
こども家庭係　　800-2444　　800-2513

相鉄
いず

み
野
線

いずみ野駅

中田駅

立場駅

弥生台駅

東海
道新
幹線

踊場駅
ゆめが丘駅

下飯田駅下飯田駅

緑園都市駅

いずみ中央駅

踊場駅

1
2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11 12

14

15

16

17

18

20

22

23 24

21

19

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

11

保育園名

横浜市北上飯田保育園 ○ ○ ○ ○ 803-7889
横浜市和泉保育園 ○ ○ ○ ○ 803-1483
泉の郷保育園いずみ ○ ○ ○ ○ 392-6696
いちょう保育園  ○   803-8616
横浜文化保育園 ○ ○ ○ ○ 303-5551
ＹＭＣＡいずみ保育園 ○ ○ ○ ○ 800-3010
にじいろ保育園いずみ中央  ○ ○  804-5485
白梅いずみ保育園 ○ ○ ○ ○ 443-9388
立場エンゼル保育園  ○ ○  800-3356
横浜ルンビニー保育園 ○ ○ ○  811-1312
鳩の森愛の詩あすなろ保育園 ○ ○ ○ ○ 810-3565
鳩の森愛の詩保育園 ○ ○ ○ ○ 811-5002
ＹＭＣＡ山手台保育園アルク ○ ○ ○ ○ 813-1022
緑園なえば保育園 ○ ○ ○ ○ 810-6131
小学館アカデミー
りょくえんとし保育園

  ○ ○ ○ 812-7112

くるみ保育園  ○ ○  802-0974
ふたば保育園 ○ ○ ○ ○ 802-3713
苗場保育園 ○ ○ ○ ○ 801-8801
白百合愛児園 ○ ○ ○ ○ 802-5413
御霊神社保育園  ○ ○  804-7516
白梅保育園  ○ ○ ○ 802-3648
中田保育園  ○ ○  804-0770
もも保育園 ○ ○ ○ ○ 806-2424
泉の郷保育園なかだ ○ ○ ○ 　 392-6171

実施事業
開放 問合せ相談 交流 講座

認定こども園名

なかよしこども園 ○ ○ ○ ○ 802-0566
泉ヶ丘幼稚園 ○ ○  ○ 803-4791
いづみ幼稚園 ○ ○   802-2508
岡津幼稚園 ○ ○   811-4954
宮の台幼稚園 ○ ○ ○ ○ 802-0266
明成幼稚園 ○ ○   802-3150
ぬくもりの森しんばし
やよい台こども園　 ○ ○   812-1881

ふじづかようちえん
ふじづかほいくえん ○    801-1253

実施事業
開放 問合せ相談 交流 講座
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幼稚園名

いしかわ幼稚園 ○    802-9357
善隣館幼稚園 ○ ○   802-3351
上飯田幼稚園 ○ ○ ○  803-0644　　　
平和幼稚園 ○    802-6600

実施事業
開放 問合せ相談 交流 講座

1
2
3
4

掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、
中止・延期になる場合がありますので、事前に確認してください。

　区内の保育園、幼稚園では、次のような事業を実施し、
地域の子育て支援に取り組んでいます。

実施日などについては、それぞれの園へ
問い合わせてください。

主な実施内容
園庭・施設開放 園庭や室内での遊び
交  流  保  育 園児とのふれあいや園生活の体験
育　児　講　座 園の特性を生かした講座の開催
育　児　相　談 子育て中の悩みや不安の相談

5

4月号
2020（令和２）年

●人　口
●世帯数

151,730 人 
62,409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3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
私たちの生活を支える
大切な税金の話

特 集

2020（令和２）年 ４月号 ／ 泉区版
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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

保険係（２階205窓口）　　800-2428　　800-2512

国民健康保険の保険料納付 は 口座振替 で！
　国民健康保険料は、６月から翌年３月まで、毎月の納付が必要です。
納付には、便利な口座振替をご利用ください。

なお、従来どおり各金融機関窓口
や郵送で申し込むこともできますの
で、併せて利用してください。

口座振替の手続をされていない人へ
▶納め忘れがない
▶コンビニや、金融機関等に出かける手間がかからない

ペイジー口座振替受付サービスを利用できます
　区役所の窓口で、ペイジー受付端末にキャッシュカードを読み込ませ、暗
証番号を入力いただくと手続完了です。（この手続では印鑑が不要となりま
す）現在、手続できる金融機関は、横浜銀行、ゆうちょ銀行、三菱ＵＦＪ銀
行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、横浜信用金庫、川崎信用
金庫です。（対象外のキャッシュカードもあります）

