
ト ピ ッ ク ス

深谷通信所跡地
中央広場活用イベント！！

幅広い世代の方に、楽しめる内容となっていますので、皆さん、ぜひお越しください！

●日時　11月16日（土）10時～15時（荒天中止）
●場所　深谷通信所跡地中央広場

企画調整係　　800-2331　　800-2505

相鉄線とJR線の直通線開業でますます便利になる街、泉区。直通線
開業を記念してフェスティバルを開催します。
躍動感ある世界レベルのライブパフォーマンスやアート作品によるイル
ミネーションを体験できる屋外イベントです。ぜひおこしください！
※当日のプログラム詳細は順次区役所ホームページでお知らせしていきます。
※天候により変更・中止する場合があります。
※会場には駐車場・駐輪場がありません。公共交通機関をご利用いただ
くか、近隣の有料駐車場・駐輪場をご利用ください。

※ひかりの実の展示は12月14日（土）～22日（日）までです。

はっしん泉区
いずみ中央フェスティバル

〈スマートイルミネーションいずみ同時開催〉

日時：12月14日（土）13時スタート
場所：いずみ中央駅前、地蔵原の水辺

ブレイクダンス世界大会3連覇の
The Floorriorzによる
ショー＆ワークショップ

ヒダノ修一 （太鼓）
プロデュースによる一流音楽家の

パフォーマンス

「スマートイルミネーションいずみ」を
象徴する参加型アート作品

「ひかりの実」

はっしん泉区 検索でフ ロ リ ア ー ズ

しゅういち

企画調整係
　800-2331　　800-2505

防災ゾーン 子ども・環境ゾーン
●防災ゲーム・クイズコーナー
　（防災ジャパンダプロジェクトメニュー　ほか）

●ポニー乗馬体験（小学校3年
　生以下）、子ども動物園、
　分別釣りゲーム、飲食販売

●災害時に働く車がやってくる！

毛布で
担架タイムトライアル

ジャッキアップゲーム

震災対応用活動車展示
（警察車両）

自衛隊車両展示
はしご車展示

水消火器 的あてゲーム

そのほかの
プログラム

●応急手当ワークショップ
●防災カードゲーム

●お家の防災グッズなぁに？クイズ
●モールス信号ゲーム　など

※広報よこはま１０
月号でご案内し
ている「はしご車
搭乗体験事前申
込み」は、10/31
で募集終了とな
りました。

オリンピック・
パラリンピックゾーン
●スポーツクライミング
　（ボルダリング）
　体験

●アーチェリー
　体験

●トランポリン体験
※安全面を考慮し、
スカートやサンダ
ルの方など、体
験をお断りさせ
ていただく場合
があります。

ご来場は公共交
通機関のご利用
をお願いいたし
ます。
（駐車場のご用意
 はありません。）
●市営地下鉄ブ
ルーライン立
場駅バスター
ミナルから神
奈中バス（４番
のりば大船駅西口行、５番のりば戸塚バスセ
ンター行）で約５分乗車
●通信隊前バス停下車徒歩７分
※バスはおおよそ10分に１本運行しています。

※トランポリン選手によるデモンストレー
ションもあります。

ポニー
乗馬体験

飲食販売
（移動販売車など）

〈 プ ロ グ ラ ム 概 要 〉
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ご来場のご案内

※写真はイメージです
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こころの病気を理解し、
誰もが安心して暮らせるまちに

11月号
2019（令和元）年

●人　口
●世帯数

151,855 人 
62,189世帯

2019（令和元）年10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 1

こどもの笑顔を守ろう
みんなでできる「身近な声かけ」

特 集 2
9

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

～会場に来て、たくさん遊んで
   おもちゃをゲットしよう！～
＊おもちゃ交換はおもちゃがなくなり

次第終了です。

その １
遊ばなくなったお
もちゃを会場に
持ってきてポイン
トゲット！
※壊れたおもちゃ
は持ってこない
でね

その ２
プログラムに参加
してポイントゲット
※一部プログラム
はポイント対象
外です。

その ３
貯めたポイント
で会場のおも
ちゃとかえっこ
できるよ！

その ４
人気のおもちゃは、かえっ
こオークションでゲット！！
ほしいおもちゃ目指して、
たくさんプログラムに参加
しよう！

オークション開催時間 ①12：00～②14：30～
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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

カローリング とは ボッチャ とは ファミリーバドミントン とは

泉区地域振興課内　泉区スポーツ推進委員連絡協議会事務局　　800-2396　　800-2507

12月１日（日）
10時～14時
泉スポーツセンター
第1体育室／カローリング、ボッチャ、
　　　　　  体力測定、ラグビー体験コーナー 等
第2体育室／ファミリーバドミントン､ 
　　　　　  ストラックナイン､
　　　　　  ドッヂビー

日 時

会 場
内 容

※賞品の個数には
　限りがあります

ラグビー体験コーナー

　氷上で行うカーリン
グを体育館等の室内で
楽しめるように考えられ
たニュースポーツです。
　カーリングのストーン
の代わりに、｢ジェット
ローラ｣を投球し、得点
を競います。

　パラリンピックの正式種
目です。ジャックボール（目
標球）と呼ばれる白いボー
ルに、赤・青のそれぞれ6
球ずつのボールを投げた
り、転がしたり、他のボー
ルに当てたりして、いかに
近づけるかを競います｡

