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　12月１日（日）、岡津町に区内で７館目の地域ケ
アプラザが新たにオープンしました。
地域ケアプラザは､誰でも利用でき、地域にお

ける福祉・保健の拠点となる施設です。地域の身
近な相談窓口として、ぜひ利用してください。

岡津地域ケアプラザでは･････
地域の皆さんの活動をサポートします
●地域の福祉活動､保健活動等の支援
●福祉・保健活動や交流のための施設の提供
●地域ケアプラザ主催の講習会､講座等の開催
身近な相談窓口として､地域に暮らす人たちの日々の暮らしをサ
ポートします
●高齢者の介護､子育て､障害児･者の支援など福祉､保健等に関
する相談及び情報の提供

●福祉サービス､保健サービス等の提供に関する調整
日常生活の支援のための活動や、担い手づくリの支援を行います
●生活支援･介護予防に向けた既存活動の支援､担い手の養成､
新たな資源の開発等

●関係者間の情報共有､支援の主体となるさまざまな団体間の連
携体制づくり

●元気な高齢者が担い手として活躍でき､社会参加できる仕組みづくり
※岡津地域ケアプラザは、地域包括支援センターの機能を担って
います。なお、デイサービスは行いません。

岡津地域ケアプラザ
泉区岡津町 1228番地 3所在地

812-0685　　812-0802
月～土曜日:9時～21時､日曜･祝休日:９時～17時
※年末年始､施設点検日（月１回）を除く
多目的ホール､調理室､地域ケアルーム､ボランティアルーム
※授乳室もありますので､お子さんと一緒にお気軽にお越しください。
社会福祉法人誠幸会

電話・FAX
開館時間

主な施設

指定管理者
※施設の利用は申込み制です。詳しくは､地域ケアプラザへ問い合わせてください。

岡津地域ケアプラザの開設により､次のとおり､
地域包括支援センターの担当地域が変更となります。

岡津地域
ケアプラザ
新橋地域
ケアプラザ

岡津町（2067番から2069番、2777番から2833番､3013番を除く）、
西が岡、領家､桂坂

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

いずみ野地域
ケアプラザ

和泉町5000番～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）

※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、これまでと変更はありません。

　寒い冬でも、1枚多く着る、あたたかいものを飲
むといった、ちょっとした工夫で暖房に頼りすぎる
ことなく快適に過ごせます。光熱費節約にもなる冬
の省エネアクションに取り組んでみませんか？
　一人ひとりの取組の積み重ねがCO2（二酸化炭
素）排出の削減、地球温暖化対策につながります。

ひざ掛けや
レッグウォーマー､
湯たんぽ等の
お気に入りの

小物であたたまろう

ひざ掛けや
レッグウォーマー､
湯たんぽ等の
お気に入りの

小物であたたまろう

衣 食

住

鍋料理でからだも
室内もあたためよう｡
湯気の加湿効果で
体感温度もアップ

鍋料理でからだも
室内もあたためよう｡
湯気の加湿効果で
体感温度もアップ

泉区　味わいレシピ

泉区でとれる野菜を使った
季節別レシピはこちら

検索で

窓に注目｡ブラインドや
断熱シートを活用して
熱を逃がさない
工夫をしよう

ほかにもいろいろ！
ストレッチなど

軽い運動で､血行をよくして
体をあたためよう。

家庭で実践、
冬の省エネアクション

弥生台駅相鉄
いず
み野
線

病院
西が岡公園

白百合台団地

金堀谷

領家谷

中川
  地区センター

泉スポーツセンター

泉寿荘

岡津地域
ケアプラザ

●相鉄いずみ野線「弥生台駅」から徒歩20分
●神奈川中央交通バス
弥生台駅⇒
戸塚駅東口行
戸塚駅東口⇒
弥生台駅行
弥生台駅⇒
戸塚バスセンター行
戸塚バスセンター⇒
弥生台駅行
弥生台駅⇒
東戸塚駅東口行
東戸塚駅東口⇒
弥生台駅行