手続きに必要なもの
通帳又はカード、通帳届出印、
国民健康保険証

　口座からの引き落としは、口座振替手続後、１～２か月かかる場合があります。
今年度最初からの引き落としに間に合うように、早めの手続をお願いします。

　今月から、新入学児童・生徒、新入園児が学校や幼稚園、保育園などに
通い始めています。尊い命を守るためにも、大人が交通ルールを守り、子
どものお手本になりましょう。
　保護者の皆さんへ
▶交通ルールを守ることの大切さをお子さんに伝えてください
▶道路を渡るときは必ず止まって、自分で安全を確かめることを習慣づけ
てください
　ドライバーの皆さんへ
▶横断歩道は歩行者優先です
▶生活道路では、特に子どもの飛び出しに注意しましょう
▶駐停車車両の陰に子どもがいないか、確かめましょう

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

件・人
交　通　事　故 307件

18件
114件
3人

331人

30件減少
9件減少
18件減少
3人増加
61人減少

子ども（中学生以下）の事故
高齢者（65歳以上）の事故うち

死　者　数
負　傷　者　数

前年比
「平成31年1月～令和元年12月　泉区交通事故発生状況」（1/1～12/31）

”春の全国交通安全運動”期間です！
また、4月10日（金）は”交通事故死ゼロを目指す日”です！

●手続する人の本人確認資料
証明書の種類 具　体　例 提　示

戸籍課（２階201～204窓口）　　800-2341　　800-2508

住所異動や戸籍の届出、住民票などの請求には
本人確認資料をお持ちください

　住所異動や戸籍の届出の際、また、住民票や戸籍の証明書などを
請求するときは、手続する人の本人確認資料の提示が必要です。

A

B

C

官公署が発行した、
顔写真付きの
証明書

自動車運転免許証、
パスポート、マイナンバーカード、
住民基本台帳カード、
特別永住者証明書、在留カードなど 

官公署が発行した、
顔写真なしの
証明書

官公署以外が
発行した、顔写真
付きの証明書

健康保険証、年金手帳、
介護保険被保険者証など
（民間企業等が発行した
健康保険証も可）

いずれか
一つ

次の
いずれか 
●Ｂの
いずれか 
二つ
●ＢとCの
一つずつ 社員証、学生証など

混雑時には、１時間以上お待ちいただく場合があります。
時間に余裕をもってお越しください。

お相撲さんと餅つき大会
（下和泉地区・富士見が丘地区）

　地域の恒例行事となった「お相撲さんと餅つき大会」が2月8日（土）、下和
泉地区センターで開催され、200人ほどの地域の皆さんが集まりました。
　今年も日本相撲協会に所属する伊勢ケ濱一門の友綱部屋から、旭日松さ
ん・魁錦さん・旭勝力さんの三力士が駆けつけ、子どもたちと相撲をとった
り、決まり手を披露したりするなどして、会場を沸かせました。
　また、体育館の中庭側では、「よいしょ！」と地域の皆さんのかけ声の中、
軽々と杵を持ち上げる力士と子どもが一緒に餅をついたり、写真を撮ったり
と笑顔が絶えないひとときとなりました。
　今回で4回目を迎えたこの行事は、下和泉地区センターの主催行事で、
下和泉連合町内会と富士見が丘連合自治会等が協力して行っています。各
地区のスポーツ推進委員や青少年指導員・女性部、そして地域の有志ボラ
ンティアの人たちとともに準備し、衛生面や安全面に配慮しながら続けてき
ました。
　地域の役員さんも「今年
も皆さんの協力のおかげで
無事に開催することができ
た。本当に感謝している。」と
話しており、今では多世代が
交流できる、なくてはならな
い大切な行事の一つとなっ
ています。 取組で盛り上がった会場の様子

