
運営企画係　　800-2401　　800-2516
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　民生委員･児童委員は､地域の住民の中から自治会・
町内会の推薦を受けて、厚生労働大臣から委嘱されて
いる任期３年の特別職の地方公務員です。
　地域の皆さんが安心して暮らせるよう、｢身近な相談
相手｣として､福祉や子育てに関することなどさまざま
な支援を行っています。
　民生委員・児童委員の中でも､子どもや子育てに関す
る支援を専門に担当するのが､｢主任児童委員｣です。

平成30年度は､泉区民生委員
児童委員協議会で｢介護保険制
度の概要｣､｢民生委員と地域ケ
アプラザとの連携｣をテーマに
研修を実施しました。

　少子高齢化の急速な伸展による家族形態の変化や人と人とのつながりの希
薄化により、社会から孤立してしまう人々が生じやすく、つながりのある地
域の重要性が高まっています。
　私たち民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手として潜在していてな
かなか見つけにくいニーズを発見、掘り起して支援へとつなげていきます。
　『小さな気づき　寄り添う心　頼れる地域のつなぎ役』のキャッチフレーズ
のもと､地域住民がその地域でいつまでも住み続けることができるよう活動し
ている民生委員・児童委員にぜひご理解とご協力をお願いします。

民生委員･児童委員には､
｢守秘義務｣があり､

相談した人の秘密は守られます

サロンや食事会の運営 研修への参加

見守り活動
子育て支援

※買物の手伝いや病院への
　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。

高齢のひとり暮らしの方などが
元気に過ごされているかどうか､
訪問や電話で確認しています｡

泉区民生委員
児童委員協議会 会長
石 井　マサ子 さん
いし　い　　　　　　　こ

どのように選ばれるの？
　横浜市では､地域をよく知る連合自治会町内会や自治
会・町内会に次期委員候補者の推薦をお願いしていま
す。推薦された候補者は、市の審査会を経て､厚生労働
大臣から委嘱されます｡

　11月30日で、現在の民生委員・児童委員の任
期が満了になるため、12月1日に一斉改選されま
す。推薦に関して、地域の皆様のご理解・ご協力
をお願いします。

地域の身近な相談相手

今年は一斉改選が行われます
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風水害時の情報収集と避難

6月号
2019（令和元）年

●人　口
●世帯数

152,062 人 
62,095世帯

2019（令和元）年5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

　7月から10月には、巣が大きくなっていることが多く、駆除には相当な費用がかかりま
す。働きバチが羽化する6月頃までの巣は、女王バチが1匹で巣作りをしています。その
ため巣も小さく、この時期に発見できればアシナガバチの場合、ご自身で駆除すること
も可能です。春のうちに巣が作られやすい場所を点検するように心がけましょう。

生活衛生係　　800-2452　　800-2516

天井裏
・
壁の中

のき下

床下 戸袋の中 垣根・植込みの中木の洞の中
うろ

巣を作りやすいところ

相談の多いハチの種類と巣のかたち
スズメバチ
●巣はボール状で、茶色っぽ
いマーブル模様があり、出
入り口の穴は1箇所です。

●巣を作る場所は種類に
よって異なり、天井裏や壁
中の場合もあります。
●攻撃性が高く、駆除には危
険が伴うので専門の駆除
業者に依頼しましょう。

※区役所ではハチの駆除は行っていませんが、スズメバチやアシナガバチなどの駆除方法の相談
にお答えしています。また、アシナガバチの巣を駆除するための機材の貸し出しを区役所で行っ
ています。詳しいことは生活衛生係にご相談ください。

※ハチの巣の駆除は土地や建物の所有者・管理者が行うことが原則です。
※駆除費用に対する補助制度はありません。

　メス猫は生後４～１２か月で出産可能となり、年２～４回、一度に
４～８匹出産します。オス猫は生後８～１２か月で交尾可能になります。
　子猫だと思っていても、あっという間に増えてしまいます。
　不妊去勢手術をすると、発情期特有の困った行動（大きな鳴き声、マーキ
ングなど）を軽減することができます。
　横浜市では、飼い主のいない猫を減らし、周囲に対する被害を未然に防
止するため、また、動物愛護についての理解を深めるため、市内に生息する
飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を助成しています。

※助成制度についてご不明な点がありましたら、横
浜市動物愛護センターのホームページで確認い
ただくか、生活衛生係に問い合わせてください。
※自治会・町内会など、地域で不妊去勢手術や地域
猫活動に取り組まれる場合、捕獲器の貸出や支
援制度があります。

スズメバチの巣

アシナガバチ
●巣は灰色か薄茶色で、下から
見ると六角形の穴がたくさん
あり、ところどころ穴が白いま
ゆで塞がっています。巣の表
面にはハチが何匹もとまって
おり、形はお椀をひっくり返し
たような形や横に平べったい
形です。

●飛ぶときにダラーンと足を下げて飛びます。
●巣を作る場所は主に生垣や軒先です。
●自分で駆除ができる場合があります。

アシナガバチの巣

対象動物 市内に生息する飼い主のいない猫（手術後の耳カットが条件となります）
実施予定頭数 全市で5,700頭程度 助成金額 1頭につき上限5,000円
手術実施動物病院 横浜市及び隣接地域の登録動物病院