　子どもから高齢者までが､気軽に楽
しめるスポーツとして､バドミントンの
ルールや用具をアレンジして考案され
たものです。
　特徴としては､ラケットのシャフトが短いため手の
ひらで打つようにシャトルが打てます｡スポンジボー
ルに羽根がついているため､スピードが抑えられ､初
めての人でもラリーが続くなどが挙げられます。

弥生台駅

中
田
駅

←湘南台
相鉄いずみ野線

横浜市営
地下鉄

病院

二俣川→

泉スポーツ
センター 老人福祉センター

横浜市泉寿荘

●相鉄いずみ野線『弥生台駅』から神奈中バス
　(戸39､戸79､東23）で『福祉センター前』下車徒歩1分
●横浜市営地下鉄『中田駅』下車徒歩15分

※室内履きを持参し､動きやすい服装で参加してください。
※泉スポーツセンター内の駐車場(有料)の台数には限りがあります。
　公共交通機関を利用してください。

①ボール体験コーナー
　意外と難しい！？
　ラグビーボールを投げてみよう!
　蹴ってみよう！

②フォトスポット
　まるでトライを決めた選手！？
　記念の１枚を撮ることができます

交 通

注意事項

生活衛生係　　800-2451　　800-2516生活衛生係　　800-2451　　800-2516

　ノロウイルスは､多くの人に感染性胃腸炎を引き起こす感染力の強いウイルスです。
感染すると1～2日後に激しい下痢や嘔吐などの症状がみられます｡感染すると、症状が治まってか
らも1か月程度、便中にウイルスを排出し続けていることがあり、気付かないうちに
感染を拡大させてしまうことがあります。

調理の前やトイレの後など
は､せっけんを使ってしっか
りと手を洗いましょう。

下痢や吐き気の症状がある
ときには､ウイルスを広げて
しまう危険性があります｡最
大限に注意しましょう｡
また、そのよ
うな時は、お
まつり・イベ
ント等の調理
には携わらな
いようにしま
しょう。

手洗いや消毒の方法など詳しくは
横浜市保健所　ノロウイルス 検索で

嘔吐物の処理方法は映像でも確認できます（保土ケ谷区役所作成）
実践で学ぶ嘔吐物処理 検索で

30秒間
  手洗い

食品の中心部までじっくり
と加熱しましょう。
8 5～ 9 0
度 で 9 0
秒間の加
熱が有効
です。

塩素系漂白剤をうすめた液で消毒し
ましょう。熱湯による消毒も有効です。
うすめた液は、
時間がたつと
効果がなくな
ります｡使用の
都度つくりま
しょう。

成分：
次亜塩素酸
ナトリウム

おうと

塩
素
系

漂
白
剤
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知  識

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

備えておきたい
防災グッズシリーズ③

知  識

　大きな地震などにより停電が発生する
と、部屋の電気がつかなくなり、特に夜間の
生活が不便になることが考えられます｡部
屋の明かりを確保する手段としてLEDラン
タンを用意しましょう。
　ランタンは室内照明として部屋全体を明
るく照らすことができるので､炊事や着替え
などの作業を行う際に有効です。

ランタン

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。

▲久野　毅 会長

自治会町内会にとって大切なこと…
を常に考えて活動しています。
―地域活動を始めるきっかけは？―
　定年を機に平成14年にこの地域に引っ越してきました。その時に､近所に住む方
とグループをつくって交流を始めたのが最初の地域活動です｡その活動が町内会
役員の方の目にとまったのか､勧誘されて､町内会の活動を行うようになりました。
　その後､平成26年に原町内会長、下和泉連合町内会の副会長になり､平成28年
に下和泉連合町内会長に就任しました。

―地区連合町内会長になって思ったことは？―
　地区連合町内会長として､組織を運営していくことの大変さを感じています｡自ら
の思いだけではなく､いろいろな考えのある方々をまとめて調整する立場であると
いうことを心掛けています。
　また､｢自治会町内会にとって大切なことは何だろう？｣ということを考えて活動す
るようになりました｡少子高齢化や就労形態の多様化など､世の中の変化に自治会
町内会も今までどおりの活動を続けるだけではなく､変わっていかなければいけな
いこともあるのではないかと思っています。

―ウオーキングが趣味だとお聞きしましたが―
　ホノルルマラソンには16回出場し､すべてゴー
ルしていますが､そのトレーニングとして始めたの
がきっかけです。毎日3時間程度のウオーキング
をしています｡泉区の自然豊かなコースを歩くこと
は爽快です｡和泉川沿いのウオーキングロードの
整備も進められていますし､皆さんにもお勧めし
たいです｡

―地域の方へメッセージ―
　地域に住んでいる皆さんとコミュニケーション
をとりながら､一致団結して､安全で安心して楽し
く生活できるような取組を進めていきますので､
ぜひ皆さんもいろいろな活動に参加してほしいと
思っています。

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

久 野　毅さん（下和泉連合町内会会長　平成28年４月～）久 野　毅さん（下和泉連合町内会会長　平成28年４月～）
ひさ　  の　　　つよしひさ　  の　　　つよし

