
子育て支援担当　　800-2447　　800-2513

　区内には子育てサロンや、泉区地域子育て支援拠点すきっぷなど、子育て中
の人たちが遊びに行く場、相談できる場もありますが、子育てを取り巻く環境の
変化などにより、孤立した子育てをしている人や、妊娠中から保育園のことを
心配する人など、不安を抱えている人も少なくありません。
　今年度泉区では、乳幼児の親子があたたかく見守られ、支えられて
いる安心感をもって子育てができる地域を目指し、区内で

子育て支援に長く携わる皆さんに集まっていただき
検討会を開催しました。

民生委員･児童委員や主任児童委員、横浜子育てパートナー､保育所､幼稚園､
地域ケアプラザの職員など､子育て支援に携わる皆さんからさまざまな意見が
寄せられました

泉区では､さまざまな人たちが関わって
地域で子育て中の親子を見守っています

また地域で見守られ、支えられている安心感をより身近に
感じながら子育てができることを目指しています

子育て支援検討会では･･･子育て支援検討会では･･･

子育てを応援する人たちの輪を広げるため
子育て応援セミナーを開催します

泉区では､さまざまな人たちが関わって
地域で子育て中の親子を見守っています

また地域で見守られ、支えられている安心感をより身近に
感じながら子育てができることを目指しています

子育てを応援する人たちの輪を広げるため
子育て応援セミナーを開催しますそこで

有本　梓 さん

日　時  ２月２７日（木）１０時～１２時
場　所  区役所４階4ABC会議室
講　師  横浜市立大学大学院医学研究科　准教授　有本 梓 さん
対　象  子育て支援に携わっている人､子育て支援に興味がある人、
　　　  先着50人
申込み  ２月12日から電話で子育て支援担当へ

ありもと あずさ

泉区地域子育て支援
拠点

   すきっぷで親子交
流

区役所

保育園、幼稚園
民生委員･児童委員
主任児童委員

こんにちは赤ちゃん訪問員
子育て支援者

横浜子育てパートナー

泉区地域子育て支援拠点すきっぷ
親と子のつどいの広場

地域ケアプラザ

トピックス
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2月号
2020（令和２）年

●人　口
●世帯数

151,830 人 
62,339世帯

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

2020（令和２）年１月１日現在

5～12ページは泉区版です

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
つながる！広がる！
地域の支え合い、助け合い

特 集
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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

生活支援係　　800-2305　　800-2515

ジョブスポットと連携し、
就労支援を行います

まずは実習からチャレンジしてみませんか？
「アルバイトしか経験がない」「しばらく働いていない」など、

すぐに働くことが不安な方には…

就
職

●就労準備支援事業とは
　▶社会参加や職場体験の機会として実習を行います
　▶実習先はお店のバックヤード、リサイクルショップ、介護施設などです
　▶すぐに実習を始めることに不安がある方には、事前講座（生活習慣や
　　基礎能力を養うための支援）もあります
●就労訓練事業とは
　▶社会福祉法人や企業等で、ご本人の状況に合わせた就労体験を行います
　▶訓練内容は施設内の清掃、配膳、建築補助などです

区役所内にあるハローワークの窓口「ジョブスポット泉」と連携して、求職活動をサポートします！
一人ひとりに担当者が付き、書類作成や就職面接の助言など、きめ細かく支援します！

区民活動支援センター　　800-2393　　800-2518

　泉区人財バンクの登録者が、日頃の活動をPRします。趣味やサークルをお探し
の方、イベントや行事などの講師やパフォーマーをお探しの方は、ぜひご来場くだ
さい。今年度は、発表、体験コーナー、ポスター・チラシ展を開催します。
●会　場　区役所１階　区民ホール
  発　表　～日頃の成果を発表します♪～
●日　時　３月９日(月）～13日（金）12時～13時

  ポスター・チラシ展　～「何かを始めたい」と思っている方、必見！～
●日　時　３月２日（月）10時～13日（金）15時30分
泉区人財バンク登録者の活動内容や活動場所、日時等が記載されたポスターを展
示します。ちらしは、お持ち帰りできます。

  体験コーナー　

3月9日(月) 3月10日(火) 3月11日(水) 3月12日(木) 3月13日(金)
横浜市レク・フラダンス
市民の会(フラダンス)

いずみ吟詠会
（詩吟）

プルメリア
（ウクレレとフラダンス）

土曜コーラス
(コーラス) 青木 健一 （能楽）

3月  9日(月)

10時～12時 13時15分～15時15分

カリグラフィー　
ヨーロッパ　カリグラフィー ¥300

3月10日(火)

3月11日(水)

3月12日(木)

3月13日(金)