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

あさひ しょう

かいにしき

きね

きょくしょうりき

い  せ   が  はま ともつな



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。

72020（令和２）年 ４月号 ／ 泉区版

ヨコハマ3R夢プラン

フードドライブを活用して食品ロスを削減しよう！
　フードドライブとは、ご家庭で使いきれない未使用食品や飲料を持ち
寄り、地域の福祉施設や団体に寄贈する活動です。
　資源循環局泉事務所に引き続き、４月から泉区役所でもフードドライ
ブを実施します。食品ロス削減のためにご協力をお願いいたします！

 受付場所
●区役所３階310窓口（地域振興課資源化推進担当）
●資源循環局泉事務所（和泉町5874-14）
※詳しくは地域振興課資源化推進担当（　800-2398）または資源循環
局泉事務所（　803-5191）までお問合せください。

資源化推進担当　　８００-２３９８　　８００-２５０７

受付できるもの
●未開封のもの
●賞味期限が２か月以上残っているもの
●常温保存できるもの
　穀類（お米など）、缶詰、飲料（酒類は除く）、インスタント・レトルト食品、
　お菓子、調味料（食用油、醤油など）など

●開封されているものや賞味期限の記載がないもの
●生鮮食品や冷凍食品など温度管理が必要なもの
●酒類　など

受付できないもの

　高齢者支援担当　　800-2434　　800-2513

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

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

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
「多様な主体による生活支援」 について紹介します

●「生活支援コーディネーター」が支え合いのお手伝いをします！
　高齢者が住み慣れたまちで安心して自分らしく暮らし続けるためには、住民
のみなさまや社会福祉法人、ボランティア団体など多様な主体が連携して高齢
者を支えていくことが必要です。生活支援コーディネーターは、皆様の声をもと
に『生活支援』『交流・居場所』『見守り・つながり』の３つが充実する地域づくりを
目指して、住民同士の支え合いの仕組みづくりのお手伝いをしています。
●泉区での取組
　いつまでも健康で長生きするためには、人とのつながりを持ち続けることが
非常に効果的だと分かってきました。泉区では、高齢になり一人での外出が難し
くなってきた方に対する『外出支援』について検討を進めており、各地域ケアプ
ラザで取組が始まっています。

付き添い
ボランティアの発掘

車両での送迎
支援

（和泉中央地区）（しらゆり地区） 0.63
0.62

0.52
0.31

0.22
0.21

地域活動や趣味活動が活発

死亡率の低さに与える影響度

いざという時に助けてくれる
ご近所さんがいる

タバコをあまり吸わない
お酒を飲みすぎない

運動している
太りすぎていない

0
出典：東京都健康長寿医療センター研究所

取 組 例

横浜市　下和泉小 検索

　下和泉小では「地域に開かれた学校」を目指し、
地域の人たちとともに、子どもたちの成長を見守
るため地域学校協働本部を設置しています。
　地域学校協働本部には読み聞かせをはじめとし
て、クラブ活動や学習の支援などをしてくださる
地域のボランティアの登録をお願いしています。
　その中でも農園のサポーターは、学校に隣接し
た農園の維持管理や子どもたちの作付、収穫の

支援を中心に活動しています。
　この農園は「わくわく農園下和泉」と名付けられ、昨年度開園しました。子ども
たちはこの農園を活用し、生活科や総合の学習で野菜作りに取り組んだり、環
境学習に取り組んだりしています。2月には、2年生が大根の収穫を体験し、お
でん作りに取り組みました。余った大根は給食の素材としても活用しました。
　子どもたちにとって農園での活動は、食の大切さや命の大切さを学ぶよい機
会となり、生きた学びの場となっています。また、地域の方々と関わることで、感
謝の気持ちをもち、地域で生活することの良さにも気付けるようになってきて
います。

広報相談係　　800-2335　　800-2506

下和泉小学校の活動など詳しくは

わくわく農園下和泉での
大根の収穫のようす

知  識

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

洪水ハザードマップを
改訂しました！

　洪水浸水想定区域の見直しを行い、新たに洪
水ハザードマップを作成しました。洪水ハザード
マップを使って、自宅周辺の洪水の危険がある箇
所を確認しましょう。
　　　　　　　改訂ポイント
●地図面
▶最新の地形データや河川改修等の状況等を反
映しました。
▶２種類の降雨量を想定した洪水ハザードマップ
を掲載しました。