泉消防署からのお知らせ
秋の火災予防運動実施中

泉消防署予防課予防係　　　801-0119

●秋季火災予防運動について
　火災が発生しやすい時季を迎え､火災予防の意識を高めることで､火災や､火災による死者の発
生､財産の損失を防ぐことを目的に全国一斉に実施します。
●火災予防運動の期間の由来
　昭和24年から春･秋の2回火災予防運動を行うようになりましたが､実施期間はその年によってま
ちまちでした。現在は､｢119番の日｣である11月9日からの一週間が秋の火災予防運動､｢消防記念
日｣である3月7日を最終日とする3月1日からの一週間が春の火災予防運動の期間となっています。

●11月9日は住宅用火災警報器の「市内一斉点検の日」
　住宅用火災警報器は､古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知
しなくなることがあるため､設置後10年を目安に取り替えましょう｡市では火災予
防運動に合わせて､11月9日を｢一斉点検の日｣として､｢ご家庭に設置の住宅用火
災警報器の点検｣を呼び掛けています。

▶３つの習慣
　　●ガスコンロなどのそばを離れるときは、
必ず火を消す。

　　●ストーブは､燃えや
すいものから離れ
た位置で使用する。

　　●寝たばこは､絶対に
やめる。

▶４つの対策
　　●逃げ遅れを防ぐために､住宅用火災警報器を設置する。
　　●寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐ
ために､防炎品を使用する。

　　●火災を小さいうちに消すために､住宅用消
火器等を設置する。

　　●お年寄りや身体の不自由な人を守るため
に、隣近所の協力体制をつくる。

家族の人数分、もしくは
リビング、キッチン、トイレ用で
３つあると安心だずん！

全国統一防火標語「ひとつずつ  いいね！で確認  火の用心」
11月9日(土)から11月15日(金)まで､秋の火災予防運動が実施されます｡
火災の発生しやすい季節となります｡火災予防にご協力をお願いします。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント　―３つの習慣・４つの対策―

ワンポイント

●懐中電灯は屋根の点検等、離れ
た場所を照らすのに有効です。

●ろうそくは可燃物
に燃え移る危険
があるので注意
が必要です。
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特 集１

障害者支援担当　　800-2485　　800-2513

～こころ
の病気は誰でもかかりうる病気です～

うつ病

　　　　　　　　　　こころの病気とは…憂うつ感や対人関係が
　　　　　　　　　　うまくいかないなどの状態が続き、

　　　　　　　　　日常生活や社会生活に支障が出てきます。
　　　　　　　　医療機関にかかっている人は増加しており※、

　　　　　　　　　多いものから、うつ病、統合失調症があげられます。
※厚生労働省ホームページより

　気持ちが落ち込み、意欲がわかない状態が
長く続き、身体の不調を伴います。
　10人に1人※1という割合でうつ病を経験し
た人がいるという調査結果があります。
※1 横浜市こころの健康相談センター発行
　　「うつ病ってどんな病気？」より

統合失調症
　気持ちや考えがまとまらず、自分の感覚も混乱してしまう状態が続く
病気です。
　実際にない声が聞こえるように感じたり（幻聴・幻覚）、現実にありえ
ないことを信じ込んだり（妄想）してしまいます。約100人に1人※2の
割合でかかる病気で、珍しい病気ではありません。
※2 横浜市こころの健康相談センター発行「統合失調症ってどんな病気？」より

その他にも、不安障害、摂食障害、依存症などがあります。

区役所嘱託医（精神科医）の落合さんよりアドバイス
おち  あい

批判せず受け止めてあげてください。本人もつらい部分もあり、追い詰めるような
ことは言わないであげてほしいです。専門的治療が必要な場合もあります。医療
機関や生活支援センター・区役所といった相談機関等を上手に利用しましょう。

　脳卒中や脳外傷の後、意欲がない、新し
いことが覚えられない、うっかりミスが多
い、怒りっぽいなどの症状は、高次脳機能
障害かもしれません。

［専門家による出張相談］
毎月第3火曜日午前（予約制）
　高次脳機能障害支援センターのスタッフ
が日常の困りごとや診断、リハビリテーショ
ン、仕事の工夫などの相談に応じます。

　一人で悩みを抱えこまないでください。電話や面接、訪問等でご相談にのることができます。地域
で活動するための情報提供も行えますので、お気軽にお立ち寄りください。食事や入浴、洗濯等もで
きます。なお、利用には登録が必要なので、事前にご相談下さい。「芽生え」施設長 港さんより

医療ソーシャルワーカー等が、こころの病に悩んでいる人やご家族の相談に応じます。
（事前に電話でご予約下さい。）　●相談日　月曜～金曜　8時45分～17時　　800-2446

　大切な家族の「心の病」のことで、一人で悩んでいませんか？
　不安な気持ちを吐き出せば、気持ちが少し楽になります。いずみ会は安心して話せ
る場所です。
　当事者を支えるために、自分自身が楽しく生きるために、一緒に考えていきましょう。
いずみ会　会長より　〈お問い合せは障害者支援担当まで〉

