skip-izumi.jp

　こども家庭係　　800-2444　　800-2513

利 用 者 の 声

提 供 会 員 の 声

　高齢者支援担当　　800-2434　　800-2513

ご  えん
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子育て情 報

▶乳幼児健康診査
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〉5月15日･29日の水曜
〈1歳6か月児〉
5月22日､6月5日の水曜
〈3歳児〉5月24日､6月7日の金曜
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513

▶乳幼児歯科相談（予約制）
5月15日（水）9時30分～10時。
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
5月21日（火）9時～11時。乳幼
児の保護者。区役所1階福祉保
健センターで
　電話で健康づくり係へ

●離乳食教室
5月21日（火）13時30分～15
時。区役所1階福祉保健センター
で。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「5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

企画調整係　　800-2331　　800-2505

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
ふれあい遊び、誕生会など
〈ぴよぴよ〉
5月16日（木）10時～11時30分。
6か月までの子と保護者
〈きらきら〉
5月23日（木）10時～11時30分｡
7か月～12か月の子と保護者
●コアラひろば
新聞紙で遊ぼう
6月4日（火）10時～11時15分｡
1歳～未就学児と保護者
　5月21日から

●育児講座
｢離乳食と口腔のはなし｣
6月13日（木）10時～11時30分。
0歳の子と保護者
　5月13日から
｢すくすく保健講座スキンケアについて｣
6月25日（火）10時～11時。
0歳～未就学児と保護者
　5月28日から
｢親子のふれあいタッチケア｣
7月9日（火）10時～11時30分｡
0歳の子と保護者
　6月6日から
　和泉保育園
　803-1483　　803-1137

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遊
び､交流
5月15日（水）10時30分～11時
30分。未就学児と保護者､妊娠
中の人

▶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
5月21日（火）13時30分～15時
30分。妊娠中の人と家族

　　　ハチミツを与えるのは1歳を
　　　過ぎてからにしましょう
1歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べると
乳児ボツリヌス症にかかることがあります。
生活衛生係　　800-2451　　800-2516

泉区地域子育て拠点すきっぷ 〒245-0023 和泉中央南5-4-13-209
　805-6111　　805-6122 すきっぷ　泉区 検索で

泉区らしい魅力的なシーンやスポットを配信中！
@izumiku_yokohama_official
「＃住むなら泉区」をつけて投稿しよう

区役所からの発信に加えて､皆さんから｢#住むなら泉区」をつけ
て投稿していただいた写真も、投稿者の承諾をいただいたうえ、
公式アカウントで紹介していきます。

〒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
5月12日、6月9日の日曜14時～｡4歳以上(保護者同伴可)
●０・１・２・３歳のおはなし会
5月29日（水）10時45分～11時15分。0～３歳児と保護者､先着10組
　5月17日9時30分から電話か窓口へ
●土曜おはなし会
6月1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
6月12日(水)10時30分～12時。語り手：おはなしクーゲル。先着30人
　5月15日9時30分から電話か窓口へ

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　5月14日､28日の火曜15時10分～16時
●場所　緑園東公園
　横浜市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）

●5月21日（火）13時～23日（木）16時
●5月28日（火）9時～31日（金）14時

華道展
さつき花季展示会

あやめ通信
区民活動情報

●講演会:有馬純律氏「郷土史から見た泉区（仮題）」
5月24日（金）10時30分～。JA横浜和泉支店で。当日先着50人
　泉区歴史の会 石井　　814-3331
●泉区バドミントン大会
6月9日（日）泉スポーツセンターで。男女ダブルス個人戦｡年齢別､ク
ラス別｡先着108組　　各1人男性1,500円､女性1,200円､中学生
800円　　5月11日～21日　※申込みの詳細や集合時間はホーム
ページで確認を　　泉区バドミントン協会 服部
　izumi_bado@googlegroups.com
●泉区民弓道大会（和弓､男女別）
6月23日（日）9時～17時｡泉スポーツセンターで。区内在住､在勤､
在学の有段者　　1,000円（昼食代含む）　　　6月10日までに　･
　･　･性別･段位を書いて往復はがきかＥメールで泉区弓道協会事
務局（〒245-0004 領家4-7-1）へ　　　813-0230
　izumikyudo@gmail.com
●泉区陸上競技選手権大会
7月27日（土）9時～（雨天決行）｡三ツ沢公園陸上競技場で。区内在
住･在勤･在学の小学5年生以上。種目等の詳細については問合せを
　小・中学生500円､一般800円（各1種目）､リレー800円（1チー
ム）　　5月7日～6月7日までに大会要項（区役所､各地区センター
で配布）に添付されている振込用紙に必要事項を記入し振り込みで
　泉区陸上競技協会 岡本　　803-2637
●｢泉･洋舞フェスティバル2019｣出演者募集
11月23日（土）･24日（日）泉区民文化センターテアトルフォンテで。
※有料。詳細は問合せを　　　5月11日～31日に電話かＥメールで
泉･洋舞連盟常盤へ　　090-9399-4829
　nel_guki@icloud.com
●保育ボランティアグループ「マミー」会員募集
保育や乳幼児健診の手伝いなどの活動をする保育ボランティアを10
人程度募集。定例会：原則毎月第3月曜10時～。泉ふれあいホームで
　随時受付 ※詳細は問合せを　　泉区保育ボランティアグループ｢マ
ミー｣　　080-6723-2027　　hoiku_mammy@yahoo.co.jp