プリザーブドフラワー
ローズフラワー ¥1,000

書道　森田 敬 ¥100

吹矢　いずみアローズ ¥200 ボールペン字　
ボールペン字いずみ会・融寛ペン習字の会 ¥350
和風小物　ちくちく ¥500アーティフィシャルフラワー

マリーロサ ¥1,000
ポーセラーツ　R season
 ¥500～¥1,000

新聞ちぎり絵　
ELU・泉年金者の会 ¥100
和小物ブローチ　
吊るし雛アート ¥300

※内容が変更になる場合や、数に
　限りがある場合があります。
　くわしくはお問い合せ下さい。

百人一首　むらさめ会 無 料

絵手紙
げんき絵手紙 ¥500
工作　手づくり簡単工作 無 料
気象について
〝お天気あれこれ″お気軽サークル 無 料
スクラップブッキング手形・足形アート 716crop ¥100

折り紙
横浜こどもに夢を 西横浜支部 ¥100
絵本の読み聞かせ
おはなしの風 無 料

ハーバリウム
ハーバリウム・ケアフラワーショップ ¥1,000
認知症カフェ
いずみ野カフェ「デ・アイ」 無 料

～申込不要　是非お気軽にご参加ください ！ ～
●日　時　3月9日(月）～13日（金)10時～12時、13時15分～15時15分

　宅地内の排水設備（排水管やます等）は、所有者が清掃や管理をする必要
があります。普通の使い方をしている限り、詰まったり壊れたりすることは、ま
ずありません。
　台所、洗面所、風呂場や洗濯機などの排水口は、ふだんからこまめに清掃
し、屋外にある「ます」はふたをあけ、詰まっているごみや落ち葉を定期的に取
り除くことで、排水がスムーズに流れます。
　また、飲食店など油を多量に排出する店舗等では、グリーストラップ（阻集
器）の設置が義務付けられています。
　油脂類が下水管等に流れ出すとつま
りの原因となり、道路や敷地などに汚
水があふれだす可能性がありますの
で、適切な維持管理を行ってください。
　なお、不具合が生じた場合は、横浜
市が指定した「横浜市排水設備指定工
事店」にご相談ください。

排水設備のメンテナンスをおこないましょう

下水道・公園係　　800-2536　　800-2540

清 掃 前 清 掃 後

油で詰まった
下水道

流れが
確保されました

年末調整済給与所得者で
医療費控除のみの確定申告を受け付けます

　所得が給与のみで、年末調整済の源泉徴収票を持っている人について、下
記日程で令和元年分所得税医療費控除の還付申告を臨時に区役所でも受け
付けます。

●令和元年分源泉徴収票（原本） ●医療費控除の明細書（国税庁の
ホームページでダウンロードができます）　●出産一時金、高額療養
費、入院給付金などで補てんされる金額が分かるもの　●印鑑（認印）
●本人名義の口座の振込先金融機関名称･支店名･口座番号 ●マイ
ナンバーの記載とマイナンバーのわかる公的書類の写し及び本人確
認書類の写し

　　　　●医療費控除を受けるためには、領収書の提出の代わりに「医療費控
除の明細書」の添付が必要となります。（領収書の提出は不要となりました）
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。（税務署から求めら
れたときは、提示または提出しなければなりません）
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略で
きます。医療費通知とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など
の書類で、次の事項が記載されたものをいいます。①被保険者等の氏名 ②療
養を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名
称 ⑤被保険者等が支払った医療費の額 ⑥保険者等の名称

（注）平成29年分から令和元年分までの確定申告については、医療費の領収書
の添付又は提示によることもできます。
●ふるさと納税ワンストップ特例制度を受けている方は受付できません。

日　時 ２月17日（月）～３月16日（月）（土・日・祝休日を除く）
９時～11時30分、13時～16時30分　

場　所

注　意

区役所３階　税務課会議室（生活衛生課隣）
持ち物

市民税担当　　800-2351　　800-2509　
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高齢者支援担当　　800-2480　　800-2513

●泉区社会福祉協議会　あんしんセンター　　802-2295
●区福祉保健センター　２階209窓口相談・

連絡先

地域包括支援センター（地域ケアプラザ）
上飯田地域包括支援センター 802-8200
踊場地域包括支援センター 801-2922
新橋地域包括支援センター 810-3261
いずみ中央地域包括支援センター 805-1792