不妊去勢手術の申請方法

横浜市動物愛護センター 検索で

区民利用施設担当　　800-2396　　800-2507生活衛生係　　800-2452　　800-2516

ラグビーワールドカップ2019ＴＭ日本大会
開幕100日前PR展示を行います

ラグビーワールドカップ2019ＴＭ日本大会
開幕100日前PR展示を行います

　2019年6月12日でラグビーワールドカップ2019™日本大会の
開幕までちょうど100日前を迎えます。
　区民の皆様にもラグビーを身近に感じ、9月から始まるラグビー
ワールドカップ2019をより楽しんでいただけるよう、
ラグビーのグッズやパネルの展示を行います。
区役所にお越しの際はぜひお立ち寄りください。

期間 ： 6月11日（火）～13日（木）
会場 ： 区民ホール

RWC2019大会の概要や横浜で
開催される試合チームの紹介

左：PRブース
上：横浜で試合を行うチームのフラッグボールTM©Rugby World CupLimited 2015
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　糖尿病や心臓病、脳卒中などの生活習慣病を防ぐには、「メタボリックシンドローム」の予防が必要で
す。今回は、「メタボリックシンドローム」予防につながる「食事」、「運動」、「歯磨き」のコツをお伝えします。

　２回１コースの講座です。１回目は体組成測定と食
事・運動に関するお話。その後、約100日間、自宅で生
活習慣改善にチャレンジ。２回目に再度、測定を行い
結果を確認します。

健康づくり係　　800-2445　　800-2516

のコツを知って

生活習慣病を防ぐため、あなたのライフスタイル見直してみませんか？

「食事」、「運動」、「歯磨き」

▶主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事に
　しましょう。
▶野菜を1日350ｇ食べましょう。

▶１日9,000歩を目安に歩きましょう。
▶スキマ時間で運動しましょう
　（階段昇降、イスを使った筋トレなど）

▶正しい道具で正しい歯磨きをしましょう。
▶歯科定期健診を続けて、 歯磨きをチェックし
　てもらいプロのクリーニングを受けましょう！

日 程

会 場

２回１コース
▶１回目 ： ７月６日（土） 9：45～12：30　
▶２回目 ： １０月５日（土） 9：45～12：30　
泉区役所 １階　母子健康相談室

定 員 先着２０人
保 育 あり（若干名、先着順。当日は９：３０までに来所）
申 込 ６月１１日～７月１日までの間に、①web申込

フォーム②FAX（「メタボ予防100日間」と書
き、　・　・　・　、保育の有無（子の人数・年齢）、
をご記入）のいずれかで

対 象 泉区内在住・在勤の２０～５０歳代で、
健診結果や体重増加が気になっている方。
２回参加できる方。

無 料

泉区　メタボ予防100 検索で

〈おすすめの歯ブラシ〉
●まっすぐな首と柄
●植毛部は３列でコンパクト　
●平らなカット
●毛の硬さは普通
 ～軟らかめの物が
　 お勧めです。

「顔の見える関係」づくり
～ぬくもりのある町 しんばし～

大雨の季節になります
水路に関する土木事務所からのお願い

水路の上や水路敷に物を置くのはやめましょう

水路にごみを捨てないでください

アッテ祭り
～５つの“アッテ”を進めよう！～（新橋地区）

　「知りアッテ」「誘いアッテ」「触れアッ
テ」「理解しアッテ」「助けアッテ」という
５つの“アッテ”を進めようと名付けら
れた「アッテ祭り」は、毎年11月に開催
され、多くの地域の皆さんで賑わって
います。
　この祭りには、地元保育園の園児た

ち、小中学校の児童・生徒と保護者の皆さん、この地域で生まれ育っ
た人たち、障害者施設のみなさんなど、さまざまなコミュニティの人
たちが一堂に集います。祭りの中では、歌あり、ダンスあり、吹奏楽の
演奏あり、また新橋地区自慢の連合婦人部のみなさんのおいしい手
づくりのお惣菜も模擬店に並びます。
　これからも、いろいろなイベントにできるだけたくさんの人に参加
していただくことや、「顔の見える関係」をつくっていくことを目指し、
ふるさとの行事として毎年盛大に開催していきます。

新橋連合町内会館前での
アッテ祭りの様子

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505泉土木事務所下水道・公園係　　800-2532　　800-2540

　近年いわゆるゲリラ豪雨などの集中豪雨
が多発しています。
　大雨の際に、水路機能を阻害する可能性が
ありますので、水路の上や水路敷に物置やプ
ランターなどを置くのはやめましょう。

　水路にごみや剪定した枝などを捨てると水路のつまりの原因になります
ので、ごみなどを捨てないでください。

水路敷での耕作などは
やめましょう
　水路敷は、清掃や点検など水
路の維持管理作業を行うための
スペースです。
　作業の支障となるため、水路
敷での耕作などはやめましょう。