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

！
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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

■ 夏期事前申込教室参加者募集中
7月～9月開催分の教室！ 大人向け24教
室、子ども向け12教室を開催。当日受
付教室も多数あり ！　　5月25日まで
■ 姿勢測定会募集
3枚の写真の画像解析から姿勢を点
数化し、改善のエクササイズを紹介。6
月8日（土）10時～12時。先着20人
　各1,000円　　5月11日から電話か
窓口にて ※詳細は電話かHPで確認を
ツイッター始めました。@izumisc_ysa

　上飯田地区センター

■ 父の日に贈るプレゼント
ポーセラーツで作るマグカップ
6月1日（土）10時～12時。5歳以上先
着10人（小学3年以下要保護者同伴）
　一般1,300円、中学生以下800円
　5月11日～24日9時から費用を添え
て窓口へ
■ 吊るし雛作り教室（全4回）
6月5日、7月3日、8月7日、9月4日の水
曜。9時30分～12時。先着8人。まち
針・はさみ持参。　　2,800円　　5月
11日9時から費用を添えて窓口へ
■ 詩吟教室（全4回）
6月14日～7月26日の第2・4金曜12時
30分～14時30分。筆記用具持参。
先着10人　　500円　　5月31日9
時から費用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ シモチク青空子ども食堂で地域交流会
6月1日（土）12時～13時30分。先着
30人　　大人200円、子ども100円
（1食）　　5月11日10時から電話か
費用を添えて窓口へ
■リズムでゆらゆら骨盤リフレッシュ
体操（全5回）

6月5日、7月3日・31日、8月21日、9月
4日の水曜。10時～11時15分｡先着
15人　　2,000円　　5月15日10時
から電話か費用を添えて窓口へ
■七夕まつり　笹飾りのお土産付き
6月22日（土）13時～14時30分。先着
200人　　6月1日10時から電話か窓
口へ

　立場地区センター

■父の日にシールでデザインする贈り物
シール感覚の熱転写でオリジナル作品を
5月25日（土）10時～12時｡小学生､
先着20人　　キートレイ700円、マグ
カップ・お茶碗1,200円　　5月11日～
18日に電話か費用を添えて窓口へ

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

■簡単日曜大工　網戸の張替え講座
6月1日（土）10時～12時。先着20人
　5月11日～21日に電話か窓口へ
■香りと花のアロマワックス
ロウを型に流して香りと花をつけた
ワックスプレートの製作（2種類）
6月4日（火）10時～12時｡先着10人
　1,600円　　5月14日～5月27日に
電話か窓口へ

　中川地区センター

■しんぜん院外健康教室
「トイレが近くて困っていませんか？」
5月15日（水）10時～11時30分。当日
先着100人
■写真と手形アートで赤ちゃんの今
を残そう

6月16日（日）10時～11時30分｡抽選
親子10組（3か月～1歳の乳児と保護
者）　　500円　　6月2日10時～10
時15分に費用とともに窓口へ
■世界で一つの香水を作ろう
6月26日（水）10時～11時30分。抽選
12人　　500円　　6月5日10時～
10時15分に費用とともに窓口へ

　葛野コミュニティハウス

■エンジョイ♪ヘルスケア
今からはじめる健康長寿 ー　野ー
（全3回）
①6月26日（水）14時～15時30分:薬
剤師さんの4種類健康チェック②7月1
日・③15日の月曜14時～15時30分:ス
クエアステップ。先着20人。
　5月11日9時から電話か窓口へ

　新橋コミュニティハウス

■子ども折り紙教室
6月1日（土）14時～16時｡小学生以下
当日先着20人（幼児は保護者同伴）
■チョークアート体験教室
プルメリアを描く
6月24日（月）9時30分～12時。抽選
15人。　　1,500円
　6月3日10時～10時15分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■小中学生のための英検集中教室
　（全14回）
英検5級～3級受験のための準備教室
6月1日～9月7日の毎週土曜、9時30
分～12時。小中学生先着12人（要保
護者の同意書）。　　2,000円
　5月11日9時から直接窓口へ
■エンジョイ♪ヘルスケア
今からはじめる健康長寿
①6月4日（デイサービスで行われてい
る介護予防）・②11日（口腔ケア～美
味しく味わうために～）・③18日（生前

