
　毎年、11月11日から17日までの7日間を「税を考える週間」と定
め、国税庁と全国納税貯蓄組合連合会では、全国の中学生を対象と
した「税についての作文」を募集しています。
　これは、税に関する作文を書くことを通じて、将来を担う中学生の
皆さんに、税に対する関心を持っていただき、正しい理解を深めてい

ただくという趣旨で実施しているものです。
　今年度は、戸塚税務署管内（泉区、戸塚区、栄区）の中学校24校か
ら2,193編の応募があり、昨年11月15日の納税表彰式では、泉区
から次の方が受賞されました。

戸塚税務署長賞 「これからの私たちの生活」

※受賞作品は、1月末まで
　区役所3階税務課付近に掲示しています。

領家中学校３年
は　やま　　　し ず か

戸塚間税会長賞 「消費税の『内税』と『外税』表示について」上飯田中学校２年
まえ   だ　　　 あ　 み

横浜市泉区長賞

戸塚税務署長賞

戸塚間税会長賞

横浜市泉区長賞 「税のおかげで」いずみ野中学校３年
か   とう　　  れい   な

収納担当　　800-2378　　800-2509

しんごうが　ぴかぴかしたら　がまんがまん

まえをみて　ながらうんてん　やめようね

ヘルメット　命を守る　君のため

おじいちゃん　そろそろ免許を　返そうか

ゆずりあう　ゆとりの心で　じこなくす

もうやめて　かなしいじこは　見たくない

みぎひだり　青しんごうでも　たしかめて

歩くとき　画面じゃなくて　前を見て！！

自転車は　車の仲間　歩行者を優先！

スマホより　未来のために　前を見て

気のゆるみ　慣れた道に　ひそむ事故

若林  結羽さん（岡津小学校 １年生）
わかばやし      ゆ    う

羽太  一花さん（飯田北いちょう小学校 ４年生）
は   ぶと      いち   か

毛利  玲音さん（和泉小学校 ４年生）
もうり      れ お と

小島  ももかさん（東中田小学校 ５年生）
こ   じま

最優秀賞最優秀賞 ゆずりあい　やさしい気もちで　じこはへる
久保  美依奈さん（いずみ野小学校 ２年生）
く　 ぼ　　　み　 い　 な

中野  清花さん（上飯田小学校 ２年生）
なか  の          さ や か

川野  詩織さん（中和田小学校 ２年生）
かわ   の         し お り

石原  妃那さん（西が岡小学校 ３年生）
いし はら        ひ    な

金子  ひよりさん（中和田南小学校 ４年生）
かね   こ

吉永  ゆなさん（西が岡小学校 ６年生）
よし なが

地域活動支援担当　　800-2397　　800-2507

優秀賞優秀賞

入 選入 選

山田  将典さん（葛野小学校 ５年生）
やま   だ        そう すけ

区内小学校の児童に「交通安全」をテーマにしたスローガンを募集したところ　5,586 点の応募がありました。ここで紹介している作品はその中から審査会で選考された入賞作品です。

森　うららさん（下和泉小学校 ６年生）
もり

～入賞作品を紹介します！～
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5～12ページは泉区版です

1月号
2020（令和２）年

●人　口
●世帯数

151,790 人 
62,273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

2019（令和元）年12月1日現在
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

5～12ページは泉区版です

泉区のステキ、共有しましょう！！特 集 1

令和元年度泉区区民意識調査結果特 集 2 9
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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

区内の各商店会では、
さまざまなイベントを実施しています。

いっずんカレー（泉区商店街連合会）
　夏のカレー
イベント「いっ
ずんカレー」を
開催しました｡
イベントの紹
介と商店街店

舗のジオラマを区民ギャラリーに展示
しました｡今年もお楽しみに♪

中田ふれあい祭り 子供広場２０１９
（なかだ商店会）
　昨年10月に
開催され、いっ
ずんやオリジナ
ルキャラクター

の登場､じゃんけん大会や各種ゲーム
で多くの子どもたちが楽しみました。

スリッパ卓球大会
（上飯田ショッピングセンター）

　今年開設55
周年を迎える上
飯田ショッピング
センター。昨年

10月にはスリッパ卓球大会泉区予選会
が開催され大変盛り上がりました。

立場まちゼミ（立場中央商店会）
　泉区で初めての
「まちゼミ」が昨年
11月に開催されま
した。多くの参加者
に､講座を通してプ
ロの知識を学び､店
主の人柄に触れて、