7月 10月

アンチメタボのコツをもっと知りたい方は

【副菜】
野菜、きのこ、
いも、海藻中心の
つけあわせ、
小鉢、サラダ、
汁物など

【主菜】
肉、魚、卵、
大豆・大豆製
品を使った
メインおかず

【主食】ごはん、パン、めん

　心身の健康を保ち、いきいきと暮らしていくため
には「食」はとても大切です。この機会に家族や友
人、身近な人た
ちと「食」につ
いて振り返って
みませんか。
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　近年、局地的大雨（いわゆるゲリラ豪雨な
ど）や、台風による大雨・暴風による被害が

多く発生

しています｡台風や大雨は、発生や規模を事
前にある程度把握することが可能ですので

、発災前か

ら情報収集を行い、いざというときの素早い
避難につなげることが大切です。

　近年、局地的大雨（いわゆるゲリラ豪雨な
ど）や、台風による大雨・暴風による被害が

多く発生

しています｡台風や大雨は、発生や規模を事
前にある程度把握することが可能ですので

、発災前か

ら情報収集を行い、いざというときの素早い
避難につなげることが大切です。

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

深夜に大雨が降った時の境川（平成30年
） 過去に区内で発生したがけ崩れ（平成26

年）

避難のサインに注意して危険が迫る前に早めに避難しましょう
前 兆 現 象

▼下水道などからの浸水

●側溝やマンホールから大量に
　水があふれる

●川の水位が一定以上になり､さらに上昇しそうな場合
●夜中に避難勧告の発令が予想される場合　など

※避難所が開設された場合、泉区ホームページ、Twitter等でお知らせする他、あわせて対象となっている地域に区の広報車が巡回し、お知らせします。

●急激な水位上昇による川の氾濫のおそれがある場合
●非常に強い雨が短時間に降ることが予想される場合
　など

●川の氾濫や、決壊のおそれが高まった場合
●近くでがけ崩れが発生したり､発生する可能性が
　高い場合　など

発令の目安 避難情報
避難準備・
高齢者等
避難開始

皆さんの行動

▼河川の氾濫の危険

●河川の水位が上がっている

▼土砂災害の危険

●小石がパラパラ落下
●斜面に湧き水や亀裂が発生

●泉区役所の広報する避難場所
●土砂災害警戒区域外の親戚の家　など

●高い建物､堅固な建物の２階以上　など

市 役 所  ･  区 役 所 の 発 令  す る 避 難 勧 告 等

お年寄りや子どもなど､避
難に時間がかかる人は避
難を開始してください

ハザードマップを活用し､土砂災害や洪水など自宅や周辺地域の災害の危険性を普段から確認しておきましょう。
ハザードマップは､区役所3階305窓口で配布しています｡
またホームページからダウンロードすることもできます。

ハザードマップを活用し､土砂災害や洪水など自宅や周辺地域の災害の危険性を普段から確認しておきましょう。
ハザードマップは､区役所3階305窓口で配布しています｡
またホームページからダウンロードすることもできます。

避難行動を取っていない
人は､直ちに避難を開始し
てください

避難勧告

避難指示
（緊急）

安全な場所へ避難を開始
してください

こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
ら…

水 平 避 難

垂 

直 

避 

難

●夜間や危険が差し迫っている場合は､
　建物内でできるだけ安全な場所
 （がけと反対側の部屋など）へ

屋 

内 

退 

避

　災害時に素早く正しい情報を入手できるよう､日ごろから情報収集手段
の確認を行いましょう。

情報収集ツール

泉区防災情報の
ウェブページ

横浜市
防災情報Eメール

Yahoo! 防災情報

手に入る情報

左の二次元コード､
インターネット
検索から

左の
二次元コードに
空メールを送り、
事前登録して
ください

左の
二次元コードから
アプリ版を
ダウンロード

泉区 Twitter

緊急速報メール

上のURLか左の
二次元コードから

泉区防災・災害 検索で

●災害時の緊急情報
●気象情報、交通機関等のライフライ
　ン情報などを確認できます。
【掲載情報例】

【発信情報例】

泉区内で避難勧告が発令されているエリア、
降水量、河川水位情報など

事前に登録した人に、気象警報･注意
報、河川水位、津波、地震、緊急のお
知らせなどを随時送信します。

スマートフォンから利用できるアプリ版を
ダウンロードするか、パソコンや従来型の
携帯電話から利用できる「メール版」に登
録することで､横浜市からの防災緊急情報
を受信できます。

避難等に関する情報や、気象警報の発表
や解除の情報を発信します。

土砂災害警戒情報発表時に、災害の危険
(がけ崩れ等)が切迫していることを知ら
せる情報が｢緊急速報メール(エリアメー
ル)｣として神奈川県と横浜市から事前登
録なしで携帯電話等に配信されます。詳
細は2ページを参照してください。

現在の河川の水位情報、
大雨・洪水警報の発表、
横浜市から発令された避
難勧告など

【発信情報例】
河川の水位情報、大雨・洪
水警報の発表、横浜市から
発令された避難勧告など

【発信情報例】
大雨・洪水警
報などの発表
や解除、避難
勧告が発令さ
れているエリ
アなど

泉区Twitterアカウント：
＠izumi_yokohama
URL：https://twitter.com/
         izumi_yokohama 

避
難
の
サ
イ
ン

警報

雨・風が強くなる前に！

外への避難が危険な場合

参　考
　防災情報の意味を直感的に理解
していただくため、６月から市か
らお知らせする防災情報に警戒レ
ベル（5段階）を表示します

レベル 5 … 災害発生
レベル 4 … 避難指示(緊急)、避難勧告
レベル 3 … 避難準備・高齢者等避難開始
レベル 2 … 気象注意報
レベル 1 … 気象警報級の可能性