　　●想定最大規模（24時間で632ミリ）
 想定し得る最大規模の降雨による氾濫を前提として予測したもの
　　●計画規模（24時間で302ミリ）
 河川整備の目標とする降雨による氾濫を前提として予測したもの
●情報面
▶情報の入手方法、日頃の備えや心構え、安全に避難するための注意事
項等を掲載しました。
▶避難勧告等に関するガイドラインの改訂に伴い、５段階の警戒レベルに
応じた避難行動を掲載しました。

ハザードマップ入手方法
　３階305総務課窓口で配布しているほか、泉区ホームペー
ジ及びわいわい防災マップで確認することができます。
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土地担当　　800-2363 ／ 家屋担当　　800-2365　　800-2509

収納担当　　800-2378　　800-2509

特 

集
　税金は、私たちが安心で豊かに、そして便利に暮らせるよう、さまざまな用途に使われています。子育て支
援や教育・福祉の提供、道路や公園の整備、ごみの収集などに利用され、私たちの生活を支えています。
　税金は、私たちが暮らしていくうえで必要な社会共通の費用をまかなうためのものであり、大多数の区民
のみなさんは納期内に納付しています。必ず決められた納期内で納付しましょう。

税金はどのように使われているの？
●市民生活を支える、行政サービスに使われています。 ●主な市税の種類

ほとんどの方は納期内に納付しています。市税は必ず納期内に納付しましょう！
●納めないとどうなるの？ 便利で確実な、口座振替を利用してください！

（申込み方法は3通り）

国 税
● 所得税
● 消費税
● 相続税 など

県 税
● 県民税
● 自動車税
　　　　など

市 税
● 市民税
● 固定資産税
● 軽自動車税 など

国・県 横浜市

納 税

交付税・交付金

行政  
サービス

納 税

  行政
サービス

市税
 48.5％

国・県支出金
 24.4％

その他
18.6％

地方交付税
1.2％ 市債

7.3％

令和２年度予算

一般会計歳入の内訳
総　額：１兆7,400億円

市民一人あたり予算の使いみち（一般会計）

　　市民一人あたり予算　464,013円※
　※令和２年１月１日時点の人口374万9,929人で計算

みなさんが納めている
市税は、市が一般的な
行政サービスを行う
 一般会計の主な
　　 財源です。

子育て・教育に
福祉・保健・医療に

道路・住宅・計画的な
街づくりに

市役所の運営等に
横浜の魅力づくりや

経済の発展に
地球温暖化対策や
水・緑の保全に

地域づくりやスポーツ活動・
区の運営に

ごみの処理や減量・
リサイクルに
救急・消防に

地下鉄・バス・水道事業に

26,441 円 （5.7%）

26,190 円 （5.7%）

 14,700 円 （3.2%）  

11,618 円 （2.5%）  

11,309 円 （2.4%）  
 4,336 円 （0.9%）     

154,512 円
（33.3％）

125,788 円
（27.1％）

45,079 円 （9.7%）

44,040 円 （9.5%）

　税金は納期内納付が原則です。借金などの支払を理由に税金を滞納することはできません。
　納期内に納付している人との公平性を保つため、納期限を過ぎて滞納となった場合は、差押処分を含む滞納整理を進めています。

　4月上旬に送付する「固定資産税・都市計画税（土地・家屋））納税通知書」に、課税明細書が添
付されています。この明細書では、課税されている土地・家屋の所在・地番・価格などを確認でき
ますのでぜひご覧ください。

❶市内金融機関（ゆうちょ銀行含む）の窓口で申込み
　⇒通帳、通帳届出印、納税通知書をお持ちください。
※納税義務者本人以外の名義の口座から引落しを希望する場合、納税義務者本
人の認印も必要となります。
❷郵送申込み
　⇒「横浜市市税口座振替依頼書」に記入・押印（通帳届出印）、
　　  財政局納税管理課へ
❸ペイジー口座振替申込み
　⇒区役所税務課窓口で、キャッシュカードと暗証番号で即時登録
※金融機関、キャッシュカードの種類によって、取扱いできない場合があります。