店を知ってもらうことができました。

地域活動支援担当
　800-2391　　800-2507 泉区  商店街

商店街の詳しい内容は
検索で

花がつなぐ地域のきずな
～緑園子ども見守りプロジェクト～

　昨年11月､緑園西小学校で子どもたちから
地域の皆さんへ、フラワーポットを渡す贈呈式が行われました。
　この取組は､緑園東小学校と緑園西小学校の3年生が育てた花を地
域の皆さんの自宅の庭先や玄関前などに置き､手入れを行うことで子
どもたちと関わり､見守りや防犯につなげようという目的で､平成26年
度から実施されています。
　活動にあたっては､緑園地区活性化委員会が
両校に通う児童の暮らす地区の14自治会町内
会や区役所・県警等と連携し､毎年、春と秋の年
2回、花苗の選定や贈呈を実施しています。
　委員の皆さんからは「自治会町内会の役員だ
けでなく保護者も積極的に参加してくれて､自治会町内会と子どもた
ちのよいつなぎ役になってくれています。地域みんなで取り組めてう
れしい」という声をいただきました。贈呈式は両校交互に行われており、

今回は緑園西小学校にて実施。両校の児童を
はじめ、地域の関係者など約150人が参加しま
した。
　児童が１か月ほどかけて大切に育てた色とり
どりのパンジーは､今年も子どもたちの笑顔と
同じくらい元気に咲いています。　

地域力推進担当　　800-2333　　800-2505

水路や河川敷に物を置いたり、ごみを捨
てるのはやめましょう
　大雨や台風などの際、水路や河川敷に
置かれた物が落下し、川の流れがせき止
められ、水路や河川が氾濫する可能性が
あります。物置やプランターなどの物を置
いたり、ごみを捨てるのはやめましょう。

　街中のごみが道路側溝や水路などに入り込
み、川や海に流れてしまうこともあります。
　漂流ごみは、野生生物が餌と間違えて誤飲し

たり、ひも状のものが体に絡みつくなどの原因ともなります。ごみの
ポイ捨てはもちろん、寒風の吹く季節、集積したごみが飛散しないよ

うに注意しま
しょう。

泉土木事務所管理係　　８００-２５３２　　８００-２５４０

水路は川や海と
つながっています

横浜市　上飯田小 検索

　「挑戦 夢 ふれあい まちに光る上小
キッズ」を学校教育目標に掲げている
上飯田小学校。児童は、毎日の学習や
行事を通じてさまざまな経験をし、成
長しています。特に5月の運動会、9月
のハーモニー(合唱・合奏)、12月の
ワールド(保護者や地域に向け発信す
る学習発表会)という学校行事は、同
じ学年内や他の学年同士で協力し合
い、時間をかけてつくりあげるもので、児童の挑戦、夢、ふれあいが
凝縮されています。また、陸上と合唱の特別クラブ活動も活発に行
われ、市の大会や発表会などの目標に向けて早朝練習を行うなど熱
心に取り組んでいます。
　上飯田小学校では、昔から地域との連携が強く、学校･地域コー
ディネーターや学援隊などのボランティアの皆さんから教育活動や
行事運営への協力、登下校の見守りなどさまざまな支援を得てい
ます。地域と保護者と教職員が「チーム上飯田」として一丸になり、
まちに光る上小キッズを応援しています。

広報相談係　　800-2335　　800-2506

上飯田小学校の活動など詳しくは

ハーモニーでは保護者や
地域の人たちに合唱や合奏を披露

かみしょう
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泉区は12の地区連合自治会町内会があります。地域活動に精力的に取り組んでいる
各地区連合自治会町内会長（地区連長）にインタビューします。

▲八木 勇喜 会長

笑顔で元気な思いやりのある地域を目指して

―地域活動を始めるきっかけは？―
　平成元年に町内会役員の順番が回ってきた時に､地
区長になったのが最初のきっかけでした｡その後途切
れることなく､総務部長､副会長になり､平成20年から
和泉第一町内会長となり現在も務めています。
　平成29年4月には、富士見が丘連合自治会長になり､
3年目になります。

―地区連合自治会長になって思ったことは？―
　各自治会町内会をまとめる立場であり､重大な責務
で大変だなと思いましたが､役員の皆さんが優しく思い
やりもある方々でしたので､一緒に取り組んでいけると
安心しました。