警戒レベル
ごとの
防災情報

横浜市泉区　ハザードマップ 検索で
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あなたの家のすぐそばで開催
日　程 時　間 サークル名 内容・費用 会　場

６月11日（火）8時45分から先着順受付令和元年度　泉区人財バンク体験会　参加者募集！
日　程 時　間 サークル名 内容・費用 会　場

○日程・会場は変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。　○電話、FAX、いずみ区民活動支援センター（1階104窓口）へお申し込みください。　○申込みをせず直接会場へ行かれた場合、参加いただけない場合
がありますのでご了承ください。　○ご希望の講座番号、サークル名、名前、電話番号、年代をお知らせください。　★サークル名の前の数字は体験講座番号です　○いずみ区民活動支援センター　　800-2393　　800-2518

7月10日（水） 13時30分～15時 ①“お天気あれこれ”お気軽サークル 気象（無料） 
7月11日（木） 9時20分～11時20分 ②ボールペン字いずみ会 ボールペン字（600円） いずみ区民活動支援センター
7月12日（金） 9時20分～11時20分 ③ボールペン字さくら会 ボールペン字（600円） 
7月17日（水） 8時30分～10時30分 ④花友水辺愛護会 水辺の環境美化（無料） 和泉橋～神田橋周辺
7月  1日（月） 10時～11時 ⑤マハロウクレレ ウクレレ（100円） 
7月13日（土） 18時～20時 ⑥いずみ中央吹矢クラブ スポーツ吹矢（500円） いずみ中央地域ケアプラザ

7月  5日（金） 18時～20時 ⑦プアマナフラクラブ フラダンス（無料） いずみ野地域ケアプラザ
7月18日（木） 13時～15時30分 ⑧いずみ布おもちゃぐるーぷ 布おもちゃ製作（100円） 
7月18日（木） 13時～14時 ⑨音声訳ボランティアいずみ 音声訳（無料） 泉ふれあいホーム

7月  6日（土） 14時～16時 ⑩日本語ボランティアグループわをん 日本語支援（無料） いちょうコミュニティハウス
7月20日（土） 9時～12時 ⑪泉区農業応援隊 農業支援（無料） 大矢養鶏場
6月26日（水） 9時30分～11時30分 ⑫焼き絵の会マーブル・アルブル 焼き絵（100円） 
6月28日（金） 12時～14時45分 ⑬四季の会 水彩画（無料） 
7月  5日（金） 13時10分～14時45分 ⑭ヨーガ・カヨ ヨガ（無料） 上飯田地区センター

7月19日（金） 13時～15時 ⑮フォトいずみ 写真（無料） 
6月27日（木） 16時40分～17時50分 ⑯フェアリーキッズ ダンス（無料） 下和泉地区センター
7月  5日（金） 10時～11時30分 ⑰育児サークルぴよぴよ 子育てサークル（無料） 白百合パークハイム
6月24日（月） 13時～14時 ⑱緑園ウクレレクラブ ウクレレ（200円） 新橋地域ケアプラザ
7月  4日（木） 13時～14時 ⑲泉寿通信友の会 お便り作成（無料） 泉寿荘
7月  6日（土） 12時～14時30分 ⑳いずみ吟詠会 詩吟（無料） 
7月  9日（火） 10時～11時50分 ㉑フォトクラブそれいゆ 写真（無料） 立場地区センター

7月10日（水） 9時20分～11時20分 ㉒融寛ペン習字の会 （毛筆40円、ボールペン字600円） 
7月17日（水） 9時30分～11時 ㉓立場太極拳 太極拳（無料） 立場地区センター

7月14日（日） 10時～11時40分 ㉔NPO法人日本ステッピング協会 健康体操（無料） デイサービスここち
7月  6日（土） 9時～11時 ㉕フレッシュ農園 農業体験（無料） 天王森公園近く
6月28日（金） 18時30分～20時30分 ㉖泉区ヒッポファミリークラブ 多言語（無料） テアトルフォンテ
6月24日（月） 13時～14時 ㉗みんなの手話ダンス 手話（無料） 
7月  3日（水） 16時30分～17時50分 ㉘横浜泉男声合唱団 コーラス（無料） 
7月  8日（月） 9時～13時 ㉙喰っキング 調理・会食（1,000円） 中川地区センタ―

7月  8日（月） 13時～15時 ㉚中川ポップス ポップス（無料） 
7月  2日（火） 13時30分～15時 ㉛ストレッチ・ポール歩きの会 健康体操（無料） 
7月14日（日） 13時30分～15時30分 32パソコンボランティア泉 パソコン（無料） 中田コミュニティハウス
7月19日（金） 10時15分～11時45分 33泉区保育ボランティアグループ「マミー」 保育・親子サロン（無料） 
7月  7日（日） 13時～14時30分 34泉居合道会 居合道（無料） 中田中学校格技場
7月  3日（水） 10時～12時 35脳いきいき中屋敷教室 認知症予防（100円） 中屋敷自治会館
6月27日（木） 10時～11時15分 36骨盤体操教室 健康体操（無料） 
7月  7日（日） 13時～16時 37はまゆう吟詠会深岳支部 詩吟（無料） 中和田コミュニティハウス