バス停「金堀谷」から
徒歩３分
バス停「領家谷」から
徒歩３分

バス停
「白百合台団地」から
徒歩６分

戸
39
系
統

戸
79
系
統

東
23
系
統
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5～12ページは泉区版です

12月号
2019（令和元）年

●人　口
●世帯数

151,815 人
62,252世帯

2019（令和元）年11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」

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

トピックス
泉区役所掲示板
泉区役所からのお知らせ ほか
施設からのお知らせ

5
6・7

10・11
12

8・9年末年始を安全に特 集



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。

6 2019（令和元）年 12月号 ／ 泉区版

●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

12月11日（水）～20日（金）が始まります！
12月は

“飲酒運転根絶強化月間”です！

歩行中
１　歩道のある道路は、歩道を通行しましょう。
２　ドライバー等から見えやすいよう、明るい服装を着用
しましょう。暗いときは反射材も有効です。

３　道路の横断は、横断歩道を通行しましょう。斜め横断
は禁止です。

４　信号が点滅し始めたら、次の「青」まで待ちましょう。
※携帯電話やスマートフォンを見ながらの歩行やイヤホン
をして音楽などを聴きながらの歩行は危険です。

自転車での走行中

自動車等の運転中
１　暗くなり始めたら、早めにライトを点灯しましょう。
２　歩行者等が横断歩道などを通行中は、一時停止し、
横断が終わるのを待ちましょう。歩行者と歩行者と
の間をすり抜けるように走行することは、禁止です。

※年末は慌ただしい時期です。時間と心にゆと
りをもって運転してください。少しばかり速度
を上げても、目的地までの到着時間はほとん
ど変わりません。

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

～自転車安全利用五則を守りましょう～
１　自転車は車道が原則、歩道は例外です。（※13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者等は歩道通行できます）
２　車道は左側通行です。（※進行方向の道路右側の路側帯は通行禁止です）
３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行してください。
４　安全ルールを守りましょう（●夜間はライトを点灯、車体側面にも反射材　●交差点での信号遵守と一時停止・安全確認）
５　子どもはヘルメットを着用しましょう。（※万が一の交通事故に備えて、大人もヘルメットを装着しましょう）

【違反・禁止行為】
●飲酒運転　●ニ人乗り　●並進　●無灯火　●携帯電話等を手で持って通話などしながらの運転
●ヘッドホンやイヤホン等を使用し、周囲の音が聞こえない状態での運転
●傘差し運転　●右側通行

泉区内振り込め詐欺
被害多発！

泉区内の振り込め詐欺発生状況（10月末現在）
被害件数：45件　被害金額：約4,399万円

キャッシュカードをすり替える犯罪が増加しています。
「キャッシュカードを預かります」「暗証番号を教えてください（メモに書いてください）」と言われたら、
それはサギ！

●常に留守番電話設定を！
●迷惑電話防止機能付き機器の導入検討を！
●電話でお金の話が出たら、周囲や警察に相談する！

対応に迷ったら、すぐに警察に相談してください

不審に思ったら泉警察署へ
　８０５－０１１０

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507
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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④

　断水が発生すると、飲み水と生活用水の確保が困難になり、入浴や
歯磨きといった日常生活に影響が出ると考えられます。
　お風呂に入らない、歯磨きをしないなど、不衛生な生活は心身とも
にストレスがかかります。また、感染症など大きな病気につながる可
能性もあります。
　断水時の衛生対策として、からだ拭きシートや歯磨きシートを備え
ましょう。
　からだ拭きシートを使うことで、から
だを清潔な状態に保つことができま
す。大判のものがあると便利です。
　歯磨きシートは、指に巻き付けて口
の中を優しくこすって使います。口をす
すぐのに水がいりません。

断水時の衛生対策
～からだ拭きシート・歯磨きシート～

からだ拭き
シート

歯磨き
シート

口腔ケア

　施設の老朽化が見られる公園を対象に、施設改良工
事（遊具・舗装・トイレや樹木の更新等）を実施しています。
　今年度は、緑園子易谷公園および緑園東公園で舗装やトイ
レの更新などの工事を行っているほか、領家公園ほか8公園で遊
具・樹木・フェンス等を更新する工事を実施する予定です。
　工事内容や公園が利用できない期間については、各公園に掲示
しますのでご覧ください。
　工事期間中は、ご不便をおかけしますが、安全で安心な公園に
するため、ご理解ご協力をお願いします。

