
（代表番号）泉区役所 〒245-0024　和泉中央北五丁目1番1号
8時45分～17時月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
9時～12時第2・4土曜日

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。
区役所
開庁日

トピックス

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。ご注意

地域を支える身近な存在
民生委員・児童委員、主任児童委員

　民生委員・児童委員の役割は、暮らしの中で悩みや問題が生じた方の身近な相談相手として、同じ地域の住民という
立場で相談にのり、相談者が必要な支援を受けられるよう、行政や専門機関へのつなぎ役になっています。
　なお、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。担当
区域の民生委員・児童委員や行政、学校などと連携しながら子育て支援や児童健全育成活動などをしています。

　令和元年12月に一斉改選が行われ、令和2年５月1日現在、149人の民生委員・児童委員と
23人の主任児童委員が、それぞれの担当区域で活動をしています。

　一人暮らしの高齢者などの見守りや訪問、子どもたちへの声かけや見守りなど、顔の見える関係を
大切にして、地域に密着した活動を積極的にしています。

ご存じ
  ですか

民生委員・児童委員、主任児童委員とは

泉区
では

地域の中から推薦され、厚生労働大臣から委嘱を受けた無報酬のボランティアです。

「身近な福祉の相談役」として、さまざまな活動をしています。

　私たち民生委員・児童委員は、同じ地域に住む
住民という立場で、地域の身近な相談役として
活動しています。仕事を持って活動されている
方も多く、私も含め委員の皆さんは、支援先につ
なぐことができ、感謝された時には大きなやり
がいを感じています。
　今後とも、民生委員・児童委員活動へのご理解
とご協力をお願いします。　

運営企画係　　800-2401　　800-2516

住民の見守り・相談活動 子育て支援 サロンや食事会への運営協力

？

泉区民生委員児童委員協議会
石井 マサ子会長
いしい こ

民生委員・児童委員には
守秘義務があり、相談者の
秘密は守られます。
お住まいの地域の民生委員・
児童委員について知りたい方は
泉区福祉保健課までお問い合わせ
ください。

安心してご相談ください

地域を支える身近な存在
民生委員・児童委員、主任児童委員

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………………………5～12ページは泉区版です
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火～土曜　９時～17時
（受付時間はすきっぷの開館時間と同じ）
※月曜が祝日の場合は翌日火曜日も休館
　805-6789　　805-6122
　kosapo@skip-izumi.jp

生活衛生係　　800-2452　　800-2516

こども家庭係　　800-2444　　800-2513

氏名(ふりがな)  　電話番号  　ファクス番号  　〒・住所  　年齢  　行事名  　
Eメール（アドレス）  　費用  　ホームページ  　申込み  　問合せ

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

区役所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

区役所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

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る場合があります。
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、アシナガバチの場合、この時期に発見でき
ればご自身で駆除することも可能です。梅雨の前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。

　地域ぐるみで子育て支援をしていく「有償のボランティア  」の仕組みが、横浜
子育てサポートシステムです。「子どもを預けたい人」が利用会員として「子どもを
預かる人」が提供会員として、会員相互の信頼関係のもとに行われる援助活動です。
　地域みんなの力で子育てを応援していきましょう。
（※援助活動は仕事のように定期的にあるものではなく、収入を保証するものではありません。）

横浜子育てサポートシステムの

平日
７時～19時 １時間800円

土日祝日 １時間900円

こどもを預けたり預かったりの両方
をできる会員です。友達同士で会員に
なって支えあったり、子どもを連れて
短い時間の送迎活動を行っている両
方会員もいます。

両方会員とは
※

利用会員の条件 市内在住で生後57日～小学校６年生の子の保護者利用会員の条件

提供会員の条件 市内在住で子育てに理解がある健康な20歳以上の人
（３日程度の研修あり）

提供会員の条件

利用会員
401人
提供会員
101人

38人
両方会員

※人数については泉区で令和2年4月30日現在

　