整理～家の片づけ方～）の火曜13時30
分～15時。各回先着①20人②③30人
　5月11日9時から電話か窓口へ
■おもしろ理科教室（全10回）
6月15日～3月21日の第3土曜10時～
11時。小学6年先着10人。　　300円
　5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4回）
6月2日～9月1日の第1日曜10時30
分～11時30分。抽選20人。　　800円
　5月19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

■ミニミニコンサート
ピアノで「軽ポップス」を
6月22日（土）14時から。先着30人
　6月1日10時から電話か窓口へ

　いずみ中央地域ケアプラザ

■男性のためのアクティブライフ講座
ピザ作り＆ロープワーク体験
5月30日（木）9時30分～15時。50歳以
上の区内在住・在勤の男性。抽選20人
　1,000円　　5月21日までに　・　・
　・　・　を書いて、Eメールか窓口へ
　izumichuo-hp@hama-wel.or.jp
■おはなし会
5月～7月の第3木曜11時～11時30
分。0歳～3歳児とその保護者当日先
着5組
■子育て仲間ぽんぽこパート2
6月～9月の第2木曜（8月を除く）10
時～11時30分。1歳6か月～3歳児と
保護者､先着35組　　100円
　5月11日から電話か窓口へ

　テアトルフォンテ

■ホールできく物語
～女優二木てるみさんが語る物語～
6月2日（日）①11時～11時40分、新
美南吉『去年の木』・浜田廣介『さらわ
れたおにんぎょう』②14時～15時、湯
本香樹実『ポプラの秋』より「手紙」
　①乳幼児と保護者一組500円（2人
目からの乳幼児1人300円）②泉区民
800円（未就学児入場不可）
　6月2日までに電話か窓口へ
■ホールでグランドピアノをひいて
みませんか？

①6月3日（月）②4日（火）③12日
（水）④13日（木）①③10時～21時､
②④9時～21時　　1時間1,800円､2
時間3,400円
　5月15日までに専用申込書（窓口､
ホームページなどで入手可）をFAX
か窓口へ

■ヒダノ修一ウィズ
　太鼓マスターズコンサート2019
世界的な太鼓ソリスト達とセネガルの
鬼才の圧倒的なパフォーマンス
7月20日（土）15時～17時　　区民
2,500円、子ども1,500円　　5月14
日～7月20日までに電話か窓口へ

　泉寿荘

※各60歳以上対象
■みんなで歩こう
　ノルディックウオーキング
5月15日（水）13時～15時。抽選30人
　100円
　5月13日までに電話か窓口へ
■映画鑑賞会
　「雨に歌えば」1953年・アメリカ
5月29日（水）13時～15時。当日先着
80人
■座ってできるズンバ®ゴールド
6月10日（月）10時～12時｡抽選30人
　100円
　6月1日～8日に電話か窓口へ

　こどもログハウス

■げんきっこまつり
おえかきせんべい・ゲーム（参加賞有）
5月18日（土）13時30分～15時30
分。（15時受付終了）幼児（保護者同
伴）～当日先着小学生120人。

　天王森泉館

■春の野鳥観察会
5月26日（日）９時集合。双眼鏡、望遠
鏡などある方は持参。　　5月11日よ
り電話で

　その他

■よこはま動物園ズーラシアで
〈ゴールデンウィーク開園時間延長〉
4月28日（日）から5月6日（月・休）は
ゆっくり動物園を楽しんでいただける
ように、開園時間を延長します。
※時間など詳細はHPで確認を
〈動物たちにプレゼント〉
動物へ餌やおもちゃをプレゼントする特
別ガイドを20周年にちなみ、20回実施
します。5月12日・19日・26日（各日曜）
　よこはま動物園ズーラシア
　959-1000
　959-1450
■文化観光局文化プログラム推進課
〈横浜音祭り2019「横浜18区コンサート」・泉区〉
石田組（8人編成）による弦楽アンサンブル
10月3日（木）14時開演、15時終演予
定。泉区民文化センターで。
　2,500円　　　5月11日から横浜音
祭りチケットセンター（神奈川芸術協
会内）へ　　453-5080

泉スポーツセンター 検索で

テアトルフォンテ 検索で

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

　野コミュニティハウス
〒245-0014 中田南5-15-1

　　805-0487

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

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11

　　814-4050

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

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

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

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1

　　803-2270

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　　804-5133

そ の 他

ズーラシア 検索で
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