泉土木事務所下水道・公園係　　800-2536　　800-2540

緑園東公園では老朽化したトイレの更新を
行っています。また、スロープの勾配等を修
正してバリアフリーの仕様にしています。

緑園子易谷公園では、外周柵やベ
ンチの交換などの工事を実施して
います。

横浜市　岡津小 検索

　岡津小は､令和３年度に創立100周年を迎
えるため、今年8月に実行委員会が立ち上が
りました。歴代PTA会長や中川連合の会長・
副会長だけでなく、周辺地区の連合町内会
の人たちなども参加していて、岡津小は地域
に愛され、地域の中で生きてきた小学校だと
再認識しました。創立100周年キャラクター
も決定し、ますます盛り上げていきます。
　課外活動としては、学校内に鼓笛クラブ・音楽クラブ・和太鼓クラ
ブなどの課外活動があり、特に和太鼓クラブでは、地域の方々の指
導を受け、地元の行事などで発表しています。
　また、昨年度からは国際協力クラブが発足しました。今年２月には
「よこはま国際フォーラム2019」に参加し、日本とネパールの繋が
りについて調べ、その成果を発表しました。
　今年度は、アフリカについて調べています。普段は、日本とアフリ
カの関係についてなかなか結び付けることができませんが、身近な
ゲーム機の部品の原材料をアフリカから輸入しているということが
わかり、日本との意外な繋がりに子どもたちは驚いていました。
　これからも「岡津と世界をつなげよう！」を合言葉に活動を続けて
いく予定です。

広報相談係　　800-2335　　800-2506

岡津小学校の活動など詳しくは

創立100周年キャラクター
「ヒマラーとマラヤン」

ヨコハマ3R夢プラン

家電リサイクル法に関する知識を深めよう！

資源化推進担当　　８００-２３９８　　８００-２５０７

Ｑ家電リサイクル法とは？
　一般の家庭等から排出されたエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機などの家電リサイクル法対象機器から、部品や材
料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源化を推進するた
めの法律です。
Ｑ家電リサイクル法対象機器の処理方法は？
①購入した小売店または、同種類の新製品を購入する小売店に申し込む。
②ご自身で運搬できる場合、指定引取場所へ持ち込む。
③横浜家電リサイクル推進協議会または、家電リサイクル協力店に
申し込む。

※「家電リサイクル法」に基づき家電リサイクル法対象機器は横浜市で
は取り扱えません

詳しくは横浜市資源循環局発行の「ごみと資源物の分け方・出し方」をご覧
ください。

家電リサイクル法対象機器

エアコン
テレビ

冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・
衣類乾燥機



8 2019（令和元）年 12月号 ／ 泉区版 92019（令和元）年 12月号 ／ 泉区版

泉消防署予防課　　　801-0119　

年末年始は､空気が乾燥し､火災が発生しやすくなるとともに､救急車の出場件数も増加します。
そこで防火や救急についての注意点とともに年末年始に行われる
消防特別警備や消防出初式について紹介します。

防ぐ

泉消防署・泉消防団は、年末年始消防特別警備を実施します 12月20日（金）～1月4日（土）

特集

年末年始、台所からの火災に注意しましょう

こんな火災事例がありました

冬場に多い救急要請の例

台所のチェックポイント

　泉区では､今年の1月から10月までの間に25件の火災が発生しています。出
火原因は第1位が｢放火｣､第2位は「こんろ」､第3位は「たばこ」です。その中の「こん

ろ」による火災は昨年の1件に対して､今年の10月末時点ですでに5件と増加しています｡
　また、住宅で発生した火災の出火原因のトップも「こんろ」による火災で､揚げ物等を調理中

にその場を離れたために出火するケースが多く発生しています。
　そして､今年は､市内において調理中に衣類に着火してしまう「着衣着火」も増加しており､注意
が必要です。着衣着火では､いったん着火すると一瞬のうちに炎が燃え広がり､やけどになる可能
性が高くなります。

守る 泉消防団は年末年始も、泉区の安心を守ります！
消防団は、普段は仕事や学業､家事･育児などの日常生活を送りながら、災害発生時には消防署と協力して消火活

動や救助活動を行っています。また平常時には防災訓練や防災指導・救命指導を行うなど、地域に密着した防災活動
を行っています。

泉区には、５つの分団があり、442人（令和元年11月1日現在）の団員が各地域を守っています。

備える 12月､1月は年間で最も救急件数が多くなります
万が一の時のために確認しておきましょう

横浜市消防局
マスコットキャラクター「ハマくん」

年末年始を迎え、「火を取り
扱う」ことが多くなりますが、
「ちょっとした注意」で台所
のこんろで発生する火災を
未然に防ぐことができます。

●調理中はその場を離れないようにする。
●こんろ周りは整理整頓し､燃えやすいものを置かない｡
●グリル内はこまめに清掃して､油かすなどをためないようにする。
●ガスホースのゴムが劣化していないか確認する。

