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スポーツ推進委員

（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

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

区民利用施設（スポーツ振興）担当 　 800-2396 800-2507
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泉区の今

泉区マスコットキャラクター
「いっずん」

2020(令和2)年
8月1日現在
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月号
2020(令和2)年

泉区で地産地消　食欲の秋は

泉区独自の取組
泉区でとれた農畜産物を味わおう !

　スポーツ推進委員は、地域に根ざしたスポーツやレクリエーションの振興事業の企画・立案・実施
および普及活動など、地域の皆さんが気軽にスポーツに親しむ機会を提供しています。
　具体的には、子ども水泳教室や運動会などの地域行事から、横浜マラソン・世界トライアスロンなどの大規模なスポーツイベントの運営
協力や、東京2020オリンピック・パラリンピックの機運醸成をしています。
　泉区では、自治会町内会からの推薦をいただき、横浜市長から委嘱されます。12地区146人が活躍しています。（令和2年8月1日時点）

■スポーツ推進委員とは

　25年も前になりますが、家
族と地区センターで卓球をし
ていたところ、地元自治会の
方からお願いされたことが
きっかけです。

スポーツ推進委員を
始めたきっかけは

Q.
　皆さんが楽しく体を動かしている姿を
見るのが一番の励みになります。
　様々な地域のイベントに関わっていま
すので、スポーツ推進委員を見かけたら、
ぜひ気軽に声をかけてください。

スポーツをする皆さんに
ひとこと

Q.
　中田地区の子ども水泳教室に参加していますが、
最初は水に顔を付けることもできない子どもたち
が、水泳教室を通じて、泳げるようになる姿を見る
と、とてもやりがいを感じます。
　地域のスポーツ推進委員が中心となり、とても
素晴らしい活動だと思っています。

活動の中でやりがいを
感じることは

Q.

報よこはま泉区版 面アンケート
　広報よこはまをお読みいただきありがとうございます。よりよい紙面を作るため､
皆さんの意見をお寄せください｡アンケートにお答えいただいた人の中から抽選で
10人に図書カード(1,000円分)をプレゼントします。

　９月30日までにはがきにアンケートの回答を書くか､回答用紙を貼り付けて
　郵送(当日消印有効)か、横浜市電子申請・届出サービスのフォームで
宛先：〒245-0024  和泉中央北五丁目1番1号 
　　 泉区役所 区政推進課 広報相談係 紙面アンケート担当

ア　トピックス(5ページ)
イ　泉区役所掲示板(6･7ページ）
ウ　特集(8･9ページ）
エ　泉区役所からのお知らせ(10ページ）
オ　囲み記事(10･11ページ)

カ　子育て情報(11ページ)
キ　泉図書館からこんにちは(11ページ)
ク　区民ホールイベント情報
ケ　あやめ通信
コ　施設からのお知らせ(12ページ)

※いただいた個人情報は､当コーナー以外の目的には使用しません。
※応募は１人１回のみ。当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます｡

設問・回答用紙

[毎月読んでいる・時々読む・ほとんど読まない]

[ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ]

住所

氏名

年代

〒245-　　　　　横浜市泉区

問2 必ず読む記事を左側の記事一覧から選んで
丸を付けてください（複数回答可）

[ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ]

[　 ・ 　・ 　・ 　・ 　]

問3 どの記事が生活に役立っていると思いますか。
左側の記事一覧から選んで丸を付けてください
（複数回答可）

問4 重要だと思う記事を順番に左側の記事一覧から
選んでください（第１位から第５位を左から）

問5 今後掲載してほしい記事内容は？

～10代 、 20代 、 30代 、 40代 、 50代 、 60代 、 70代～

抽選で10人に図書カード
(1,000円分)をプレゼント広 紙

泉区地域協議会を紹介します

毎月泉区版を読んでいますか？問１

YOKOHAMAYOKOHAMA

YOKOHAMA

YOKOHAMA

※写真は全て過年度の様子です。
　今年度については中止または未定です。

記事
一覧

広報相談係 　 800-2335 800-2506

泉区スポーツ推進委員
連絡協議会会長
石川 敬さん
いしかわ たかし

毎年12月に、泉スポーツセンターにて、
ファミリーバドミントンやカローリングな
ど、子どもから高齢者まで、誰でも気軽
にできるスポーツの体験会を開催し、ス
ポーツに親しむ機会を提供しています。