７時以前・19時以降
全時間帯

１時間900円

宿泊を伴う預かりや病児の預かりはできません。その他のサポート活動の際に交通費・実費が別途かかります。その他詳細はホームページをご覧ください。

利用時間

料金
と

横浜子育てサポートシステム泉区支部事務局
（泉区地域子育て支援拠点「すきっぷ」）

預かったお子さんが孫の
ようでかわいかったです。

お子さんがうちの子とも
仲良く遊んでいて、
子どもたちも大喜びでした。

身内が近くにいないので、保育園の
送り迎えをお願いしました。

私が通院するときに子どもを
預かってもらい安心して受診できました。
次はリフレッシュでも利用したいです。

利用者の声 提供会員の声

※現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、不要不急の利用はご遠慮いただいております。

お知らせ
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のき下

天井裏・壁の中
垣根・植込みの中

床下・戸袋の中 木の洞の中

相談の多いハチの種類と巣のかたち 巣を作りやすいところ

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、天井裏や壁の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。

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。
飛ぶときにダラリと足を下げて飛びます。
巣を作る場所は主に生垣やのき先です。 自分で駆除ができる場合があります。 ※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。

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。

ス ズ メ バ チ

ア シ ナ ガ チバ

アシナガバチの巣

スズメバチの巣



生活衛生係　　800-2452　　800-2516

　近年ゲリラ豪雨と言われる集中豪
雨が発生しています。
　大雨の際に、水路の機能を阻害す
る可能性がありますので、水路内に
物置やプランターなどを置くのはや
めましょう。

　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。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請期間を一部延長します。
　申請の方法等については、横浜市動物愛護センターのホームページでご確
　認いただくか、生活衛生係にお問い合わせください。
※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。

　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。　

水路の上や水路敷に物を置くのはやめましょう

の不妊去勢手術を
行いましょう

大雨の季節になります

　水路のつまりの原因になりますので、水路にごみなどを捨てな
いでください。水路からごみを引き上げるのは大変な作業となり
ます。

水路にごみを捨てないでください

　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
耕作などをするのはやめましょう。

水路敷で耕作などをするのはやめましょう

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4,500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

横浜市動物愛護センター 検索
不妊去勢手術の申請方法

初期消火器具を知っていますか？

泉消防署予防課予防係　　 　801-0119

　初期消火器具とは、地震火災も含めた火災発生時に、消防車が進入できない道幅が狭い地域などにおいても、地域住民の方々が消火栓を利用し
て、早期に有効な初期消火活動を行うことができる消火器具です。
　初期消火器具には、固定式の初期消火箱と可搬式のスタンドパイプ式初期消火器具の２種類があります。特にスタンドパイプ式初期消火器具
は、台車に消火器具一式が積載されており、自由に移動ができるため機動性に優れています。
　泉区では現在両方合わせて、268基(令和２年４月１日現在)が設置されています。

消火栓カギ 消火栓カギ

ホース ツツサキ

バイカイ

ツツサキ

初期消火箱 スタンドパイプ式初期消火器具 　横浜市消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設
置する際の費用の一部を補助する事業を行っています。
　令和２年度も４月１日(水)から８月31日(月)まで受付
をしています。

●地域に消火栓がある
●家屋が密集し、火災が発生した場合に
延焼拡大のおそれがある

●定期的に訓練を実施できる

横浜市消防局
マスコットキャラクター

「ハマくん」

申請要件

●補助率:整備費用の2/3、上限20万円
●予定数:令和２年度は100基（横浜市内)
　を補助予定
※申請要件や書類などについては、泉消防署へお問い合わせください。