　また､最近は慣れてきたのですが､最初のうちはさまざまな行事への招待や､会
議への出席依頼の多さにびっくりしました。

―地域への思いを教えてください―
　富士見が丘地区には､昭和53年から住んでいます｡来た当時は山､川､畑あ
りと､とても自然豊かで､良い環境でしたが､雨の日は泥だらけになるので､長
靴が必須で、バス停で革靴に履き替えて通勤する人もいたほどです｡
　今では鉄道や道路も整備され快適になりましたが､地域の自然環境の良さ
は残っており､これからもこの環境を大事にしていきたいと思っています。

―力を入れていきたい取組を教えてください―
　地域での親睦を深めるため､連合まつり､新年会､どんど焼きやマラソン＆ウ
オーキングなどの連合行事に多くの方に参加いただけるように取り組んでいき
たいと思っています。
　また､子どもから高齢者まで､笑顔で元気な思いやりのある地域にしていくた
めの「絆」や「輪」をつくる取組を連合自治会､経営委員会､地区社会福祉協議
会が三本の矢となり､手を取り合って進めていきたいと思います｡

地域活動支援担当　　800-2391　　800-2507

八木　勇喜さん（富士見が丘連合自治会会長　平成29年４月～）八木　勇喜さん（富士見が丘連合自治会会長　平成29年４月～）
や   ぎ ゆう き

知  識

危機管理担当　　800-2309　　800-2505

備えておきたい
防災グッズシリーズ⑤

　自宅が被災した時は､安全な場所に避難し､避難生活を送ることに
なります｡非常時に持ち出すべきものをあらかじめリュックサックなど
に詰めておき､いつでもすぐに持ち出せるようにしてお
きましょう。
　非常用持ち出し袋を用意するときは､数日間の避難
生活を送ることを想定したものを準備し､特に､避難所
ではすぐに手に入らないけれども､家族にとって必要
な物は必ず用意しましょう。

～非常用持ち出し袋の中身を確認しよう～

●非常用持ち出し品

●各家庭で必要になる物（例）

□懐中電灯・ランタン □携帯ラジオ □予備電池
□携帯電話充電器 □貴重品（現金・健康保険証など）
□紙皿・コップ □救急医薬品 □ビニール袋
□ウェットティッシュ □タオル □マスク
□軍手 □食品用ラップ □水・食料　など

□眼鏡・コンタクトレンズ □常備薬
□おむつ・粉ミルク・ほ乳瓶 □生理用品　など

泉消防署からのお知らせ
家 庭 防 災 員

泉消防署予防課予防係　　　801-0119

　家庭防災員という制度をご存じですか？
　近年､自然災害が多発する中で､｢自助｣ととも
に｢共助｣の重要性が高まっています｡家庭防災員
は､自助から始まり地域防災の担い手にもつなげ
る横浜市独自の研修制度です。
　泉区では毎年約150人が､自治会町内会からの
推薦を受け､研修を受講しています。
　まずは、自分にできることから防災について取
り組んでみませんか？
　家庭防災員に興味のある方は、お住まいの地域
の自治会町内会を通して推薦を受けてください。

家庭防災員研修の
受講者にシンボル
キャップをお渡し
しています

防火研修

火災に備えて出火防止
消火方法を学びます

家族が突然倒れた時に役立つ
救命処置などを学びます

いつ発生するかわからない
自然災害への対策を学びます

救急研修 災害図上訓練（DIG）
ディグ
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「＃住むなら
泉区」と

「＃いいね泉区」を

付けて投稿
してください！

特 集 １

泉区のステキ、
共有しましょう！！
　泉区役所では、平成30年10月から無料の写真共有
SNS、インスタグラム（Instagram）で泉区の魅力を
紹介しています。
　都心や湘南への交通アクセスが良く、緑や水
辺が豊かで伝統文化が息づく泉区での、日々
の生活や休日の過ごし方、子育てなどライ
フスタイルの視点から「泉区のステキ」を
発信しています。
　ハッシュタグ「＃住むなら泉区」と
「＃いいね泉区」を付けて投稿して
いただき、ぜひ「泉区のステキ」
を皆さんで共有しましょう！

＠izumiku_yokohama_official＠izumiku_yokohama_official

展開中！展開中！

泉区公式

横浜＊いずみ横浜＊いずみ

ご覧になるには
　パソコン、スマートフォン、タブレット端末で、次の
アドレスからご覧いただけます。インスタグラムア
カウントをお持ちであれば、フォローもできます。

インスタ   横浜＊いずみ 検索で

 https://www.instagram.com/
izumiku_yokohama_official/

実 施 期 間

商 品 と 応 募 方 法

１
１

２

２

令和元年12月14日（土）から
令和２年２月29日（土）まで

当 選 発 表

応 募 資 格

「＃住むなら泉区」賞
２ フォロー賞

　                                