7月  7日（日） 14時30分～16時 38泉太極拳クラブ 太極拳（無料） 中和田中学校武道場
6月25日（火） 13時～15時 39フォトサークルオーロラ 写真（無料） 
7月11日（木） 13時30分～15時 40エストレーラス ボサノヴァ（無料） 西が岡コミュニティハウス

6月27日（木） 10時～11時 41泉大正琴サークル 大正琴（100円） みなみコミュニティハウス
7月5日（金）予定 9時45分～11時45分 42着つけサークル 着付け テアトルフォンテ

〒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

■ ３R夢キャンペーン
　 ～ヨコハマ３R夢プランってな－に？～
ゴミの分別や３R行動をゲーム（分別釣
りゲーム、ごみの分別相談窓口）を通じ
て学ぶ。
6月26日（水）～27日（木）9時～15時、
区役所区民ホールで。　 資源化推進
担当　 800-2398　 800-2507
■ 泉区太鼓・お囃子フェスティバル
６月16日（日）12時開演（11時30分開
場）、泉区民文化センターテアトルフォ
ンテにて　　区民事業担当
　800-2392　　800-2507
　iz-chishin@city.yokohama.jp
■ 第7回アフリカ開発会議開催推進事業
①太鼓・お囃子フェスティバルで泉区
伝統音楽との共演及び②区民ホール
でアフリカに関する展示～アフリカと
泉区展～を行います。①上の泉区太
鼓・お囃子フェスティバルに記載の通
り。②６月11日（火）～13日（木）区民
ホールにて　　区民事業担当
　800-2392　　800-2507
　iz-tabunka@city.yokohama.jp

　講演・講座

■ 自分史作成講座
　 ～今まで培った人生の経験を語り、
　 記録に書いてみよう～
現役時代やその後の地域活動、ボラン
ティア活動など、自分の人生を振り返
り、その経験を次の世代へ伝えるため
の記録づくりを学ぶ。
6月22日（土）13時～16時に区役所４
階４Ｄ会議室で。泉区在住20人
　6月14日までに応募用紙に記入し
郵送、FAXかＥメールで
　地域力推進担当
　800-2333　　800-2505
　iz-chiikiryoku@city.yokohama.jp
■ 「なるほど！ 世界遺産講座」（全3回）
世界遺産検定マイスターを招き、世界
遺産や地域の魅力を学ぶ。
①６月27日②③７月４日・25日の木曜
10時～12時、区役所４階４AB会議
室、40人。（区内在住・在勤・在学者で３
回受講できる方を優先）応募者多数の
場合、抽選で6月24日までに全員に結
果通知します。
講師:世界遺産アカデミー認定講師、

世界遺産検定マイスター
①③片岡英夫さん②根本潤子さん
　6月18日17時までに、ホームページ
応募フォームか　、　、Ｅメール、いず
み区民活動支援センター窓口（1階
104窓口）で氏名及び日中連絡がとれ
る　·　·　·年代·講座をどこで知ったか。
　いずみ区民活動支援センター
　800-2393　　800-2518
　iz-kuminkatsudou@city.
　yokohama.jp
■ 「横浜市認定！ 男のハマトレマス
　 ター講座」（全４回）
ご当地体操「ハマトレ」の解説と実践。
効果的な動き方について学ぶ。全回出
席者に修了証とDVDを交付。
①7月8日②7月22日③9月30日の
月曜9時～12時④8月～9月の間に1
回15～20分程度の活動有
場所：いずみ中央地域ケアプラザ他
講師：横浜市体育協会　他
対象：区内の活動団体に所属する男性
で今後ハマトレを活動に取り入れたい
方、全回参加可能な方先着20人
　6月11日から　・　・　を記載して電
話かＦＡＸで　　介護予防事業担当
　800-2435　　800-2513

　健康・相談

※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
6月14日·28日（金）、7月9日（火）9時～
11時　　　電話で健康づくり係へ
　800-2445　　800-2516
○食生活健康相談
栄養士による食事相談6月14日（金）9
時～11時、13時30分～15時30分
■ 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
■ 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

健康・相談

泉区役所からの

イベント 講演・講座 かた  おか ひで   お ね　もと じゅん こ

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 緑園地区社会福祉協議会 会長　菅野 英夫 さん

子育てから高齢者の
　　ふれあい・交流の場で地域のつながり

　緑園地区では目指すまちの姿として「緑豊かな心あふれるまち！福祉活動
の充実で安心して暮らせるまち！」をスローガンに活動しています。そのため
には人・活動・団体の「つながり」の輪が広がるまちが目標です。地域も開発
以来３０年が経過し、少子高齢化が急速に進んでおり、平成から令和に向か
う中、子育て世代から高齢者までふれあいの場・交流の場が欠かせない地
域の状況にあります。
　子育て支援では平成２９年から「キッズフェスティバル」を開催し、地域の子
育て支援団体が一堂に会し、未就学児童の集いの場を開催し子育て支援団体