下和泉地域包括支援センター 802-9920
いずみ野地域包括支援センター 800-0322
岡津地域包括支援センター 812-0801

●成年後見制度ってどのような制度？
　成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人が
権利を守られ、安心して生活できるように法的に保護し支援する制度です。成年後見
人は本人に代わって財産管理や福祉サービス利用などに必要な手続きを行います。
●成年後見制度は２つの制度から成り立っています
　法廷後見制度…判断能力が不十分な人が対象です。家庭裁判所に審判の申
し立てをします。判断能力に応じ類型があります。
　任意後見制度…判断能力があるうちに「誰に」「どのような支援をしてもらうか」
などについて公正証書を作成して任意後見契約を締結します。
＜例えばこんな場合＞　●認知症の家族を悪徳商法から守りたい　●知的障害
がある子どものために、両親が亡くなった後の生活や財産管理を任せたい
●将来判断能力が低下した場合に備えたい
※ご相談は、区福祉保健センター、または下記お近くの地域包括支援センター（地域ケアプラ
ザ）、泉区社会福祉協議会あんしんセンターでお受けしています。お気軽にご相談ください。

●高齢のひと
▶また怒られてしまった…。
▶思うようにできないだけで、迷惑かけるつもりはないのに…。
▶自分のお金なのに、子どもが全部管理して自由に使えない。でも世
話をしてもらっているのだから、こんなことを言ってはいけない。
●介護をしているひと
▶頑張って介護しているのにどうしてうまくいかないの、イライラする！
▶何度も同じことを言わないで！　▶また汚している。いい加減にしてよ…。
▶介護に疲れたな、いつまで続くのだろう…。
●地域のひと　▶よそのうちのことだし、余計なお世話かもしれない…。
でも様子が変だし気になるな。虐待なんておおげさかな…。
ひとりで抱え込まずに、ご相談ください。このような方を見かけたと
きは、ご連絡ください。相談・連絡された方の個人情報は守られます。
※ご相談は高齢者支援担当、または下記の地域包括支援センター（地域ケアプラ
ザ）へお電話ください。

判断能力に不安がある人を守るために
成 ● 年 ● 後 ● 見 ● 制 ● 度

一人で悩んでいませんか

　横浜市内の家庭から出た燃やすごみは焼却さ
れ、残った灰は横浜市で唯一稼働する、南本牧第５
ブロック廃棄物最終処分場に埋め立てられます。
　長く使っていくために、引き続きごみの分別や食
品ロスの削減などにご協力をお願いいたします。

　商品を入れたもの等で、中身の商品を取り出した（使った）あと、
不要になるものはプラスチック製容器包装へ ！
※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 ！

新聞・雑誌・段ボール・紙パックの他に
「その他の紙」として出すもの

新聞・雑誌・段ボール・紙パックの他に
「その他の紙」として出すもの

プラスチック製容器包装として出すものプラスチック製容器包装として出すもの

トイレットペーパーの芯 シュレッダーくず レシート等

納豆の容器 液体洗剤の容器 お弁当の容器

資源化推進担当　　800-2398　　800-2507　

知  識

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

　災害が発生すると、電話の通信回線が混雑し、電話がつながりにく
い状態になります。そのような場合は、通信回線の混雑の影響を受け
ない、災害用伝言サービスなどを利用することで、家族や被災地にい
る知り合いの安否を確認することができます。

　TwitterやLINEといった、災害時に比較的つながりやすいとされる
インターネット回線を使った連絡手段で、メッセージのやりとりや通話
をすることも有効です。

家族の安否確認方法を
決めていますか？

災害用伝言サービス

171
録音

を
ダイヤル

するとき

再生
するとき

携帯電話やインターネット回線を使った方法

災害用伝言版（web171）

https://www.web171.jp

災害用伝言ダイヤル（171）

※プッシュ式電話機の場合
▶固定電話や携帯電話を使って、
　安否情報を確認する「声の伝言板」です。

▶パソコンや携帯電話を使って、安否情報の登録、確認ができます。
1

2

web171 検索で

伝言を登録 /確認するため、
被災された人の電話番号を入力 説明にしたがって登録 /確認

1を入力

1を入力 9で終了

伝言再生

伝言録音（30秒以内）

被災された人の電話番号を入力

2を入力

1を入力

被災された人の電話番号を入力
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つながる！  広がる！  地域の支え合い、助け合い
　「計画って､なんだか難しそう・・・」「私にも関係あるのかな？」
　この計画は､区民のみなさんにとって､安心して生活できるまちになるよう､自分でできる取組､み
んなで協力してできる取組をまとめたものです｡

地域福祉保健計画
って

なに ？

取組について､
より詳しく
知るには･･･

第3期泉区地域福祉保健計画（平成28年度～令和2年度）
支え合い・助け合いが活きる ！ 元気の出るまち泉
柱１　健やかに過ごせるまち
柱２　人と人、活動と活動のつながりがあるまち
柱３　地域活動への参加がすすむまち