泉区ふれあいスポーツ

一部の地区にて７月から８月にかけて、
小学校のプールで水泳教室を開催し、
子どもたちの成長を応援しています。

子ども水泳教室
毎年７月に、ボッチャなどの障害者スポー
ツのルール習得や、応急救護の講習を行い
ます。区民の皆さんへの普及啓発を図るた
めの技術やノウハウなどを体得し、スポーツ
推進委員のレベルアップを図っています。

全員研修会
泉区民ふれあいまつりでは、スタンプラ
リー形式の軽スポーツコーナーを設けて、
多くの子どもたちに実際に体験してもら
い、スポーツの楽しさを伝えています。

泉区民ふれあいまつり



地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507 生活支援係　　800-2305　　800-2515

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

6 2020（令和2）年 9月号 ／ 泉区版

～新しい生活様式を見据えた地域づくりを一緒に考えてみませんか～

令和２年度 泉区まちづくり 塾みらい

13時30分～16時

13時～17時

14時～17時

プログラム

①10月10日（土）

②11月 7日（土）

④1月23日（土）

現地見学会②（各分野NPO法人・複数選択可）

現地見学会①（都筑区北山田町内会）

現地見学会の様子（昨年度）

14時～17時⑤2月27日（土） チャレンジプラン発表・卒業式（泉区役所）

現地見学会報告・チャレンジプラン作成
（横浜市市民協働推進センター ほか）

※ウェブ会議サービスを活用したオンラインでの受講も可能です。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組により、内容が変更になる場合があります。

■自治会町内会、NPO法人などで活動している人
■これから地域活動をしてみようと考えている人
先着15人

9月25日までに応募用紙記入のうえ、郵便かFAX
かEメールにて地域力推進担当へ（当日消印有効）

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505　　iz-chiikiryoku@city.yokohama.jp

対象

定員

申込み③12月～１月の間で実施

※応募用紙（ちらし）は、9月2日以降区役所、区民活
動支援センター、泉区内の地区センター、コミュニ
ティハウス、地域ケアプラザにあります。
　また、泉区ホームページからもダウンロードできます。
　泉区　まちづくりみらい塾 検索

塾生募集！

９月21日(祝・月)から30日(水)は

　9月30日は「交通事故死ゼロを目指す日」です。季節は夏から秋へと
移り、これから日没も徐々に早くなっていきます。
　暗くなり始めたら、事故防止のため自転車・自動車などは、早めにライ
トを点灯させましょう！また、歩行者は明るい色の服を着たり、反射材を
付けるなどして、自分の存在を自動車などにアピールしましょう！

区内の交通事故マップで危険な場所を確認してみよう！

家計改善の
アドバイス

一緒に解決の道を探しましょう！

　
生活の不安や

心配はありませんか？
生活の不安や

心配はありませんか？
働きたいけど
仕事がなかなか
見つからない・・・

税金や保険料を
滞納してしまった・・・

給料が減って
やりくりが大変・・・

このような時は
気軽に相談して
ください！

相談を受け、一人ひとりに寄り添った支援を行います

ハローワーク
との一体的な
就職支援

「秋の全国交通安全運動」期間です！「秋の全国交通安全運動」期間です！

泉交通安全協会　検索

開講式・オリエンテーション（泉区役所）
※終了後、希望者に「オンライン受講の基本操作を学ぶ講座」を実施

　まちづくりみらい塾は、自治会町内会やNPO法人などで活動している人や、これから地域活動を
してみようと考えている人を対象としています。さまざまな地域活動の事例を学び、地域づくりに一
歩踏み出せるよう、具体的なチャレンジプランを考えるプログラムを実施します。
　新しい生活様式を踏まえ、工夫を凝らした活動を展開している事例を学び、アイデアを出し合い、
これからの地域づくりを一緒に考えてみませんか。
　なお、開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策を十分に行い、各プログラムを実施します。