もし､衣服に燃え移ったら
　近くの水をかけて消火するか、タ
オルなどで叩き消してください。
　背中などで手が届かず、水による
消火ができない場合は、その場に倒
れて左右に転がり消してください。

　救急車は､いち早く応急処置を行い、緊急に医療機関へ
搬送するものです。12月､1月はインフルエンザ流行等に
伴い、さらなる救急件数の増加が見込まれるため､救急車の
　　　　　　適正利用にご協力をお願いします。

▶注意点
●ゆったりした服での調理はしない｡
●調理中はアームカバーやエプロンをつける。
●防炎製品（火がついても燃え広がらず､火種を取
り去れば消える加工がされた製品）を活用する。

●インフルエンザと診断され薬
を服用したが熱が下がらない。

同じ病気やケガでも、症状や状況によって
緊急性は異なります。

泉区休日急患診療所（10時～16時）
〈内科･小児科〉
中田北1ー9ー8  　801ー2280

救急受診ガイド

急な病気やけがで迷ったら

夜間の受診は
夜間急病センター（毎日20時～24時）
●南西部〈内科･小児科〉
中田北1ー9ー8  　806ー0921
●桜木町〈内科･小児科･眼科･耳鼻咽喉科〉
中区桜木町1ー1  　212ー3535
●北部〈内科･小児科〉
都筑区牛久保西1ー23ー4
　911ー0088

緊急性があると思われる場合は、
ためらわずに救急車を要請してください

電話から

パソコン､
スマートフォン
から

緊急性や受診の
必要性を確認できます

または 232-7119

年中無休
24時間対応♯ 7シャープ 1 1 9

番を選択

番を選択

救急受診できる
病院･診療所を知りたい 1
今すぐ受診すべきか
救急車を呼ぶべきか 2

横浜市救急受診ガイド 検索

その救急要請･･･
本当に緊急ですか？
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市内､区内とも
に

救急件数が増
加

泉消防団はこんなことをしています。
●火災等の災害対応
●災害に備えた訓練
●防災指導･救命講習

●JKG体操（自助・共助で減災体操）
　などで行う防災等に関する広報

私たちと一緒に活動しませ
んか

泉 消 防 団 員
  募 集 中 !

泉消防団
受持ち区域

災害に備えて準備を万全にします！

ポンプ車で区内を巡回し

火災予防広報を行います

令和2年
泉区消防出初式

※和泉遊水地で実施した
　総合演技の様子
　令和2年は地蔵原の
　水辺で実施します

※雨天の場合、泉区民文化センターテアトルフォンテで式典のみ実施

令和最初の出初式！
みんなで高める防災の力

1月5日（日）1月5日（日）
●泉区民文化センター テアトルフォンテ
　13時～　式典　
●地蔵原の水辺
　13時45分～　総合演技

い
ず
み
中
央
駅

↑
横
浜

湘
南
台
↓

和
泉
川

〈式典会場〉
泉区民
文化センター
テアトルフォンテ

〈総合演技会場〉
地蔵原の水辺

泉区
総合庁舎前

泉区
総合庁舎

背中などで手が届かず
水による消火ができない場合

日曜・祝休日・年末年始の昼間の受診は

着 衣 着 火 に 注 意 ！

※休日・夜間の診療機関等については
　16ページにも掲載しています。

●餅をのどに詰まらせた｡
●暖房器具のコードにひっかかり転倒した。
●降雪により滑って転倒してけがをした。

大規模災害に備え
日頃から訓練を実施します
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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

■ 泉区民ギャラリー利用団体募集
立場駅・中田駅のコンコースに設置さ
れているアートギャラリーに作品展示
を希望する団体を募集しています。
●期間　令和2年4月1日（水）～令和3
年3月31日（水）のうち連続する13日
間を１コマとし、１団体２コマまで利用で
きます。
　1月31日（必着）までに各地区セン
ター、地域ケアプラザ、区役所1階いず
み区民活動支援センターで配布（また
はホームページでダウンロード可）する
要項を確認の上、必要書類を添付して
郵送、または直接窓口へ
　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

■ 泉つるし飾り展　作品募集
あなたの作ったつるし飾りを区役所に
飾りませんか。個人、グループは問わず
出展できます。
●展示　２月17日（月）12時～22日
（土）12時。区役所１階区民ホールで。
●展示者打合せ会　１月17日（金）10
時から泉区役所４階４Ｄ会議室で。
　12月23日までに作品数、　、　、　
を書いて、電話かＦＡＸか区民事業担当
窓口へ
　区民事業担当（３階３０９窓口）
　800-2392　　８００-２５０７
詳細はホームページで。