や子育て世代同士のつながり
で子育てが安心して出来るま
ちをめざしています。また「ふれ
あいチャリティフェスティバル」
は毎年100組以上の参加があ

り、カラオケや踊りなど終日ふれあいながら楽しむイベントです。
　春は地区社協が秋は緑園シニア連が担当し恒例となっています。秋に開
催の「福祉ふれあい祭り」は毎年４０団体が参加する地域交流の場であり三
世代が集うふれあいの場となっています。今年度で２０周年を迎え欠かせな
いイベントとなっています。イベントを通して「つながり」を深め誰もが安心し
て健やかに過ごせるまちづくりに各種団体と協働で取り組んでまいります。

事業企画担当　　800-2433　　800-2516福祉ふれあい祭り
ふれあいチャリティ　フェスティバル キッズ　フェスティバル

すげ  の    つね  お
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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〉6月12日･26日、7月
10日の水曜
〈1歳6か月児〉
6月19日､7月3日の水曜
〈3歳児〉6月21日､7月5日の金曜
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513
▶乳幼児歯科相談（予約制）
6月19日（水）9時30分～10時。
区役所1階福祉保健センターで
　　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
6月18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
6月18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
手拭き持参　　電話か、件名に
「6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）　　こども家庭係
　800-2465　　800-2513

区役所から

市立保育園から
▶北上飯田保育園で
※　　は月～金曜（祝休日を除
く）の9時30分～16時に電話で
●交流保育
「水あそび」7月31日（水）9時45
分～11時。1歳～未就学児と保
護者５組　　7月1日から7月30
日までに電話で
　　803-7889　　803-7942
▶和泉保育園で
●赤ちゃんコアラ
小児救急法、誕生会など。

〈ぴよぴよ〉
6か月までの子と保護者
6月20日（木）10時～11時30分。
〈きらきら〉
7か月～12か月の子と保護者。
6月27日(木)10時～11時30分。
●コアラひろば
（１歳～未就学の子と保護者）
「七夕飾りを作ろう」
7月2日(火)10時～11時15分まで。
　　6月17日から平日(祝)を除
く、9時30分～15時に電話にて。
　803-1483　　803-1137

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♪
6月11日（火）13時30分～15
時30分お腹の赤ちゃんへ絵本
の読み聞かせ、おもちゃの手作
り、乳幼児とのふれあいなど
【対象】妊娠中の方と家族の方

▶保育園の先生とあそぼう
6月19日（水）10時30分～11時
30分頃横浜市北上飯田保育園
の先生と遊び交流します
【対象】未就学児のいる家庭の
方、妊娠中の方

〒245-0023 和泉中央南5-4-13-209
　805-6111　　805-6122 すきっぷ　泉区 検索で

〒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

泉区の生き物を知ろう～講演会と野外観察会～
①講演会　6月23日（日）10時～12時　②野外観察会　6月30日
（日）9時～11時、①泉図書館2階会議室②新橋市民の森で小学3年
生～中学生、20人
▶講師　横田光邦さん（小学館の図鑑NEO『イモムシとケムシ』著者）
　6月11日9時30分から電話か窓口へ　※①②どちらか片方でも申
し込み可。ただし、②は①に参加された方優先
●まずはここから！ 絵本の読み聞かせのコツのコツ（全２回）
読み聞かせボランティアの方に向けて、絵本の選び方、読み聞かせの
ポイントなどをお伝えします。6月27日、7月4日の木曜10時～12時、
小学生を対象に読み聞かせを始めて間もない人、先着20人
　6月12日9時30分から電話か窓口へ
●０・１・２・３歳のおはなし会
6月26日（水）10時45分～11時15分。0～３歳児と保護者､先着10組
　6月19日9時30分から電話か窓口へ
●土曜おはなし会
7月6日（土）14時から｡5歳以上（保護者同伴可）

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　6月11日､7月2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

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）

●6月11日（火）～13日（木）

●6月11日（火）～13日（木）
●6月20日（木）・21日（金）
　受入れ▶20日10時～12時、21日10時～11時
　配布▶21日10時～13時30分 ※詳細は広報よこはま５月号イベント欄をご覧ください
●6月24日（月）
●6月26日（水）・27日（木）
●6月28日（金）

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会100日前PR展示
アフリカ展

衣類のリユース

朗読
３R夢キャンペーン

新舞踊

あやめ通信
区民活動情報

●東京歴史散歩「神楽坂周辺の史跡を訪ねる」
6月23日（日）10時～。JR飯田橋駅西口集合。当日先着40人
　500円　　泉区歴史の会　石井　　814-3331
●第34回泉区高齢者囲碁将棋大会
8月7日（水）9時10分～15時。区役所４階ABC会議室で。区内在住・
在勤の60歳以上の人。　　1,200円（軽食代込み・大会当日会場受
付にて支払い）　　　6月26日までの月～金9時～15時に電話で
（主催者：泉区シニアクラブ連合会）　　070-4031-9533