　泉交通安全協会では、泉警察署からの交通事故情報をデジタルマップに
蓄積しており、多くの人にご覧いただけるような取組を行っています。
　子どもが事故に遭うのは身近な場所
です。どこでどのような事故が起きた
のかを知り、お子さんに伝えることで、
お子さん自身が考えるきっかけとして
ご利用ください。



今年は５年に１度の国勢調査を実施します
～インターネット回答にご協力ください～
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統計選挙係　　800-2315　　800-2320

　９月14日（月）～30日（水）に調査員が各世帯に対して、「調査票（紙）」および「インターネット回答に必要な書類」を、
郵便受けなどに入れて配布します。

①インターネットによる回答
※回答時間は約10分（ひとり暮らし世帯の場合）
　パソコン・スマートフォン・タブレット
端末から24時間いつでも回答でき、大変
便利です！
　また、回答データは暗号化され厳重に
守られます。

②調査票（紙）による郵送提出
　調査票に記入後「郵送提出用封
筒」に入れて、郵便ポストに投函し
てください。

10月７日（水）回答期限

回答方法

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則として調査員は、世帯の人との対面は行いません。

調査員は必ず顔写真付きの「調査員証」を携帯しています。不審に思ったら、統計選挙係へご連絡ください。注意

国勢調査コールセンター

ナビダイヤル　
ＩＰ電話の場合　
9月7日（月）～10月31日（土） 8時～21時

0570-07-2020
03-6636-9607

生活衛生係　　800-2452　　800-2516

横浜市　ペット　災害 検索

　泉区内の保育園児が思い思いに描いた、かわいい動物の絵を展示します。

　近年、地震や大雨など全国で災害が多発しています。災害時には、人だけでなくペットも被災します。
いざという時のために、ペットも災害に備えましょう。

9月18日（金）～26日（土）
※休庁日を除く、開庁時間内。26日（土）は12時まで。
　　　区役所1階区民ホール

「災害時のペット対策」パンフレッ
トを生活衛生課(区役所3階314窓
口)で配布しています。また、横浜市
ホームページからダウンロードす
ることもできます。

日時

会場

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、延期または
　泉区ホームページでの掲載に変更する場合があります。

□ 飼い主の明示
　　  首輪、迷子札、（犬の場合は）鑑札と狂犬病予防注射済票

□ “しつけ”をして社会性を身につけさせる
　　  他の人に慣らす　　さまざまな音や物に慣らす　　 
　　  キャリーバッグやケージに慣らす

□ ペット用の非常用備蓄品の準備（最低5日分）
□ 預け先の確保
□ 避難先の確認

※避難所などでは、原則としてキャリーバッグや
　ケージ内に入れていただきます。
　平時から慣らしておくと、避難がスムーズにできます。

地震の時と風水害の時では、避難先が異なる場合があります。（12ページに「避難について」も掲載しています。）
どこに避難したらいいのか、あらかじめ防災マップなどで確認しましょう。

同時開催
ペットの防災
対策展示など

「どうぶつ絵画展」

「ペットの命も守るために！災害に備えよう」

日～ 日9 20 26月 は 動物愛護週間 です！日～ 日9 20 26月 は 動物愛護週間 です！

※郵送提出が困難な場合は、
統計選挙係までお問い合わせください。

　「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物への愛護と適正な飼い方についての理解と関心を深めていただくため、動物愛護週間
を定めています。
　この機会に、身近にいる動物と人間との絆について考えてみませんか？



企画調整係　　800-2331　　800-2505

特集 1
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　横浜市では市内産の農畜産物を使ったメニューを提供する飲食店などを「よこは
ま地産地消サポート店」として登録し、市のホームページや広報紙でPRしています。

「その土地でとれたものを、
　　　　　その土地で消費」すること

　横浜市では、市民の皆様に横浜の農業と農畜産物の情報を
お届けし、日常の暮らしの中に、横浜の農業・農畜産物の
つながりをつくっていきたいと考え、地産地消を進めています。