  令和2年度からクレジット納税ができるようになります！※
  ※窓口でクレジットカードを提示して納税することはできません。

＜納付方法に関する問合せは＞
　横浜市コールセンター
　　664‐2525　　664‐2828（年中無休：8時～21時）
　納付方法の詳細は横浜市のホームページを確認してください。

※通知や督促状が来たら、そのままにせず、すみやかに納めましょう。
※災害や病気などにより納税が困難で、一定の要件に該当する場合は、市税の減免や納税の猶予が受けられることがあります。
各期の納期限前に、区役所税務課に相談してください。 横浜市税　納付方法 検索で

固定資産税・都市計画税 課税明細書の確認を

※区内に保有する資産が多い場合は、課税明細書のみを別に郵送しています。

次の場合は同封の「変更届出用紙」で連絡してください
●住所に変更がある場合または名前の表記が違う場合（相続人は登記変更が必要です）
●年内に土地の利用状況を変更した場合またはその予定がある場合
●年内に家屋の取壊し、新築、増築をした場合またはその予定がある場合

令和2年度　個人市民税・県民税の申告期限を4月16日（木）まで延長
申告期限の延長後も､窓口の混雑が予想されますので､郵送での提出にご協力ください。

　市民税担当　　800-2351　　800-2509

＜ 固定資産税（家屋）の調査に関するお知らせ ＞
　税務課家屋担当では、年間を通して職員が屋内外の確認（家屋調査）
を行っています。調査に伺う前には調査依頼の連絡をします。日程を調
整してお伺いしますので、協力をお願いします。
※職員は「横浜市職員証」・「固定資産評価補助員証」を携帯しています。 ○ ○  ○○○

○○○○○○

納税通知書
課税証明書

市税ってどんな種類があるの？

▶個人の市民税
1月1日に、市内に住所がある人を対象に、前年１年間の所得に対して、県民税とあわせて
課税されます。住所がない場合でも、事務所や事業所、家屋敷がある人は、均等割のみ課
税されます。
※1月2日以降に市外へ転居した人も､1年度分を納付いただきます。

　※現在､市民税の均等割部分について、緑を守り、育むための「横浜みどりアップ計画」の財源とし
て、「横浜みどり税」（年間900円）が上乗せされています。

▶固定資産税
1月1日に、市内に固定資産を所有している人を対象に課税されます。
※1月2日以降に対象資産を譲渡された場合等であっても、1年度分を納付いただきます。
※本人が亡くなった場合は、相続人が納税義務を承継します。

▶軽自動車税
4月1日に、原動機付自転車や軽自動車などを所有している人を対象に課税されます。
※4月2日以降に対象車両を譲渡した場合等であっても、1年度分を納付いただきます。

市税納期カレンダー　※各月の末日が納期限です。
4月

1期 全期 1期 2期 2期 3期

固定資産税・
都市計画税 軽自動車税

市民税
（給与・年金からの
天引きの場合は除く）

3期 4期 4期

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

滞納発生 督促状の送付 財産調査 それでも解消されない場合は

納期限の翌日から、
延滞金が計算されます。

納期限を過ぎて未納があれば、
督促状が送られてきます。

それでも納付がない場合は、
区役所では納税義務者の
財産を調査します。

区役所では
財産調査を開始！

金融機関 勤務先

自宅

市民のみなさん

横浜市

督促状

財産があるにもかかわらず
滞納した場合は、法令に基づき
その財産は差し押さえられます。

差押通知納付書



10 2020（令和２）年 ４月号 ／ 泉区版

■ あなたの学びを応援する決定版
 　『令和２年度泉区人財バンク冊子』の配布
泉区で活動している講師やサークル
の情報を掲載しています。４月１日
（水）からいずみ区民活動支援セン
ターと泉区社会福祉協議会で配布し
ます。
　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
■ 介護相談員の募集について
泉区内の介護施設を訪問し、利用者
と施設との橋渡しをしながら介護
サービスの質の向上に取り組みま
す。新たに、介護相談員を募集します
ので、ご興味のある方はお問い合わ
せください。
　介護保険担当
　800-2436　　800-2513