補助率及び補助予定数

泉土木事務所管理係　　800-2532　　800-2540

ホース

スタンドパイプ

台車
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自宅周辺を確認しましょう事前の
対策

　ハザードマップで
自宅周辺の浸水の危
険がある箇所や、がけ
崩れをしやすい場所
を事前に確認してお
きましょう。

防災用品を準備しましょう ハザードマップなどを確認しましょう
停電に備えて

□ 懐中電灯・ランタン
□ 携帯ラジオ
□ 予備電池　　　　
□ 携帯電話充電器
□ 調理の不要な食料
□ 飲料水、生活用水
※マンションなどの場合、停電に伴い断水が発生することがあります。
　飲料水の買い置きや、トイレ用の水を確保するため、浴槽に水を溜めておく
　などの対策をしましょう。
　

※どちらも泉区役所総務課（３階305窓口）でお配りしています。

避難に備えて
□ 食料
□ 飲料水
□ 常備薬
□ 現金

□ 健康保険証
□ 本人確認書類
□ タオル
□ 着替え

□ ヘッドライト（懐中電灯）
□ ラジオ
□ 携帯電話充電器
□ 電池　等

持ち出し品をリュックにまとめておきましょう。

□ 眼鏡・コンタクトレンズ
□ おむつ・粉ミルク・ほ乳瓶　□ 生理用品　等

各家庭で必要になるものも用意しましょう。

泉区　ハザードマップ 検索

　「防災よこはま」では、大地震や台風、
土砂災害など、さまざまな災害に対す
る自助、共助の取組を紹介しています。

横浜市　防災よこはま 検索

泉区生活・防災マップ 検索

物干し竿は飛ばされない
よう下に降ろしましょう。

割れたガラスの飛散防止の
ために、カーテンを閉め、窓に
テープを貼るなどの対策を
しましょう。

錆びたり緩んだりして
いないか確認しましょう。

雨どいが破損して
いないか、また枯れ
葉や砂が詰まって
いないか確認しま
しょう。

側溝や雨水ますを
ふさがないように
日頃から掃除をし
ましょう。ひび割れや

がたつきがないか
確認しましょう。庭やベランダにある飛ばされやすいものは

家の中にしまうか、倒れないように固定を
しましょう。（物置などの大きなものでも固
定していないと飛ぶこともあります）
庭木は定期的に剪定をしましょう。

雨戸やシャッ
ターは閉まる
か確認し、閉め
た状態にしま
しょう。

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

特集
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　大雨・台風が発生する前に自宅周辺に危険なものはないか確認
しましょう。特別な対応が必要な場合は専門業者に早めに依頼を
しましょう。

特集
大雨・台風
接近中の
対策 【すべての人】

避難する場合を除き、
外出しない
台風が過ぎ去るまで
被害の確認をしない

●区役所が、避難情報を発令した地域に対して避難場所を開設します。
●避難場所を開設した場合は市および区のホームページ・Twitter・横浜市防災情報Ｅメール等でお知らせします。
　あわせて、対象の地域には区の広報車が巡回しお知らせします。
●災害規模や状況に応じて開設場所を判断するため、全ての地域に対して避難場所を開設するわけではありません。
　必ず開設されている避難場所をご確認ください。
●風水害時の避難場所に食料、物資等は準備していません。避難される方はご自身で準備をお願いします。
※地震の避難所とは違います。市内１か所でも震度５強以上の地震発生時には、地域防災拠点（泉区民の避難先は24か所）が開設されます。
　詳しくは、「泉区生活・防災マップ」を確認してください。

被害の発生に関すること
がけ（土砂災害）に関すること
り災証明書に関すること　

停電に関すること

被害などがあった場合は…
雨や暴風の危険がなくなったら自宅周辺の被害を確認し、必要に応じて以下の連絡先へご相談ください。
周囲の状況などにより、身の危険を感じる場合は、泉消防署(　119もしくは　801-0119)へ連絡してください。
　

避難に関する情報のほか、気象警報・注意報や豪雨情報、土砂災害警戒情報、地震情報などの
防災に関する情報を登録いただいたメールアドレスあてに配信します。ぜひご登録ください。

