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の見方

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

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(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

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)

匿名制。エイズに関する相談も
毎週月曜 9時～9時30分(祝日は除く)
　　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

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
9月11日(金)・29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
9月11日(金)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
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講演・講座
食品衛生責任者指定講習会

9月30日(水）、10月30日(金）各14時～

アルコール等依存症家族教室
（依存症当事者の体験談）
家族のアルコール依存症などの悩みについて
9月23日(水）14時～15時30分。区役所1
階1A会議室で。講師：横浜断酒新生会会員
　　9月11日から電話で障害者支援担
当へ　　800-2446　　800-2513

こころの病のある人の家族のための学習会
心の病のある人の家族が対応について学ぶ
9月28日(月)13時30分～15時30分
区役所4階4D会議室で。先着20人
講師：高森 信子さん　

おまつりでの食中毒予防講習会
10月6日(火）14時30分～16時。区役所
4階4ABC会議室で。先着40人　　　9
月14日～10月2日までに電話か、団体名・
代表者名・　・参加人数を書いてFAXかE
メールか生活衛生係（区役所3階314窓
口）へ　　800-2451　　800-2516
　iz-eisei@city.yokohama.jp

泉区　写真でオープンガーデン 検索

泉区「＃写真でオープンガーデン」
キャンペーン

自宅の庭やベランダで育てている自慢の
草花・野菜・果物の写真を募集。抽選で泉区
自慢の味を楽しめる賞品などをプレゼント。
　10月30日までに栽培のきっかけや
工夫、身近な自然に関する気付きなどの
コメントも添えて、ホームページの応募
フォームか、インスタグラム投稿、ツイ
ッター投稿で。詳細はホームページか、
ちらし（区役所3階307窓口、企画調整係
などで配布）で確認を　　企画調整係
　800-2331　　800-2505

横浜いずみ歌舞伎衣装・小道具展

募集・案内

公演で実際に使っている衣装・小道具
の展示。10月5日(月）～9日(金）。区役
所1階区民ホールで　　区民事業担当
　800-2392　　800-2507

イベント

たかもり のぶこ

10月8日(木)9時～10時20分。40歳以上
肺がん検診(エックス線撮影)

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

展示の様子

　　9月11日から電話で障害者支援担
当へ　　800-2446　　800-2513

15時30分。区役所1階1A会議室で。食
品衛生責任者本人が受講。各先着20人
食品衛生責任者証、筆記用具持参
　　9月14日から電話かEメールか生
活衛生係（区役所3階314窓口）へ
　800-2451　　800-2516
　iz-eisei@city.yokohama.jp

高齢犬との暮らし方講座
高齢犬のお世話の仕方やご飯の選び方、
日々の心構えなどについて（犬の参加不可）
9月29日(火）14時～16時。区役所4階
4ABC会議室で。泉区在住先着50人
講師：ぬのかわ犬猫病院総
看護師長・シニア教室講師 
三橋 有紗さん　　　電話
か、ホームページの応募フ
ォームか、　・　・　・参加
人数を書いてFAXか生活衛
生係（区役所3階314窓口）へ
　800-2452　　800-2516

みつはし ありさ

の人､先着30人(年度に1回)　　680円
　　9月15日～10月6日に電話で健康づ
くり係へ　　800-2445　　800-2516

中田コミュニティハウス

西が岡
コミュニティハウス

新橋地域ケアプラザ

立場地区センター

中川地区センター

泉寿荘

大矢養鶏場
上飯田地区センター

上飯田中村町内会館

泉区人財バンク体験会参加者募集
9月24日(木)
9月25日(金)
10月21日(水)
10月21日(水)
10月13日(火)
9月30日(水)
10月23日(金)
9月24日(木)
10月12日(月)
9月26日(土)
10月14日(水)
10月8日(木)
10月14日(水)

9月28日(月)

13時～15時
10時～12時
10時～12時
13時30分～15時
10時15分～12時
10時30分～11時30分
13時～16時
18時45分～20時45分
15時30分～17時
9時～12時
9時30分～11時30分
10時～12時
10時～11時30分

12時30分～14時30分

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

⑭

いずみ区民活動
支援センター

いずみ中央地域
ケアプラザ

いずみ野地域
ケアプラザ

和泉台自治会館

日程 内容 会場

希望の体験会内容と番号・　・　・年代を書いてFAXか、
電話か、いずみ区民活動支援センター窓口（区役所1階
104窓口）へ。

いずみ区民活動支援センター　　800-2393　　800-2518

時間
10月22日(木)
10月1日(木)
9月23日(水)
10月13日(火)
10月13日(火)
10月17日(土)
9月27日(日)
10月3日(土)
10月10日(土)
10月15日(木)
10月17日(土)
10月6日(火)
10月11日(日)

10月13日(火) 13時～15時 ㉚写真勉強会

10時～12時
13時～14時
9時20分～11時20分
10時30分～11時45分
13時～14時
12時～14時30分
12時～15時
10時～14時
13時～15時
15時～17時
9時15分～11時45分
13時30分～15時
13時30分～15時

⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙

日程 内容 会場時間

※日時・会場は変更または中止になる場合があります。詳細は事前にお問い合わせください。
※申し込みをせず直接会場へ行かれた場合、参加できませんのでご了承ください。
※持ち物や参加費が必要な体験会があります。詳細はお問い合わせください。
※体調の自己管理をお願いします。（参加時にはマスクを着用してください。）

泉区人財バンク体験会参加者募集あなたの家の
すぐそばで開

催！あなたの家の
すぐそばで開

催！
9月11日(金)8時45分から先着順受付

中和田中学校

ウクレレ
お便り製作
書道・ボールペン字
写真の相互評価
大正琴
詩吟
バンド演奏
フラワーアレンジメント
木版画
バンド演奏・歌
写真講評など
ストレッチ
太極拳

いずみ区民活動支援センター 検索

グリーンハイムいずみ野 
C地区集会所

下和泉地区センター
10月7日(水)
10月15日(木)

9時～11時
16時40分～17時50分

⑮
⑯

ボールペン字
ポーセラーツ
フラワーリース
気象に関する知識
合唱
ウクレレ
詩吟
マンドリン
健康吹矢
農業体験
焼き絵 
吊るし雛作り
ストレッチ

合奏(演奏見学)

囲碁
キッズダンス
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