■ いずみ相模凧揚げ会
子どもの健やかな成長を願って。
５月５日（祝・火）14時～16時。天王
森泉館付近の田んぼで。見学可、凧
揚げ体験あり。
※雨天、強風時中止。 ※駐車場なし
※当日の連絡は相模凧いずみ保存会
　080-1053-1490へ
　区民事業担当(３階309窓口)
　800-2392　　800-2507

※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
4月23日（木）9時～11時
○食生活健康相談
栄養士による食事相談。4月23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
■ 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

■ 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20
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
■ 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

〒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

健康・相談募集・案内 イベント

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 しらゆり地区 社会福祉協議会 会長　林　純弘

はやし　　よし ひろ
「～一人暮らしの高齢者食事会～」

　一人暮らしの高齢者の方々を招待し、お食事と、演芸を楽しんでも
らうという食事会を始めたのは、およそ20年ほど前のことです。
　生活がワンパターンになりがちの一人暮らしの方々、食事会はそ
んな皆様に、非日常を楽しんでもらいたいとの気持ちから、始まりま
した。
　長い歴史の中で人も内容も変わりましたが、”おもいやり”の気持
ちは変わりません。
　現在の会場は、しらゆり集会所のホールで開催され、毎回40人ほ
どが参加しています。
　声掛けは、民生委員・児童委員の方々を中心に行われ、テーブルな
どのセッティングもお願いしています。
　また、坂道の多い地域ということもあり、福祉施設の協力を得て、
一部の方々の送迎もはじめました。

　料理は少しでも温かいものをと”白百合会”の10人の女性たちに
より、手作りの料理をお出ししています。
　演芸や、歌などの催しがあり、参加者の会話も弾んでいます。
　食事会の実施は
隔月の年６回、毎
回趣向を変えてお
り、春には外の公
園で、桜の花見会
を楽しく、賑やかに
行っています！

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

12月のクリスマス食事会の様子

企画調整係　　800-2331　　800-2505　

　泉区農業応援隊は、農に親しみながら担い手不足
等に悩む区内農家の農作業を手伝うボランティア団体
です。作業内容は、種まき、定植、収穫、片付け、除草
等です。登録を随時受け付けています。

　泉区農業応援隊に作業依頼を希望
する区内農家を募集しています。「収
穫の時期に人手が欲しい」、「除草作
業を手伝ってほしい」等の声にお応え
します。
　活動時間は原則として
１回あたり半日程度です。
　登録を随時受け付けて
います。

掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、
中止・延期等になる場合がありますので、事前に確認してください。
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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〉
４月15日の水曜、５月８日の金曜
〈1歳6か月児〉4月22日の水曜
〈3歳児〉4月24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
４月21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
４月21日(火)13時30分～15時。
2回食頃（７～８か月頃）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「４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
●コアラひろば
（１歳～未就学の子と保護者）
「親子で一緒に遊ぼう」　
5月12日（火）10時～11時15分
　4月13日から
●育児講座
（0歳～未就学の子と保護者）

「どうしたらいいの？こんな時」
５月25日（月）10時～11時
　4月14日から
「離乳食の話～ゴックンの大切さ～」
６月４日（木）10時～11時30分
　４月21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

▶栄養士による相談
4月23日（木）13時～14時30分
離乳食の進め方、栄養バランス
についてなど、乳幼児の「食」につ
いて相談を受けます
乳幼児～未就学児を子育て中の
人、妊娠中の人

▶おもちゃの病院ドクトルベアーズ
4月28日（火）10時～12時（受付
終了11時30分）
電池・ぜんまい・簡単なモーター
で動くおもちゃを、
おもちゃドクターが
修理します

〒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

泉区総合庁舎駐車場の料金が変わります

市民局地域施設課　　671-2086　　664-5295
泉区総務課　　　　　800-2313　　800-2505

４月からの利用料金は、次のとおりです。

※22：00～8：00の間は、入出庫できません。
※区役所に住民登録の手続や市民税の相談等で来庁される方は、一定時間無料で
　ご利用いただけます。

　　8：00～22：00　　200円／30分
　　22：00～8：00　　100円／60分
最大料金額　当日最大1,400円（土日祝のみ）

〒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
４月12日、５月10日の日曜14時から。4歳以上（保護者同伴可）
●０･１･２･３歳のおはなし会
4月22日（水）10時45分～11時15分。0～3歳児とその保護者、先着
10組　　4月15日9時30分から電話か窓口へ
●土曜おはなし会
５月２日（土）14時から。5歳以上（保護者同伴可）
●親子で楽しむわらべうた（全５回）
講師：阪口 道子 さん　
５月15日～10月16日（8月を除く毎月第３金曜日）10時30分～11
時。0歳～１歳6か月児とその保護者、先着10組（なるべく5回出席で
きる方）
　４月24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　4月14日・28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