　泉区では､誰もが安心して自分らしく暮らせるように住民の皆さん・区役所・区社会福祉
協議会・地域ケアプラザなどが協力して｢地域福祉保健計画｣を進めています｡また各地
区では、より身近な地域の課題にきめ細かく対応するため､住民による地域活動が盛んに
行われています。今月は、地域福祉保健計画と地域で活発に行われている活動の一部な
どを紹介します。

第３期泉区地域福祉保健計画 検索で

和泉北部地区　サロンいずみ野　すこやか会

代表

大木 洋子 さん
おお    き       よう    こ

上飯田地区　台村ふれあいサロンゆうゆう

代表

三橋 松江 さん
みつ　はし　  まつ    え

こ　ん　な　活　動　を　し　て　い　ま　す

第３期
泉区地域福祉保健計画推進イベント
日　時  2月26日（水）・27日（木）10時～15時
場　所  区役所1階区民ホール

12地区・関係機関のパネル
で、

活動や取組を紹介！
12地区・関係機関のパネル

で、

活動や取組を紹介！

※当日アンケート回答者にはプレゼントあり（数量限定、先着順）

●ボランティアセンターによる出張相談
●ボランティア活動団体による活動紹介
　26日：楽器演奏（ブロックフレーテ）、
　27日：おいしいいれたてコーヒーボランティア
●訪問看護ステーションや
　在宅医療相談室による「よろず相談」など

2月26日（水）･27日（木）両日

泉区食生活等改善推進員会（ヘルスメイト）
●回転備蓄（ローリングストック）の啓発
　（簡単な試食もあります）、食事バラ
　ンスチェックなど

2月26日（水）
2月27日（木）

泉区薬剤師会
●バスソルトづくり
●禁煙相談
●お薬相談

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

活　動　発　表
● 日 時   2月27日（木）12時～13時
● 場 所   区役所1階区民ホール

いつまでも住み慣れた地域で元気に暮らすため、
泉区内で行われている活動を発表します。

①「泉サポートプロジェクト」の取組
②「和泉中央お出かけプロジェクト」地域行事等に
　参加するための取組（和泉中央地区）
③「お買い物で縁結び」移動スーパーの取組（下和泉地区）

入退場自由

2月26日（水）
12時から
活動紹介を
行います

2月26日（水）
12時から
活動紹介を
行います

2月27日（木）
10時から

ちぎり絵づくりを
行います

2月27日（木）
10時から

ちぎり絵づくりを
行います
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■ 泉つるし飾り展
こどもの健やかな成長を願って飾る、
手作りのつるし雛飾りを展示
展示：２月17日（月）12時から22日（土）
12時　区役所１階区民ホール
　区民事業担当
（３階309窓口）
　800-2392
　800-2507

■ 令和２年度泉区民文化祭・区民
　 ホール作品展示・発表参加者募集
区内で活動している個人、サークル、団体
〈泉区民文化祭〉10月17日（土）～11
月8日（日）予定
〈区民ホールイベント〉区役所１階区民
ホールでの作品展示、発表　※詳細は
ちらし（2月10日以降区役所・区内各地
区センター等で配布、　に掲載）で
　３月31日までに、申込用紙（ちらしに
添付）を郵送かFAXまたは区民事業担当
へ。個人情報は、泉区文化振興委員会と
共有し、目的以外の用途では使用しませ
ん　　所属する部会の定める運営費
　文化振興委員会事務局三上
（080-6549-8270）
　区民事業担当（３階309窓口）
　800-2392　　800-2507
■ いずみ区民活動支援センター
　 利用登録団体募集
泉区を中心に活動している団体（3人
以上、政治・宗教・営利活動を除く。）
登録すると、ミーティングルーム（定員
12人）やレターケース（抽選45団体）を
利用可能。登録期間：令和２年4月1日
から令和３年3月31日まで。　※現在
登録している団体も申込が必要
　３月６日までに申込用紙（申込先で配
布。　からダウンロードも可）に必要事
項を記入して、　・　か窓口へ
　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
　iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

■ 職場復帰のためのおしゃべり会
先輩ママの職場復帰時の課題、問題解
決の体験アドバイスなど。
２月22日（土）10時～11時30分。区役
所福祉保健センターで。先着20人（一
時託児先着15人）　　　２月12日～２
月19日までに電話でこども家庭係へ
　800-2444　　800-2513
■ 「みんなで学ぼう！ 認知症」
認知症に関する基礎知識について専
門医からお伝えします。
３月５日（木）14時～15時30分。
岡津地域ケアプラザで。区民先着50
人　講師：横浜ほうゆう病院精神科医
青木直哉さん
　　２月12日から電話か、　・　・　を
書いて、FAXで高齢者支援担当へ
　800-2435　　800-2513
■ 「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、その予防
についての講義と体験。
３月11日（水）１４時～１６時。岡津地域
ケアプラザで。概ね65歳以上の泉区
在住・在勤で、初めて参加する人、先着
30人　講師：かながわ健康財団 健康
運動指導士高垣茂子さん
　　２月12日から電話か、　・　・　を
書いて、FAXで高齢者支援担当へ
　800-2435　　800-2513