●新鮮で美味しく、旬を味わえる　●生産者の顔が見え、安全・安心
●消費者の声を直接受けて、生産者の生産意欲が高まる
●生産者と消費者のコミュニケーションが生まれ、地域を元気にする
●運搬距離が短いので、二酸化炭素の排出量が少なく、環境に優しい

　泉区は、経営耕地面積が市内第1位(約
283ヘクタール　)、農家数が第3位(375
戸　)と農業がとても盛んです。
　農業が貴重な地域資源のひとつとなって
おり、市民グループや福祉団体による農
を通じた活動も活発に行われています。

よこはま地産地消サポート店のご紹介

よこはま地産地消サポート店 検索

パン
パン
パン

中田東1-23-11
和泉町6214-1

803-9871
800-3255

店名 ジャンル 所在地 電話番号

弁当・惣菜 和泉中央北2-16-27-103 805-0020

珈琲園 
おさかな広場
そば処 宮島
レストラン ペタル ドゥ サクラ
ど根性キッチン
讃岐うどん なかだや

とんかつ桐の家
蒼

sacco

パン工房 Baby leaf
ヴィドフランスいずみ野店

彩 （いろどり）

泉 風月
OGASWEETS

和菓子
洋菓子

和泉中央北3-1-11
弥生台14-1

805-4775
392-8838

洋菓子・喫茶 弥生台29-1 弥生台二番館103 810-1171

飲食店

　区内の直売所や収穫体験できる
農園などが掲載された直売所マッ
プ「いずみ自慢」を区役所にて配
布しています。（なくなり次第終了）
　また、泉区の特設サイト「いず
みくらし」内「四季
を味わう」でも、直
売所マップをご覧
いただけます。

※
※

※2015年農林業センサスより

泉区で収穫される主な農産物

食欲の秋は食欲の秋は

トマト

小松菜

サトイモ

トウモロコシキュウリ
ナス

大根

ブロッコリー

白菜

いずみ自慢 検索

みんなに嬉しい地産地消のいいところ

知っていますか？泉区の農業

10月3日（土）10時～12時　※雨天時は10月4日（日）10時～12時
和泉町の畑（いずみ中央駅から徒歩約15分）　 　　　1人300円
9月11日9時から18日までにホームページの応募フォームかFAXに
必要事項(①郵便番号・住所 ②電話番号 ③参加者全員の
氏名・フリガナ・年齢 ④どこで募集を知ったか)を記載
の上、企画調整係へ ※抽選20人
　800-2331　　800-2505

　援農ボランティア「泉区農業応援隊」のサポートを
受けながら落花生の収穫体験を行います。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止になる場合があります。

日　時
場　所
申込み

問合せ

よこはま地産地消サポート店のご紹介

※店舗情報は変更になる場合がありますので、ご利用の際は電話やホームページなどでご確認ください。

ここでは区内で登録されて
いる全18店舗（令和2年8月
1日時点)をご紹介します。

（登録順）

喫茶店
和食
そば・うどん
フランス料理 
創作料理 
そば・うどん
イタリア料理

イタリア料理・パン 和泉町1011-1 392-3225

和食
和食

和泉中央南3-7-1
弥生台16-1

803-9880
435-5433

弥生台26-5
和泉中央南2-22-36 ヒルズタテバ青木第2ビル1F
和泉中央北5-1-1（泉区役所4階）
弥生台5-2
和泉町6214-1
和泉中央北3-6-5
和泉中央南5-4-13　相鉄ライフ内

812-3131 
805-2424
800-2523
443-5876
410-8466
802-5112
435-5731

小麦畑の石窯ベーカリー&食堂 
Farniente（ファールニエンテ）

Patisserie RENCONTRE
（パティスリー ランコントル）

アイスクリーム
洋菓子

和泉町982-1
和泉中央北4-14-2

800-5353
0120-554-014

横濱アイス工房 ゆめが丘店
ラ フォンティーヌ菓子・

アイス
クリーム

参加費

弁当・惣菜
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　泉区地域協議会は、区民目線で区政全体をチェックしたり、地域住民の思いを区政に反映させたりする仕組み
として平成21年度に発足しました。
　泉区内12連合自治会町内会ごとに構成された地区経営委員会から2人ずつ推薦された代表者が委員となり、
区民目線を大切にしながら、区の施策や事業のチェック、区の課題について話し合っています。
　これは協働のまちづくりに向けた、泉区独自の仕組みとなっています。