『ひとしずくの水』ウォルター・ウィック／作
林田康一／訳　あすなろ書房
　雪の結晶。水滴。白い湯気。水にはさまざまな姿
があります。
　いちど見たら忘れられないスタイリッシュな写真
で、水の性質を紹介するこの本。作者は、30年近く
も人気の絵本『ミッケ！』シリーズを作った人です。

はやしだ  こう いち

さか ぐち   みち  こ

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

●弥生台から阿久和川周辺を歩く
４月18日（土）10時。相鉄線弥生台駅改札口集合。当日先着40人
　500円　　泉区歴史の会　石井　　814-3331
●泉区弓道教室（全12回）
５月９日（土）～7月25日（土）9時～12時。泉スポーツセンターで。
区内在住・在勤・在学で中学生以上の抽選16人　　5,000円
　　4月29日までに　・　（ふりがな）・　・　・性別を書いて往復は
がきか　で、泉区弓道協会事務局（245-0004泉区領家4-7-1）へ
　　813-0230　　izumikyudo@gmail.com
●泉区一般男女バドミントン大会
６月７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　　男性1,500円、女性1,200円、中学生800円（各
一人）先着108組
　5月7日～19日。申込み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

区民活動情報

泉区あやめ通信 掲載基準 検索

広報相談係　　800-2337　　800-2506

『泉区生活便利帳』と『泉区生活・防災マップ』を発行
　泉区内の公共施設や医療機関、行政情報などを掲
載した便利帳とマップの令和２年度版を発行します。
　便利帳のバスマップは取り外して携帯することも
できます。どうぞ、ご活用ください。
 主な掲載内容
『泉区生活便利帳』
泉区の概要、区役所のご案内、区内おでかけスポッ
ト、医療機関、災害への備え、区民利用施設、バスマッ
プ、公共機関、保育園・幼稚園・子育て支援施設・学
校、各種施設、自治会町内会、区役所周辺地図など
『泉区生活・防災マップ』
泉区内の施設や道路、避難場所などの地図
 入手方法
区役所１階101窓口で配布、区ホームページでもダウ
ンロード可
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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

■ リフレッシュからだケア
筋膜リリースを中心に体をケア。4
月～6月の火曜10時～10時50分。
16歳以上の人、各当日先着20人
　各420円　※詳細は電話かホー
ムページで確認を

　上飯田地区センター

■ 遺言・相続・登記相談
4月22日（水）13時～16時｡先着4人
　4月11日～21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
4月25日（土）13時～14時30分。
未就学児と保護者。上履き持参
■ ハンドメイド教室（全3回）
パッチワーク入りトートバッグ他
4月25日、5月2日・9日の土曜12時
～15時｡先着8人。裁縫道具持参
　1,500円　　4月11日9時～19
日に費用を添えて窓口へ
■ 保存食を使った料理教室（全3回）
5月、6月、9月の第4金曜10時～
12時。先着15人。エプロン、三角
巾、布巾持参　　1,500円　　5月
8日9時から費用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ やっぱりおいしい“和の食卓”（全3回）
4月～6月の第3火曜9時30分～12
時45分｡先着15人　　3,000円
　4月11日10時から電話か窓口へ

■ ハンドドリップをマスター
　 ～うまいコーヒーを自宅で～
4月22日（水）10時～11時45分｡先
着15人　　300円　　4月11日
10時から電話か窓口へ
■ 楽しく覚える健康マージャン
　 ～初級講座～（全6回）
5月10日・24日、6月7日・21日、7
月5日・19日の日曜。9時～11時45
分｡先着12人　　3,000円　　4
月26日10時から電話か窓口へ