※1ステッチ部分は赤と白があり、色は選べません。

※2箸は中サイズ
19.5cmで、色は
選べません。　実施期間中に泉区

公式アカウントをフォ
ローし、ハッシュタグ「#
住むなら泉区」と「#い
いね泉区」を付けて投
稿してください。

赤レンガ箸置き付きエコ箸※2と
横浜産 木のストロー
「SDGsストロー・ヨコハマ」を
セットで20名様

デニムトートバッグを5名様※1

実施期間終了日までに泉区公式
アカウントをフォローしてください。

エコ箸

「SDGs
ストロー・
ヨコハマ」

●非公開ではないインスタグラムアカ
ウントをお持ちの方
●本キャンペーン期間内に泉区公式ア
カウントを新たにフォローされた方、
又は、以前から泉区公式アカウントを
フォローしている方

※その他詳細はこちらまで▶

泉区公式インスタグラムをフォローし、投稿するだけで
ステキな賞品が当たります！！  ぜひご参加ください！！

実施期間終了後３月６日（金）まで
に、当選の方にのみインスタグラム
のダイレクトメッセージでお知らせ
しますので、賞品お届け先情報など
をご連絡ください。

広報相談係　　800-2337　　800-2506

「＃住むなら泉区」インスタグラムキャンペーン
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　　　　令和元年度
泉区区民意識調査結果

特 集 ２

◆調査対象　泉区内在住の18歳以上の男女3,000人
◆抽出方法　住民基本台帳から無作為抽出
◆調査方法　郵送によるアンケート形式
◆調査期間　令和元年7月1日～7月16日
◆回 収 数　1,753通（回収率58.4％）

調
査
の
概
要

このほかにも、「生活環境全般」「買い物や飲食」「日常の交通行動」「防犯」「健康づくり」「高齢者福祉」
「子育て支援・青少年育成」等の調査も実施しています。
調査結果に関する資料は、泉区ホームページでご覧いただけます。

企画調整係　　800-2331　　800-2505

主 な 調 査 結 果

泉区民が感じる泉区の魅力

　記述式で記入していただいた泉区民が感じる泉区の魅力
第１位は圧倒的に「自然が豊か・緑が多い」でした。

今後参加してみたい地域活動

　近年多発する自然災害に備えた活動や健康に関する活動へ
の関心が高まっています。

災害に対する備え

　飲料水や食料を３日分以上備蓄している方が６割程度いる一
方で、トイレパックの備蓄をしている方は４割程度に留まりました。

泉区への定住意向

　定住意向は前回調査時とほぼ変わらず約４人に３人が泉区
に定住する意向でした。（＊）〈主な回答〉

自然が豊か・緑が多い

住環境が良い

静か
人情がある
人柄がよい

横浜・湘南に
アクセスしやすい

住み続ける
34.1％

たぶん住み続ける
39.6％

たぶん転居する
7.8％

転居する
2.2％

わからない 14.6％
無回答 1.8％

防犯・交通安全に
関する活動 8.8％第３位

第１位 災害に備えた活動 15.5％

健康づくりの活動
（体操・ウオーキング・
食に関することなど）

15.1％第２位

36.8％63.9% 56.9%

トイレパック飲料水 食　料

泉区区民意識調査 検索で

交通の便がよい

自然が豊か・緑が多い

住環境が良い

静か
人情がある
人柄がよい

横浜・湘南に
アクセスしやすい

交通の便がよい

　泉区では、区民の皆さまに、今後の区政の参考とさせ
ていただくため、区政に対する考えや意見などを把握す
る調査を実施しました。
　定住意向、地域での支え合い、防災等について、泉区
内にお住まいの18歳以上の方3,000人を対象に調査を
行い、1,753人の方から回答を頂きました。

＊回答の比率は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、
　記載している比率の合計は100％になりません。
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■ よこはま地産地消サポート店への登録
地産地消を進めるために、市内産農畜
産物をメニューに取り入れている飲食
店等を「よこはま地産地消サポート店」
として登録し、ホームページ等でPRし
ています

●登録要件
①所在地が横浜市（本募集では泉区）
②地産地消の趣旨に賛同し、市内産の
農畜産物を活用している③推薦者（生
産者等）から推薦書の提出がある④市
内産の農畜産物を活用していることを
店頭やホームページに表示している 
※申請方法などは問合せを
　企画調整係
　800-2331　　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
1月31日(金)9時～11時
○食生活健康相談
栄養士による食事相談。1月31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
■ 肺がん検診（エックス線撮影）
2月13日（木）9時～10時20分。40歳
以上の人、先着50人（年度に１回）
　680円
　　1月21日～2月10日の8時45分
から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
■ 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
■ 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