■ 保育園で働いてみませんか
～泉区保育士等就労支援講座～
１月20日（月）10時～12時、和泉保育
園で。子どもが好きで保育の仕事に興
味がある人、先着２０人。一時託児は要
相談。詳細はホームページで。
　　12月11日～1月10日までに電話
でこども家庭係へ
　800-2444　　800-2513

■ 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。
12月26日、１月9日の木曜、9時～11時
　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
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

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）

●12月11日（水） 詩吟

健康・相談

講演・講座募集・案内

泉区民ギャラリー 検索で

泉区保育士等就労支援講座 検索で

泉つるし飾り展 検索で

昨年の展示の様子

広報相談係　　800-2337　　800-2506

区役所来庁者への窓口案内や業務改善の提案など内 容
●応募資格　区内在住・在勤・在学者で18

歳以上の人。10人程度。面
談あり。

●活動期間　4月から２年間。週１回程度、
半日（２時間30分・休けい有）

　　　　　　※１回につき1,000円（交通費相当分）支給
●申 込 み  1月31日（必着）までに、電子申請か応募申請書

（ホームページか窓口で）を郵送・FAXまたは広報相
談係（区役所１階101窓口）へ
泉区　窓口案内ボランティア 検索で

●１階
●２階
●３階
●４階 ●●●●○○○●●●●●

●○○○○●●●○○●●●

●●●●○○○●●●●●

●○○○○●●●○○●●●

案 内

　4月からの新生活に向けた準備として、手続きや必要物品をそろえ
ることと、生活リズムを整えることや集団生活に入る前に必要な予防
接種を受けているか確認しましょう。
　予防接種には、一人ひとりを感染症から守
るだけでなく、その積み重ねによって社会全
体としての抵抗力（免疫）を維持し、感染症そ
のものの流行を抑える目的もあります。
　「病気が流行していないので、予防接種はもう必要ないのではない
か」という声も聞かれますが、一人ひとりが抵抗力（免疫）をつけている
からこそ、流行が抑えられているのです。

　予防接種を受け忘れていたり、何をいつ受けたらい
いのかわからないなどのご相談のほか、就学・就園に
対して心配なことなどお気軽に「子ども･家庭支援相
談」にご相談ください。

子育て支援担当　　800-2447　　800-2513

子育てコラム

就学・就園の準備は進んでいますか？

子ども・家庭支援相談　　800-2465
参考：予防接種に関する相談　横浜市予防接種コールセンター 　330-8561

年末年始の情報

▶年末年始の閉庁期間、およびごみと資源物収集について
 ● ごみと資源物の収集については16ページに記載しています。
 ● その他の業務については、横浜市コールセンターへ問い合わせて下さい
　横浜市コールセンター　毎日８時～２１時
　664-2525　　664-2828

▶日曜・祝日・年末年始の急病
　泉区休日急患診療所
　 内科・小児科
　中田北1-9-8　　801-2280
　〈診療時間〉日曜、祝日、年末年始、
　　　　　　（12月30日～１月3日）
　　　　　　10時～16時（受付は９時45分～）
※夜間急病センター（南西部）が併設されています。
　夜間急病センターの詳細やその他の年末年始の医療機関について
は16ページに記載しています。

▶資源回収ボックスは利用できません
　区役所・地区センター・コミュニティハウスなどに設置している資源
回収ボックスは各施設の年末年始休館期間は利用できません。この
期間に資源物を持ち込まないようご協力をお願いします。

立場
地区センター

立場駅

中和田
中学校

←長後

戸塚→

立場

原
宿
↓

↑
阿
久
和

泉区休日
急患診療所
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子育て情 報

▶乳幼児歯科相談（予約制）
12月11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〉12月11日･25日の水曜
〈1歳6か月児〉
12月18日､1月8日の水曜
〈3歳児〉12月20日､1月10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
12月17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
12月17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「12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

▶和泉保育園で
●赤ちゃんコアラ
ふれあい遊び、誕生会など
〈ぴよぴよ〉
6か月までの子と保護者
12月12日（木）10時～11時30分
〈きらきら〉
7か月～12か月の子と保護者。
12月19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）
「お正月遊びを楽しもう」
1月7日（火）10時～11時15分
　12月16日から