下記のアドレスにメールを送信すると案内メールが届きます。
案内メールの手順に従い登録してください。

【川の近くにお住まいの人】
できる限り２階以上で過ごす
川の様子を見に行かない

【がけの近くにお住まいの人】
がけとは反対側の部屋
（できれば２階以上）で過ごす

暗い時間帯での確認は大変危険です。明るい時間帯に確認をしてください。

★泉区防災・災害トップページ
★泉区役所Twitter
●横浜市防災情報Eメール
●緊急速報メール・エリアメール
●Yahoo!防災速報
●テレビやラジオによる放送
★広報車による巡回広報

※1

※2

開設されている避難場所の情報は、★マークから入手することができます。
※１　対象エリア内で緊急速報メールに対応する携帯電話をお持ちの方に配信されます。（登録は不要です。）
※２　ご利用にはアプリのインストールや、パソコンまたは携帯電話での登録が必要です。

警戒レベル4
避難指示（緊急）

警戒レベル3 避難準備・
高齢者等避難開始

避難に時間を要する人（乳幼
児、障害のある人、高齢者等）
とその支援者は避難
その他の人は避難の準備を
整える

避難勧告　

登録方法

entry-yokohama@bousai-mail.jp

泉区役所総務課

泉土木事務所

800-2309

800-2532

東京電力パワーグリッド（株） https://teideninfo.tepco.co.jp/ 
　0120-995-007　　03-6375-9803

情報を入手しましょう

避難に関する情報の種類と行動

避難場所の開設

安全な場所で過ごしましょう

窓・扉を開けない 

　近年、局地的大雨（いわゆるゲリラ豪雨など）や、台風などの大雨・暴風による被害が多く発生しています。令和元年には台風
15号および台風19号により、全国各地で甚大な被害が発生しました。特に台風は、規模や進路を事前にある程度把握すること
ができるため、事前の対策により被害の発生を少なくすることができます。6月から10月頃まで多く発生する大雨や台風に備
えるために、自宅周辺の事前対策や避難に関する情報と行動を紹介します。

　大雨・台風が発生する前に自宅周辺に危険なものはないか確認
しましょう。特別な対応が必要な場合は専門業者に早めに依頼を
しましょう。

避難行動の例
速やかに身の安全を確保
できる場所へ避難
避難場所までの移動が困難
と思われる場合は、近くの安
全な場所や、自宅内のより安
全な場所に避難

大雨・台風が
過ぎたあと

河川・公道に関すること　

屋根瓦やスレートが
剥離していないか日
頃から屋根の状態を
確認し、必要に応じ
て専門業者に修理を
お願いしましょう。

雨水ます雨水ます

▶開設された避難場所
▶土砂災害警戒区域外の
　親戚の家 など

水平避難 垂直避難・屋内退避

▶夜間や危険が差し迫って
　いる場合は、無理に移動せず、
　建物内のできるだけ安全な
　場所へ
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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

区役所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

テレ朝出前講座
「人をひきつける！伝え方講座
～テレビの舞台裏と情報発信の
極意！～」　

テレビ番組の制作秘話には私たちの生
活に生かせるヒントがいっぱい！
６月26日（金）10時～12時
区役所4階4ABC会議室で
区内在住・在勤・在学者優先抽選20人
講師：テレビ朝日広報局お客様フロン
ト部　小林 正さん
　６月16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
の取れる　･　･　･年代･団体名、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､いずみ区民活動支
援センター(区役所1階104窓口）へ

講演・講座

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

助産師による健康相談
月～金曜
8時45分～17時
　　電話で子育て支援担当へ
　800-2447　　800-2513

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

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。ご注意

HIV(エイズ)検査･
梅毒検査(予約制)

もの忘れ相談(予約制)

女性の健康相談(予約制)