　令和元年度は、新しい取組として、NPO法人アクションポート横浜 と地域協議会との意見交換
の場を設けました。
　今まで取り組んできた事例紹介とともに、地域が学生との活動で連携する際のポイントや、ボラ
ンティアをする学生は何を求めて参加するのか、などを実際に活動している学生から聞きました。
　若い世代の地域・自治会に対する率直な意見に耳を傾けることで、地域の課題解決や今後の地域
活動を活性化させるヒントなどが得られ、相互理解を深めることができました。

　地域協議会には平成26年度から委員として
参加し、昨年度から会長を務めています。
　今後も他地区の事例を参考にし、委員の皆さ
んと出し合った意見をそれぞれの活動に反映さ
せることで、泉区全体が活気あるまちになれば
いいなと思います。
　泉区に住んでよかった、ずっと住み続けたい
と思ってもらえることを目標に頑張っています。

　昨年度の活動を踏まえ、令和２年度に検討するテーマを「地域活動を維持・継続するために取り
組むべきこと」としました。
　今後も、若者との連携や若い世代の活躍の場を地域に増やし、多世代が安心して暮らせる泉区を目
指します。
　その上で、地域と行政が「顔の見える関係づくり」を深めながら、問題点を共有して解決してい
くことができるよう協議を進めていきます。

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

泉区の地域自治の取組

地域協議会

区政の運営や事業、地域
にかかわる区の施策な
どについて意見を述べ
たり、地域の課題などに
ついて意見交換し、各地
区経営委員会の活動に
反映させたりします。

●地区経営委員会から
　推薦を受けた委員(24人)
●顧問：泉区選出市会議員
　(4人)

地区経営委員会

各地区の活動へ反映

連合自治会町内会の区域
を単位として、地域のた
めに話し合い、課題の整
理や、実践的な活動をし
ています。(泉区内12地区)

泉区役所

特集 2

令和元年度の取組 若者との意見交換の場を設けました

令和２年度の取組

アクションポート横浜の皆さんによる
事例紹介の様子

※NPO法人アクションポート横浜とは…横浜市内を中心に若者とNPOをつないでまちを盛り上げる活動をしている団体です。

検討テーマを手にする様子
(左から小林副会長、深川区長、松浦会長、町田副会長)

安心して暮らせる泉区安心して暮らせる泉区

情報共有

構成員
●自治会・町内会、地区社会
　福祉協議会など

主な構成団体

各地区経営委員会

各地区連合自治会町内会
情報共有

意見・提案

運営支援
説明・問いかけ

提案・要望

泉区地域協議会
松浦 紀明 会長
（和泉中央地区）

まつうら としあき

泉区地域協議会の情報は泉区役所のホームページからもご覧いただけます。 泉区　地域協議会 検索

目指すところは…

令和２年度のテーマが決まりました

令和2年度の地域協議会委員の皆さん令和2年度の地域協議会委員の皆さん

※

泉区独自の
取組

活動支援



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  　問合せマーク
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



▶育児講座
離乳食の話～ゴックンの大切さ～

〒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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための施設のサービス提供状況や、
行事の開催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

９月22日、10月６日の火曜 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

●乳幼児健康診査

●和泉保育園で
※　　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〉
10月1日(木)10時～11時
6か月までの子と保護者、当日先着
7組
〈きらきら〉
9月17日、10月8日の木曜、10時～
11時
7か月～12か月の子と保護者、当日
先着7組