「節分を楽しもう」
1月30日（木）10時～11時15分
　1月9日から
　803-1483　　803-1137
※　　は月～金曜（祝休日を除く）
の9時30分～15時に電話で

▶北上飯田保育園で
●「お正月遊び」
1月16日（木）9時45分～11時。2歳
～未就学の子と保護者、先着10組
　12月16日から
　803-7889　　803-7942
※　　は月～金曜（祝休日を除く）
の9時～16時に電話で

※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｡12月21日（土）10時～12時｡乳幼児を
子育て中の人・妊娠中の人

横浜子育てサポートシステム入会説明会
地域の中で子どもを預け預かる有償のボランティアの仕組みです。会員に
なるためには説明会への参加が必要です。お子さん連れで参加できます。
●日　時　12月27日（金）10時30分～11時30分
●対　象　乳幼児～小学生のお子さんのいる保護者、預かりの支援に

関心がある人、妊娠中の人
●定　員　10組
●申　込　電話かＦＡＸか窓口にて（泉区地域子育て支援拠点すきっぷ内）
●問合せ　横浜子育てサポートシステム泉区支部事務局
　　　　　　805-6789　　805-6122

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

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

〈善意銀行〉
○緑園地区社会福祉協議会　〇株式会社ワイエスヨコハマ
〇中和田中学校区学校・家庭・地域連携事業実行委員会
○泉区民謡連合会　〇イトーヨーカドー立場店労働組合（敬称略）
以上の皆さまから寄付をいただきました。ありがとうございます。

区役所から

市立保育園から

〒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

図書館の本棚から、本を１冊紹介します。

●0･1･2･3歳のおはなし会
12月18日（水）10時45分～11時15分。0歳～3歳の子と保護者、先着10組
　12月11日9時30分から電話か窓口へ
●クリスマスおはなし会
12月25日（水）15時30分～16時。3歳～小学生（保護者同伴可）
※お子さんにはプレゼントあり
●冬休みおはなし会
1月8日（水）15時30分～16時。3歳～小学生（保護者同伴可）
※お子さんにはプレゼントあり

『掃除の解剖図鑑』日本ハウスクリーニング協会／著　エクスナレッジ
　今年も残すところあとわずかとなりました。年末といえ
ば、大掃除。来年を清々しい気分で迎えられるよう、プロか
ら掃除の術を学んでみませんか。
　この本では、可愛らしいイラストとともに、汚れが気にな
る場所ごとの掃除方法がわかりやすく掲載されています。
「ササっと」「念入り」二通りの方法が紹介されているので、
日常的な掃除にもぜひご活用ください。

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　12月17日、1月７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

あやめ通信 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

●長後の史跡を巡り、大山道を歩く
12月14日（土）10時｡小田急長後駅改札口集合（13時いずみ中央駅解散予
定）｡当日先着40人　　500円　　泉区歴史の会　石井　　814-3331
●ハンドベルコンサート
12月20日（金）18時30分～20時。戸塚区民文化センターさくらプラザで
　500円　　　電話かEメールでアルテミスへ　　080-5000-6612（吉川）
　handbellartemis@yahoo.co.jp
●泉区駅伝大会
2月9日（日）8時10分和泉遊水地集合。雨天決行。区内在住・在勤・在学の人。
○コース　和泉遊水地（4池）～いずみ野駅周辺。
○種目　①一般の部（男）　14,400メートル②女子の部10,000メートル
③中学の部10,000メートル④小学の部10,３00メートル（①4区間、②～
④5区間）　　①4,000円②～④3,000円（各1チームで）大会要項、申込用
紙は区役所・地区センター・スポーツセンター等で配布　　12月11日～30
日に振込用紙で　　泉区陸上競技協会　岡本　　803-2637
●泉区民テニス大会
男子シングル①一般A②一般B③女子シングルス。
2月9日（日）・16日（日）、3月14日（土）各8時45分集合。東俣野中央公園。
区内在住・在勤・在学か、区内のテニスクラブ・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。①32人②16人③16人（各先着）　　2,500円
　　1月10日～11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
●泉区ミックスバドミントン大会
混合ダブルス個人戦。一般及び年齢別（40歳以上、50歳以上、60歳以上・
70歳以上）ともにクラス別。
2月11日（祝・火）。集合時間はホームページで要確認。泉スポーツセンター
で。先着108組　　2,700円（男性1,500円、女性1,200円）、中学生は1
人800円　　1月10日～1月20日。詳細はホームページで確認
　泉区バドミントン協会　服部　　izumi_bado@googlegroups.com
●泉区さわやかスポーツ グランドゴルフ大会
2月16日（日）9時15分～12時。和泉遊水地3・4池で。雨天中止。区内在住
中学生以上（3人1組）。抽選32チーム　　1,000円/チーム
　　12月15日～1月19日に往復はがきに　・　・　・　・チーム名・参加メ
ンバー ・参加者　・参加者性別・マイクラブ有無を記載し、泉区さわやかス
ポーツ普及委員会（泉区西が岡3-11）まで　　080-4654-5186