■ 明るい選挙のわいわいファミリー
　 フォーラム 映画 「ペット２」上映
３月７日（土）①10時30分～12時30分 
②14時～16時（開場は各回30分前か
ら）。泉区民文化センターテアトルフォ
ンテで。各先着300人（自由席）　※駐
車場あり（有料）　　　2月11日～3月
4日に電話またはホームページの応募
フォームで統計選挙係へ
　800-2315　　800-2505

※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
2月14日（金）・27日（木）、3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。2月27日（木）
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
■ 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
■ 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
■ 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
■ 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（祝日を除く）、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
■ 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

〒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

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）

●2月12日（水）
●2月14日（金）
●2月17日（月）12時～22日（土）12時

音楽劇場
新舞踊

泉つるし飾り展
※左記詳細あり

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

〈善意銀行〉
○上飯田幼稚園父母の会　○中田地区民生委員児童委員協議会
○JA横浜中川支店・緑園都市支店農業まつり実行委員会
○中川地区センター地域ふれあいイベント実行委員会ダンス部
その他１人（敬称略）

以上の皆さまから寄附をいただきました。ありがとうございました。

令和２年度「泉ふれあい助成金」「福祉の泉助成金」説明会開催
●日時　３月９日（月）10時～11時・12日（木）18時～19時・17日（火）14

時～15時、泉ふれあいホームで。
●対象　助成金申請希望団体（各団体１人まで参加可）

健康・相談講演・講座募集・案内

いずみ区民活動支援センター 検索で
泉区 わいわいファミリーフォーラム 検索で

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 下和泉地区社会福祉協議会会長　山田いづみ

「地域で子どもを育む『下和泉ハロウィン』」　

　下和泉地区社会福祉協議会では、５年前より「グループホームなでしこ」が続
けていた「ハロウィン」のイベントを継続・拡大させ、地区社協が中心となり10月
26日に、地区の小学校児童に呼びかけて実施しました。「最近、祭りがなくなって
寂しい」という声も聞こえており、子どもたちが地域で育まれていることを実感
してほしいという思いからイベント規模の拡大を図りました。
　天候にも恵まれ、多くの子どもたちが連合町内会館や地域ケアプラザを含む
５つの拠点を回り、「トリック・オア・トリート！」の合言葉で、地域の方々との交流を
楽しみました。それぞれの拠点では、子どもたちが大人や福祉施設の高齢者の
方々からお菓子を受け取り、多世代の交流が展開されました。中にはお父さん、
お母さんと巡る子どもたちもいて、家族、地域の絆が深まったあたたかな午後と
なりました。

　子どもたちの約
半数は仮装し、下和
泉ハロウィンを盛り
上げました。
　「グループホーム
なでしこ」管理者の
千葉哲弘氏による
ポスターやフォトスポットも、魅力たっぷりにハロウィンを演出しました。
　来年は、さらに拠点を増やし、ボランティアや活動団体の支援を募りながら、
下和泉の人と人を繋ぐ10月のムーブメントにしたいと考えています。

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

「ハロウィン」のイベントの様子

イベント

昨年の展示の様子

あお　き　なお　や

たか がき  しげ   こ

ち　  ば   てつ  ひろ
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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。詳細は
個別通知で確認を
〈4か月児〉2月12日・26日、3月4日
の水曜
〈1歳6か月児〉2月19日の水曜
〈3歳児〉2月21日の金曜
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513
▶乳幼児歯科相談（予約制）
2月12日（水）9時30分～10時。 
　　電話でこども家庭係へ
　800-2444　　800-2513
▶乳幼児の食事相談（予約制）
●食生活健康相談
2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
2月18日（火）13時30分～15時。2
回食頃（7～8か月頃）の第1子。試
食用のスプーン、赤ちゃん用エプロ
ン、お手ふきを持参　　　電話か、
件名に「2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
2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
2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）
「桃の節句を楽しもう」　
３月２日（月）10時～11時15分。
　２月17日から
　月～金曜（祝休日を除く）9時30
分～15時に電話で
　803-1483　　803-1137

※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

▶助産師さんのお話
～ウェルネス育児をめざして～
入園に向けて卒乳や生活リズムに
ついてのお話。２月2５日（火）10時
～11時30分｡１歳前後の乳幼児を
子育て中の人・妊娠中の人（託児な
し、お子さんと一緒に参加可）先着