　立場地区センター

■ こいのぼり飾り巻きずし
どこを切ってもこいのぼりの絵柄にな
る巻きずしづくり。4月28日（火）10
時～12時｡先着8人　　1,200円
　4月11日～19日に電話か費用を
添えて窓口へ
■ おもちゃの病院
親子の前で壊れたおもちゃを分解・
修理。5月16日（土）10時～15時｡
先着20組　　4月11日～5月15日
に電話か窓口へ
■ 親子でリトミック（前期）（全5回）
5月～9月の第3火曜9時30分～10
時30分｡平成28年10月～30年10
月生まれの子と保護者、抽選35組
　200円　　4月27日までに往復
はがきに　・　・　・参加希望親子の
　（子にはふりがな記載）・子の生年
月日・性別を書いて郵送で（必着）
■ 行政書士相談（契約・相続等）
5月9日（土）9時30分～11時30分
■ 母の日の贈り物にハーバリウム
　 ボールペン（ペンケース付き）
5月9日(土)10時～12時｡小学4年
生以上､先着15人　　1,000円
　4月14日～26日に電話か費用を
添えて窓口へ

■ お茶を楽しむ会
初心者も気軽に茶道を体験。5月9
日（土）10時～15時　　300円

　中田コミュニティハウス

■ 笑って！楽しく！運動しよう！
　 リハビリ型デイサービスって？
ボールなどの器具を使った体操や、
口腔体操、脳トレなど。5月12日
（火）10時～11時30分｡先着20人
　4月11日9時から電話か窓口へ
■ 自分の体をケアしよう
　 セルフマッサージのやり方
5月19日（火）10時～11時30分｡先
着20人　　4月11日9時から電話
か窓口へ
■ 生前整理　穏やかに過ごすため
の整理術

5月26日（火）10時～11時30分｡先
着20人　　4月11日9時から電話
か窓口へ

　みなみコミュニティハウス

■ ピアノでラテン音楽を
4月25日（土）14時から。先着30人
　4月11日10時から電話か窓口へ
■ 初めてのキッズダンス（全5回）
5月16日・23日、6月6日・13日・20
日の土曜。13時30分～14時30
分。先着10人　　1,500円　　5
月2日10時から電話か費用を添え
て窓口へ

　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？

①5月7日（木）②8日（金）③26日
（火）④27日（水）①③10時～21時、
②④9時～21時　　1時間1,800
円、2時間3,400円　　4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
■ ふぉんて寄席
①柳家喬太郎独演会
7月26日（日）13時30分から
②春風亭昇太・三遊亭兼好二人会
9月10日（木）19時から
　①、②のみ：泉区民各3,800円、
①と②のセット券：7,000円
　4月24日10時から窓口受付、電
話は14時から受付
※詳細は問合せを

 その他

■ よこはま動物園ズーラシアで
〈飼育の日イベント〉
4月19日の「飼育の日」にちなみ、皆
さんからの質問についての飼育員
の回答をパネルにして展示。4月1
日（水）～5月11日（月）｡アマゾンセ
ンターで
〈企画展「大うんち展」〉
動物たちのうんちが大集合。「うんち
のうんちく」も学べます。6月1日（月）
まで。ホッキョクグマ水中ビューで
　よこはま動物園ズーラシア
　959-1000　　959-1450

泉スポーツセンター 検索で

テアトルフォンテ 検索で

やなぎや きょう た  ろう

しゅんぷうてい しょう た さん ゆう てい けん こう

　泉区では区内外の多くの方に
泉区の魅力を知ってもらうこと
で「泉区に住み続けよう」「住む
なら泉区」と感じてもらうための
プロモーションを進めています。
　泉区での暮らしをテーマとし
た動画を3月からYouTube
（ユーチューブ）で配信していま
す。また、泉区民が日常の暮ら
しで出会う魅力をインスタグラ
ムで紹介しています！

住むなら泉区
～いずみくらしを始めよう～
「横浜で叶えるスローライフ」編

（動画の一部）

＠izumiku_yokohama_official＠izumiku_yokohama_official

泉区公式

インスタ   横浜＊いずみ 検索で

掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、
中止・延期になる場合がありますので、事前に確認してください。

フォローして
泉区のステキを
共有しましょう

　企画調整係
　800-2331　　800-2505

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

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

みなみコミュニティハウス
〒245-0016 和泉町987

　　805-3339