▶コアラひろば
わらべうたで遊ぼう
11月9日(月)10時～11時15分
1歳～未就学児と保護者、先着7組
　10月6日から

市立保育園 から

各開始時間については区のホーム
ページで、健診の詳細は個別通知で
確認を
＜4か月児＞
9月23日(水)
＜1歳6か月児＞
9月16日、10月7日の水曜 
＜3歳児＞
9月18日、10月9日の金曜
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513

●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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▶離乳食教室
9月15日(火)①13時15分～14時
②14時30分～15時15分
2回食頃の第1子。母子健康手帳、お
手ふき、バスタオルを持参
　電話か､件名に「9月離乳食教室」、
本文に参加者と子どもの　・月齢・
　・希望時間(①または②)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

泉区地域子育て支援拠点すきっぷ から

●保育園の先生と遊ぼう、お話しよう
9月16日(水)10時30分～11時30分。未就学児と保護者、妊娠中の人
先着10組　　前日15時30分から17時までに電話かFAXで

〒245-0023 和泉中央南5-4-13-209　　805-6111　　805-6122

すきっぷ　泉区

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

横浜市　図書館

●乳幼児の食事相談（予約制）
▶食生活健康相談
9月15日(火)9時～11時
乳幼児の保護者
母子健康手帳を持参
　電話で健康づくり係へ

▶交流保育
運動会ごっこ
10月15日(木)9時45分～11時
(雨天中止)
2歳～未就学児と保護者、先着５組
　9月14日9時から電話で
　803-7889　　803-7942

●北上飯田保育園で

すきっぷ「親子のひろば」の利用について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用を制限しています。
詳細はホームページで確認を

◆ちいさなちいさなおはなし会
少ない人数でゆったりと、絵本やわらべうたを楽しんでみませんか。
10月14日・28日の水曜①10時30分～、②11時～、③11時30分～
０～３歳児とその保護者、各回先着３組
　10月７日9時30分から電話か窓口へ

◆日曜おはなし会
９月13日（日）14時から。４歳以上（保護者同伴可）

◆土曜おはなし会
10月３日（土）14時から。５歳以上（保護者同伴可）

11月5日(木)10時～11時30分
0歳の子と保護者、先着7組
　10月5日から

保育園の離乳食を試食しよう
11月16日(月)10時～11時
0歳の子と保護者、先着7組
　10月5日から
　803-1483　　803-1137

10月1日以降の休館日、居場所提供、電話相談時間は次のとおりです。
休  館  日
居場所提供
電話相談

日曜日および年末年始（12月29日から１月３日まで）
〔月曜～金曜〕9時～18時　  〔土曜〕10時～16時
〔月曜～金曜〕10時～17時　〔土曜〕9時～16時

泉区生活支援センター芽生え から
〒245-0018 上飯田町1331 上飯田団地10号棟1階
　 800-3371　　342-5056

　 障害者支援担当　　800-2446　　800-2513

　 健康づくり係　　800-2445　　800-2516

結核とは、結核菌によって、主に肺に炎症がおこる病気です。
今でも１日に40人以上の患者が発生し、６人が命を落として
いる日本の重大な感染症です。新たに結核と診断された人の
うち７割近くを65歳以上の人が占めています。

早期発見のため、年に１回は胸のレントゲン検査を受けましょう。

結核ってどんな病気？

最初は風邪に似た症状で始まります。
次のような症状が出た場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

※高齢者の場合は、咳やたんが
　出ない場合もあります。持続
　する微熱や急な体重減少があ
　る時は早めに受診しましょう。

※HIVや糖尿病などは結核を
　発病させやすくするため、
　病院から薬を処方されている
　場合は、きちんと飲みましょう。

どんな症状が出るの？

どうすれば予防できるの？

結 核 についてもっと知りましょう

たんのからむ咳が
２週間以上
続いている

微熱・身体のだるさが
２週間以上
続いている

適度な運動 　　十分な睡眠
バランスのよい食事
定期的な健診受診　 　禁煙

健康的な生活が予防につながります。〒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社会福祉協議会からのお知らせ