病気の
始まり ご本人へ

「不眠」「食欲がない」
「好きなことが楽しめない」
場合があります。

ひとりで抱え込まず、
まず周りの人につらいことを相談することが大切です。

家族・友人など
周りの方々へ

12月３日～９日は障害者週間です
　障害者週間は、広く、障害のある人についての理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加を促進するための週間です。
泉区では12月2日（月）～６日(金)区役所１階区民ホールで「第33回福祉の作品展」を開催します。
　この作品展は、個別支援学級の児童・生徒や障害のある人、特別養護老人ホームや地域ケアプラザなどの福祉施設に入所・
通所している人たちの作品を展示するものです。障害者施設の自主製品等も販売していますので、ぜひお越しください。

知っていますか？

高次脳機能障害

中途障害者地域活動センター
「元気かい泉」
泉区和泉中央北2-16-33

　801-7611
●相談日　月曜～金曜  10時～17時

泉区上飯田町1331市営上飯田団地10号棟１階　　800-3371
●開館日時／月曜～金曜 ： 9時～20時　土曜 ： 9時～17時
●電話相談／月曜～土曜 ： 10時～17時
●居場所提供／月曜～金曜 ： 9時～18時　土曜 ： 10時～16時
〈日曜日閉館・祝日は開館〉

相談する
泉区生活支援センター「芽生え」

泉区役所高齢・障害支援課  障害者支援担当：精神保健福祉相談

泉区精神障害者家族会「いずみ会」
みなと

　　　　の病気を理解し、
誰もが安心して暮らせるまちに
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特 集 2

子育て支援担当　　800-2465　　800-2513

～児童虐待を予防するには地域の支え合いが大切です～

親はこ
どもに

どう接したら
よいかわから

ず

困って混乱している時があります

声をかけてみよう

しつけと称して、こどもへの虐待行為（体罰）が
エスカレートする事件を機に、児童虐待防止法
が改正され、「しつけを名目とした児童虐待の
禁止」が盛り込まれました。令和2年4月1日か
らは、親権者等による体罰が禁止されます。

　赤ちゃんが産まれた、全てのご家
庭を訪問してお誕生をお祝いし、地
域の子育て情報をお知らせします。

　親子で遊びに来ませんか？泉区の子
育てに関する情報があります。子育てサ
ロンは、地域の民生委員・児童委員さん
との出会いの場でもあります。妊婦さん
もぜひ来て下さい。

「叩かない」子育てって？
体罰や暴言はこどもの脳の発達に影響する
ことがわかってきました。

　①こどもに体罰·暴言を使わないこと
　②親のイライラをコントロールすること
　③親もSOSを出すこと　が有効と言われています。

〈子育ての相談窓口は〉
●泉区役所子育て支援担当
　　800-2465
●泉区地域子育て支援拠点すきっぷ
　　805-6111

私たちが訪問員です

地域子育て支援拠点すきっぷ

みなさんのお近くの会場を紹介します。お気軽にお電話下さい。
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〒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

泉区役所からの

■ 福祉保健活動団体の
　 区民利用施設優先利用
中途障害者支援団体､子育てサロン､健
康づくり団体など地域と連携している
福祉保健活動団体を対象とした､区内
の地区センター､コミュニティハウスの
優先利用登録（令和2年4月～令和3年
3月利用分）の申請受付　　　希望団
体は説明会（11月20日（水）13時30分
から。区役所4階4D会議室で）に参加
のうえ、12月2日～10日に申請書を事
業企画担当（3階312窓口）へ
　800-2433　　800-2516
■ 泉区新年祝賀会
1月6日（月）16時～17時30分｡JA横
浜みなみ総合センターで（駐車場はあり
ません）。先着500人（手話通訳あり）
　2,500円　　　11月29日までに費
用を添えて新年祝賀会実行委員会事務
局（区役所庶務係、3階305窓口）へ
　800-2311　　800-2505

■ 犬の飼い方セミナー「吠える！ 甘がみ！ 
　 トイレの失敗！犬のしつけ方教えます」
基本的な犬の性質を踏まえたしつけ方
や問題行動の解決方法について｡11月
19日（火）14時～16時。区役所4階
4ABC会議室で。100人。講師：ドッグト
レーナー、横浜市動物適正飼育推進員
遠藤エマさん　　　電話か、ホーム
ページの応募フォームか、　・　・参加人
数･飼育している犬種・犬の年齢を書い
てFAXか、生活衛生係（3階314窓口）
へ（犬の参加不可）　　800-2452
　800-2516

■ 泉区人権啓発講演会
12月6日（金）14時30分～16時。区役
所4階4ABC会議室で。当日先着200
人（手話通訳あり。一時託児（2歳～未
就学児）を希望の場合は11月22日まで

に連絡を）。講師:ジャーナリスト石川結
貴さん　　庶務係（3階305窓口）
　800-2311　　800-2505
■ 終活入門
相続や遺言､エンディングノートなど､終
活の基本的な知識について。泉区版エン
ディングノートを全員に配布。12月16日
（月）14時～16時。区役所4階4ABC会
議室で。先着80人。講師：司法書士・税理
士・行政書士村田由美子さん。※筆記用
具持参　　11月11日～12月13日に電
話か、　・　・　・年代を書いてFAXで
　高齢者支援担当
　800-2434
　800-2513

※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｡11月14日（木）･29日（金）､12月10
日（火）9時～11時