12組　　2月12日9時30分から電
話か窓口へ
▶助産師による相談
母乳や卒乳、母子の健康について｡
２月2５日（火）13時～15
時30分｡乳幼児を子育
て中の人・妊娠中の人

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

区役所から

市立保育園から

戸塚区区政推進課 企画調整係　　866-8326　　862-3054

　戸塚駅西口周辺の道路では、送迎車の一時停車等による朝・夕のラッ
シュ時の混雑や、停車車両を追い越すため後続車両が対向車線へはみ
出すなど危険な状況が発生しています。
　そこで、安全に送迎できる乗降場所の利用促進を図るとともに、通行
の流れを円滑にするための社会実験を実施しますので、ご理解とご協力
をお願いします。

戸塚駅へは、できる限り公共交
通機関をご利用ください。
▶送迎には、第２バスセンター
もしくは戸塚区総合庁舎１階
の第２交通広場を乗降場所と
してご利用ください。
▶実施期間中は、戸塚区総合庁
舎駐車場及びトツカーナモー
ル駐車場の減免措置がありま
す。詳細はホームページでご
確認ください。
▶社会実験についてアンケート
調査を実施する予定です。ご
協力をお願いします。
※関係機関との調整により、実
施内容の一部を変更する場
合があります。

駅前の一部区間が駐停車禁止になります ！ （終日）

●実施期間　２月24日（休・月）～３月1日（日）

…規制区間（駐停車禁止）
　※駐停車をすると取締りの対象になります。

戸塚駅西口　交通社会実験 検索で
詳細はホームページ参照

朝日橋

柏尾
川戸塚区

総合庁舎

戸塚西口
バスセンター

トツカーナ

サクラス
戸塚

東口バス
ターミナル

ラピス1
（戸塚モディ）

戸塚駅
東口入口

戸
塚
駅

バス
センター
前

バスセンター
入口

戸塚駅
西口入口

戸塚
区役所前

清源院
入口

アンダ
ーパス

一般車乗降場所
周辺パーキング

乗降場所は
こちら!

乗降場所は
こちら!

【第2バスセンター】

【第2交通広場】

トツカーナモール
駐車場

トツカーナモール
駐車場

戸塚区
総合庁舎
駐車場

戸塚区
総合庁舎
駐車場

規
制
区
間（
路
線
バ
ス
の
降
車
除
く
）規制区間

〒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

　相鉄線とＪＲの直通線開業から約２か月が経ちました。もう乗ってみ
たという方も多いのでしょうか。今月は相鉄とその沿線に関わる本を
２冊ご紹介します。

●０･１･２･３歳のおはなし会
2月26日（水）10時45分～11時15分｡0歳～3歳児と保護者､先着10組　
　2月19日9時30分から電話か窓口へ
●土曜おはなし会
３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
３月８日（日）14時から。4歳以上（保護者同伴可）

『相模鉄道　街と鉄道の歴史探訪』
山田亮・生田誠／著　フォト・パブリッシング、メディアパル
相鉄線の本線、厚木線（貨物線）、いずみ野線の各駅とそ
の周辺を、写真や新旧の地図などを取り上げながら紹
介しています。相鉄の車両変遷が見られる「近年の相鉄
アルバム」や、相鉄の歴史などを解説したコラムもあり。

『相鉄沿線の不思議と謎』
浜田弘明／監修　実業之日本社
　「相模鉄道、１００年の歴史をたどる！」「境川流域に存
在する『サバ神社』ってなんだ！？」など、鉄道についてだ
けでなく、沿線についての雑学を知りたい、という時に
手軽に読める１冊です。

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　２月18日､３月３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

やま　だ あきら

はま　だ  ひろ  あき

いく　た  まこと

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

●泉区ふれあいウォーク2020参加募集
2月11日（祝・火）。いずみ中央駅ロータリー8時50分集合、9時出発、12時
頃終了予定。小雨決行。コース：いずみ中央駅～泉区内散策～いずみ中央
駅解散。約8～10㎞の家族向け散策コース。先着150人
　　泉区レクリエーション協会　遠藤　　090-4529-5691
●「俳句で綴る泉区郷土かるた」でめぐる泉区の歴史・旧跡・昔ばなし
２月15日（土）13時30分。泉図書館2階で。当日先着40人　　500円　
　泉区歴史の会石井　　814-3331
●朗読マラソン
読みたい作品を持ち寄り、順番に1人８分以内（時間厳守）で朗読。作品内
容は不問。3月16日（月）13時～16時30分。泉区民文化センターテアトル
フォンテのリハーサル室で。先着10人　　2月11日～24日に　・　・　・
　・作品名・作者名を記載し　（811-6390）へ
　泉朗読と語りの会　　811-6390
●泉区映画祭「駅までの道をおしえて」
3月20日（祝・金）開演時間：朝の部10時30分、昼の部14時30分、夜の部18
時30分。（開場はいずれも開演の30分前から）泉区民文化センターテアトル
フォンテで。各回先着300人。（各回の整理券は当日9時30分より配布）
　泉区映画祭実行委員会 　小野　　801-6480