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

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

●傾聴ボランティア・モモ養成講座（全６回）
あなたの聴く力をパワーアップして、少しだけ世界を広げてみませんか？
9月13日・20日・27日、10月11日の金曜10時～12時。※9月27日の
み２回（10時～12時および、13時～15時）。他に実習日１日（未定）あ
り。全日程参加可能で受講後に毎月第1金曜の午前に中川地区セン
ターで行う月例会に参加できる人。選考30人　　1,000円
　6月17日～7月10日（当日消印有効）に　·　·　·　·　·性別·志望動
機を記載して往復はがきにて。

認 ● 知 ● 症 ● 介 ● 護 ● 相 ● 談

例

日 程

○認知症の症状への対応・認知症と診断された後に必要なこと
○日常生活を整えるケア・介護について・介護サービスの活用　等

6月20日、７月18日、9月19日、11月21日、2月20日の木曜14時から

会 場 泉区役所2階２０９番 対 象 認知症高齢者の介護者、関係者等

●もの忘れ相談（予約制）
専門医による認知症などの相談も行っています。毎月第４木曜日14時から

　認知症は、脳や体の病気で脳の神経細胞が損傷を受けたことにより、
記憶力や判断力などが低下して、日常生活を送ることが難しくなってし
まう病気です。認知症の治療は、症状の進行を少しでもゆるやかにし、ご
本人らしい生活を長く続けることを目指します。
　認知症の人の気持ちに寄り添う介護とは、専門家による支援や地域の
人の理解など、多くのサポートがあって初めて可能になるものです。
●介護相談始まります　【予約制】
　認知症専門の相談員が療養生活上の相談に応じます。

電話で高齢者支援担当へ　　800-2434　　800-2513

よこ　た　みつ  くに
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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

■ スポーツ医事相談（整形外科）
スポーツをする上での体の不安や悩み
などの相談に、横浜市スポーツ医師会
の医師が対応。7月6日（土）15時～17
時（1人20分）｡16歳以上､先着6人
　6月13日9時から電話か窓口へ

　上飯田地区センター

■ 相続･遺言･登記相談
6月12日・26日､7月10日の水曜13
時～16時。各先着4人　　6月11日9
時から窓口へ（各日17時まで）
※同一案件を引き続き相談する場合は
有料
■ 親子リトミックと読み聞かせ
6月22日､7月6日の土曜13時～14時
30分｡未就学児と保護者｡上履き持参
■ 気軽に楽しむ茶道（全3回）
6月29日､7月6日・20日の土曜9時30
分～11時30分｡先着10人｡ふくさ､靴
下持参　　1,500円　　6月15日9時
から費用を添えて窓口へ
■ クラフトバンド教室（全3回）
和柄模様のかごバッグ。7月8日（月）・9
日（火）・10日（水）9時30分～11時30
分｡先着10人｡物差し（30センチ）､洗
濯ばさみ持参　　800円　　6月17日
9時～30日に費用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ キッシュで簡単おしゃれランチ
6月25日（火）10時～13時｡先着24人
　650円　　6月11日10時から電話
か費用を添えて窓口へ
■ 子ども化学実験教室
人工サファイアとルビー作り
6月29日（土）10時～12時。小学生（3
年生以下は保護者同伴）､先着12人
　300円　　6月15日10時から電話
か費用を添えて窓口へ
■ シモチク青空子ども食堂
ランチと昔遊び。7月6日（土）12時～
13時30分。先着30人　　子ども100
円､大人200円　　6月15日10時から
電話か､費用を添えて窓口へ
■ ワンパクフェスティバル
ラグビーとカレーの食事。7月20日（土）
10時～12時30分。幼児～、先着200人
　7月1日10時から電話か窓口へ

　立場地区センター

■ センターシネマ
　 「実写版ピーターラビット」
6月23日（日）10時30分～12時10
分。先着50人　　6月11日から電話
か直接窓口へ

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

■ 絵本だいすき！ お話会メイ
6月27日（木）11時～11時40分｡幼児
と保護者
■ おもちゃの病院
親子の前で壊れたおもちゃを分解・修
理。7月20日（土）10時～15時｡先着
20組　　6月11日～7月19日に電話
か窓口へ

　中川地区センター

■ おはなし会
6月11日（火）・21日（金）、7月9日（火）
11時～。幼児（保護者同伴）
■ クラシックコンサートと音楽アラカルト
6月22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　　6月11日9時から電話か費
用を添えて窓口へ
■ ベビーとママのためのヨガ（全6回）
7月2日・23日､8月6日・20日､9月3日・
24日の火曜A10時～10時50分､B11
時～11時50分｡5か月～2歳6か月の
子と保護者（初心者優先）､A・B各抽
選8組　　3,000円　　6月18日9時
30分～9時45分に費用とともに窓口へ
■ 自分らしさを引き立てるカラー講座
7月11日（木）10時～11時30分､抽選
10人　　500円　　6月20日10時～
10時15分に費用とともに窓口へ
■ 脳トレ体操（全8回）
7月12日・19日・26日､8月9日・23日・30
日､9月13日・20日の金曜①10時～11
時30分､②13時～14時30分。①・②各
抽選25人（初心者優先）　　2,000円
　6月28日9時15分～9時30分に費用
とともに窓口へ
■おもしろ科学教室｢プラスチック
カップがキーホルダーに大変身!｣