○食生活健康相談
栄養士による食事相談。11月29日
（金）、12月10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
■ 肺がん検診（エックス線撮影）
12月5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　　　11月12日～12月3日
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・認知症介護相談（予約制）
11月28日（木）
　　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

講演・講座募集・案内

遠藤エマさん

ホームページの
応募フォームへ

村田由美子さん

いし かわ ゆう

き

むら　た　 ゆ   み   こ

　高齢者支援担当　　800-2434　　800-2513健康づくり係　　800-2445　　800-2516

泉区地域包括ケアシステムの構築に向けた重点取組事項の一つ
「介護予防・健康づくり」 について紹介します

　加齢による生活機能の低下を防止する｢介護予防｣の取組とともに､元気に歳
を重ねるには､若い世代からの生活習慣病の予防や体力維持向上の「健康づく
り」が重要です｡泉区では､介護予防･健康づくりの取組を進めることでみなさん
の健康寿命延伸を目指していきます。
①自ら介護予防･健康づくりに取り組むための市民意識の醸成
　各地域で講座やイベント等で普及啓発や健康チェックを行
い、区民の皆さんが自ら介護予防･健康づくりに取り組むため
のきっかけづくりをしています。
②介護予防・健康づくりに継続的に取り組める環境の整備
　和泉川沿いに整備される｢健康みちづくりルート｣の活用に向けた検討や､コー
スガイドマップを作成する予定です。
③介護予防・健康づくりを担う人材の育成や活動支援
　地域で介護予防・健康づくり活動をしている団体向けに研修会の開催や、情報
提供などの活動支援をしていま
す｡その他の活動団体に対して
も、介護予防･健康づくりの知識
普及を実施しています｡

泉区行動指針の重点取組事項 地域活動支援

在宅医療・介護連携多様な主体による
生活支援

介護予防・健康づくり

地域包括ケアシステムで
高齢者が安心して暮らせる
地域づくり

健康チェック

「ハマトレ」体操

※ハマトレはロコモティブ
シンドロームを予防する
ため、市が高齢者の｢歩
き｣に着目して開発した
トレーニングです

ひきこもり等の若者支援セミナー・相談会

よこはま西部ユースプラザ　　744-8344　　744-8322

　不登校やひきこもり状態などの困難を抱える若者の現状や市の若者支援の取組に
ついて関心のある人向けのセミナー。同時に本人や家族からの個別相談会も実施。

11月18日（月）いずみ中央地域ケアプラザ
11月22日（金）新橋地域ケアプラザ
11月25日（月）上飯田地域ケアプラザ
各10時～11時30分（上飯田地域ケアプラザのみ13時～14時30分）

11月26日（火）いずみ野地域ケアプラザ
11月27日（水）下和泉地域ケアプラザ
11月29日（金）踊場地域ケアプラザ

日
程・場
所

時間
市内在住で､若者支援に関心のある人､支援関係機関の人､ひきこもり等の
困難を抱える人とその家族など

対象

ひきこもり等の困難を抱える若者の専門相談（予約制）
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

区役所でも
定期的に相談を

実施

ステキ！ 発信！ インスタグラム講座（全２回）
　第1回は人気インスタグラマーを招き､きれいな写真の撮り方や加工方法､楽し
み方などを学び､第2回は泉区のステキな場所や人を知り､インスタグラムで発信。

第1回 11月25日(月)10時～11時45分｡区役所4階4A会議室で
講師：横浜市公式インスタグラム＠findyouryokohama アンバサダー＠ju_ur1さん
一時託児あり・若干名（1歳～未就園児） ※Wi-Fiの利用はできません

第2回 12月6日（金）10時～12時｡宮ノ前テラス（中田東4-59-41）で
フォトスクラップブッキング体験と地産地消ランチ　　1,100円（昼食代含む）
一時託児なし、子どもの同伴可 ※Wi-Fiの利用ができます

ジ ュ リ

対 象 インスタグラムを開設していて「#住むなら泉区」をつけて発信できる
人､抽選15人（全2回受講できる人､区内在住･在勤･在学者を優先）

　11月14日17時までに､電話か､ホームページの応募フォームか､　､日中連絡
のとれる　､　･　･年代･一時託児の有無･どのようにして講座を知ったかを
書いて､FAXかEメールか窓口へ(11月19日までに全員に結果を連絡)
　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

　治療法の進歩により､ＨＩＶに感染しても､治療の早期開始･継続によりエイズの
発症を防ぐことができ､ＨＩＶに感染していない人と同等の生活を送ることが期待
できるようになりました｡また､治療を継続すれば､ＨＩＶに感染している人から他
の人への感染リスクが大きく低下することも確認されています。
　ＨＩＶに感染してもエイズになるまでは自覚症状のないことが多く､検査をしな
ければ感染しているかはわかりません｡区役所でも､ＨＩＶ(エイズ)検査を行ってい
ますので､ぜひ､活用してください。