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

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 和泉中央地区地域福祉保健計画活動推進委員会

第11回和泉中央地区ふるさとまつり

　和泉中央地区ふるさとまつりは､今年度で11回目を迎え､地域の皆さんとの
ふれあいをより深める内容で昨年の11月17日に開催されました。
　野外ステージでは､子どもから大人まで地域の皆さんによる演技や楽器演
奏、ダンスが披露され､会場には多くの模擬店が出店して、とても大きなにぎわ
いとなっています。
　このようなイベントを通じて、子どもからお年寄りまで、地域の皆さんの「出会
い・ふれ合い」が生まれ、特に子どもたちにとっては「地域とのつながり」を感じる
大切な機会や場になっています。

　日頃は顔を合わせるだけの方も､この場での出会いがきっかけに、何でも話せ
る仲になったりする方もいらっしゃいます｡今後､さらに「人と人のつながり」を大
切にして､取組を充
実･発展させ、お互
いに信頼し支え合う
ことのできる住みや
すいまちを目指して
活動していきます｡

事業企画担当　　800-2433　　800-2516

■ プロ直伝! 伝わる! 写真の撮り方講座
　 ～写真から広がるコミュニケーション～
2月4日（火）9時30分～12時30分。
区役所4階4ABC会議室で。抽選30
人(区内在住･在勤･在学者優先)。講
師：グラフィックデザイナー＆カメラマ
ン川名マッキーさん。デジタルカメラ
かスマートフォン持参　※申込みは1
月22日17時まで。結果は1月28日ま
でに全員に連絡

■～ゆめが丘からつなぐ～
　「居心地のいい福祉」講座
2月20日(木)10時～12時。区役所4
階4AB会議室で。抽選30人(区内在
住･在勤・在学者優先)。講師：ファール
ニエンテ萩原達也さん、ゆめが丘DC
関茂樹さん　※申込みは2月7日17
時まで。結果は2月13日までに全員に
連絡。詳細は問合せを

　　電話か、ホームページの応募フォームか、　・　･　･　･年代、所属する団体
があれば団体名・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（1階104窓口）へ　　800-2393　　800-2518
　iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

かわ　な

はぎ わら たつ   や

せき  しげ  き

自治会・町内会などの模擬店も多数出店し､にぎわいを見せました

人生の最終段階を考える
～自分の気持ちって決めておかないといけないの～

●日　時　2月16日（日）13時～14時30分
　　　　　（12時30分開場)
●会　場　泉区民文化センター　テアトルフォンテ
●講　師　横浜市医師会常任理事 赤羽 重樹 さん
●申込み　電話で高齢者支援担当へ

在宅医療市民啓発講演会

　高齢者支援担当　　800-2434　　800-2513

あか ばね   しげ  き

赤羽 重樹 さん

来場者に
医療・ケアについての

「もしも手帳」を
配布します

お薬手帳や
診察券と一緒に
持ち歩けます

　高齢者支援担当　　800-2434　　800-2513

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
「在宅医療・介護連携」 について紹介します

　高齢者本人が､医療や介護が必要な状況になっても住み慣れた自宅等で長く
過ごせるよう､医療と介護の専門職が協働で支援します。
　専門職同士の連携を図ることができるように、泉区在宅医療相談室と次のよ
うな取組を行っています。
◎専門職向けの事例検討会や研修会の開催
　｢医療･介護介入拒否の方へのアプローチ｣｢看護多機能施設の役割｣といっ
たテーマで事例検討会を開催し､医師･看護師などの医療関係者､ケアマネ
ジャー･地域包括支援センター職員などの介護関係者が参加し､グループワー
クなどを通じて､各専門職の垣根を越えた知識の習得を目指すとともに､連携
体制の強化を目指しています｡
◎市民向けの啓発講座の開催
　今年度は､｢人生の最終段階を考える｣を
テーマに開催します。
　※詳細は､上側の記事を確認してください。

●「人生会議」（ＡＣＰ＝アドバンス・ケア・プランニング）という言葉を聞いたこと
があるでしょうか？ もしもの時に､どのような医療やケアを望むかを、あなた自
身で前もって考え、家族や医療・介護従事者たちと話し合い共有することが大
切です。
　市では人生の最終段階での医療やケアについて考えるきっかけとなる｢もし
も手帳｣を作成しました｡｢もしも手帳｣を活用して､元気なうちから｢もしも｣の
時のことを考えてみませんか？（区役所2階209窓口で配布しています）