●内藤洋子
●株式会社ワイエスヨコハマ　他6人（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

泉区



●ホールでグランドピアノを
　ひいてみませんか？
10月7日(水)・8日(木)・18日（日）・25
日（日）・26日(月)・27日(火)10時～
20時　　1時間1,800円　
　9月16日までに専用申込書(窓口、　
などで入手可)をFAXか窓口へ

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！

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

●行政書士による無料相談会
9月12日(土)9時30分～11時30分

2020（令和2）年 9月号 ／ 泉区版

立場地区センター
〒245-0012  中田北1-9-14
　 801-5201　　805-1954

●ハツラツ健康体操
10月10日·24日、11月14日·28日、12月
12日·26日、1月23日、2月27日、3月13
日·27日の土曜9時15分～10時30分。
抽選25人　　3,000円　　往復はが
きに教室名・　・　・　を記載の上、9月
20日必着

●お茶を楽しむ会
9月12日(土)10時～15時　　300円
●絵本だいすき！お話会メイ
9月24日(木)11時～11時40分｡幼児
と保護者、当日先着3組

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

●テアトルフォンテ公開ゲネプロ ワン
　コインシアタートム・プロジェクト『砦』
原作＝松下 竜一　
作・演出＝東 憲司
出演＝村井 國夫、藤田 弓子 ほか
10月24日(土)14時～16時10分（休憩
あり）。当日先着50人　　500円

まつした

むらい くにお ふじた ゆみこ

りゅういち

ひがし けんじ

　こども自然公園青少年野外活動センター
　811-8444　　812-5778

横浜市水道局キャラクター
｢はまピョン｣

●こども自然公園青少年野外活動センターで
<どきどきデイキャンプ>(全3回)
11月8日、1月17日、3月7日の日曜9時
30分～15時30分。小学1年～3年抽選
48人　　9,300円

その他

横浜市水道局キャラクター
｢はまピョン｣

<おひさまクラブⅢ>(全7回)
11月11日～12月23日の水曜14時～16
時。4歳以上未就学児と保護者抽選24組
　1組7,700円　(追加大人4,000円、子
ども3,000円、3歳以下300円)

横浜市水道局キャラクター
｢はまピョン｣

<もしもの体験キャンプ>
11月15日(日)10時～15時30分。保護者
を含む8人以内の家族抽選18組　　中
学生以上2,600円、小学生2,200円、4歳
～未就学児1,200円、3歳以下100円　
　9月25日～10月9日
※各詳細と申込方法は　で確認を

こども自然公園青少年 検索

横浜市泉区　防災 検索

●個人利用のご案内
事前予約不要。
〈バドミントン・卓球〉
　16歳以上120円/2時間
〈トレーニング室〉
9時～20時50分(最終受付20時)
　16歳以上300円/3時間
〈弓道場〉
有段者を対象としたご利用になります。
16歳未満の方のご利用やその他、詳
細は　か電話で問合せを

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

泉スポーツセンター 検索

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
9月23日(水)13時～16時。先着4人
　9月11日9時から前日17時までに窓口
へ ※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
9月26日(土)13時～14時30分。未就
学児と保護者。上履き持参

●バラの手入れ(中庭で剪定の実演)
10月2日(金)10時～11時30分。先着10
人　　9月19日10時から電話か窓口へ

●親子でリトミック2020
10月～2月の第3火曜9時30分～10時
30分。平成28年10月～31年4月に生ま
れた子と保護者、抽選30組　　200円
　往復はがきに　・　・　・親子　・生年
月日・性別を記載の上、9月26日必着

●男ヨガ入門(全4回)
10月10日·24日、11月14日·28の土曜
15時～16時。先着12人　　1,200円
　9月26日10時から電話で

●メンターオ・タンゴコンサート
10月10日(土)14時～15時30分。未就
学児入場不可　　区民1,300円　　
　電話か費用を添えて窓口へ
●土屋広次郎バリトンリサイタル
11月1日(日)14時～15時30分。未就
学児入場不可　　区民1,300円、学生
1,000円　　9月18日から電話か費用を
添えて窓口へ

●コツコツ筋力貯筋体操(全3回)
10月～12月の第3金曜13時30分～
14時30分。先着12人　　900円
　10月2日10時から電話で ●趣味の教室(日程の詳細は問合せを)