いずみ区民活動支援センター 検索で

ＨＩＶ（エイズ）検査を
受けましょう

12月１日は
世界エイズデーです

横浜市のＨＩＶ(エイズ)検査・相談情報は市の
ホームページでも見ることができます。

横浜市　エイズ 検索で

●ＨＩＶ（エイズ）検査　匿名制。結果は1週間後。希望者は梅毒検査も受けられます
　日時：毎週月曜9時～9時30分(祝休日を除く）
　　　 前の週の金曜（祝日の場合は木曜）16時までに電話で健康づくり係へ
※心配のあった日から3か月以上（梅毒は6週間以上）経過していないと正確
な検査結果が出ないことがあります。

予約制

地域包括ケアシステムで
高齢者が安心して暮らせる
地域づくり

写真加工用アプリケーションソフトの事前インストールが必要（詳細は受講決定後に連絡）

えん  どう
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あやめ通信
区民活動情報

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

子育て情 報
▶乳幼児歯科相談（予約制）
11月13日（水）9時30分～10時
　　電話でこども家庭係へ
　800-2444　　800-2513
▶乳幼児健康診査
各13時～13時30分受付。詳細は
個別通知で確認を
〈4か月児〉11月13日・27日の水曜
〈1歳6か月児〉
11月20日、12月4日の水曜
〈3歳児〉11月22日、12月6日の金曜
　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
11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
11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
持参　　電話か、件名に「11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
　800-2513

区役所から

市立保育園から

▶和泉保育園で
●コアラひろば
クリスマスグッズを作ろう
12月3日（火）10時～11時15分。
1歳～未就学児と保護者　　　11
月11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

▶北上飯田保育園で
●育児講座　乳児リトミック
11月20日（水）10時50分～11時30
分。泉区地域子育て支援拠点すきっ
ぷで。1・2歳児と保護者、先着12組
　　11月11日～19日の9時～16
時に電話で北上飯田保育園へ
　803-7889　　803-7942

〒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

●あつめてわくわくおはなし会
11月13日（水）15時30分～16時。3歳～6歳児（保護者同伴可）
●0･1･2･3歳のおはなし会
11月27日（水）10時45分～11時15分。0歳～3歳児と保護者、先着10組　
　11月20日9時30分から電話か窓口へ
●読み聞かせボランティア交流会
11月28日（木）10時～12時。読み聞かせボランティアとして活動している
人、先着20人　　11月12日9時30分から電話か窓口へ
●スポットライトいずみ講演会｢横浜の旧軍施設と泉区の戦中･戦後」
11月30日（土）10時～12時。先着30人。講師:横浜市史資料室羽田博昭さん
　11月13日9時30分から電話か窓口へ
●土曜おはなし会　12月7日（土）14時から。5歳以上（保護者同伴可）
●日曜おはなし会　12月8日（日）14時から。4歳以上（保護者同伴可）

『いもうとのにゅういん』筒井頼子／さく　林明子／え　福音館書店
　あさえが幼稚園から帰ると、おかあさんが妹をおんぶし
て、病院に行くところでした。｢あやちゃん、大丈夫かな｣入院
した妹が心配なあさえ。妹をよろこばせようと、あさえは大
きな決心をします。このかわいい姉妹ともっと仲良くなりた
い人は、絵本『あさえとちいさいいもうと』もご覧ください。

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　11月19日（火）、12月3日（火）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

※会場の記載のない場合は、区役所で実施

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、母子の健康について。
11月19日（火）10時～11時30
分。乳幼児を子育て中の人・妊娠中
の人

▶歯科衛生士による相談
子どもの歯の健康、歯磨きの仕方など。
11月28日（木）10時～11時30
分。乳幼児を子育て中の人・妊娠中
の人、先着8組　　11月14日から
電話かFAXか窓口へ

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

●金沢文庫､称名寺を探訪
11月16日（土）10時～13時（予定）｡京急金沢文庫駅改札口集合｡当日先
着40人　　500円　　泉区歴史の会 石井　　814-3331
●泉区民弓道大会（和弓、男女別）
11月23日（祝･土）9時～17時｡泉スポーツセンターで。区内在住･在勤･在
学か区内道場に所属する有段者　　1,000円（昼食代含む）
　　11月13日までに　･　･　･　･段位を書いてはがきか　で泉区弓道
協会事務局 中村（〒245-0004泉区領家4-7-1　　813-0230）へ　　
　izumikyudo@gmail.com
●泉睦会泉区中途障害者文化祭作品展示
11月25日（月）～29日（金）10時～16時｡区役所1階区民ホールで｡　
　泉睦会 鴻丸　　090-9399-5387
●マミーとあそぼう「クリスマス会」
12月3日（火）10時～11時15分（受付9時45分から）｡泉ふれあいホーム
で。乳幼児と保護者､当日先着25組　　100円
　泉区保育ボランティアグループ｢マミー｣　　080-6723-2027

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）

●11月18日(月)
●11月19月(火)
●11月21日(木)～22日(金)
　【受入れ】21日10時～12時 【配布】22日10時～13時
●12月2日(月)～6日(金）10時～16時30分
　（2日は13時から､6日は15時まで）
●12月9日(月）
●12月10日(火)