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

■ 春期事前申込教室
大人向け27教室、親子・子ども向け12
教室開催。当日受付教室も多数あり
（有料）　　2月22日まで（抽選）　※詳
細は電話か　で確認を
■ 姿勢測定会
3枚の写真の画像解析から姿勢を点数
化①3月1日（日）13時～15時。16歳以
上、当日先着30人　　510円　②3月9
日（月）13時～15時。16歳以上、先着20
人。個別アドバイスあり　　1,020円
　②のみ:2月11日9時から電話か窓口へ

　上飯田地区センター

■ 遺言・相続・登記相談
2月12日・26日の水曜。13時～16時。
各先着4人　　2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
3月7日（土）13時～14時30分。未就
学児と保護者。上履き持参
■ よもぎ団子つくり
3月23日（月）9時～13時。先着10人
　600円　　3月9日9時から費用を
添えて窓口へ　※持ち物は問合せを

　下和泉地区センター

■ 吊るし雛飾り展示
2月7日（金）～3月3日（火）9時～17
時。（最終日は15時まで）
■ スプリングフェスティバル
2月22日（土）・23日（日）　〈作品展示
会〉22日9時30分～16時・23日9時
30分～15時　〈ヤングフェスタ〉22日
13時～15時30分　〈演技発表会〉23
日11時30分～15時　※立礼式茶席・
喫茶・カレー・地元野菜即売会も実施
■ 美食家倶楽部のそば打ち教室
2月29日（土）9時30分～12時30分。
先着10人　　1,000円　　2月15日
10時から電話か窓口へ
■ ひな祭り“おしるこを食べてお祝い”
3月1日（日）10時30分～12時30分。
当日先着50人　　100円

　立場地区センター

■ 立場地区センターまつり
2月15日（土）・16日（日）　〈実技発表
会〉15日10時～15時30分　〈お茶会
（江戸千家）〉15日10時～15時
　300円　〈作品展示〉15日10時～
16時・16日10時～14時　〈イベント〉
16日10時～12時30分。出演:中田中
学校吹奏楽部、中和田小学校マーチン
グバンド＆合唱、杉はじめカントリー

＆ウエスタンコンサート　〈その他〉似
顔絵コーナー､しんこ細工コーナー等
■ 絵本だいすき！ お話会メイ
2月27日（木）11時～11時40分。幼児と保護者
■ ひなまつり飾り巻きずし
2月29日（土）10時30分～12時。先着
8人　　1,200円　　2月11日～23
日に電話か費用を添えて窓口へ

　中川地区センター

■ おはなし会
2月11日（祝・火）・21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
2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　　2月11日9時から電話か費
用を添えて窓口へ
■ 元気が出るビタミンカラーで春の
　 プリザーブドフラワー
3月17日（火）10時～11時30分。抽選
10人　　2,000円　　3月3日10時
～10時15分に費用とともに窓口へ
■ 春休み化学実験教室
　 「人工イクラを作ってみよう!」
3月20日（祝・金）10時～11時30分。小学
生､抽選12人　　500円　　2月23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（紙芝居や手遊び）
2月13日（木）､3月6日（金）11時～11
時30分。幼児（保護者同伴）
■ 音読を楽しみましょう
2月14日（金）13時30分～14時20分。先
着10人　　当日13時20分から窓口へ
■ ロビー展示　押し花
2月20日（木）～3月17日（火）

　中田コミュニティハウス

■ 上映会｢レイルウェイズ　愛を伝え
　 られない大人たちへ｣
3月8日（日）10時～12時。先着50人
　2月11日から電話か窓口へ

　西が岡コミュニティハウス

■ タオルで簡単　筋力体操（全6回）
4月～9月の第1日曜10時30分～11
時30分。抽選20人　　1,200円
　3月1日10時30分～10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

■ ふれあいコンサート
ピアノでボサノバ（コーヒー付き）

2月22日（土）14時～15時。先着30人
　2月12日10時から電話か窓口へ
■ 講演会 「生まれ変わるわがふるさと
下飯田 昭和～令和」

2月27日（木）13時～14時30分。先着
30人。講師：大川康夫さん　　2月12
日10時から電話か窓口へ

　テアトルフォンテ

■ いずみ紙芝居一座定期口演会-冬-
泉区に伝わる昔話や歴史を紙芝居で
2月16日（日）11時～11時40分。当日
先着30人
■ 杉山公章の歌声コンサート
2月20日（木）13時～15時　　前売り
1,500円　　費用を添えて窓口へ
■ ホールでグランドピアノを
　 ひいてみませんか？
①3月11日（水）②12日（木）③23日
（月）④24日（火）①③10時～21時､②
④9時～21時　　1時間1,800円､2
時間3,400円　　2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