ひきこもり等の困難を抱える
若者の専門相談(予約制)6月は実施しません

詳細は問い合わせてください
　健康づくり係
　800-2445　　800-2516

いずみ区民活動支援センター 検索

健康・相談

〈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25日(木)、７月７日（火）9時～11時

※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）

〈食生活健康相談〉
栄養士による食事相談
６月25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

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

横浜市健康診査

こばやし ただし

　800-2393　　800-2518
　iz-kuminkatsudou@city.yokoha
ma.jp

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 新橋地区社会福祉協議会

事務局長　足立 伊千雄さん
あ だち い ち お

副会長　朝田 満明さん
あさ だ みつ あき

～新橋地区の地域活動の紹介～

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

　「助けあい ぬくもり隊」は、地域の支えあい・助けあい活動として、一人暮らしの高齢者、高齢者世帯、障害者、子育て中の方々の日常生活で
ちょっとしたお困り事などのお手伝いをしています。　　　
　例えば、庭の雑草取り、庭木の剪定、室内の掃除、窓ふき・網戸の掃除、家具・重い物の移動、室内の整理等のお手伝いをするボランティア活
動として、2017年11月にスタートして2年経ちました。2019年度は年間43件のご依頼がありました。
　依頼された皆様は、大半が独り住まいの高齢者の方で、庭の
雑草取りと庭木の剪定の作業がほとんどになります。また、2度
3度と繰り返しご依頼される方が多くなりました。
　季節の変わり目には必ずご依頼される方もいて、散歩中に出
会ってあいさつを交わすなど、地域に根付いて来ていると感じ
ています。まずは、ご相談ください！  
（問合せ先：　 070-3823-2789）

　新橋自習クラブは新橋地域ケアプラザにて毎週土曜日の午後３時半から7時に開塾しています。塾生は小中学生です。塾生・講師共に自由
参加で、塾生の疑問にボランティア講師が答える質疑応答方式にて学習します。講師は毎回4人以上でほぼマンツーマンで勉強を見ていま
す。小学生は宿題に加え国語・算数・英語、中学生は英語と数学
を勉強する子が多い様です。最近は英語を勉強する子が多いの
で、英語クラスを別室にてCDなどを使い行っています。
　私ども講師は、いつも小中学生より刺激を受け、若返るよう
な気がしています。
　講師・生徒共に参加の制限はありませんので、気軽に参加し
てください。

助けあい ぬくもり隊

新橋自習クラブ

作業前

新橋自習クラブのようす

作業後
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〒245-0023 和泉中央南5-4-13 802-2150  　 804-6042
社会福祉協議会からのお知らせ泉区 社会福祉協議会からのお知らせ

区役所1階 区 民
★発表会は12時～13時に行われます。
★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展示しています。
※公共交通機関を利用してください（駐車場は有料です）

『いずみ　いまむかし　泉区小史』

〒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

　この本は泉区の誕生10周年を迎える際に発
行された1冊で、泉区の歴史について、「上飯田
地区」「下飯田地区」「和泉地区」「中田地区」「岡
津・新橋地区」の地区ごとに加え、「かまくら道」
などの道や「境川」「和泉川」といった川、文化や
産業なども取り上げながら紹介しています。
　泉区の歴史に思いを馳せながら、身近な地域に
ついての知識を深めてみてはいかがでしょうか。
　また、冊子以外に、同じ内容の文章を泉区
ホームページの「歴史なび」からも読むことが
できます。

６月29日(月)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新舞踊
７月３日(金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・器楽

泉区制10周年記念出版

新型コロナウイルス感染症対策のための施設の開館状況については
事前に確認してください。

巡回バスで本の貸出・返却・予約サービスをします。
運行についてはお問い合わせください。

　　　緑園東公園
日 時
場 所

6月30日(火)15時10分～16時

　 中央図書館サービス課 　 262-0050

移動図書館
はまかぜ号

▶離乳食教室は6月は実施しません
離乳食のすすめ方でお困りの場合
は問い合わせてください
　健康づくり係
　800-2445　　800-2516

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。ご注意

●乳幼児健康診査

●乳幼児歯科相談（予約制）
６月の実施は未定です
詳細は区のホームページでご確認
ください
　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16日(火)9時～11時｡
乳幼児の保護者｡母子健康手帳持参
　電話で健康づくり係へ