朗読
ハーモニカ

衣類のリユース

福祉の作品展
※詳細は8ページに掲載
クラシックギター

音楽劇場(歌とピアノ）

は　 だ   ひろ あき

泉区　保育所　申請 検索で

こども家庭係（保育担当）　　800-2413　　800-2513　こども家庭係（保育担当）　　800-2413　　800-2513　

事業企画担当　　800-2433　　800-2516事業企画担当　　800-2433　　800-2516

一次申請期間
●郵送　11月1日（金）まで ※当日消印有効（認定・利用調整事務センター宛て）
●窓口　11月5日（火）～15日（金）（土日を除く）
　　　　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。
二次申請について
●一次申請締切後は二次申請になります
二次申請受付期間　1月6日（月）～2月10日（月）

12月1日（日）から地域包括支援センター（地域ケアプラザ）の
担当地域が変わります

岡津地域ケアプラザのオープンに伴い、担当地域が次のようになります。

※上飯田､下和泉､踊場､いずみ中央の各地域ケアプラザの担当地域は､変更ありません

岡津地域ケアプラザ

岡津町（2067～2069
番、2777～2833番、
3013番を除く）、西が
岡、領家､桂坂

いずみ野地域ケアプラザ

和泉町5000～5999番(都
市計画道路権太坂和泉線
の北側)､和泉町6000番以
降､弥生台(33-1番を除く）

新橋地域ケアプラザ

緑園、池の谷、新橋町、
岡津町2067～2069
番、2777～2833番､
3013番､弥生台33-1番

詳しくは利用案内（区役所、区内認可保育所
などで配布）、区ホームページで

つつ　い　より　こ はやしあき   こ
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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

■ 冬期事前申込教室参加募集
大人向けは25教室、親子・子ども向け
12教室を開催。当日受付教室もあり。
　11月23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。12月
9日（月）13時～15時。先着20人
　1,020円　　11月11日9時から電
話か窓口へ。その他詳細は　で

　上飯田地区センター

■ 相続･遺言･登記相談
11月13日・27日（水）13時～16時。先
着4人　　11月11日～各前日までに
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
■ 簡単韓国料理を学ぼう
11月28日（木）11時～14時。先着12
人。エプロン持参　　1,000円　　11
月14日9時から費用を添えて窓口へ
■ クリスマスコンサート
近隣小中学校及び利用団体の出演に
よる演奏。12月8日（日）10時～15時

　下和泉地区センター

■ クリスマスコンサート
バイオリン（遠藤香奈子）とピアノ（遠藤
和歌子）の姉妹デュオ。12月10日（火）
13時～14時。先着30人。　　500円
　11月19日10時から電話か窓口へ
■ 「アキラボーイとタヌキチくん」の
　 デジタルショーでクリスマス会
12月14日（土）14時30分～15時40
分。先着250人　　11月30日10時か
ら電話か窓口へ
■ クリスマス兼正月フラワーアレンジメント
12月18日（水）10時～11時30分。先
着20人　　2,000円　　11月20日
10時から電話か窓口へ

　立場地区センター

■ おもちゃの病院
11月16日（土）10時～15時　　11月
16日までに電話か窓口へ
■ ホホバオイルと天然アロマの
　 保湿美容液
12月1日（日）13時30分～14時30分。
先着20人　　700円　　11月12日か
ら電話か費用を添えて窓口へ
■ 生花の変化も楽しめるフレッシュ
　 グリーンのクリスマススワッグ
12月3日（火）10時～12時。先着10人
　2,500円　　11月12日から電話か
費用を添えて窓口へ

　中川地区センター

■ 顔ヨガ＆ツボでフェイスリフレッシュ
11月30日（土）10時30分～11時30分。
抽選15人　　500円　　11月16日10
時～10時15分に費用とともに窓口へ
■ パーソナルカラー診断
12月5日（木）10時～11時50分。抽選
10人　　1,200円　　11月21日10
時～10時15分に費用とともに窓口へ
■ クリスマスこどもの集い
12月7日（土）13時～14時30分。幼児
と小学生先着200人

　葛野コミュニティハウス

■ 親子でチクチク羊毛フェルト・
　 クリスマスミニ飾りセット
12月7日（土）13時30分～15時30分。
小学生以上､先着15人（3年生以下は保
護者同伴・大人のみも可）　　500円
　11月11日～23日に電話か窓口へ

　新橋コミュニティハウス

■ ありがとうまつり
①12月7日（土） ②12月8日（日）各10時
～14時。①作品展示、体験コーナー②作
品展示、実技発表、体験コーナー、模擬店
■ 親子で作るクリスマスデコキャンドル
　 ～テディベア＆デコレーション～
12月22日（日）10時～12時30分。小
学生親子抽選10組20人　　1,200円
（材料費2個込み）　　11月24日10時
～10時15分に費用とともに窓口へ
■ 男ヨガ入門
1月11日・25日、2月8日・22日、3月14
日・28日の土曜15時～16時。男性抽
選25人（初心者優先）　　1,800円
　12月14日14時～14時15分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ 中田コミュニティハウスまつり
11月16日（土）10時～16時。作品展示（絵
画・鎌倉彫・絵手紙・クラフト工芸・デジカメ
写真・染色ほか）イベント（工作・昔遊び体験・
野菜や炊き込みご飯や芋煮やパンの販売・
おもしろ理科実験・ガラポン抽選会）　11
月17日（日）10時～14時30分。作品展示・
実技発表（フラダンス・手話ダンス・コーラ
ス・オカリナ・大正琴・手品）詳細は要問合せ
■ お正月生花フラワーアレンジメント
12月27日（金）10時～12時。先着10人　　2,500
円　　11月11日～12月15日に電話か窓口へ