<はじめてのフラダンス(全12回)>
10月6日～3月16日の火曜15時～16
時30分。抽選5人　　300円
<ノルディックウオーキング(全12回)>
10月14日～3月24日の水曜13時～
15時。抽選20人　　300円　
　9月14日までに、はがきを持参して窓口へ

●脳トレ体操
10月9日·16日·30日、11月13日·20日
27日、12月11日·18日の金曜。午前の
部：10時～11時30分、午後の部：13時
～14時30分。抽選各12人　　3,200
円　　往復はがきに教室名・　・　・　
を記載の上、9月20日必着

●おでかけ手伝い隊ボランティア
　募集説明会
高齢者の外出のお手伝いをするボラン
ティア募集の説明会を開催
9月13日(日)10時～11時

いずみ野地域ケアプラザ
〒245-0016  和泉町6214-1
　 800-0322　　800-0324

中川地区センター
〒245-0007  桂坂4-1

　 813-3984　　813-3986

テアトルフォンテ 検索

●みんなで歩こうノルディックウオーキング
9月16日(水)13時～15時。抽選20人　
　100円　　9月15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

●アロマテラピーを学ぶ(全4回)
～精油のパワーと活用法～
10月～1月の第1水曜10時～11時45

分。先着15人　　3,200円
　9月16日10時から電話か窓口へ

●今だから心をつなぐ絵手紙教室(全2回)
10月9日·23日の金曜10時～12時。
先着6人　　1,000円　

新橋コミュニティハウス
〒245-0009  新橋町33-1

　 392-5538　　392-5548

●よこはま動物園ズーラシアで ※入園有料
<村田園長のとっておき写真展>
9月2日(水)～11月30日(月)
園内で撮影した写真の展示と撮影ポイ
ントや見どころを紹介。詳細は　で確
認を　　よこはま動物園ズーラシア　
　959-1000　　959-1450
ズーラシア 検索

　9月18日10時から電話で

風水害時と震災時では避難の考え方が異なります。避難場所
等について、開設場所や開設基準、対象者などを正しく理解し、
いざというときに最適な避難行動をとれるようにしましょう。

震災の場合

避難情報の対象地域付近の小中学校等を
避難場所として開設（災害状況に応じて
区役所が場所を決定）

自宅周辺に浸水やがけ崩れなどの
危険箇所がない場合や、浸水想定区
域内等であっても自宅で安全を確保
できる場合には、感染症のリスクを

避けるためにも
在宅での避難を
優先しましょう。

区役所が次のいずれかの避難情報を発令
【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始
【警戒レベル４】避難勧告、避難指示（緊急）

行政が発令した避難情報の対象地域内居住者で、垂直避
難（自宅の２階以上への避難）などを行うことが困難な人
※自宅付近の浸水やがけ崩れ等の危険性をハザードマップで
　事前に確認しておきましょう。

市内すべての地域防災拠点を開設
（459か所）

市内で震度５強以上の地震を観測

・震災により住家を失った人
・倒壊の恐れがあり自宅に居住できない人
・その他、自宅での生活が困難な人　など

なし（原則、避難者が持参） あり（水、クラッカー、おかゆなど）

開設場所

開設基準

主な
避難対象者

配給物資

避難について

○各種ハザードマップ等は、泉区役所総務課
　 （区役所３階３０５窓口）で配布しています。
　その他、防災に関する情報は
　泉区ホームページからも
　ご確認いただけます。

知っていますか？ 新型コロナウイルス感染症を
踏まえた風水害時の避難行動

風水害時 と 震災時 の避難場所等の違い

とりで

つちや こうじろう

せんてい

風水害（台風・洪水・土砂災害など）の場合

避難について

●本場の味アフタヌーンティー
～英国スコーンと手作りストロベリー
ジャムほか2点～
10月9日(金)10時～12時45分｡先着
15人　　1,500円　
　9月25日10時から電話か窓口へ

防災担当 　 800-2309 800-2505
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