7月28日（日）10時15分～11時45
分。小学生､抽選32人　　100円
　7月7日10時～10時15分に費用と
ともに窓口へ

　新橋コミュニティハウス

■ おはなし会
6月13日（木）､7月5日（金）11時～11
時30分。幼児（保護者同伴）
■ ロビー展示　墨絵作品展
6月14日（金）～7月10日（水）
■ クラフトバンドで編むサマーバッグ
7月8日（月）10時～13時｡抽選12人
　1,200円　　6月24日10時～10時
15分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ 夏休みキッズシネマ
　「怪盗グル―のミニオン大脱走」
7月28日（日）10時～12時｡先着50人
　6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

■ 素足にやさしい布草履を作ろう
6月26日（水）10時30分～13時。抽選
16人　　2,000円
　6月12日9時30分～9時45分に費用
とともに窓口へ

　いずみ中央地域ケアプラザ

■ ラジオ体操
年末年始（12月29日～1月3日）を除く
毎日8時40分～8時50分（雨天決行）
■ よくわかる　火災保険のアレコレ
6月24日（月）10時～12時｡区内在住・
在勤の50歳以上の男性､抽選30人
　6月17日までに電話か、　・　・　・
　・　を書いてＥメールか窓口へ
　izumichuo-hp@hama-wel.or.jp

　踊場地域ケアプラザ

■ 認知症医療介護相談カフェ
医師や介護専門職による講話､参加者同
士の交流など（一般社団法人JAPAN 
INSTITUTE 和黄猫舞山委員会共催）
6月16日（日）14時～16時｡先着50人
　6月11日～14日に電話で

　テアトルフォンテ

■ ホールでグランドピアノを
　 ひいてみませんか？
①7月4日（木）②5日（金）③17日
（水）④18日（木）①③10時～21時､
②④9時～21時　　1時間1,800円､2
時間3,400円
　6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
■ 結城座｢宮沢賢治の写し絵劇場
　 ～注文の多い料理店～｣
8月18日（日）16時～18時｡小学生以
上　　区民2,700円､学生1,200円
　電話か費用を添えて窓口へ
■ ベートーヴェンコンクール入賞者
　 によるピアノコンサート
8月24日（土）①11時～11時40分②
14時～15時。①乳幼児と保護者②小
学生以上　　①1組500円（2人目か
らの乳幼児1人300円）②区民800円
　6月11日から電話か費用を添えて
窓口へ

　こどもログハウス

■ おやこで遊ぼう（うたあそび）
6月12日（水）11時～11時30分。幼児
と保護者
■ 七夕まつり
※各小学生以下対象（幼児は保護者同伴）

①短冊と輪飾り作り　6月18日（火）～
25日（火）10時～16時　※短冊･輪飾
りがなくなり次第終了
②七夕飾り　6月26日（水）～7月7日（日）

　泉寿荘

※各60歳以上対象（演芸発表会を除く）
■ なごみの広場
高齢者住宅の種類と選び方
歌って踊って!
6月13日（木）10時～11時30分　　100円
■ みんなで歩こう
　 ノルディックウオーキング
6月19日（水）13時～15時。抽選30人
　100円　　6月1日～17日に電話か窓口へ
■ 演芸発表会
6月23日（日）9時45分～15時45分
■ 落語を楽しむ会
｢日照権｣｢蛙茶番｣｢大山詣り｣
6月27日（木）13時～15時。当日先着80人
■ 座ってできるズンバ®ゴールド
7月12日（金）10時～12時｡抽選30人
　100円　　7月1日～10日に電話か窓口へ

　天王森泉館

■ そば打ち体験（試食･持ち帰り有り）
6月23日（日）9時～12時。先着5人
　1,500円　　6月12日から電話で

　その他
■ よこはま動物園ズーラシアで
<七夕かざり>
6月26日（水）～7月8日（月）
<夏休み宿題教室>
①ズーラシア・アドベンチャー　7月
31日（水）､8月1日（木）13時～15時｡
小学1～3年生､各抽選20人②動物の
ヒミツ発見！　7月28日（日）・29日
（月）9時30分～12時｡小学4～6年
生、抽選20人　　①②とも各200円
　7月6日までに往復はがきで（必着）
（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
〈動物園お手伝いキャンプA･B･C〉
A7月23日（火）10時～24日（水）11
時30分､B8月6日（火）10時～7日
（水）11時30分､C8月20日（火）10時～
21日（水）11時30分｡小学4～6年生､
各抽選20人　　6,300円
　6月10日～24日
〈ファミリークッキングC･D流しそうめん〉
C8月3日（土）､D8月4日（日）10時～
14時｡8人以内の家族・グループ､各15
組　　中学生以上1,800円､小学生
1,500円､4歳～未就学児1,000円､3
歳以下100円　　6月17日～7月1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

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

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

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

踊場地域ケアプラザ
〒245-0013 中田東1-4-6
　801-2920 　801-2923

びょうぶさんわ　こういんすてぃてゅーと

じゃ ぱ ん

かわずちゃばん まい

ゆう　き　  ざ

こども自然公園青少年 検索で