区民活動情報

泉区あやめ通信 掲載基準 検索
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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、横浜スポーツ医会の医師
が対応。1月18日（土）15時～17時（1人
20分）｡16歳以上､先着6人　　12月
18日9時から電話か窓口へ ※詳細は問
合せを

　上飯田地区センター

■ 遺言・相続・登記相談
12月11日・25日の水曜13時～16時。
各先着4人　　12月11日から各前日
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
■ 親子リトミックと読み聞かせ
12月14日（土）13時～14時30分。未
就学児と保護者。上履き持参
■ お正月用フラワーアレンジメント教室
12月26日（木）10時～12時｡先着10
人　　2,500円　　12月12日9時か
ら費用を添えて窓口へ
■ 初めてのみそ造り教室（全2回）
1月28日（火）15時～16時:豆洗い、29
日（水）9時～13時:みそ造り。先着12人
　3,400円　　12月12日9時から費
用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ プレ中学生英語（全9回）
1月10日・17日・24日、2月7日・14日・
21日、3月6日・13日・27日の金曜16時
～17時30分。小学6年生、先着10人
　3,600円　　12月20日10時から
電話か窓口へ
■ 男性のためのボイストレーニング
　 （全3回）
1月～3月の第2月曜10時～11時30
分。先着15人　　900円　　12月23
日10時から電話か窓口へ
■ 新春囲碁大会（賞品・昼食付き）
1月26日（日）10時～15時。Aクラス:
有段者、Bクラス：級位者、各先着16人
　700円　　12月21日10時から電
話か窓口へ

　立場地区センター

■ 行政書士相談（契約・相続等）
12月14日（土）9時30分～11時30分
■ お茶を楽しむ会
初心者も気軽に茶道を体験。12月14
日（土）10時～15時　　300円
■ 絵本だいすき！ お話会メイ
12月19日（木）11時～11時40分。幼
児と保護者

■ ゆうさんの紙芝居パフォーマンス
パントマイムと不思議なマジック。小学
生以下はプレゼントあり
12月26日（木）11時30分～12時20分

　中川地区センター

■ おはなし会
12月10日（火）・20日（金）11時から。
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
12月21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　　12月11日9時から電
話か費用を添えて窓口へ
■ 素敵にラテンダンスエクササイズ（全6回）
1月7日・21日、2月11日・25日、3月10
日・24日の火曜。10時30分～11時30
分。抽選15人　　2,400円　　12月
24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）
1月17日・24日・31日、2月14日・21
日・28日、3月20日・27日の金曜①10
時～11時30分②13時～14時30分、
各抽選25人（初めての人優先）　　各
2,000円　　12月20日9時15分～9
時30分に費用とともに窓口へ
■ はじめてのそば打ち教室
　 （試食、持ち帰り付き）
1月18日（土）①9時30分～12時30分
②12時30分～15時30分。各抽選8人
（初めての人優先）　　各1,500円
　1月6日10時～10時15分に費用と
ともに窓口へ
■ ベビーとママのためのヨガ（全6回）
1月～3月の第1・3火曜①10時～10時
50分②11時～11時50分。5か月～2
歳6か月の子と保護者、各抽選8組（初
めての人優先）　　各3,000円　　12
月17日9時30分～9時45分に費用と
ともに窓口へ
■ 麹屋さん直伝のみそ造り
1月26日（日）13時～14時30分。抽選
25人　　3,500円　　1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