●和泉保育園で

●北上飯田保育園で

※　　は月～金曜（祝休日を除く）の
9時30分～15時に電話で
▶赤ちゃんコアラ
ふれあい遊び、誕生会など
〈ぴよぴよ〉
6月11日、7月9日の木曜。10時～
11時。6か月までの子と保護者
〈きらきら〉
6月18日(木)10時～11時｡
7か月～12か月の子と保護者

▶コアラひろば
七夕飾りを作ろう
7月2日(木)10時～11時15分｡
1歳～未就学児と保護者、先着30組
　6月16日から

▶育児講座
｢親子のふれあいタッチケア｣
7月21日(火)10時～11時30分。
0歳～未就学児と保護者、先着20組
　6月16日から
　和泉保育園
　803-1483　　803-1137

▶交流保育
｢水遊び｣
7月29日(水)9時45分～11時。
1歳～未就学児と保護者、先着5組　
　　7月6日～28日の9時～16時に
電話で
　803-7889　　803-7942

●神奈川土建一般労働組合横浜戸塚支部
●株式会社E・クライス　パーラーカンダ(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した。

善意銀行

市立保育園 から

泉区小史編集委員会／編集　
泉区小史発行委員会／発行
横浜市泉区地域振興課

泉区　歴史なび 検索

◆日曜おはなし会
6月14日(日)14時から。4歳以上(保護者同伴可)

　泉区役所では、区内の12の地区連合自治会・町内会ごとに、地区
の皆さんと区役所の職員が意見交換を行う「地域と区のつどい」を
毎年開催しています。
　当日は、各地区の皆さんと泉区長をはじめ区役所の各課や消防署
等の代表が顔を合わせ、事前に寄せられた課題やご要望などについ
て回答を行い、議論を深めています。
　また、令和元年度からは、意見交換を行うための「テーマ」を各地
区の皆さんと事前に決定し、当日はそのテーマに関する意見交換を
中心に行う方式を取り入れました。
　泉区の主要事業である定住・転入促進事業や和泉川健康みちづく
り事業、泉区の高齢化などが主なテーマとなり、各地区で活発な意
見交換が行われました。
　今年度も引き続き、「地域と区のつどい」を通じて各地区の皆さん
とのつながりを大切にすすめていきます。

◆土曜おはなし会
7月4日(土)14時から。5歳以上(保護者同伴可)

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

６月の実施は未定です
詳細は区のホームページでご確認
ください
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513

昨年の地域と区のつどいのようす

●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 ※会場の記載のない場合は区役所で実施
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泉区情報配信中 泉区版は
ここまでです横浜市泉区役所 インスタ　横浜いずみ

ツイッター インスタグラム！

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

のための について

横浜市の補助制度
補助制度 問合せ先

地震に強い家にする 旧耐震基準（昭和56年5月末日以前）で建築されているなど一定の条件を満たす木造住宅に
対する耐震診断士の派遣や耐震改修工事費用補助

旧耐震基準で建築されているなど一定の条件を満たす木造住宅居住者への、防災ベッド・
耐震シェルターなどの設置費用補助

道路などに面するブロック塀等の除却や改善の工事費用の補助

建築局建築防災課
　671-2943

建築局建築防災課
　671-2930

高齢者世帯等に対する家具の転倒防止器具の無料での取付け代行(器具の購入は自己負担) 総務局地域防災課
　671-3456

がけ崩れに備える がけ崩れの発生が予測されるなど一定の条件を満たす個人または営利を目的としない法人
が所有するがけに対する擁壁築造・補強などの工事費用の補助

建築局建築防災課
　671-2948

家の中や周りを
安全にする

　災害から身を守るためには、建物の耐震化や家具の転倒防止など事前の備えが重要です。
　横浜市が行っている、防災のための補助制度を使って防災力を高めましょう。

防 災 補助制度

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

マークの見方 氏名(ふりがな)   　電話(番号)  　 ファクス(番号)  　 〒・住所  　 年齢  　 行事名  　 Eメール（アドレス）  　 費用  　 ホームページ  　 申込み  　 問合せ