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
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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〉1月15日･29日の水曜
〈1歳6か月児〉
1月22日､2月5日の水曜
〈3歳児〉1月24日､2月7日の金曜
　こども家庭係
　800-2444　　800-2513
▶乳幼児歯科相談（予約制）
1月15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
1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
1月21日（火）13時30分～15時。2
回食頃の第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「1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〉
1月16日（木）10時～11時30分。
6か月までの子と保護者

〈きらきら〉
1月23日（木）10時～11時30分。
7か月～12か月の子と保護者
　月～金曜（祝日を除く）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

▶助産師による相談
母乳や卒乳、母子の健康などについ
て。1月17日（金）13時～15時。乳
幼児を子育て中の人、妊娠中の人

▶栄養士による相談
乳幼児の｢食｣について。1月28日
（火）13時～14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 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）

●1月14日（火）～17日（金）10時～16時
　（17日は15時まで）
●1月21日（火）･22日（水）･24日（金）
●1月27日（月）～31日（金）
●2月8日（土）10時～14時30分（15時～表彰）
●2月10日（月）

刑務所作業製品展示即売会

音楽劇場
彫刻（能面等）展示
泉区子ども会書道展

朗読発表

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

〈善意銀行〉
○アッテ祭り実行委員会　〇横浜体育クラブ戸塚ライオネスクラブ
〇泉すずらん会　〇パーラーカンダ（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す。

区役所から

市立保育園から

保険料の「年間納付済額のお知らせ」を発送します

　国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の保険料の納付義務者の
皆さんへ､毎年１月下旬に｢年間納付済額のお知らせ｣を発送しています｡昨
年１年間の保険料支払額をお知らせしています。所得税の確定申告や市民
税・県民税の申告の際に、社会保険料控除の参考にしてください。
　なお､国民健康保険の保険料納付済額は､世帯ごとに一括して記載して
います。　

※電話･窓口での問合せに関しては､本人または家族以外の人へはお答
えできません｡あらかじめご了承ください。

保険係（2階205窓口)　　800-2425　　800-2512

〒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

今年の干支の「子」にちなんで、ねずみが登場する本を１冊紹介します。

●土曜おはなし会
1月11日､2月1日の土曜14時から｡5歳以上（保護者同伴可）
●日曜おはなし会
1月12日､2月9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
1月29日（水）10時45分～11時15分｡0歳～3歳児と保護者､先着10組　
　1月22日9時30分から電話か窓口へ
●大人のためのおはなし会
2月4日（火）10時30分～12時｡先着30人｡語り手:おはなしのいずみの会
　1月16日9時30分から電話か窓口へ
●あつめてわくわくおはなし会
2月5日（水）15時30分～16時｡3歳～6歳(保護者同伴可)

『くらやみ城の冒険』（ミス・ビアンカシリーズ）
マージェリー・シャープ／作　渡辺茂男／訳

ガース・ウィリアムズ／絵　岩波書店
　ミス･ビアンカは大使の坊やがかわいがっている白ね
ずみ｡銀のネックレスをして､貴婦人のように優雅です｡
そのミス・ビアンカがふとした行きがかりから､監獄にと
らわれた詩人を助け出すことになりました｡監獄は恐ろし
い､難攻不落のくらやみ城｡小さなねずみは､どのように
詩人を救ったのでしょうか。

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　1月21日、2月4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

泉区　保育所　申請 検索で

こども家庭係（保育担当）　　800-2413　　800-2513　こども家庭係（保育担当）　　800-2413　　800-2513　

１月６日（月）～２月１０日（月）
●窓口　月～金曜日（祝日を除く）8時45分～17時
　　　　区役所2階210窓口
※12時～13時はお待たせする時間が長くなる場合があ
りますので、ご了承ください。
●郵送　２月１０日までにこども家庭支援課へ（必着）

※詳しくは利用案内(区役所･区内認可保育所などで
　配布)か泉区ホームページで

え   と ね

〈申請期間〉

わたなべしげ  お

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

●初詣 戸塚宿七福神めぐり
1月15日（水）10時。市営地下鉄戸塚駅改札口集合｡当日先着40人
　500円　　泉区歴史の会　石井　　814-3331

区民活動情報

泉区あやめ通信 掲載基準 検索
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泉区版は
ここまでです泉 区 役 所 ウェブページで情報配信中！ 横浜市泉区役所 検索