■ ロビー展示　カリグラフィー
12月10日（火）～1月16日（木）
■ 音読を楽しみましょう
12月13日、1月10日の金曜13時30
分～14時20分。先着10人　　各当日
13時20分から窓口へ
■ 大人の折紙教室 鶴亀・干支（子）
1月23日（木）10時～12時。抽選15人
　500円　　12月19日10時～10時
15分に窓口へ
■ コツコツ筋力貯筋体操(全3回）
1月～3月の第3金曜13時30分～14
時30分。抽選25人　　900円　　12
月20日10時～10時15分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ お楽しみクリスマス会(お土産付き）
マジックショー＆ビンゴ大会。12月14
日（土）10時～12時。当日先着50人
■ 脳トレ英会話教室（全5回）
簡単な英語（中学生レベル）の繰り返し
で脳を活性化！　1月8日～3月11日の
第2･4水曜10時～12時。先着10人
　1,000円　　12月11日から電話か窓口へ
■ 小学6年生中学英語準備教室(全10回）
1月18日～3月28日の毎週土曜（2月
29日を除く）9時30分～11時30分。
小学6年生、先着12人（保護者の同意
が必要）　　2,000円　　12月11日
から電話か窓口へ

　中和田コミュニティハウス

■ 親子リトミック（全2回）
1月25日、2月29日の土曜10時～11
時。2･3歳児と保護者、先着15組
　12月16日9時から電話か窓口へ

　西が岡コミュニティハウス

■ 創作和菓子(練り切り）ワンデイ講座
1月29日（水）10時～12時。抽選15人
　900円　　1月15日9時30分～9時
45分に費用とともに窓口へ
■ 新年 デコもちワンデイ講座
1月30日（木）10時～12時。抽選15人
　800円　　1月15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

■ しんこ細工でかわいい小物を作ろう
1月19日(日）①10時～11時②11時
～12時。5歳以上の人（小学3年生以
下は保護者同伴）、各先着6人　　12
月15日10時から電話か窓口へ

　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？
①1月6日（月）②7日（火）③29日（水）
④30日(木）①③10時～21時、②④9
時～21時　　1枠1,800円（1時間）、
2枠3,400円（2時間）　　12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
■ おはなしたまて箱 ホールできく物語
女優二木てるみさんが語る物語
〈こどもときく物語〉 3月1日（日）11時
～11時40分。乳幼児と保護者　　1

組（乳幼児と保護者各1人）500円、2人
目からの乳幼児1人300円
〈ホールできく物語〉3月1日(日)14時
～15時　　泉区民800円 ※未就学児
は入場不可　　11月30日から電話か
費用を添えて窓口へ

　こどもログハウス

■ げんきっこクリスマス会
人形劇、ビンゴ他。12月14日（土）14時
～15時30分（開場13時40分）。幼児（保
護者同伴）～小学生、当日先着120人

　泉寿荘

※各60歳以上対象
■ 座ってできるズンバ®ゴールド
12月16日(月）10時～11時。抽選30
人　　100円　　12月1日～14日に
電話か窓口へ
■ 落語を楽しむ会「南極探検」
　 「小言幸兵衛」「宋珉の滝」
12月26日（木）13時～15時。当日先着80人
■ 趣味の教室 フラワーアレンジメント
　 ～お正月を華やかに～
12月27日（金）10時～12時。抽選12
人　　2,500円　　12月2日～14日
に　･　･　･　･　を書いて往復はが
きで郵送（必着）か、直接窓口へ

　その他

■ よこはま動物園ズーラシアで
〈ハッピー クリスマス イン ズーラシア〉
12月21日（土）･22日（日）サンタクロー
スから動物たちに餌のプレゼント
〈ズーラシアでお正月〉
1月2日（木）･3日（金）①竹馬やこま回
しなどの正月遊び②動物たちに餌のプ
レゼントをしながらガイドを実施。
1月4日（土）･5日（日）バードショーで活
躍している鳥たちによる運勢占い
※イベントなどの詳細は電話か　で確認を
　よこはま動物園ズーラシア
　959-1000　　959-1450

■ こども自然公園青少年野外活動
　 センターで
〈アロマ教室E〉
1月17日（金）10時30分～12時。16歳
以上の初心者、抽選10人
　2,000円　　12月9日～23日
〈わくわくキャンプ〉
2月15日（土）13時～16日（日）14時
30分。小学3～6年生、抽選48人
　6,500円　　12月20日～1月10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

こうじ

こ う べ え そう みん

ズーラシア 検索で

こども自然公園青少年 検索で

テアトルフォンテ 検索で

に　 き

え　 と　　 ね

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

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

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

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
こどもログハウス

〒245-0016 和泉町6209-1
　　803-2270

中和田コミュニティハウス
〒245-0023 和泉中央南4-9-1

　　805-1401