今月11日以降の市や外郭団体の事業を掲載しています

お知らせ施設からの
今月11日以降の市や外郭団体の事業を掲載しています

お知らせ施設からの

新型コロナウイルス感染症　拡大防止の取組の影響について事前にご確認ください！
・掲載されているイベントなどは、中止・延期になる場合がありますので、ホームページまたは各問合せ先にご確認ください。
・掲載されている各施設の開館状況については、ホームページまたは各施設にご確認ください。

12 2020（令和2）年 6月号 ／ 泉区版

<ファミリークッキングC・Ｄ>
夏野菜バーベキューと流しそうめん。
C 8月1日(土)10時～14時
D 8月2日(日)10時～14時
各回抽選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15日～29日までに　・　・　・
　・　・　を書いて、往復ハガキまたは
ホームページから　※各詳細は電話
かホームぺージで確認を　　こども
自然公園青少年野外活動センター
　811-8444　　812-5778

●クラフトバンドで作る　
　クロス編みのカゴ（小物入れ）（全2回）
7月2日・7月9日の木曜13時～15時
30分。先着8人
30㎝物差し、メジャー、洗濯ばさみ
(5～6㎝程度)、持ち帰り用袋持参　
　400円　
　6月11日9時～25日までに費用を
添えて窓口へ

●リフレッシュからだケア
筋膜リリースを中心に身体をセルフケア。
毎週火曜10時～10時50分。
16歳以上の人 当日先着20人
　1回420円
その他、ヨガ、トレーニング＆スト
レッチ、フットサルなど事前予約不要
な「当日受付教室」多数あり。　　 
※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
〒245-0018  上飯田町3913-1
　 805-5188　　805-5189

●遺言･相続･登記相談
6月24日、7月8日の水曜｡
13時～16時｡各日先着4人
　６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
6月20日(土)13時～14時30分。
未就学児と保護者。
上履き持参

泉スポーツセンター 検索

こども自然公園青少年 検索

●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>
動物園での飼育体験、野外炊事など。
Ａ 7月28日(火)10時～29日(水)11時
30分 1泊2日。
Ｂ 8月18日(火)10時～19日(水)11時
30分 1泊2日。
小学4～6年生。各回抽選20人
　6,500円（宿泊費、活動費、保険代）

その他

下和泉地区センター
〒245-0022  和泉が丘1-26-1
　 805-0026　　805-0028

●七夕の大竹を飾ろう
短冊に願いごとを書いて飾りましょう。
6月29日(月)～7月6日(月) 
9時～16時30分。
開館中どなたでも

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

●座ってできるズンバ®ゴールド
6月22日(月)10時～12時｡
抽選15人　　100円
　6月1日～20日までに電話か窓口へ

●七夕まつり
①短冊に願いを書こうと輪飾り作り
6月17日(水)～23日(火)10時～16
時。小学生または保護者付き添いの幼
児（輪飾りがなくなり次第終了）
②七夕飾り
6月24日(水)～7月7日(火）

こどもログハウス
〒245-0016  和泉町6209-1

　 803-2270

　6月12日～26日までに　・　・　・
　・　・　を書いて、往復ハガキまたは
ホームページから

●みんなで歩こう
　ノルディックウオーキング 
6月17日(水)13時～15時。雨天中止。
抽選20人　　100円
　6月1日～16日までに電話か窓口へ

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

※各60歳以上対象
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