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

■ 個人利用の案内
事前予約不要。当日気軽に利用可
〈バドミントン･卓球〉　16歳以上120
円、16歳未満30円（2時間）
〈トレーニング室〉9時～20時50分（受
付は20時まで）　　16歳以上300円、
16歳未満100円（3時間）
〈弓道場〉有段者対象　※日程･料金な
ど詳細は電話か　で確認を

　上飯田地区センター

■ 親子リトミックと読み聞かせ
1月18日、2月8日の土曜13時～14時
30分。未就学児と保護者。上履き持参
■ 遺言・相続・登記相談
1月22日（水）13時～16時。先着4人
　1月11日から前日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
■ そば打ち教室
2月2日（日）9時30分～13時。先着10
人。エプロン、三角巾、布巾、持ち帰り用
の容器（A4サイズ）持参　　1,200円
　1月18日9時から費用を添えて窓口へ

　下和泉地区センター

■ 青空子どもまんぷく食堂
2月1日（土）12時～13時30分。先着
30人　　子ども100円、大人200円
　1月11日10時から電話か窓口へ
■ お相撲さんとお餅をついて遊ぼう
2月8日（土）10時～11時45分。先着250
人　　1月18日10時から電話か窓口へ

　立場地区センター

■ おもちゃの病院
1月18日（土）10時～15時
　1月17日までに電話か窓口へ
■ 絵本だいすき！ お話会メイ
1月23日（木）11時～11時40分。幼児と保護者
■ 新春ほのぼのコンサート（ドリンク付）
1月26日（日）13時30分～15時15
分。先着50人　　100円　　1月11
日から電話か費用を添えて窓口へ
■ 映画上映「こんな夜更けにバナナかよ
　 愛しき実話」
2月2日（日）10時30分～12時30分。
中学生以上、先着50人　　1月12日
から電話か窓口へ

　中川地区センター

■ おはなし会
1月14日（火）・24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
1月25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　 1月11日9時から電話か費
用を添えて窓口へ
■ おしゃれメニューで素敵な
　 バレンタインを
2月3日（月）10時～13時。抽選18人
　1,300円（材料費含む）　　1月13
日10時～10時15分に窓口へ
■ 転写チュールで作るバッグインバッグ
2月15日（土）10時～12時。抽選8人
　1,000円（材料費含む）　　1月25
日10時～10時15分に窓口へ

　新橋コミュニティハウス

■ 子供おりがみ教室
1月18日、2月1日の土曜14時～16
時。小学生以下、先着20人
■ ロビー展　俳句
1月22日（水）～2月16日（日）
■ 紅茶レッスンパートⅡ
ミルクティーの奥深さを愉しむ
2月27日（木）10時～12時。抽選16人
　500円（お菓子付）
　2月6日10時～10時15分に窓口へ

　中田コミュニティハウス

■ 簡単! 初心者スヌード教室（全２回）
2月3日・17日の月曜13時～15時。先着
12人。8号棒針２本持参　　1,000円
　1月11日～28日に窓口へ

　みなみコミュニティハウス

■ 困った時のとっさの英会話術
1月23日、2月13・27日、3月12日・26
日の木曜10時～12時。先着15人
　2,000円　　1月13日10時から電
話か窓口へ

　いずみ中央地域ケアプラザ

■ はじめてのスマートフォン講座
地図やカメラ等、デモ機を使って体験
1月20日（月）10時～12時。先着20人
　1月11日から電話か窓口へ

　上飯田地域ケアプラザ

※駐車場の用意はありません
■ 親子料理教室
　 ～みんなで楽しくちらし寿司作り～
2月16日（日）10時～13時。2歳～小学
生とその保護者、先着15組30人
　200円（1人）　　1月14日10時～
31日までに電話か窓口へ

　テアトルフォンテ

■ こまつ座　公演「イヌの仇討」
吉良上野介に光を当てた異色作
1月17日（金）18時30分～20時45分・
18日（土）13時～15時15分、17時30
分～19時45分・19日（日）13時～15
時15分。未就学児入場不可　　昼公
演7,500円、夜公演7,000円、学生
5,000円　　1月16日までに電話か費
用とともに窓口へ
■ ベートーベン国際ピアノコンクール
　 アジア本選会
2月8日（土）11時～20時、2月9日（日）
10時～20時。未就学児不可。先着
200人　　2,000円　　1月18日10
時から電話か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？
①2月21日（金）②25日（火）③26日
（水）①②10時～21時、③9時～21時
　1枠1,800円（1時間）、2枠3,400円
（2時間）　　1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