　西が岡コミュニティハウス

■ 木目込み人形教室（全２回）
来年の干支を作りましょう

12月7日・14日の土曜10時～12時。抽
選10人　　2,800円　　11月23日10
時～10時15分に費用とともに窓口へ
■ クリスマス　デコもちワンデイ講座
12月18日（水）10時～12時。抽選15
人　　800円　　12月4日10時～10
時15分に費用とともに窓口へ

　みなみコミュニティハウス

■ クリスマス会（プレゼント付）
12月15日（日）10時～12時。先着60人
　12月1日10時から電話か窓口へ
■ ふれあいコンサート ピアノで軽ポップ
12月21日（土）14時から。先着30人
　12月7日10時から電話か窓口へ

　いずみ中央地域ケアプラザ

■ そよ風フェスタ2019開催♪
模擬店や舞台発表、作品展示、紙芝居、
バルーンアートなど。
12月1日（日）10時～14時。

　踊場地域ケアプラザ

■ これからの泉区の住民環境を
　 みなさんで楽しく語り合うカフェ
分野の違うパネリストとともに、踊場
の民話を活用したこれからの地域発展
について語り合う（一般社団法人ジャ
パンインスティテュート和黄猫舞山委
員会共催）　12月15日（日）13時～16
時。先着40人　　11月15日から電話で

　テアトルフォンテ

■ いずみ紙芝居一座定期口演会―秋― 
泉区に伝わる昔話や歴史を紙芝居で
11月17日（日）11時～11時40分
■ ホールでグランドピアノを
　 ひいてみませんか？
12月3日（火）10時～21時、12月4日
（水）9時～21時　　1枠1,800円（1時
間）､2枠3,400円（2時間）　　11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
■ ミュージカル　人魚姫
劇団東少とオーディションを通過した市
民によるミュージカル
2月2日（日）16時～18時　　区民
2,300円、中学生以下2,000円、3歳以
上有料その他料金は要問合せ　　11
月14日から電話か費用を添えて窓口へ

　泉寿荘

※各60歳以上対象
■ 撮影所物語 劇場用映画の完成するまで
11月27日（水）13時～15時。当日先着80

人。講師:元松竹撮影監督中橋嘉久さん
■ 映画鑑賞会「天城越え」
11月29日（金）13時～15時。当日先着80人。
■ 第1回泉寿荘囲碁大会
A・B・C・Dクラス別囲碁大会。11月30
日（土）9時30分～15時。各クラス抽選
10人　　11月16日までに　・　・　・
　・　・参加クラスを書いて往復はがき
かはがき持参で窓口へ

　天王森泉館

■ 天王森まつり
11月17日（日）10時から。名物天王森
鍋、たこ焼、焼いも他模擬店多数。
　200円（野点席）
■ 天王森もちつき
12月8日（日）11時から。つきたて餅各
種販売（　3個入りパック200円）
■ 春の七草竹鉢作り
12月15日（日）9時30分から。先着20
人　　500円　　12月１日から

　その他

■ よこはま動物園ズーラシアで
※入園有料 〈ふれあい動物園〉イヌやウ
サギなどの小動物と触れ合い。11月24
日（日）までの土日祝開催。 ※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
〈アウトドアクラブⅢ〉（全６回）
1月11日～2月22日の各第2・4土曜、3
月7日・21日の土曜10時～12時。小学
生と保護者、抽選12組　　1人4,500
円（4歳～未就学児2,000円、3歳以下
500円）　　11月25日～12月9日
〈ファミリークッキングE・F〉
1月18日（土）・19日（日）10時～14時。
家族・グループ､抽選各15組　　中学
生以上2,200円、小学生1,800円、4歳
以上の未就学児1,000円、3歳以下
100円　　11月29日～12月13日
〈おひさまクラブⅣ〉（全7回）
1月22日～3月4日の各水曜14時～16
時。4歳以上の未就学児と保護者､抽選
24組　　1組7 ,350円（追加大人
4,000円、子ども3,000円、3歳以下
300円）　　12月2日～12月16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

■ 戸塚税務署から
〈個人事業主の決算説明会〉
事業所得:12月3日（火）・4日（水）、不動
産所得:12月5日（木）、各日9時30分～
12時、13時30分～16時。戸塚税務署
1階会議室。　　戸塚税務署個人課税
第１部門指導担当　　863-0011（内
線414）
〈税理士会による無料税務相談〉
11月14日（木）10時～16時。戸塚駅地
下１階コンコース　　東京地方税理士
会戸塚支部　　864-3300

ズーラシア 検索で

泉スポーツセンター 検索で

わ   こう  びょうぶ　さん

こども自然公園青少年 検索で

えん どう   か    な    こ

わ    か    こ

えん どう

なか  はし よし ひさ

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

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

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

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　　804-5133

そ の 他

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

葛野コミュニティハウス
〒245-0014 中田南5-15-1

　　805-0487

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11

　　814-4050

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

みなみコミュニティハウス
〒245-0016 和泉町987

　　805-3339

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

中川地区センター
〒245-0007 桂坂4-1

　813-3984 　813-3986

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