　泉寿荘

※各60歳以上対象
■ 座ってできるズンバ®ゴールド
2月28日（金）10時～11時。抽選30人
　100円　　2月1日～26日に電話か窓口へ
■ 落語を楽しむ会｢親子酒｣｢試し酒」他
2月26日（水）13時～15時。当日先着50人
■ 趣味の教室
〈①日本を紹介！英会話教室（全12回）〉
4月11日～9月26日の第2・4土曜13
時～15時。抽選15人　　500円
〈②自分のための簡単男の料理教室
（全6回）〉4月17日～9月18日の第3金
曜9時30分～12時30分。抽選8人
　3,000円　〈③健康詩吟（全12回）〉
4月3日～9月18日の第1・3金曜13時
～15時。抽選15人　　500円　〈④は
じめてのフラダンス（全12回）〉4月7日
～9月15日の第1・3火曜15時～16時
30分。抽選20人　　300円　〈⑤ズン
バ®ゴールド（全12回）〉4月4日～9月
19日の第1・3土曜13時45分～14時
45分。抽選15人　　300円　〈⑥優し
いヨガ（全11回）〉4月8日～9月23日の
第2・4水曜（期間中1回休み）14時45分
～16時。抽選15人　　300円　〈⑦パ
ワー＆リラックス体操（全12回）〉4月3
日～9月18日の第1・3金曜13時10分
～14時25分。抽選20人　　300円
　2月10日～29日に郵便はがきを持
参して窓口へ。①～③は、往復はがき
に　・　・　・　・　を書いて郵送でも可

　こどもログハウス

■ 「コロコロおひな様」をつくろう
2月15日（土）10時～12時（受付開始9

時50分）。幼児（保護者同伴）～小学
生、当日先着20人
■ 思い出時計を作ろう（手形アート）
3月15日（日）10時～12時。幼児（保護
者同伴）～小学生､先着20人　　500
円　　2月23日10時から費用を添え
て窓口へ

　天王森泉館

■ しいたけ菌打ち体験
3月1日（日）9時30分から。先着30人
　1本600円（2本まで）　　2月15日
から電話で

　その他

■ よこはま動物園ズーラシアで
〈わくわく裏側ウオッチング〉
動物園の裏側見学や給餌体験。毎週日
曜。4歳以上　　500円　※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

■ 戸塚税務署からのお知らせ
【マイナンバーは毎年必要】平成28年
分以降､所得税等の申告書には税務署
へ提出する都度､マイナンバーの記載
と､本人確認書類の提示または写しの
添付が必要　※e-Tax（電子申請）は本
人確認書類の提示または写しの提出不
要　※詳細は問合せを
　戸塚税務署　　863-0011
■ こども自然公園
　 青少年野外活動センターで
〈自然を写そう! デジカメテクニックA〉
4月4日（土）9時30分～12時。小学5
年生以上､抽選10人　　1,000円
　2月24日～3月9日　〈おひさまクラ
ブⅠ（全6回）〉4月8日・15日・22日､5月
13日・27日､6月3日の水曜14時～16
時。4歳以上の未就学児と保護者､抽
選24組　　1組（保護者・子ども各1
人）6,600円（3人目から追加料金あり）
　2月24日～3月9日　〈アウトドアク
ラブⅠ（全6回）〉4月11日・25日､5月16
日・30日､6月13日・27日の土曜10時
～12時。小学生と保護者､抽選12組
　1人4,600円　　2月24日～3月9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

■ 中高年英語入門教室（全36回）
4月8日～2021年3月24日の水曜15
時～16時45分。松本ビル（戸塚区戸塚
町4001）で。40歳以上､抽選24人
　1回1,400円（別途入会金1,200円）
　　2月10日～3月5日に電話か､　・
　・　・　・　を書いてFAXか､Ｅメール
でシルバー人材センター港南事務所へ
　342-9600　　847-1716
　ysckonan@yokohamacity-
　silvercenter.or.jp

泉スポーツセンター 検索で

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

びなつ
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すぎ やま こうしょう

おお  かわ やす   お

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

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

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　　804-5133

こどもログハウス
〒245-0016 和泉町6209-1

　　803-2270

西が岡コミュニティハウス
〒245-0006 西が岡3-12-11

　　814-4050