　泉寿荘

※各60歳以上対象（演芸発表会を除く）
■ 演芸発表会
利用者による個人・団体の発表
1月26日（日）9時30分～15時45分
■ 歌声ひろば
1月27日（月）13時～15時。当日先着80人
■ 映画鑑賞会「シェーン」1953年米制作
1月29日（水）13時～15時。当日先着80人

　天王森泉館

■ 百人一首かるた遊び
1月26日（日）10時～12時
■ 節分・豆まき
2月3日（月）11時から
■ 吊るし雛展
2月8日（土）9時30分～3月8日（日）16
時30分。2月12日、25日を除く
■ 冬の野鳥観察会
2月11日（祝・火）9時から。双眼鏡・望
遠鏡持参　　1月25日から電話で

　その他

■ 和泉アカシア公園
〈分区園（貸農園）利用者募集〉
●場所・予定区画　下和泉1丁目8番
地、24区画分（1区画30m2）　●利用
期間　2020年4月1日～2021年の3
月31日※1年間の期間延長可　●対
象　公園近隣在住の徒歩で来園できる
①家族か②8名までのグループ（抽選）
※自動車・オートバイでの来園不可。①
②の重複申込み不可　　利用料金の
詳細についてはお問い合わせ下さい

　2月3日（必着）までに、往復はがきに
｢アカシア公園分区園｣、代表者の　・
　・　、②は「グループ利用」と全員の名
も書いて、（株）田澤園分区園担当
（〒232 -0066南区六ツ川四丁目
1234番地）へ　　　823-2121
■ こども自然公園
 　青少年野外活動センターで
〈アロマ教室Ｆ〉
3月13日（金）10時30分～12時。16歳
以上初心者、抽選10人　　2,000円
　1月31日～2月14日
〈あったかエコキャンプ>
3月14日（土）13時～15日（日）14時
30分。小学校1年～6年生。抽選48人
　6,500円　　1月29日～2月12日
※各詳細は電話か　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

■ 岡津町ふれあい公園
〈分区園（菜園）利用者募集〉
●場所・募集区画　岡津町2623、若干
数①小区画（12m2）②大区画（25m2）。
抽選　●利用期間　2020年4月1日
～2021年3月31日
●対象　徒歩か二輪車で来園可能な
人（駐車場はありません。）　　①
10,800円②22,500円（①②ともに年
額） ※道具置場（個人ロッカー・鍵付）、
トイレ完備　　2月7日（必着）までに往
復はがきで往信面に公園名・代表者の
　・　・　、返信面には代表者の　・　を
書いて、横浜植木（株）造園部岡津町ふ
れあい公園担当（〒232-8587南区唐
沢15番地）まで。 ※区画の大小に関わ
らず重複申込不可 　262-7410（平日
9時～17時）
■ 戸塚税務署
〈①パソコン・スマホから申告手続き〉
国税庁ホームページへアクセスし、申
告書を作成して、e-Taxでマイナンバー
カードやIDとパスワードを使うことで
PCやスマホで申告が可能に
〈②税理士による確定申告相談〉
小規模納税者等対象。1月28日（火）～
29日（水）9時15分～15時45分。戸塚
区大正地区センターで。確定申告に必
要な書類（含前年控）、筆記具、計算器
具、印鑑、マイナンバーに係る本人確認
書類等持参。申告書等の提出のみは税
務署へ（郵送可）。車での来場や所得計
算が複雑な相談はご遠慮を
〈③戸塚税務署内確定申告書作成会場
開設期間〉2月17日（月）～3月16日
（月）（土日祝を除く。ただし2月24日
（休・月）、3月1日（日）は実施）9時15分
～17時。（受付は8時30分～16時）駐
車場利用不可。②③ともに混雑状況に
より受付を早めに終了する場合あり
　戸塚税務署　　863-0011
■ よこはま動物園ズーラシアで
〈ハッピーバレンタインinズーラシア〉
動物たちにバレンタインにちなんだ特
別なプレゼントをします
2月8日（土）・9日（日）。園内該当動物展
示場にて　　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

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

き　  ら   こうずけのすけ

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

いずみ中央地域ケアプラザ
〒245-0024 和泉中央北5-14-1
　805-1700 　805-1798

上飯田地域ケアプラザ
〒245-0018 上飯田町1338-1
　802-8200 　802-6800

天王森泉館
〒245-0016 和泉町300

　　804-5133


